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第７回 文京区地域医療連携推進協議会高齢者・障害者口腔保健医療検討部会 

（議事要点記録） 

 

   日時；平成３０年２月２６日（月） 午後１時３０分から午後３時 

   場所；庁議室 

 

＜会議次第＞ 

１ 部会長挨拶 

２ 報告事項・議事 

（１）障害者歯科診療事業の実施状況について 

（２）在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診事業の実績について 

（３）歯周疾患検診事業について 

（４）区における認知症対策について 

（５）その他 

３ 閉 会 

 

＜配布資料＞ 

 資料第１号 平成28年度 障害者歯科診療事業実施状況 

 資料第２号 平成28年度 在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・予防相談指導事

業実績 

 資料第３号 平成28年度 在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・訪問問診票集計

結果 

 資料第４号 歯周疾患検診について 

 資料第５号 文京区認知症ケアパス「知っておきたい！認知症あんしん生活ガイ

ド」 

 資料第６号 「もの忘れ医療相談」（リーフレット） 

 参考資料１ 文京区地域医療連携推進協議会委員名簿 

 参考資料２ 「知って安心 退院までの準備ガイドブック」 

 

＜出席者＞ 

  平野浩彦部会長、土居浩委員、野村茂樹委員、藤田良治委員、 

  依田泰委員、中根綾子委員、中山知香委員、住友孝子委員、石原浩委員 

 

＜欠席者＞ 

  三ツ木浩委員 

 

＜事務局＞ 

  境野健康推進課長、中島障害福祉課長、真下認知症・地域包括ケア担当課長 

 

＜傍聴者＞ 

  なし 
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１ 部会長挨拶 

 

境野健康推進課長（事務局）；第７回文京区地域医療連携推進協議会高齢者・障害

者口腔保健医療検討部会を開催するに当たり、事務局からご報告させていただき

ます。 

  文京区地域医療連携推進協議会設置要綱において、検討部会の部会長は保健衛

生部長が指名することになっております。既に保健衛生部長より平野委員を指名

させていただき、協議会の承認を得ておりますので、平野委員よろしくお願いい

たします。 

 

平野部会長；東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科の平野でございます。 

  こちらの部会ですが、障害者歯科検討部会の頃からもう八年ほどかかわらせて

いただいております。当初はシビックセンターに障害者に対応する歯科相談室が

あり、より効率的な利用について、飯田橋にある都立心身障害者口腔保健センタ

ーとの連携等の検討から始まりました。発達期の障害がある方だけではなく、障

害高齢者や要介護の方々も増えていますので、そういった方々の口腔ケア支援等

についても検討してまいりました。さらに、在宅寝たきり高齢者や認知症の方々

への支援の取り組みとして、摂食嚥下障害への対応や口腔ケアなど、どのように

支えていくのかというようなことを検討させていただいております。 

  平成30年度の診療報酬・介護報酬の同時改定は、歯科に関しても、介護保険報

酬の「口腔衛生管理加算」などいろいろ対応が変わりました。また、う蝕、歯周

疾患、歯の欠損に対する義歯等だけではなく、高齢者や発達期の15歳以下の方の

口腔機能に対しての評価も、インセンティブがついてきたように思います。 

  国の方もそういった動きがありますので、この部会の役割がますますあるよう

に思っています。 

  では委員の委嘱及び出席状況について、事務局よりお願いします。 

 

境野健康推進課長（事務局）； 今回は、任期満了後、初めての部会となります。

委嘱状は資料と一緒に、机上に配付させていただきました。 

   

 ＜出席状況報告＞ 

 

平野部会長；先生方から簡単な自己紹介をお願いします。 

 

藤田委員；文京区歯科医師会の藤田と申します。よろしくお願いします。 

 

依田委員；文京区歯科医師会の依田と申します。よろしくお願いします。 

 

土居委員；文京区小石川歯科医師会の土居と申します。よろしくお願いいたします。 
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野村委員；文京区小石川歯科医師会の野村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

石原委員；いつも先生方には大変お世話になっています。文京区保健衛生部長・文

京保健所長の石原でございます。よろしくお願いします。 

 

住友委員；文京区心身障害者福祉団体連合会の住友と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

中山委員；リーベ訪問看護リハビリステーションの看護師で、管理者をしています

中山です。よろしくお願いいたします。 

 

平野部会長；事務局より、配布資料の確認をお願いします。 

 

境野健康推進課長（事務局）；＜配布資料の確認＞ 

 

２ 報告事項・議事 

（１）障害者歯科診療事業の実施状況について 

（２）在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診事業の実績について 

 

平野部会長；それでは、議事（１）障害者歯科診療事業の実施状況についてと、（２）

在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診事業の実績について、事務局より説明をお願

いします。 

 

境野健康推進課長（事務局）； ＜資料第１号及び第２号の説明＞ 

  「在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診事業」は、平成29年度より事業名を「在

宅療養者等歯科訪問健診・予防相談事業」の名称に変更して実施しております。 

 

平野部会長；補足及びご質問はございますか。 

   私の方から質問ですが、事業報告では受診者の実人数及び延べ人数が増えてい

るとのことですが、何か増えている背景などはございますか。 

   

境野健康推進課長（事務局）；平成28年度より障害者手帳を持たない方も受診でき

るようになったことが、受診者数が増えた要素としてあると思われます。 

   また、文京区作成の「障害者福祉のてびき」を毎年障害者の方にお送りしてい

まして、その中にも記載がありますが、それとは別に事業紹介のチラシを同封し

て周知していることも要素として考えられます。 

 

平野部会長；住友委員から何かご意見などございますか。 

 

住友委員；文京区内には多くのグループホームや入所施設があり、家族と離れて生

活されている方も多いかと思います。施設に入られた場合、訪問診療の歯科医師
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や施設の方が口腔状態をチェックして指摘をされていると伺っていますが、歯の

治療やケアにおいて家族だから対応できることもあります。ご家族が少し様子を

見に来られるような場合には、施設側と相談して治療が必要かの相談ができます

が、ご家庭とのコンタクトがとりづらい利用者さんも年々増えています。施設の

利用者数が多く、若い方も多くいらっしゃるので、８０２０まで届くのか心配な

こともあります。 

施設への地域の歯科医師さんのご協力が必要だと感じますので、うまくマッチ

ングして口腔ケアがしっかり行われればと思います。 

 

平野部会長；施設と歯科医師とで、何か具体的な連携をされていますか。 

 

住友委員；障害者支援施設リアン文京では、小日向台の歯科医師さんが毎月施設で

訪問診療をされていて、治療のできるお子さんに関しては治療していただいてい

ると伺っています。 

   ただ歯の治療はなかなか難しく、嫌がるものを無理に行うことはできませんの

で、治療をする必要がないように、しっかり歯を残していけるようにケアするこ

とが一番大事だと感じます。 

 

中島障害福祉課長；文京区では、平成27年度に初めての民間による障害者入所施設

ができましたが、まだ日にちが浅く、地域の歯科医師との連携については今後検

討していく必要があるように感じています。 

 

住友委員；グループホームなどにも、地域の歯科医師の方を派遣されているのです

か。 

 

中島障害福祉課長；グループホームへの歯科医師の派遣は行っておりません。例え

ば、地域の歯科医師とコンタクトのあるグループホームでは利用者の方を歯科診

療所に連れて行かれることはあるようですが、定期的な連携ということではない

ように思います。 

 

平野部会長；高齢者の認知症グループホームにおける口腔衛生管理体制加算が算定

できるようになりましたので、公的なセーフティネットが張られることはいいと

思います。 

 

藤田委員；私がシビックセンターの歯科室で診療をしていた時に紹介で来られた患

者さんを長い方で20年ぐらい診ていますが、施設に入所後も施設から一時的に連

れて来ていただき、個人的に診療することもあります。 

   もしそのようなケースが他にありましたら、まずシビックセンターの歯科室へ

来ていただければ対応は可能だと思います。ただ、平成 28 年度の障害者歯科診療

事業の 1 日平均実施人数は 5.8 人ですが、現場では結構厳しい状況です。定員が
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８人といっても、事故が起こらないように注力しますので、患者数が増えますと

難しい状況も出てまいります。 

 

土居委員；この事業は、地域の歯科医師の診療所で障害者の方を診られるようにす

るための育成機関でもありましたが、一人の患者さんにかけられる時間の長さや

車での来院が可能なことなどもあり、障害者歯科診療を選ぶ患者さんもいらっし

ゃいます。 

    

平野部会長；次に「在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診」ですが、ご質問、追加の

発言等はございますか。 

   資料第３号に記載の主訴の訴えに健診が入っていますが、健診は、定期的に在

宅往診の先生方に診ていただくことでしょうか。 

 

境野健康推進課長（事務局）；定期的な健診で受けられる方もいらっしゃるかもし

れませんが、歯の具合が悪くてご相談されることもあるかと思います。 

 

平野部会長；顕著な問題はないけれど、歯科医師の先生に診てもらいたい方という

ことですね。 

   脳血管疾患、心疾患などでなかなか通院につながらず、在宅歯科訪問健診を受

けていらっしゃることが考えられます。在宅療養をされている中に摂食・嚥下障

害をお持ちの方は多いかと思いますが、そういった方々からのオファーは、全体

のマスの中では小さいのでしょうか。 

 

境野健康推進課長（事務局）；主訴として「うまく噛めない」「飲み込み」「むせ」

をあげられている方は若干いらっしゃいます。 

 

平野部会長；中根先生、このデータについて、何かご意見やご感想、現状など、ご

発言いただければと思います。 

 

中根委員；データを見ますと、食事自立をされている方がかなり多く、ほぼ常食を

召し上がっているようで、身体機能はさほど重度ではなく障害もない方が80人く

らいかと思います。 

   逆に主訴には含まれてないけれども、隠れてそういう症状をお持ちの方たちを

拾い上げる健診項目が何かあるのではないかというところがあります。 

 

平野部会長；「在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導」の窓口はどちらになり

ますか。 

 

境野健康推進課長（事務局）；文京区歯科医師会と小石川歯科医師会の両歯科医師

会になります。また、先ほどご紹介させていただいた「地域包括ケア歯科相談窓

口」の方でも受け付けるような形になっています。 
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依田委員；食事自立度が高くない方は恐らく大学病院などに行かれて、この事業を

利用されないでもうまくいっているのだと思います。 

  「在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導」ですが、食事自立をしていない

方々にまでＰＲできていない可能性があるかもしれません。訪問看護の方からの

ニーズも上がってくると思いますが、恐らく区報やパンフレットなどの周知物を

見て依頼されていますので、食事について自立されている方からのオファーが多

いように推測されます。 

 

平野部会長；中山委員は在宅の状況について詳しく把握されていると思いますが、

例えば口腔ケアの問題などいかがですか。困っているときにはどのようにされて

いますか。 

 

中山委員；実際に看護に入って見てみますと、口腔ケアについて「できている」と

自分でおっしゃる患者さんにできていないことが多いです。嚥下に関してはＳＴ

（言語聴覚士）がいますので、なるべく訪問時に入れればと思っています。ＳＴ

の方で歯科の先生方と連携をとりたいと思うことも多いのですが、健診の段階ま

たは口腔ケアができていない段階など、どの程度の段階で相談していいのか悩む

ようです。 

   また、重度の認知症の方ですと、ご家族も患者さんが健診時に口を開いていら

れるかわからないといった不安を抱えていらっしゃることもあり、口腔ケアの対

応ができなかった場合にどうしたらいいのか悩むことが多いです。 

 

平野部会長；先生方、いかがでしょうか。 

 

依田委員；在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導を上手に使っていただけます

と、お手伝いできることもあるように思います。 

 

中山委員；このような窓口を通した方がいいのか、それとも直接歯科医師の方にご

相談していいのか。１回目の利用は無料とのことですが、どのくらいの段階でこ

の１回目を使っていいのか。次につながらず、1回だけで終わったら申し訳ない

とも思い、どの程度で相談したらいいのか悩んでいます。 

 

藤田委員；どうしたらいいのかという疑問の時点で利用していただいて構いません。

まず患者さんがどんな状態かをわかってもらって、どのように協力していくかと

考えていただければと思いますので、遠慮せずご利用ください。 

地域包括ケア歯科相談窓口でも、各歯科医師会の電話でもどちらでも大丈夫で

すので、まずご連絡いただければと思います。 

 

境野健康推進課長（事務局）；歯周疾患検診事業も行っていますので、歯科診療所

に通院できる方はそちらで検診を受診いただけます。歯科診療所まで通院が困難
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で、訪問してもらわないと受診できない方は、在宅療養者等歯科訪問健診・予防

相談指導をご利用いただき、口腔の状況把握やケアなどを取っかかりとしていた

だければと思います。 

 

平野部会長；中山委員にもこちらの事業を活用していただければと思います。 

  こういう事業は、一つ二つ動き出すと非常に動き出すことがあります。このよ

うなインフラができ、人間関係も次々とできていくように思いますので、ぜひよ

ろしくお願いします。 

  他にご質問、ご発言がないようでしたら、次の議事に移りたいと思います。 

 

（３）歯周疾患検診事業について 

平野部会長；続きまして、議事（３）歯周疾患検診事業について、事務局より説明

をお願いします。 

 

境野健康推進課長（事務局）；＜資料第４号の説明＞ 

 

平野部会長；ただいまのご報告について、ご質問、ご意見があればお願いいたしま

す。 

  よく受けられる質問かもしれませんが、拡大対象が 76・81 歳で、75・80 歳で

はない理由は何でしょうか。 

 

境野健康推進課長（事務局）；後期高齢者医療制度事業費補助金の関係で、４月１

日に 75 歳に到達していないと適応されないため 76 歳となり、そこから５年で 81

歳となっています。前半の 30・35 歳については満 30 歳・満 35 歳での実施では

ないため、満という表現ではありません。年度末で 30 歳・35 歳を迎えられる方

という形で設定しています。 

 

平野部会長；他にございますか。 

  後期高齢者に関しては、後期高齢者医療広域連合と連携して行う後期高齢者歯

科健診事業が始まっていますね。 

 

境野健康推進課長（事務局）；文京区では東京都後期高齢者医療広域連合からの補

助金を利用して実施いたします。国は 8020 運動や咀嚼・嚥下を含め、歯科口腔

保健施策を推進してきましたが、歯科医師の先生方の努力もあって、昔は達成者

率が 20％ぐらいだった 8020 達成者率が、平成 28 年度 50％に達しました。次は

歯周疾患についてということで、国は３年ほど前から補助事業を推進するように

なりました。 

 

平野部会長；後期高齢者歯科健診事業はとても重要だと思います。8020 運動で歯を

相当数残せるよう改善され、次に口腔機能の向上へとシフトし、3 年ほど前から

後期高齢者歯科健診が始まりました。以前、日本歯科医師会の議論の中で、口腔
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機能健診で機能が低下したと診断された人の受け皿をどうするかということが

問題とされていました。文京区が歯周疾患検診に加えて口腔機能健診にも取り組

まれるのは、極めて重要なことであると思います。 

  文京区の歯周疾患検診の受診率は、今何％ぐらいですか。 

 

境野健康推進課長（事務局）；約 11％です。 

 

平野部会長；全国だと１桁、７％や８％というところで、11％の受診率は高いです

ね。年齢が上がるにつれて受診率が上がっていく傾向もあり、上手に検診事業を

行っている自治体が多く出てきている印象です。 

 

中山委員；歯周疾患検診の検査項目で、嚥下機能と咀嚼筋の検査がありますが、ど

の程度までやっていただけるのでしょうか。 

 

境野健康推進課長（事務局）；嚥下はＲＳＳＴ（反復唾液嚥下テスト）になります。 

 

平野部会長；唾液嚥下を 30 秒間繰り返していただき、嚥下できた回数を記録する

テストで、ＡＤＬ（日常生活動作）の高い方の嚥下機能を評価しようということ

だと思います。 

   

中山委員；咀嚼についてはいかがですか。 

 

鈴木歯科衛生士；咀嚼は、側頭筋と咬筋の触診を行っています。 

 

平野部会長； 他に何かご意見ございますか。 

 

土居委員；後期高齢者に対する歯周疾患検診が始まりますが、制度の問題もあると

思いますし、実際行ってみないとわからないところもあると思います。 

  ただ、行政で対象を広げていただき、実施機関も広げていただいたことで対象

者が増え、健康に有意なことだと思います。 

  患者さんにお会いすることができれば、先ほどお話のありました地域包括ケア

歯科相談窓口にもつなげやすくなり、歯科医師に相談しやすい環境を作れると思

います。 

 

平野部会長；本当にそう思います。今までの歯周疾患検診は 70 歳までで、8020 と

いっても 80 歳の検診がありませんでした。文京区では 81 歳まで入れられて、と

てもすばらしい取り組みだと思います。今後この事業がどのように進んだか教え

ていただければと思います。 

  また、歯科医師会の先生方も、事例や課題などありましたら教えていただけれ

ばと思います。 
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（４）区における認知症対策について 

 

平野部会長；次に、議事（４）区における認知症対策について、事務局より説明を

お願いします。 

 

境野健康推進課長（事務局）；本議事につきましては、一昨年度、昨年度の部会で

「認知症」をテーマとした勉強会を開催し、その中で、診療所窓口等で認知症の

疑いのある方の対応について困ったことがある等のご意見が出ておりましたの

で、改めて区における認知症対策について、ご紹介をさせていただきます。 

  施策の詳細は、認知症・地域包括ケア担当課長の真下から説明いたします。 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長；＜資料第５号及び第６号の説明＞ 

 

平野部会長；ありがとうございます。 

  認知症の問題はかなり大きく、新オレンジプランの中で、歯科医師・薬剤師の

認知症対応力向上研修を新たに実施することが盛り込まれています。 

  今後高齢者の数が増えるにつれ認知症の方も増えていくという現状で、特に都

会では大きな問題になることが考えられます。東京都でも非常に力を入れている

ところですが、何か追加のご発言がありましたらお願いします。 

  中山委員、在宅の方で何か認知症の課題や実情などありましたら教えていただ

ければと思います。 

 

中山委員；利用者の方で最近増えているのは、認知症で独居されている方の火の元

管理の問題です。文京区はマンションが多く、マンション暮らしの独居の方もい

らっしゃいますが、火の扱いについてどの程度まで制限されているのか、そのあ

たりの対応で悩むことが多いです。 

  別の話になりますが、核家族が増え、高齢者や認知症の方と一緒に暮らすこと

を子どもたちがイメージできない現状があります。文京区で行われている小・中

学校の児童に向けた認知症のキッズサポーター養成講座で、「このような高齢者

がいる」ことがわかりとてもよかったという声が多くあり、とてもいい対策だと

思いました。先日伺った学校でその話をしたところ、キッズサポーター養成講座

を行ってみたいという話もありました。 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長；今年度は５校で実施いたしました。さらに多

くの学校様に実施をお願いし、広めていきたいと思っております。お子様の感想

として、「認知症について少し誤解していた」「改めて、本当にもっと優しく接

しなければいけない」といった声も多く出ていますので、今後とも広めていきた

いと思っております。 
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平野部会長；ご高齢の方と問診でなかなかうまくコミュニケーションできないこと

も意外と多いようで、どのように話をしたらいいか、歯科医師の教育でもそれが

課題になっています。 

 

中山委員；認知症の方が行方不明になったという想定で、捜索から対応までの模擬

訓練をされているという話を地域包括支援センターの方から伺いましたが、どこ

か決まった地域で行っているのですか。 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長；年に１回、実施する地域の町会様にご協力い

ただき、認知症の方が行方不明になったという想定で、行方不明発生から保護ま

での流れを体験していただいています。 

  実施いただいた町会様に翌年以降自主的にご開催いただけないかお話してい

るところはございまして、その辺の支援を今後行っていきたいと思っております

が、今のところは年１回、特定の地域で実施しているところです。 

 

中山委員；徘徊者が増えてきた中で声のかけ方の難しさを考えると、実際にこのよ

うな体験をできるのはとてもいい企画だと思います。 

 

平野部会長；この体験会は、認知症サポーター養成講座もしくはさらに進んだ養成

講座になりますか。 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長；認知症サポーターとして登録された方を対象

に行う認知症サポーターステップアップ講座を区で行っていますが、それとはま

た別の事業になります。認知症の方に限定して行方不明になった場合を想定し、

何人か行方不明者役を配置いたしまして、そういう人を見つけたら声をかけると

いう実践的な体験を行っています。 

 

野村委員；真下認知症・地域包括ケア担当課長はオレンジリングをつけていらっし

ゃいますが、オレンジリングについてご説明いただければと思います。 

 

真下認知症・地域包括ケア担当課長；認知症サポーター養成講座を受講していただ

きますと、認知症の方や家族を地域や職域で温かく見守る応援者「認知症サポー

ター」の証として、オレンジリングを交付しています。認知症サポーター養成講

座は、区民の方を対象に講座を実施していますが、一定人数の方がお集まりにな

られたグループから講座開催の希望があれば、高齢者あんしん相談センターで承

って個別に実施しているところもあります。今、文京区には、１万人を超える方

がオレンジリングをお持ちになられています。 

  先ほど少しお話いたしましたが、認知症サポーター養成講座を受けた方を対象

に、ステップアップ講座を年に１回開催しています。より実践的な講座で、復習

的な意味も含めて、認知症サポーターの役割や認知症についての講義などを行っ

ています。 
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住友委員；ご家族が認知症になったときに、対応の仕方や向き合い方、家族のケア

など充分になされているのでしょうか。もし自分の家族がそうなったときにきち

んとした対応ができるだろうかと思うことがあります。 

以前病院で受診待ちしていたときに、認知症と思われるお母さんとその娘さん

が目の前に座っていたのですが、お母さんがバッグからお財布を出しお金を勘定

し、次は化粧直しをしてと、それを何回も繰り返しされていました。娘さんはそ

の行為を制止したり否定したりせず、とても温かく見守っていて感心しました。

このような対応が認知症の方には本当に大事で、もし自分もそのような立場にな

ったらこういうふうにできればと思いました。 

  ご家族自身が大変でないと思える環境は認知症の方にとってもいいことです

ので、家族のケアも同様にとても必要であると思いました。認知症に関する相談

窓口がありますが、どのくらいの方が相談できているのかと感じましたので、お

話させていただきました。 

 

平野部会長；ご家族は認知症が発症する前を知っているからこそ、なぜこのような

ことができないのかという思いを抱いて声を荒げたりされる方も多いかと思い

ます。そのような中でこのような対応ができると、ご本人もご家族もとってもい

い環境になるということですね。いいお話をありがとうございました。 

  ご意見等ございませんようでしたら、次の議題にうつりたいと思います。 

 

（５）その他 

 

平野部会長；次に、議事（５）その他についてですが、「地域包括ケア歯科相談窓

口」について、歯科医師会の先生方からご説明をお願いします。 

 

藤田委員；区報「ぶんきょう」２月 10 日号に、「地域包括ケア歯科相談窓口」に

ついて掲載いただきました。 

  文京区歯科医師会と小石川歯科医師会で一括して、地域包括ケア歯科相談窓口

を開設しました。かかりつけ歯科医を探している方、「食べる」「飲み込む」な

どの口腔ケアについて不安や困ったことのある方、お気軽にご相談いただければ

と思います。医療関係者からのご相談もお受けします。 

  今年の１月５日から開始しまして、受付時間は平日月曜から金曜日の午前 11

時から午後４時になります。毎月区報の 25 日号の医療機関案内に掲載されるこ

とになっています。 

 

平野部会長；一般の方だけではなく、医療関係者にもこういった相談窓口があるこ

とを知っていただいて、利用が広がればいいと思います。 

 

中山委員；こちらの相談窓口は、歯科医師の先生が交代で電話応対をされているの

ですか。 
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藤田委員；事務職員が相談の電話を受け、内容によって担当の歯科医師から折り返

し電話をする形になっています。 

 

中山委員；訪問介護の方の連絡会議で地域包括ケア歯科相談窓口について周知させ

ていただければと思います。 

 

藤田委員；よろしくお願いします。 

 

中根委員；在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談事業の申し込みですが、どちらの

歯科医師会がご担当かわからない場合でも、こちらの窓口にご連絡すればお受け

いただけるということですか。  

 

藤田委員；お電話いただければ対応できます。 

 

平野部会長；その他ございますか。 

 

境野健康推進課長（事務局）； ＜参考資料２の説明＞ 

 

平野部会長；本当にすばらしい取り組みだと思います。退院というと、完治して退

院できるというイメージを持たれている方が多いかと思いますが、現実には退院

後も治療や介護が必要な状況がございますので、地域にどのような支援があるか

わかりやすくまとめた冊子があるといいですね。 

  ただいまのご報告について、質疑、ご意見がありましたらお願いします。 

  特にないようでしたら、本日の議題についてのディスカッションは、これで終

わらせていただきたいと思います。 

  最後に事務局より、今後の予定に関してお願いします。 

 

境野健康推進課長（事務局）；次回は 11 月頃の開催を予定しています。日程につ

いては、平野部会長と相談の上、早目にご連絡いたします。 

  また、本日の要点記録をホームページにアップロードいたしますので、事前に

要点記録の確認が必要な方は、事務局までご連絡ください。 

 

３ 閉会 

 

平野部会長； 今日は多岐にわたる議事があり、４月の診療報酬・介護報酬の同時

改定における高齢者に関する部分と非常にリンクした議事が多かったように思

いますが、本当にいいディスカッションができたと思います。 

  本日はどうもありがとうございました。 


