愛媛県言語聴覚士会 広報誌
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この度、愛媛県言語聴覚士会の会長を務めさせていただくこととなりました、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。
前職は副会長を２年間務めており、任期満了に伴いこの度会長に立候補し、今年度総会にて承認いただきました。
副会長就任時の挨拶では、当士会を“いつでも気軽に意見が言える団体にしたい“と抱負を述べました。副会長任期中は叶いませんでし
たが、今年度はその具体的施策として、今年６月頃にリニューアルを予定しております県士会ホームページにてどなたでもご意見をいた
だけるよう「お問い合わせフォーム」の設置を決めました。県士会員の皆様も、県士会員外の方々も、当士会に対してご意見・ご提案し
ていただき、それらをふまえて理事会運営を進めていけたらと考えております。
先日開催された総会挨拶にて前会長である富田先生が仰られていたように、県士会へ他団体からの事業協力要請や講演依頼など、数年
前は年間数えるほどであった案件が増加傾向にあります。こうした案件については理事会で検討後、依頼内容や地域性を考慮して県士会
員の皆様に協力要請をしていきます。なるべく、要請させてもらう内容が各県士会員の皆様の実務内容に直結し、その業務を引き受けて
いただいたことでお互いにメリットが生まれるような形にしていきたいと思います。是非、ご協力をよろしくお願いします。
理事経験はあるものの 40 歳過ぎの若輩者であり、私自身ももっと自己研鑽を行わなければいけない身であります。これからも諸先輩
方より、臨床においても理事運営においても多大なるご指導ご鞭撻をいただければ幸いに存じます。

平成28 年度

愛媛県言語聴覚士総会

平成 28 年 4 月 24 日（日）愛媛十全医療学院

総会へのご協力ありがとうございました！

県士会総会では、会員の皆さんが意見を述べることができるのをご存知でしょうか？
出席者数は残念ながら昨年度を下回りましたが、委任状ハガキと併せて会員過半数を
超えて、すべての議案が承認されました（昨年度の事業と決算の報告、今年度の事業計
画と予算の報告、役員改選、他）
。総会に出席すると、例えば、職務に有益な事業はある
のか、支払った会費がどのように使われるのか等、疑問があれば質問することができま
す。さらには、事業内容から日本言語聴覚士協会、愛媛県理学療法士会、愛媛県作業療
法士会との関係が透けて見え、地域包括ケアシステムや災害リハビリ等、ＳＴの役割が
見通せるかもしれません。
フロアから質問の挙手。マイクをもったスタッフが会場を走り４つ５つの質疑、意見
交換がなされました。もちろんこの広報誌の読者も意見を述べることができる一人です。

教育講演「高次脳機能障害児・者への社会的支援について」講師 伊賀上 舞 氏
～ＳＷコーディネーターの立場から～
「個性となった私の高次脳機能障害」
講師 井上 あゆみ 氏
総会の後、教育講演では、
”愛媛”の高次脳機能障害への支援を知
ることができました。当事者の方のお話では、新しい自分、新しく生
きる希望をつくる支援に感謝した、ということばが印象に残りまし
た。愛媛の取り組みは、一つのモデルとして、他県からの注目もある
そうです。難解な障害者福祉制度について整理して理解する機会にも
なりました。聴講者にとっては、経済的支援、就労支援、そして自己
実現のための支援を考えることができたのではないでしょうか。
報告：広報部 大谷

わたしたちの職場

総合リハビリテーション 伊予病院
リハビリテーション部 金田 夢隆

当院は回復期リハビリテーション病棟を中心とする総合リハビリテーション病院で、
患者様の早期家庭復帰や社会復帰をしていただくことを目標としています。当院では、言
語療法を含む一日最大 3 時間 365 日のリハビリを提供しています。チーム医療を実践し
患者様の 1 日でも早い復帰を支援していくべく業務に当たっています。
リハビリテーション部はＰＴ88 名、ＯＴ61 名、ＳＴ32 名の計 181 名が勤務しています。
全ての職員が病棟に配属しているためリハビリスタッフと病棟スタッフ間とのコミュニ
ケーションを密にし情報の共有を図れる環境が整っています。
現在、当院は外壁の塗り替え工事を行っており本年 5 月には完了の予定です。今後も
地域との連携を図り、患者様の 1 日でも早い復帰を支援していけるよう日々業務に励ん
でいきます。

外壁塗り替え後

防災便り
災害リハビリテーション支援 ～いざという時、機能するための準備～ に参加して。
平成 28 年 2 月 14 日に松山市総合コミュニティセンターで災害リハの研修会が開催されました。講演に先駆けて協定締
結セレモニーが実施されました。県と災害リハビリテーション協議会が協定を結んでいる都道府県は他になく愛媛県が初
めてであるとのことです。
講演Ⅰ「災害時にリハ関連職が行う支援について」では、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・介護福祉士・ＳＷのそれぞれから発表があ
りました。ＳＴでは、コミュニケーション障害や摂食嚥下障害は見た目だけでは判断しにくいため注意が必要であること
や、発災から 4 日～2 ヶ月の対応として、嚥下性肺炎の早期発見と予防、コミュニケーション障害への支援を行っていくこ
とについて発表がありました。
講演Ⅱ「災害リハビリテーション支援 ～いざという時、機能するための準備～」では、長崎リハビリテーション病院の
淡野義長先生に災害リハの対応や、今後の課題について講演していただき、災害発生時を想定したグループワークも行われ
ました。
『災害時には自らの経験を生かし、柔軟思考が行動を後押しする。
』という言葉が印象的であり、ＳＴとしてだけで
はなく、人として被災者に関わることの重要性を再確認することが出来ました。
今回、熊本地震において被害を受けられた地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます。ＳＴとして、人として出来る範囲
での支援にご協力よろしくお願いします。
美須賀病院 岸田晃和

愛媛県言語聴覚士会 生涯学習プログラム専門講座を下記の通り開催いたします。
今回は、藤井会リハビリテーション病院の水田秀子先生をお迎えして、失語症に関してご講義いただきます。
皆さんふるってご参加ください。
日時：平成 28 年 8 月 28 日（日） 10：00～12：00（受付 9：30～）
会場：愛媛十全医療学院 階段教室
講座名：
『失語症の評価と訓練』
講師 水田 秀子 先生 （藤井会リハビリテーション病院）
受講料：日本言語聴覚士協会正会員 2000 円、非会員 4000 円
申し込み方法：件名に『Ｈ28 年度専門講座申込み』
、本文に①氏名、②所属先、③日本言語聴覚士協会会員（＊会員番号）か
非会員かを明記のうえ、ehime_st_gakujutsu@yahoo.co.jp までお申込みください。
Ｈ28 年 8 月 19 日（金）締切厳守
＊会員の方は受講記録票をご持参ください。
お問い合わせ：西条中央病院 林陽子（学術・教育部）
メール；ehime_st_gakujutsu@yahoo.co.jp ℡；0897-56-0300

基礎講座のご案内
四国学会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 3 日（日） 9：30 開会～16：15 頃 閉会予定（受付 9：00～）
会場：徳島大学 蔵本キャンパス 大塚講堂
・特別講演「相手を大切にするかかわりとは －子どもたちが教えてくれた大切なこと－」
（予定）
昭和大学院保健医療学研究科 准教授 昭和大学病院内さいかち学級 学校心理士 副島 賢和 先生
・専門講座「地域包括ケアシステムと言語聴覚士 －地域で求められるＳＴを考える－」
（予定）
国際医療福祉大学 介護老人保健施設 マロニエ苑 言語聴覚士 黒羽 真美 先生
・一般演題

新アドレス
http://st-ehime.org/

愛媛県言語聴覚士会のホームページの
全面リニューアルが進行中です！６月頃スタート予定です。
スマートフォンからもご利用しやすいページで、
皆さまに最新情報をお伝えしていきたいと思います。

会費の納入について財務部からのお知らせ

届出事項について事務局からのお知らせ

今年度の会費納入はお済でしょうか。
まだ納入されていない方は下記までお振込みをお願い致します。
なお、２年間未納の場合は退会となりますのでご注意ください。

◆引越し・異動等により、届出事項に変更があった場合は、変更
届の提出が必要です。
◆休会、退会にも届出が必要です。
◆ホームページ http://st-ehime.org/ から各種変更手続き
の用紙を印刷し、記入の上、事務局までＦＡＸまたは郵送をお
願いいたします。

振込先：伊予銀行 川内支店 （普通）1180659
口座名：愛媛県言語聴覚士会 代表者名：林田聡（はやしだあきら）
年会費：5,000 円
※新入会員は入会金 2,000 円も合わせてご入金ください。

各委員会からのお知らせ
◆各種委員会のお手伝いスタッフを募集しています。
１ 災害リハビリテーション委員
２ えひめ福祉用具フェア
３ お仕事フェスタ
４ 訪問リハビリテーション研修会
５ 言語聴覚の日のイベント
随時募集。ご応募、お問合せは①氏名②所属③連絡先メールアドレス
を明記の上、県士会事務局宛
e-mail：matsuriha.hp-rihabu.st@jikyoukai.or.jp

Conference

平成２７年度第８回理事会

日時：平成 28 年 3 月 17 日（木） 19:00～
場所：愛媛十全医療学院
議長：富田崇 出席者：20 名 書記：広報部
◇報告事項
会議出席等、講師派遣依頼、次期役員立候補者・推薦者の周知、ホーム
ページリニューアルの進捗状況、お仕事フェスタ報告、等
◇協議事項
1) 各部事業計画案・予算案
2) 総会タイムスケジュール・役割分担・講演について
3) 総会議題の確認
◇予定
理事会 4/24

広報部からのお知らせ
◆「きらり～この一枚～」は、ＳＴ対象の方の作品や交流等、素
敵な一場面の紹介をさせていただきます。
◆「勉強してきました！」は、会員の皆様による講習会等の参加
記を紹介させていただきます。
◆愛媛の ST の仲間と、広報誌を通じて情報を共有しませんか。
メールでお寄せください。
e-mail：ehime_kouhou_st@yahoo.co.jp

Conference

平成２８年度第１回理事会

日時：平成 28 年 4 月 24 日（日） 13:10～
場所：愛媛十全医療学院会議室 会議室 2 階
議長：林田聡 参加人数：23 名 書記：広報部
◇報告事項
会議出席等、えひめ福祉用具フェア、HP 進捗状況、基礎講座、専門講
座、学術集会・特別講演、四国学会、災害リハ（愛媛県災害リハビリテ
ーション連絡協議会、ERAT マニュアル、研修会）
、訪問リハ研修会、地
域包括ケアパンフレット等
◇協議事項
1) 四国学会 2)理事会運営方法（出席者の選定・各部局長の決定）
3）専門講座のスケジュール 4）学術集会講師の選定
5）震災について
◇予定
理事会 6/16

愛媛県言語聴覚士会

□■編集後記■□
皆さまには平成 28 年度の総会にご協力をいただきまして、有り難
うございました。また、今年度は９名の新会員の皆さんをお迎えす
ることができ、嬉しく思っております。
本年度も皆さまと一緒に県士会を盛り上げることができるよう、
皆さまのお役に立てる情報を発信できるよう取り組んで参ります！
（広報 Y）

事務局：松山リハビリテーション病院
言語療法科内
住所：松山市高井町 1211 番地
ＴＥＬ：089-975-7431
ＦＡＸ：089-975-1670
ＵＲＬ：http://st-ehime.jp/
ＵＲＬ:http://st-ehime.org/
広報誌編集：広報・渉外部
広報誌編集:広報・渉外部
愛媛ＳＴ

