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■会長挨拶■総会・教育講演報告
■新人会員の紹介■新人研修会報告
■防災便り■専門講座のお知らせ など

前任期に引き続き愛媛県言語聴覚士会の会長に就任しました、西条中央病院の林田聡（はやしだあきら）
と申します。 よろしくお願いします。
今年度総会で、１）グループ活動制度の導入について、２）各地域勉強会活動支援について、３）一般社
団法人化について、いずれの議題についてもご理解とご承認をいただきありがとうございました。貴重なご
意見もいただけ、新しく着任いたしました理事役員一同、気を引き締めて今後の活動に臨んでいこうと思い
ます。
１）については、他団体や市町からの依頼や県士会活動の簡単なお手伝い等を皆さんに分担し活動してい
ただく制度です。全ての仕事を割り振るのではなく、まずお願いできることから進めていきたいと考えてお
ります。さらに、２）については期限を設けた形ではありますが県士会として資金援助をしていきたいと考
えます。３）については、当士会の社会的立場をより向上させていくための取り組みになります。法人化に
向けての具体的内容については、今後県士会メールで配信していく予定にしております。
これからスタートする事業ばかりなので、実際に運用する中で皆様よりご意見をいただきながら改変し
ていけたらと思います。ぜひ県士会 HP のお問い合わせフォームよりお気軽にご意見・ご感想をお寄せくだ
さい。

～新人研修～「ようこそ県士会」 県士会長 林田 聡
「シーティング、移乗動作の実技指導」講師 佐伯茂行
4 月 22 日（日）に開催された新人研修に参加させていただき
ました。松山リハビリテーション病院の佐伯茂行先生が「シーティ
ング、移乗動作の実技指導」をしてくださりました。実技経験の少
なかった私たちに細かいところまで丁寧に教えてくださり、移乗
動作についての理解を深めることができました。また、姿勢とポジ
ショニングについても説明していただき、患者様一人一人の姿勢の特徴を把握し、そこからポジショニングを行
っていくことの大切さも学びました。実際の患者様を相手に移乗を行うようになると今回の研修のようには上手
くいかない事もあるかもしれませんが、教えていただいた基本的な動作や自分の体格に合わせた移乗の方法を思
い出しながら、今回学んだことをこれからの臨床で活かしていけたらと思います。
愛媛県立中央病院 岡田玲奈

「失語症者向け意思疎通支援事業について～ ST に求められて いること～」
講師

愛媛県立中央病院 三瀬和人先生

私は今回、失語症のある方の規模や支援事業、現状について知ることができた講演となりまし
た。失語症は男性に多いこと、復職は難しいことは大学の講義で知りましたが、失語症のある方が
どれくらいいらっしゃるのかなどの把握は詳しく行われていないということ、失語症のある方への
支援事業に動いている都道府県や動いていない都道府県もあるというのは驚きでした。また、失語
症は骨折など目に見える障害と違って見えにくい言葉の障害ということもあり、今までは身体障害
者手帳などの支援対象者ではなかったことなど、活用できる支援事業に対しても遅れてしまってい
る現状を知ることができました。
全国的に失語症のある方の意志疎通支援事業への取り組みはまだまだであり、これから失語症と
いう言語障害の認識や意志疎通支援事業が広まっていって欲しいと思いましたし、私自身、失語症
についての知識や失語症のある方とのコミュニケーションをとることがまだ未熟ですので、これか
ら深めていきたいと思います。
松山リハビリテーション病院

〈会員の皆様に、愛媛県言語聴覚士会平成 30 年度
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総会・教育講演・新人研修
県士会ニュースの発行
四国学会
生涯学習プログラム専門講座
（認知症高齢者の摂食嚥下リハビリテーション）
生涯学習プログラム基礎講座
（協会の役割と機構、言語聴覚療法の動向、職種連携論）
県士会ニュース発行
言語聴覚の日関連事業（中予地区）
学術集会・特別講演
（軽度運動障害性構音障害の臨床について）
地区交流会
県士会ニュース発行
お仕事フェスタ協力 県士会ニュース発行

※その他の関連事業の活動も随時実施予定です。
詳細は決定次第、県士会ニュースや県士会ホームページにてお知らせしていく予定です。

防災だより

愛媛県災害時福祉避難所等人的支援体制は、災害時の福祉避難所等の円滑な運営を図るため、まだ案の段
階ですが、県に ERAT が協力する形で進めています。
「災害時要配慮者支援チーム」、
「災害時福祉人材マッ
チング制度」、
「災害時福祉人材派遣要請」の３つからなり、特に ST に関連するのは「災害時要配慮者支援
チーム」になります。チーム構成は、医療、リハビリ、介護、福祉の他業種の専門職から成り、災害時に市
町の支援要請に基づき、県がチームの派遣を要請します。派遣されるチームは、一般避難所や福祉避難所を
巡回し、避難所運営の助言から生活介助まで幅広く支援を行います。このチームメンバーは、県から委託を
受けた ERAT 研修会の受講が登録要件となるため、下記の研修会へぜひ御参加をお願いします。平成 30
年度愛媛県災害時要配慮者支援チーム員養成基礎研修会（8 月 11 日（土）10:00～17:30）、研修会の詳
細は決まり次第県士会 HP へ案内します。
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科 飴矢美里

日時：平成 30 年 3 月 15 日（木） 19:00～
場所：愛媛十全医療学院
議長：林田聡 参加人数：19 名
◇報告事項
会議出席など、愛媛県言語聴覚士会主催災害リハビリ
テーション研修会、第 2 回愛媛県高次脳機能障害支援
連絡協議会出席、愛媛リハビリテーション研究会役員
会議、第 3 回愛媛県災害時福祉支援地域連携協議会、
第 14 回四国言語聴覚学会準備委員会、第 4 回愛媛
県災害リハビリテーション研修会、等
◇協議事項
【会長・副会長】
1)来年度総会の流れの確認
2)各地区勉強会補助金申請の流れについて
3)理事改選について
【財務部】
払い出しについて
【学術教育部】
勉強会支援費に関する事業の担当について
◇その他
輪番制の仕事内容について
◇予定 理事会 4/2

日時：平成 30 年 4 月 22 日（日）13:30～
場所：愛媛十全医療学院
議長：林田聡 参加人数：25 名 書記：事務局
◇報告事項
会議出席など、平成 29 年年会費、平成 30 年年会費、
新入会員、総会教育講演および新人教育プログラム、
春の懇親会、生涯学習プログラム基礎講座、学術集会
特別講演、地域リハ等関連事業、訪問リハビリテーシ
ョン地域リーダー会議、愛媛県リハビリテーション専
門職協会、グループ活動制度、災害関連、等
◇協議事項
1)役員改選
2)理事会出席者
3)全国学会の会場
4)一般社団法人化
5)四国学会
6)人材育成事業 DVD 研修会
7)理事メール決算申請
8)県士会組織改編
◇予定 理事会 6/14
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林田聡
西条中央病院
副会長 三瀬和人 愛媛県立中央病院
藤本早苗
済生会今治病院
事務局 兵頭直樹 松山リハビリテーション病院
二宮 雄
松山リハビリテーション病院
大谷吉輝 伊予病院
金田夢隆 伊予病院
財務
佐藤美佳
西条愛寿会病院
岩田 茜
加戸病院
塩崎寿之
真網代くじらリハビリテーション病院
塩崎温子
十全総合病院
広報
溝田萌音
おおぞら病院
薬師神かなえ道後温泉病院
青野廣行
ことばのスタンド
河端 史
西岡病院
福利
多田 良
南高井病院
秋月将暢
デイケア暖だん
富田 崇
大洲記念病院
学術
久保雅隆
松山市身体障害者福祉センター
飴矢美里
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科
岸田晃和
美須賀病院
兵頭初恵
松山市民病院
鈴木万葉
愛媛県立中央病院
林陽子
愛媛県視聴覚福祉センター
中野洋一
伊予病院
監事
川端智子
愛媛県視聴覚福祉センター
真鍋和美
西条中央病院

□■編集後記■□
若葉萌える好季節となりました。皆さん
お変わりございませんか？今年も、広報
誌を多くの会員の方に、読んで頂くこと
ができるよう皆さんへ発信して行きたい
と思っております。
今年もよろしくお願いします。
（広報 M）

