公益社団法人 石川県言語聴覚士会
2020 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 Zoom を用いた 10 のオンライン研修会
の開催、及び他団体が開催した研修会への派遣を行った。
今年度も日本言語聴覚士協会による「失語症者向け意思疎通支援者指導者養成研修会」へ２名の
会員をオンライン研修に派遣し、修了した会員による失語症者向け意思疎通支援者指導者養成伝達
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 13 のオンライン研修会を開催した。しかし、今年度開催予定であ
った実技を含めた研修等は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、７の研修会と１つの派遣を中止
とし、４つの研修会を延期した。
新人育成のための研修
・新入会オリエンテーション ①2020 年７月 29 日

②７月 30 日

方法：オンライン研修 ①参加者：４名 ②６名
・日本言語聴覚士協会生涯学習基礎講座 2020 年 12 月 27 日
①「研究法序論」 ②「臨床業務のあり方・進め方」
方法：オンライン研修 ①参加者：17 名（会員：５名）
②参加者：８名（会員：４名）
講師各 1 名
・援助的コミュニケーション入門（旧医療面接入門） 2021 年度へ延期
※様々な面接技法を対面方式で学ぶ研修のため、新型コロナウイルス感染拡大に伴い次年度へ
延期した。
・地区別症例検討会
能登地区 2021 年２月 24 日
発表者：１名
方法：オンライン研修 参加者：15 名（会員：15 名）
内容：
「人工内耳を装用した重度難聴児の一例」
金沢地区 ※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止した
加賀地区 ※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止した
技術向上のための研修
・第 19 回北陸言語聴覚学術集会 開催延期
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※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い延期
・地域リハビリテーションリーダー養成研修会
①初期・導入研修 開催中止
※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止した
②講演・演習 2020 年 12 月６日
「地域ケア会議・介護予防事業におけるリハビリテーション専門職の役割」
方法：オンライン研修及び参集による（合同）ハイブリット研修
場所・定員：石川県リハビリテーションセンター ４階 30 名
参加者 51 名（会員４名,会員外 47 名） 講師２名
・日本言語聴覚士協会生涯学習専門講座 2021 年１月 17 日
「子どもの言語の問題：ことばの遅れ、言語発達障害、言語学習障害」
方法：オンライン研修

参加者：48 名（会員：29 名，非会員：19 名）

・日本言語聴覚士協会生涯学習ポイント対象研修会

開催中止

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した
・超入門言語聴覚士のための呼吸リハビリテーション研修会 2020 年６月 28 日
「呼吸器リハビリテーション」
方法：オンライン研修 参加者 42 名（会員 42 名）
・言語聴覚士のための呼吸リハビリテーション【実践編】 2021 年度へ延期
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い延期した
・診療報酬改定ミニセミナー 2020 年６月 28 日
「2020 年度の診療報酬改定について」
方法：オンライン研修 参加者 16 名（会員：16 名）
講師：１名
・会員研修プログラム ベーシックコース研修会 ①,②2020 年９月 27 日
①「失語症についての概要・評価・訓練について」
方法：オンライン研修 参加者 16 名（会員：16 名）
講師：1 名
②「医療・介護・社会福祉制度」
方法：オンライン研修 参加者 11 名（会員：11 名）
講師：1 名
③「高次脳機能障害」
「音声障害」 2021 年度へ延期
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催延期した
・吃音相談・研修システム体制の運営（臨床施設調査、研修会、相談・紹介システム） 随時実施
概要：吃音のある方を対象とした行事（「吃音ワークショップ 2020 on the Web」
「吃音のある中
高生に向けたつどい」）及び、吃音に関する研究協力をメーリングリスト（ML）にて情報
提供を行った。
・失語症者向け意思疎通支援者指導者養成伝達研修会 2021 年２月 11 日
方法：オンライン研修

参加者：６名（会員：６名）
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講師：３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指導者養成研修会 2020 年 10 月 24・25 日
方法：オンライン研修

参加者：２名 修了者：２名

・JIMTEF 災害医療研修会 派遣中止
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い派遣を中止した
関係団体と合同で行う研修会
・訪問リハビリテーション実務者研修会 開催中止
※対面での研修会を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い今年度は中止した。
・地域リハ塾 2020 年 12 月 12 日
「嚥下の見える評価をしよう！在宅・介護施設で使える頸部聴診法」
場所：金沢福祉用具情報プラザ（金沢市） 参加者：13 名（会員：11 名 非会員：２名）
福井開催 開催中止
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した
富山開催 2020 年 10 月３日
「コロナ禍での ST リハビリを考える～今後あるかもしれない利用自粛やサービス中断、
その時 ST ができることは？」
方法：オンライン研修（富山県） 当会参加者：３名
・石川県理学療法士会・作業療法士会、言語聴覚士会連絡会主催の研修会
（1）第１回新しい生活様式に対応した介護予防の取組み紹介
1.寄合どころ 1 本杉カフェでの取り組み
2.「通いの場」における新しい生活様式での生活不活発予防策～これからの理学療法士会のチ
ャレンジ～
①2020 年８月 26 日 ②９月７日
方法：オンライン研修
①リハビリテーション専門職対象
参加者 47 名（会員８名,会員外 39 名：PT13 名 OT25 名 他１名） 講師２名
②市町職員、地域包括支援センター職員、市町が必要と認める関係機関職員等対象
参加者 44 名（会員１名,会員外 43 名：PT４名

OT11 名 他 28 名） 講師２名

（２）第２回新しい生活様式に対応した介護予防の取組み紹介
①2020 年 11 月 26 日 ②12 月３日
方法：オンライン研修
①リハビリテーション専門職対象
参加者 53 名（会員８名,会員外 45 名：PT９名

OT35 名 他１名） 講師２名

②市町職員、地域包括支援センター職員、市町が必要と認める関係機関職員等対象
参加者 40 名（会員 1 名,会員外 39 名：PT６名
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OT12 名 他 21 名） 講師２名

（３）第３回新しい生活様式 ①2021 年２月 18 日

②２月 25 日

方法：オンライン研修
①リハビリテーション専門職対象
参加者 51 名（会員２名,会員外 49 名：PT17 名 OT31 名 他１名） 講師 3 名
②市町職員、地域包括支援センター職員、市町が必要と認める関係機関職員等対象
参加者 42 名（会員２名,会員外 40 名：PT４名

OT14 名 他 22 名） 講師 3 名

（４）
『地域包括ケアとリハビリテーション』 2021 年３月７日
方法：オンライン研修及び参集による（合同）ハイブリット研修
場所：石川県リハビリテーションセンター

４階

大研修室

講演①「地域包括ケア構築の取組みとリハビリテーション専門職に期待すること」
講演②「市町事業に関わるリハビリテーション専門職に期待すること～市町の立場から～」
・JRAT 石川研修会 「今だから災害リハビリテーションを学ぶ」
方法：オンライン研修
①「災害医療について

～リハ職にとって必要な知識～」

参加者：56 名（会員：１名

2020 年 12 月 17 日

非会員：55 名）

②「災害リハビリテーションについて」 2020 年 12 月 18 日
参加者：57 名（会員：３名

非会員：54 名）

③「災害時に我々が出来ること
参加者：53 名（会員：６名

西日本豪雨災害〜台風 19 号の支援を経験して～」

非会員：47 名）

④「災害支援に係る地域 JRAT の必要性について」
参加者：34 名（会員：３名

2021 年１月 15 日

非会員：31 名）

⑤「2019 年台風 19 号水害における福島 JRAT の活動」
参加者：38 名（会員：１名

非会員：37 名）

⑥「災害時の介護支援専門員の役割について」
参加者：38 名（会員：１名

2021 年２月４日

非会員：37 名）

⑦「災害時のＪＲＡＴ本部機能について」
参加者：42 名（会員：２名

2021 年１月 21 日

2021 年２月 15 日

非会員：40 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（HP 上）及び川柳コンテスト、加齢性難聴の県民公開講座（オン
ライン公公開講座）を通じて普及・啓発を行った。
毎年開催される介護フェスタ・お食い締め浸透実践講座・県民公開講座（事業報告と講座）は新
型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止・延期となった。
当会では「新型コロナウイルス等の飛沫・接触感染対策マニュアル」を作成し、HP に掲載した。
今年度は石川県より委託を受けて失語症者向け意思疎通支援者養成事業として、
『失語症者向け
意思疎通支援者養成研修会』を「新型コロナウイルス等の飛沫・接触感染対策マニュアル」に沿い
当事者講師も交え計９回開催した。10 名が修了し、12 月 13 日に石川県初の「失語症者向け意思疎
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通支援者」が誕生した。
・
「言語聴覚の日」のイベント 2020 年９月１日
※イベントの開催は中止したが、当会の HP に「家庭でできる言語訓練 with コロナ」を掲載した
・川柳コンテスト
方法：メールにて募集を行い当会ＨＰに掲載し Web 上で投票を行い HP 上で結果を報告した
募集期間：2020 年７月６日～８月 17 日
投票：2020 年９月 11 日～22 日
結果報告：2020 年９月 27 日
募集俳句：57 作品 37 名（県内 37 名 県外０名）
表彰：金賞１名「補聴器と

メガネマスクで 耳三密」

銀賞２名「何度でも 声聴きたくて 問いかける」
「コロナ渦に 負けぬと励む リハビリの日々」
銅賞３名「孫に会い 感情溢れ 泣き笑い」
「ありがとう あなたとともに 母育つ」
「このご時世 ムセただけで にらまれる」
・2020 年度いしかわ介護フェスタへのブース出展 開催中止
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止となった。
・
『お食い締め浸透実践講座』 開催延期
＊新型コロナウイルス感染拡大に伴い次年度６月に開催予定とした。
・県民公開講座「加齢性難聴」 2020 年 11 月 28 日
『
「難聴のある高齢者への上手な関わり方～早期発見・早期対応で認知症・フレイル予防～」
方法：オンライン研修
参加者：42 名（会員 26 名,会員外 16 名：介護士 1 名

介護支援専門員 7 名 看護師 2 名 社会

福祉士 2 名 PT1 名 その他 3 名）
・失語症者向け意思疎通支援者養成事業（石川県委託事業）
①失語症者向け意思疎通支援者養成研修会（計９回開催）
開催日：９月 27 日・10 月３日・17 日・31 日・11 月８日・21 日・29 日・12 月５日・13 日
場所：金沢市ものづくり会館 金沢港クルーズターミナル
定員：10 名 応募者：17 名（19 名申し込みあるも２名取り下げ）
講師：延べ 18 名（ST16 名 PT１名 県職員１名）
スタッフ、チューター：延べ 25 名（ST32 名 PT３名）
当事者講師：延べ 25 名
修了者：10 名（失語症者向け意思疎通支援者）
講義内容：
（１）失語症とは何か （２）意思疎通支援者の役割、心構え及び倫理 （３）コミ
ュニケーション支援 （４）外出同行支援 （５）身体介助 （６）その他、失語症
者の意思疎通支援に必要な事項
②失語症カフェ 開催中止
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※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した
・県民公開講座（事業報告と講演会）開催延期
「講演会」
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い次年度６月に開催を延期した
「事業報告」
※県民公開講座開催延期に伴い、当会 HP 上で事業報告を実施した。
・小児教育相談会 開催中止
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した
・石川県言語聴覚士会 20 周年記念事業 開催中止
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催を中止した
・マニュアル作成
「新型コロナウイルス等の飛沫・接触感染対策マニュアル」を県士会 HP 上に掲載し、状況に応
じて更新を行った。
・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（オンライン）、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行った。しかし、新型コロナウイルス感染拡大に伴い石川県失語症友の会
例会・合同研修会・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・石川県脳卒中リハビ
リテーション協会話し方大会・金沢市認知症カフェが中止となった。
・石川県立看護大学講義 （2021 年１月 20 日 オンラインで実施）
・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 10 か所）

・特別支援学校の医療等外部専門家との連携事業
（珠洲、輪島、七尾、明和、ろう、小松、小松瀬領、錦城）
・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
VE・VF 検査実施施設：14 施設（能登：３施設 石川中央：６施設 南加賀：５施設）
VE 検査のみ実施施設：３施設（能登：１施設 石川中央：２施設）
VF 検査のみ実施施設：３施設（石川中央：２施設 南加賀：１施設）
訪問リハ実施施設：21 施設（能登：１施設 石川中央：16 施設 南加賀：５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
・石川県言語聴覚士会年報の発行 2020 年５月 24 日
投稿者数：38 名
・ニュースレター（NL）の発行（年４回）
発行月：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
・石川県訪問リハビリテーション連絡会 2020 年７月 20 日 2021 年１月 28 日
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・石川県理学療法士会・作業療法士会、言語聴覚士会連絡会（８回）
開催日：2020 年７月３日 ８月 13 日 ９月 24 日 ９月６日 12 月２日
2021 年２月５日 ２月 25 日 ３月１８日
・JRAT 石川会議
開催日：2020 年４月２日 ７月７日 ９月 10 日 10 月 29
６．福利厚生事業
・会員懇親会・交流会 開催中止
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した
・企業展示 随時
内容：ML にて企業おすすめの動画（レシピ動画や商品の使用法のデモンストレーション、新商
品のプレゼンなど）をリンクして配信した。また、NL にも投稿した。
７．組織の運営・管理
・定時社員総会 2020 年５月 24 日
場所：石川県地場産業振興センター本館第７会議室
出席者：133 名（委任状：127 名含む）
・理事会 第１回 2020 年５月 10 日・第２回 2020 年７月 12 日・第３回 2020 年９月 13 日
第４回 2020 年 11 月 15 日・臨時理事会 2020 年 12 月 25 日
第５回 2021 年１月 31 日 ・第６回 2021 年２月 28 日・第７回 2021 年 ３月 14 日
・局・ＷＧミーティング 適宜
・理事選挙
立候補受付：2021 年１月 25 日～２月５日
立候補者数：13 名
選挙結果：石川県言語聴覚士会選挙規約第 10 条により 13 名が無投票当選となった。
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