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新潟県言語聴覚士 公益事業部長 蓮子浩行（こんの脳神経クリニック） 

県士会会員の皆様、日頃から県士会の活動に御理解とご協力をいただきましてありがとうご

ざいます。こんの脳神経クリニックの蓮子浩行と申します。私どものクリニックでは入院の設

備はなく、外来のみで業務を行っておりますが養成校からの実習を積極的に受け入れておりま

す。この原稿を書いている1月の時点でも実習生が患者さんの評価を行っている真っ最中です。

日常の業務に加えて実習生の指導を行うこ

とは非常に大変ではありますが、とてもや

りがいがあると感じています。また実習生

からの質問に答えられないと恥ずかしいの

で記憶の底にある知識をサルベージすると

共に教科書などを見直して、いろいろと再

学習していることはとても励みになってい

ます。 

最近、各地域で勉強会なども開催されて

おり、県士会学術局でも様々な研修会を開

催していますので自分も多く参加させて頂

き知識を吸収するとともに、自己の研さん

を積んでいきたいと思います。 

会員の皆様も県士会のホームページに勉強会・研修会の情報が掲示されていますので、是非

チェックしていただくと共に多く参加していただければと思います。 
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 地域包括ケアシステム推進委員長 井上真一（脳神経センター 阿賀野病院）

第2回初期修開催 

平成28年12月28日(日)、第2回初期研修が新潟市民病院で開催されました。今年度よ

り県士会事業として日本言語聴覚士協会と連携し、各地域で地域包括ケアに責任を持ちリーダ

ー的役割を担える人材育成を目標に開催された研修会です。 

人材育成研修制度の研修①として、「地域包括ケア」、「介護予防」の２つの資格コースが設

定されており、各コース『初期研修』『導入研修』を開催していきます。平成28年8月に「地

域包括ケア」コースの初期研修が開催されており、今回の第2回初期研修は「介護予防」コー

スの研修会でした。内容としては介護予防総論、言語聴覚士の専門領域となる口腔・嚥下機能

低下予防、認知機能低下予防、コミュニケーション支援について各講義が行われました。『導

入研修』受講条件として『初期研修』の受講が必須となっています。『初期研修』に関しては

免除規定がありますので、詳細は県士会HP『地域リハ活動支援推進のための人材育成につい

て』を確認していただきたいと思います。今年度は『導入研修』を開催していませんが、来年

度は『初期研修』『導入研修』開催に向けて準備中です。 

国の推進する地域包括ケアシステムの中で言語聴覚士が取り残されることがないよう一人

でも多くの会員が本研修会にご参加いただけるよう宜しくお願いします。 

       

地域包括ケアシステム推進委員長 井上真一（脳神経センター 阿賀野病院）

平成29年1月29日(日)コープシティ花園「ガレッソホール」にて、介護予防推進に資す

るリハビリテーション専門職の人材育成を目的の研修会が開催されました。 

この研修会は県内のPT、OT、ST各士会で構成される新潟県リハビリテーション専門職協

議会が県から基金をいただいて開催された研修会です。市町村が実施する介護予防事業、地域

包括ケア会議に多職種協働の必要性を理解し参加できるリハビリ専門職の指導者を育成する

こと、また健康増進や虚弱予防の取り組みに対し、より総合的支援を地域住民に発信できる指

導者を育成することを目的としています。 

県士会では「誤嚥性肺炎予防」「在宅医療と多職種連携」をテーマとして研修会を開催しま

した。「誤嚥性肺炎予防」では单東北総合病院の森隆志先生をお招きし、誤嚥性肺炎の予防に

ついて摂食嚥下機能面のみではなく、運動や栄養面など全身管理との関係、フレイルやサルコ

ペニアとの関係も含めご講演していただきました。「在宅医療と多職種連携」では県内の歯科

医師、PT、OT、STの方にご講演していただき在宅医療での他職種の取り組み、多職種連携

について各専門職種の視点と取り組みを知ることができたとの感想が多く聞かれました。また

総合総論では多職種連携における地域ケアの現状や課題について活発な意見交換が行われま

した。 

県内ではPT、OT、STが開催する介護予防推進に資する人材育成研修会には3士会員であ

れば何方でも参加するこができます。会員の皆さまにはHPや発送にてお知らせしますので是

非参加していただきたいと思います。
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新潟県言語聴覚士会 社会局長 斎藤和幸（三島病院） 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年まであと 8年。現在、重度な要介護状態になっ

ても、住み慣れた地域で自分らしく生活を送ることができるよう、行政だけではなく「地域

力」も促進力とした地域包括ケアシステムが構築されています。 

今回は長岡市の取り組みについて報告致します。 

現在、長岡市では福祉保健部の長寿はつらつ課が中心となり地域包括ケアシステム構築に

向けて動き出しており、主に言語聴覚士が関わっている流れが4つあります。 

1つ目は、地域包括ケアシステムの推進に向け長岡市と各分野の関係団体で構成する「長

岡市地域包括ケア推進協議会」が平成26年度に設置されています。当士会は平成27年度

からお声かけ頂き年3回ある会議に参加しています。 

長岡市地域包括ケア推進協議会の構成団体は、長岡市医師会、長岡市地域救急懇談会、認

知症疾患医療センター、長岡歯科医師会、長岡市薬剤師会、県栄養士会長岡支部、県歯科衛

生士会、県訪問看護ステーション協議会、県理学療法士会、県作業療法士会長岡支部、長岡

地域介護支援専門員協議会、高齢者総合ケアセンターこぶし園、長岡三古老人福祉会、長岡

市社会福祉協議会、県長岡市地域振興局、長岡市です。お互いに情報交換・意見交換を行う

場として関係多職種での検討が必要な取り組みについて協議しています。 

 2つ目の流れは、平成27年度より開始された「地域別多職種交流会」があります。地域

包括支援センターが中心となり、地域の専門職同士が互いに「顔の見える関係」を築き相談

し合えるなど、具体的なメリットにつながるような現場レベルでの医療・介護関係者のネッ

トワーク構築を目的としております。平成27年度延べ15名、平成28年度延べ13名の

地域の言語聴覚士の先生方に御協力いただき、ご参加いただきました。この場を借りてお礼

申し上げます。 

 3つ目は、地域介護予防活動支援事業（はつらつ広場）においてリハ職を活用していこう

という流れです。はつらつ広場とは、長岡市の支援を受けながら、住民主体によって、高齢

者が身近で気軽に集まることのできる場所を確保することにより、高齢者の社会参加と生き

がいづくりを促し、高齢者の社会的孤立感の解消、心身の機能維持及び要介護状態の予防な

らびに地域の支え合いの体制を構築することを目的に37団体（平成28年9月現在）が活

動しております。平成28年10月に開催されたはつらつ広場代表者会議にて、リハ職の説

明をした際に、平成29年度にモデル的に年間12回（各士会4回）リハ職を活用して頂く

方向で調整しています。 

そして、最後 4 つ目の流れは、長岡在宅フェニックスネットワーク協議会への参加です。

「長岡在宅フェニックスネットワーク」とは、長岡市・長岡市医師会・長岡歯科医師会・長

岡市薬剤師会・長岡市訪問看護ステーション協議会・長岡市地域支援専門員協議会で構成さ

れ、平成27年10月20日から試験運用を開始したＩＣＴシステムです。在宅患者の医療・

介護情報が関係者間で効果的に共有できる体制作りを目的とし、安全かつ円滑な運用を目指

しています。情報共有に同意し登録している患者数は約 1,200 人です。今後どのような要

望があるのか丌透明な部分も多く、長岡市、長岡市医師会、リハ職と連携をとりながら進め

ていきたいと思います。 

 今後上記のような流れが市町村毎に動き出すことが予想されます。多職種との連携も大切

ですが、ST 同士のネットワーク構築をより強固なものにしていくことでこの困難な状況を
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乗り越えていけるよう会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

皆さま、今年もどうぞよろしくお願い致します。 

さて、平成29年度も研修会を通し会員の皆様のお役に立てるよう企画、準備を進めており

ます。詳細は追って御連絡いたしますが、概ね昨年までと同じ回数の研修会を行うこととなり

そうです。研修会の内容は現在、学術委員の先生方と相談をしております。既に決まっている

ものとして第5回県士会学術大会がございます。 

 

★第5回新潟県言語聴覚士会学術大会（大会長：井口光開先生） 

   ・開催日：平成29年5月14日（日） 

   ・会 場：ハイブ長岡 

   ・プログラム：基調講演、パネルディスカッション、一般演題、企業展示など 

   ・一般演題募集期間：平成29年2月28日 

（延長の有無については県士会websiteにて連絡します） 

 

そのほか、他団体や他部門との協同で行う研修会も開催する方向で検討を進めております。

いずれも興味深い内容になると思います。是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

最後に、皆様にとって本年も良い年となりますように。 

新潟県言語聴覚士会 学術局 佐藤卓也（新潟リハビリテーション病院） 

 本年度より、平成28年度地域医療介護総合確保基金事業のひとつである在宅歯科医療支援

事業の中のプロジェクトとして食支援多職種連携プロジェクトが推進されています。その成果

として平成29年1月15日(日)13時から、歯科医師会館において事例交換会が開催されま

した。 

本プロジェクトは県歯科医師会と県歯科衛生士会と当士会との3団体の共同で行われてい

るものです。13の発表演題があり、県内各地域で取り組まれている摂食嚥下障害支援の多職

種連携の活動が報告されました。STがかかわっている地域連携も新潟エッセン、新潟地域食

支援ネット、しもまちネットワーク、江单区在宅医療・福祉ネットワーク、エブリデイ食べる

会、あきは食のサポートチーム、燕弥彦西蒲食支援ネットワーク、じょうえつ食と健康を支え

る会、阿賀北口腔リハビリテーション研究会、中越NST摂食嚥下部門と10に上る数でした。 

いずれもSTをはじめ、歯科医師、医師、歯科衛生士、

栄養士等の多職種で連携をとっており、加えて医病連携、

病病連携、医科歯科連携といったこれからの連携の重要な

課題となる点に取り組まれており、こうした活動が充実し

ていくと、いわゆる「シームレス」な連携が実現できてい

くものと期待されます。 

今後も本プロジェクトの活動として、各地域での研究会

や勉強会などの情報を共有できるよう各団体との連絡をと

れるような体制を構築していくことになりますので、そう

した情報を県士会会員の皆様にも広報していく予定です。 
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原田佳奈（新潟病院） 

 新潟病院に勤務しております、原田です。寒い日が続いており、当院でもインフルエンザや

ノロウイルス等の患者が増えてくる季節となりました。手洗いうがいを始め、衣食住も健康に

過ごすためにはとても重要だと思います。 

 私は一人暮らしを始め、早２年が経とうとしています。１人暮らしを始めた当初は、仕事や

家事を両立させることが難しく、毎日無我夢中に行っていました。しかし一人暮らしも２年目

に入り、効率よく家事や自炊を行うために活用しているものをご紹介します。それはクックパ

ッドです。クックパッドは、おかずのみでなく、お菓子などのレシピも記載され、食材の一品

を検索するだけでその食材を使ったメニューが何品も紹介されてきます。 

中でも一番オススメしたいものが電子レンジで一品用意しながら他の料理の準備ができる、

鍋等を使用しないため汚れものが減るというメリットがあります。最近は麻婆豆腐や肉じゃが

を作りとても美味しかったです。皆さんもよろしければ活用してみてください。 

 

 

新潟県立長岡聾学校 前田智子 

長岡聾学校は創立112年を迎える、歴史ある学校です。幼稚部から高等部専攻科まで、3

歳から20歳の幼児・児童・生徒66名が学んでいます。家が遠くて通学が困難な者のために、

寄宿舎もあります。聾学校という名前ですが、高等部には知的障害の学級が3つあります。他

に上越市に幼稚部だけの高田分校と魚沼市に小出分教室があります。正式に学校に入学できる

のは3歳からですが、新潟県内では聴覚障害の乳幼児に対する療育機関は聾学校だけなので、

早期教育やきこえ相談が担う役割も大きく、0歳からの乳幼児教室や支援相談室には、約60

名の籍のない乳幼児の親子が通っています。新生児聴覚スクリーニングが定着してから、軽度、

中等度や一側性の難聴児が増えています。小さい耳に初めてつける補聴器の選択やフィッティ

ング、丌安を抱えた家族への支援は、大変重要な仕事です。 

聾学校には言語聴覚士の採用はありません。私は教諭として働いています。今は幼稚部に所

属して、毎日3歳から5歳までの24名の幼児と楽しく過ごしています。とても明るく元気

な子どもたちです。 

 

 

発音・発語指導 聴力測定 
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平成28年度第２回理事会 会議議事録 

 

日時：2016年5月7日 15時30分から17時30分   

会場：ながおか市民センター会議室 

出席者：井口・大平・堂井・井上・高橋・小林・阿志賀・蓮子・斎藤・伊藤・山田・名古屋・本間・奥倉・

佐藤（卓）・廣瀬・徳間・田村   監事：佐藤（厚）・鍛冶山 

 

報告事頄  

 1)共通事頄  

［会長報告］ 

・4月21日平成28年度介護予防推進リハビリテーション指導者総合育成事業に関する打ち合わせ新潟市

にて井上副会長参加。 

・4月27日訪問リハビリ実務者研修会について3士会、訪問リハネットワークとの打ち合わせ新潟市にて

大平副会長、廣瀬理事参加。 

・5月10日3士会合同災害対策会議 新潟市にて堂井副会長、斎藤社会局長参加。 

・5月26日県福祉保健部、県医師会訪問（地域リハ活動支援事業、基金について）新潟市にて会長参加。 

・5月28日日本言語聴覚士協会総会 東京にて会長参加。 

［その他］・井上副会長より平成 28 年度介護予防推進リハビリテーション指導者総合育成事業について報

告された。 

・H27年度の研修の効果・課題、H28年度の研修について話し合われた 

・廣瀬理事より訪問リハビリ実務者研修会についての報告がされた。 

2)学術局・学術大会及び総会会場変更について報告された。 

・6月4日(土) 芝本先生を囲み懇親会を行う予定。 

・抄録集完成、総会資料とともに送付の準備中。 

・年会費1年未納の会員の場合、研修会参加費を非会員扱いとすることとなった。総会にて報告、士会の配

布物でも伝えていく。→検討事頄へ 

3)事務局  

［財務部］・収入149,000円 支出 223,331円 残高 612,793円 未納分会費 503,000円   

年会費の未納について対策案を検討。    

［総務部］・運営体制表の取りまとめについて報告された。 

［定期総会準備委員会］・総会資料等の準備に関する進捗状況について報告された。 

4)社会局  

［広報部］・6月5日雷神にて会員懇親会を行う予定。  

・新入会員紹介記事の集め方について報告された。 

・理事・監事の紹介文を広報誌に掲載することについて報告された 

・2月12日スペシャルオリンピックスの聴覚検査について報告された。 

・ホームページ充実について報告された。  

［公益事業部］・5月28日新潟難病支援ネットワークの総会 山田理事出席予定。 

・5月20・21日第7回訪問リハ地域リーダー会議 東京にて廣瀬・斉藤理事出席予定。 

［調査部］・特になし 
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5)社会局常任委員会 

［地域報告ケアシステム推進委員会］・長岡市の長寿はつらつ課から長岡市地域包括ケアシステム推進委員会

へSTの出席依頼について報告された。 

［災害対策委員会］・28年度災害対策委員の決定について報告された。 

［福祉祭り実行委員会］・5月14、15日新潟福祉機器の参加について報告された。 

・各種福祉まつりで用いる配布物について報告された。  

6)特別委員会［学校教育連携委員会］・新年度より新潟市立西特別支援学校からの依頼について報告された。

１件調整中。 

［法人化準備委員会］・特になし 

［表彰委員会］・伊林先生の都道府県医療功労賞を総会で発表することについて報告された。  

検討事頄 

・熊本地震関連について派遣協力体制や義援金に対する検討を行い、承認された。 

・総会進行表の確認がされた。 

・JAS言語聴覚の日の活動を県士会で行うか検討された。今後社会局で検討。 

・JAS入会促進に関する対応について検討を継続する。 

・摂食嚥下リハ学会交流会について交流会の取りまとめを受ける方向で承認された。 

・年会費1年未納の会員の場合、研修会参加費を非会員扱いとすることが承認された。総会にて報告、士会

の配布物でも伝えていく。 

[入会]阿部有紗（木戸病院）、岩本莉穂（木戸病院）、今井滉太（山北徳洲会病院）、本田蘭（株式会社Nose 

つばめ療育館）、大橋智記（新潟リハビリテーション病院）、廣川朝子（百華保育園）、渡辺慶大（魚沼基幹病

院）、青木理紗（桑名病院）、星野侑里花（新潟リハビリテーション病院）、白井実咲（新潟单病院）、 五十

嵐万貴 （新潟单病院） 学生会員：大塚慎一朗（新潟リハビリテーション大学） 

[異動]鈴木はるみ （デイケアセンターきざき→ 尾山訪問看護ステーション）、三嶽晴美 （県立中央病院→

新発田病院）、椎谷睦（新潟リハビリテーション病院→新発田病院）、田村俊暁 （小千谷さくら病院→新潟医

療福祉大学） 

[退会] 大越智美（とやの中央病院） 

 正会員342名、準会員4名、賛助会員9名、学生会員2名の計357名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
編集後記 

伊藤：今年は運動をして、体力つくりに努めたいと思います。 
 
松田：流行り病に負けない心と体づくりに励んで参ります。 
 
岩橋：まだまだ寒い日が続きます。体調管理に気を付けていきたいと思います。 
 
石崎：アメリカ大統領にドナルド・トランプ氏が就任しました。評判は賛否両論あるようで

すが、私はトランプ大統領の率直すぎる発言力に尐し憧れてしまいます。人間関係に
おいて仲良くするだけでなく、人と違った意見も発言する必要があり、同様に違う意
見を受け入れることも大切だと思います。 

 
櫻井：突然どうした？石崎先生？  もしかして・・・政治家に転身？ 
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福祉・労災指定：各種車椅子・座位保持装置・ベッド      

コミュニケーションエイド・福祉機器一般 

介護保険レンタル・介護住宅リフォーム相談 

 

（オーエックス新越） 

〒 956-0017 新潟県新潟市秋葉区あおば通  

            ２丁目 28-27 

TEL 0250-25-2626  FAX 0250-25-7710 

 

 

 

 

 

新潟県言語聴覚士会事務局 ： 

新潟リハビリテーション大学医療学部 

リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 高橋圭三 

Tel0254-56-8292 Fax 0254-56-8291 

発行責任者：老人保健施設 やすらぎ園 伊藤 綾子 

〒940-1111 長岡市町田町555番地  

Tel 0258（33）5551 Fax 0258（32）5777 

 

 

 
 

http://www.gtb-niigata.jp/
http://www.gtb-niigata.jp/

