平成 28 年度の主な事業一覧
I.

イベント・研修会等の開催

１．
「言語聴覚の日」記念イベント（2016.8.21. イオン御経塚店)
川柳コンテスト、展示及びクイズ・体験コーナー
２．日本言語聴覚士協会生涯学習基礎講座（2016.7.31 金沢こども医療福祉センター）
・専
門講座（2016.7.10 金沢医科大学）
・学術局研修会（2016.7.10., 2017.1.22. 金沢医科
大学）・医療面接研修会（2016.11.27

金沢こども医療福祉センター）・症例検討会

（2016.5.31.,7.13.,9.11,10.30.,11.16.） 合計 10 回
（ｐ

参照）

３．平成 28 年度石川県高度・専門医療人材養成支援事業補助金対象研修会
・失語症コミュニケーション支援指導者養成講座（2016.6.5. 金沢脳神経外科病院）
・地域リハリーダー養成 地域ケア会議・介護予防事業研修（2016.626．KKR 北陸病院）
・県民公開講座「
『食べる力』で元気で長生き！」
（2016.8.28. しいのき迎賓館）
・小児領域の在宅・訪問リハビリテーション入門（2016.11.3. セントラルメディカル）
・高齢者のコミュニケーションサポート講座（2016.11.12. 金沢脳神経外科病院）
・地域リハリーダー養成 地域包括ケア・介護予防推進研修（2016.12.10,11. KKR 北陸病
院）
・活動報告会「平成 28 年度の活動報告」
、教育セミナー「最後まで食べるケア～お食い締め
の観点から～」
（金沢在宅ＮＳＴ経口摂取相談会と共同企画）
（2017.3.18. 県リハビリテ
ーションセンター）
４．石川県言語聴覚学術集会 （2016.12.4. 金沢医科大学）
５．出前セラピスト養成ビルド塾 (2016.4.10.,6.11., 10.29.,2017.2.4.) 合計 4 回
６．会員交流会（2015.4.24.（新人歓迎会）、6.4.（踊り流し懇親会）、7.3.（シェア金沢見学
会とアロマテラピー講習会）
）
７．北陸地域リハ ST 研修会（福井県言語聴覚士会、富山県言語聴覚士会と共催）合計 3 回
(2016.4.17., 7.18.,2017.3.19.) （p.

参照）

８．地域リハ塾（福井県言語聴覚士会、富山県言語聴覚士会と共催）合計 3 回（2016.6.4,
8.6., 10.1.,) （p.

参照）

９．訪問リハビリテーション実務者研修会（石川県理学療法士会、石川県作業療法士会と共
催）
（2016.12.17,18. 石川県リハビリテーションセンター）
10．災害対策研修会～災害リハビリテーション支援について～（石川県理学療法士会、石川
県作業療法士会、石川県リハビリテーションセンターと共催）
（2016.6.19. 石川県リハビ
リテーションセンター）
11. 地域包括ケアとリハビリテーション構築事業報告会（石川県理学療法士会、石川県作業
療法士会、石川県リハビリテーションセンターと共催）（2016.8.7. 石川県リハビリテー

ションセンター）
12．シンポジウム「地域包括ケアにおけるリハビリテーション―七尾市における地域包括ケ
アシステムにむけて～リハ専門職活用の可能性～」
（石川県理学療法士会、石川県作業療
法士会、石川県リハビリテーションセンターと共催）
（2017.1.22. フォーラム七尾（パト
リア 4 階）
）
II.

執筆・発行

１．石川県言語聴覚士会ニュースレター 合計 4 回
２．石川県言語聴覚士会紀要 平成 27 年度 第 16 巻
III.

講師派遣

１．石川県立看護大学 2年生講義「コミュニケーションと嚥下障害の理解と対応」
(2016.11.30.) 担当：勝木準
２．かほく市長寿介護課介護予防事業（健飲教室）(2016.11.29. 高松老人福祉センター)担
当：徳田紀子
３．ダウン症聞くまっしシステム委員会「ダウン症児の食事とことば」（2016.12.11．金沢
医科大学）担当：山本千敦
４．社会福祉法人ジェイエイ小松福祉会 JA きらら内高齢者総合相談センター「高齢者の
難聴」
（2017.
IV.

）担当：村上美矢子

会議の開催

１．総会 （2016.4.24.）
２．理事会 合計 7 回 （2016.4.24, 5.15, 7.17, 9.11, 11.13, 2017.1.15, 3.12.）
３．北陸地域リハ ST 連絡会（福井県・富山県と共催）(2016. 7.18,12.23,合計 2 回
４．北陸３県連絡協議会（2016.10.16.）
５．訪問リハ連絡会(県理学療法士会、作業療法士会と共催)（2016.7.25., 9.5., 12.7.）合計
3回
V.

日本言語聴覚士協会主催行事等への参加

１．日本言語聴覚士協会都道府県士会会長会議

(2016.6.9.京都 勝木準、10.29.東京 谷

内節子)
２．日本言語聴覚士協会生涯学習基礎講座講師養成研修会
（2017.1. 10,~1.11. 東京 大兼政由梨）
３．介護予防・地域支援事業に関する実務者講習会
VI.

(2016.10.22., 10.23. 埼玉 徳田紀子)

行政主催検討会議・相談事業等への参加・協力

１．平成 28 年度特別支援学校の医療等外部専門家との連携事業 能登地区 1 校・加賀地区
2 校 通年 （ｐ.

参照）

２．平成 28 年度介護・福祉総合フェア ブース出展（2016.10.15. 県産業展示館 3 号館）
３．リハビリテーション専門職活用支援事業担当者連絡会
(2016.4.22.,6.17.,10.12., 2017.3.2. 県リハビリテーションセンター)
４．石川県リハビリテーション推進検討会議（2017.3.22.）
５．金沢市認知症カフェ オレンジカフェながさか

相談員派遣（2016.8.18.）徳田紀子

（2016.11.11.）谷口昌代
６．地域包括ケア支援センターかみあらや 認知症カフェ 講師派遣 (2017.2.21, 3.25.)
角 美香
VII.

利用者団体・関連団体主催行事への参加・協力

１．石川県失語症友の会例会（通年例会の支援、年 1 回合同研修会言語訓練等）
年間合計

p.

回

参照

２．石川県脳卒中リハビリテーション協会 各地域の友の会「言語リハビリ教室」指導 年
間合計

回

p.

参照

３．石川県脳卒中リハビリテーション協会話し方大会審査員 年２回
４．石川県ことばを育む親の会 教育相談会への相談員派遣 年 3 回 p.

参照

５．県病院協会総会・講演会（2016.5.14.）出席
６．県医師会医療推進協議会・医療安全研修会（2017.

)出席

７．他団体事業への名義後援
・県ことばを育む親の会：講演会および教育相談会（能登・金沢・小松地区）
・いしかわ TEACCH プログラム研究会 発達障害講演会「自閉症児・者のコミュニケーシ
ョン支援」名義後援
・石川県作業療法士会：第 30 回リハビリテーション風船バレーボール大会、第 16 回東海
北陸作業療法学会後援・開会式出席
・北陸がんのリハビリテーション研究会：がんのリハビリテーション研修会ワークショッ
プ、がんのリハビリテーション研修会後援
・県理学療法士会：第 3 回日本運動器理学療法学会学術集会後援、開会式出席
・石川県高次脳機能障害リハビリテーション講習会実行委員会：平成 28 年度脳機能障害者
リハビリテーション講習会後援
VIII．その他
１．広報キャンペーン（2016.4.22.）
２．公益社団法人化に向けた情報収集・文書等の整備
３．金沢市百万石まつり踊り流し参加

４．県内吃音相談・研修システム体制の運営：照会 2 件 相談 3 件 合計 5 件、吃音研修会
の開催（2017.2.5. 金沢こども医療福祉センター）
、吃音臨床実施施設調査
５．県士会ホームページの管理運営
６．職能局調査 ①VF/VE 外来実施施設状況 ②訪問 ST 実施施設状況 ③嚥下障害分野に
おける他職種連携について
７．賛助団体企業展示・プレゼンテーション（2016.4.24.,12.4.）
８．第７回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース（2016.9.3.～9.4．東京)への派遣
矢内真実
９．会員が所属して活動している地域在宅医療グループ等
・金沢在宅 NST 研究会世話人・経口摂取相談会ワーキンググループ参加
・加賀脳卒中地域連携協議会参加
・いしかわ９２１在宅ネットワーク
・紫蘭の会
・食力の会
以上

