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公益社団法人 石川県言語聴覚士会 

2018 年度 事業報告書 

１．言語聴覚士の技能及び資質の向上に関する事業 

言語聴覚士としての知識・技術を高めるための支援として、15 の研修会の開催と学術集会及び他

団体が開催する「失語症者向け意思疎通支援者講師養成研修会」へ２名の会員を派遣・修了した会員

による失語症者向け意思疎通支援指導者養成伝達研修会を行った。 

また、医療専門職（医師、歯科医師、看護師、理学療法士及び作業療法士等）、保健・福祉専門職

（ケースワーカー、介護福祉士及び介護支援専門員等）、教育専門職及び心理専門職等と合同で、知

識・技術の習得のための 3つの研修会を開催した。 

新人育成のための研修 

・新人オリエンテーション ５月 27 日  

場所：金沢医科大学病院（河北郡内灘町） 参加者：12 名 

・日本言語聴覚士協会生涯学習基礎講座 12 月９日 

  ①「臨床のマネージメントと職業倫理」 ②「職種連携論」 

場所：金沢こども医療福祉センター（金沢市） ①参加者：16 名（会員：16 名） 

②参加者：15 名（会員：15 名） 

・医療面接研修会 ２月２日 

場所：金沢こども医療福祉センター（金沢市） 参加者：３名（会員：３名） 

・地区別症例検討会 

能登地区 ①10 月 14 日  ②12 月 15 日 

場所：恵寿総合病院（七尾市） ①参加者：11 名（会員：11 名） 

②参加者：13 名（会員：13 名） 

金沢地区 ３月 25 日 

場所：金沢こども医療福祉センター（金沢市） 参加者：６名（会員：６名） 

加賀地区 ８月 21 日 

場所：小松市民病院（小松市） 参加者：9 名（会員：９名） 

技術向上のための研修 

・石川県言語聴覚学術集会 11 月 18 日 発表者：5 名 

場所：金沢医科大学病院（河北郡内灘町） 参加者 61 名（会員：61 名） 

・地域リハビリテーションリーダー養成研修会 １月 20 日  

場所：公立能登総合病院（七尾市） 参加者：13 名（会員：13 名） 

・石川県訪問リハビリテーション研修会 1（主管） ７月７日 

「2018 年トリプル改定から考える 2025 年に向けて実践すべきリハビリテーション」 

場所：石川県リハビリテーションセンター（金沢市）  

参加者：97 名（会員：12 名 非会員：85 名） 

・石川県訪問リハビリテーション研修会 2（主管） 12 月１日 
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「主体性を育むリハビリテーションの実践～駆けまわれ！我がのフィールドを‼～」 

場所：石川県リハビリテーションセンター（金沢市）  

参加者：58 名（会員：13 名 非会員：45 名） 

・日本言語聴覚士協会生涯学習専門講座 10 月 28 日 

「音声障害の臨床：何を観て何を聴くのか」 

場所：金沢医科大学病院（河北郡内灘町） 参加者：57 名（会員：57 名） 

・日本言語聴覚士協会生涯学習ポイント対象研修会 ①８月 19 日 ②10 月 28 日 

①「Dysarthria における口腔顔面運動の治療」 ②「ディサースリアの音声治療」  

場所：金沢医科大学（河北郡内灘町） ①参加者：45 名（会員：45 名） 

②参加者：54 名（会員 54 名） 

・包括的研修システム ベーシックコース研修会 12 月 9 日 

「摂食嚥下障害」・「機能性構音障害」 

場所：金沢こども医療福祉センター（金沢市） ①参加者：20 名（会員：19 名 非会員：1 名） 

・吃音相談・研修会 ２月 11 日 

「吃音のある幼児と学齢児の理解と支援」 

場所：金沢こども医療福祉センター（金沢市） 参加者：19 名（会員：19 名） 

・失語症者向け意思疎通支援指導者養成伝達研修会 11 月 25 日 

場所：金沢脳神経外科病院（金沢市） 当事者講師：５名 参加者：８名（会員：８名）  

・地域リハ塾 ８月４日 

「特殊寝台とマットレスの世界（特にエアマットレス）」 

場所：金沢福祉用具情報プラザ（金沢市） 参加者：11 名（会員：６名 非会員：５名） 

福井開催 ６月２日 場所：島田病院（福井県） 参加者：５名 

富山開催 10 月 13 日 場所：シルバーケア今泉（富山県） 参加者：２名 

他団体が開催する研修会への派遣  

・失語症者向け意思疎通支援者講師養成研修会 10月 27～28日  

場所：東京                   参加者：２名 修了者：２名 

関係団体と合同で行う研修会 

・石川県理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会連絡会  

石川県リハビリテーションセンター主催研修会  

①リハビリテーション専門職活用支援事業     12月９日  

「市町村事業に関わるリハビリテーション専門職の育成研修」 

場所：石川県リハビリテーションセンター（金沢市） 

参加者：109名（会員：９名 非会員：100名） 

②地域包括ケアにおけるリハビリテーションシンポジウム １月 20日 

「『羽咋市の地域包括ケアシステムを知ろう』 

～地域共生社会において病院・施設・地域で、リハビリ専門職ができること～」 

場所：羽咋市すこやかセンター（羽咋市）  参加者：83名（会員：６名 非会員：77名） 

・「ＪＲＡＴ石川」設立記念研修会 ２月３日 
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場所：石川県リハビリテーションセンター（金沢市） 

参加者：90名（会員：12名 非会員：78名） 

２．県民への言語聴覚療法等に関する講座開講及び情報の普及・啓発及び支援に関する事業 

ア 言語聴覚療法が医療・介護・保健・福祉・教育の増進に寄与することを示し、関係団体等と連携の

上、県民に対し言語聴覚の日、介護フェスタ及び 2 つの講座（高齢者のコミュニケーションサポー

ト講座、お食い締め浸透実践講座）を通じて普及・啓発を行った。 

 

・「言語聴覚の日」のイベントを開催 ８月 26 日  

場所：イオン御経塚店（金沢市） スタッフ参加者：21 名（会員） 

川柳投稿：28 名 体験：18 名 クイズ参加：66 名 相談：２名   

・高齢者のコミュニケーションサポート講座 6 月 10 日 

場所：金沢脳神経外科病院     参加者：28 名（会員：5 名 非会員：23 名） 

・平成 30 年度いしかわ介護フェスタへのブース出展 10 月 13 日 

場所：石川県産業展示館 1 号館（金沢市） スタッフ参加者：14 名（会員） 

訪問者：大人 60 名 子供 50～60 名 

・『お食い締め浸透実践講座～フードスタディ同好会から始めよう～』 ２月 24 日 

場所：セントラルメディカル本社ビル（金沢市） 参加者：34 名（会員：８名 非会員：26 名） 

・県民公開講座（事業報告と講演会）「認知症の方への食支援」 ３月 16 日 

場所：金沢駅西健康ホール（金沢市） 参加者：135 名（会員：36 名 非会員：99 名） 

・失語症者向け意思疎通支援者養成事業の準備   

①場所：辰口 G－Hills 準備会 11 月 1 日 参加者：３名（会員：３名）  

②場所：県庁障害保健福祉課訪問 報告・協議 11 月 15 日 参加者：３名（会員：３名） 

・会のホームページの刷新・管理運営   

イ 自治体や他団体が開催する研修会、相談会及びイベントに講師を派遣し、県民に対する専門職とし

ての支援を行った。また、失語症の方の集いの場づくりとして「失語症カフェ」を開催することがで

きた。 

 

・失語症カフェの開催 ①６月 16 日 ②６月 30 日 ③９月 29 日 

①場所：芦城クリニック（小松市） 参加者：19 名（会員：４名 非会員：15 名） 

②場所：ハスネテラス（金沢市）  参加者：17 名（会員：２名 非会員：15 名） 

③場所：ハスネテラス（金沢市）  参加者：17 名（会員：３名 非会員：14 名） 

・石川県立看護大学講義 

・かほく市長寿介護課 介護予防事業 

・金沢市福祉局介護保険課 介護保険事業所研修会 

・石川県失語症友の会例会・合同研修会 県内 25 箇所 合計 34 回実施 

・石川県脳卒中リハビリテーション協会 言語リハビリ教室 県内 14 箇所 

・石川県脳卒中リハビリテーション協会話し方大会（加賀地区・能登地区） 

・石川県ことばを育む親の会 講演及び教育相談会（加賀地区・能登地区・金沢地区） 
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・金沢市認知症カフェ 

・特別支援学校の医療等外部専門家との連携事業 

・金沢市フレイル予防事業 

・加賀脳卒中地域連携協議会 

３．言語聴覚療法の研究・調査に関する事業 

・職能局アンケート調査（VF・VE 検査実施施設，訪問リハ実施施設）                

４．言語聴覚療法に関する刊行物の発刊に関する事業 

・紀要第 18 巻の発行 ５月 27 日  

投稿者数：31 名                      

・ニュースレターの発行（年４回） ６月 ９月 12 月 ３月 

５．関係団体との連携及び協力に関する事業                

・北陸地域リハＳＴ連絡会 

地域リハ塾時と SNS にて実施 

・石川県訪問リハビリテーション連絡会  

ST 主管で 5 回実施 

・石川県理学療法士会・作業療法士会、言語聴覚士会連絡会 

５月 10日 ６月 14日 ８月 3日 10月４日 12月６日 

３士会合同の「地域リハビリテーション活動支援推進のための人材育成事業の概要」を作成し、県内

での人材育成体制を整えて協力者登録を行った。 

県リハビリテーションセンターの協力を得て、地域ケア会議・介護予防事業に関する研修会やシンポ

ジウムの企画運営を行った。 

・「ＪＲＡＴ石川」設立準備委員会 

 ７月 18日 ８月 29日 10月 10日 11月 21日 １月 23日 ３月 12日 

7/18 に石川県 JRAT 懇談会が開催され、石川県 JRAT の準備委員会が立ち上がり、名称は『JRAT

石川』に決まった。 

医師（日本リハ医学会北陸地方会）・PT・OT・ST・CM の 5 団体で構成、事務局は金沢医科大学病院

に設置された。 

６．福利厚生事業 

・百万石祭り踊り流しへの参加および市民との交流 ６月２日  参加者：22 名  

・会員懇親会・交流会 ①5 月 27 日 ②６月２日 ①参加者：75 名 ②参加者：14 名 

・企業展示 ５月 27 日 11 月 18 日 ３月 16 日  

７．組織の運営・管理 

・定時社員総会 5 月 27 日  

場所：金沢医科大学病院        出席者：161 名（委任状：63 名含む）                

・理事会 ５月 13 日 ７月８日 ９月９日 11 月 11 日 １月 20 日 ３月３日 ３月 24 日 

・局・ＷＧミーティング 適宜 

・公益社団法人設立記念行事の準備 

理事会に諮り、次年度川柳コンテストを記念行事として実施する予定である。実行委員を選出
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し、準備を開始した。 


