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next  STage 
 ～平成28年度，29年度県士会活動について～ 

新潟県言語聴覚士会 会長 井口光開 （南魚沼市民病院） 

                           

昨年、個人的には所属施設の病院再編事業があり、ゆきぐに大和病院より新たに新築・開設

した南魚沼市民病院へ移る等、かつてなく慌ただしく、忙しい日々を送っておりました。他方、

県士会活動においては、新潟県リハビリテーション専門職協議会を通じて、3士会協働での活

動が活発となり、他団体との連携の難しさ以上に、今後のリハビリテーション業界全体の発展

に、言語聴覚士会がいかに寄与していくべきかなど深く考えさせられ、また団体として成長、

成熟していく必要性を強く感じた一年でした。 

さて、平成28年度、29年度の県士会は、介護予防事業対策、災害対策、法人格取得に関

わる準備の3点を柱に活動していきたいと考えています。現在、介護予防事業における地域リ

ハビリテーション活動支援事業では、県内を14ブロックに分けそれぞれの代表が複数の市区

町村にまたがって、種々の要請に対応しています。この体制をさらに強化し、県内30市区町

村に担当者を配置したいと考えています。昨年度は、実務担当者の選出が中心でしたが、今年

度は介護保険や介護予防事業に関わる知識均一化を図ることが重要と考え、導入研修などを経

て介護予防リーダーや介護予防事業に携わる人材育成に着手したいと考えております。特に、

介護予防事業に関わるリーダー育成は、全国協会からも強く求められています。 

災害対策におきましては、災害対策委員会を中心に新潟県災害リハビリテーション連絡協議

会と連携し、熊本地震の支援、協力を継続するとともに、県士会における災害対策体制を強化

してきます。 

法人化取得に関する準備作業は、法人化準備委員会を設置し、予算、手続き等より具体的に

計画を策定してまいります。適時、進捗状況を皆様にお知らせするとともに、準備が整い次第、

適切なタイミングで法人格取得の是非を含め、定期総会に諮ります。既に当県士会の活動は、

任意団体ではあるものの規約に沿った運営、会計監査、総会の開催、また他団体との協働事業

や行政機関からの委託事業など、事業内容からも既に法人化した団体と同様の運営、活動を行

っています。法人化の最大のメリットは、法的に認められることによる社会的信用の増加にあ

ります。当県士会が、将来にわたりリハビリテーション業界全体の発展に寄与するためには、

職能団体としての信用を得ることが重要と考えます。 

最後に、県士会運営、介護予防事業への参画、災害支援等の各種活動は会員一人ひとりのプ

ロボノ意識に支えられています。現在、職場でリーダー的役割を担っている会員も多いと思い

ます。是非、社会貢献という視点で、自分自身の立ち位置を振り返ってみては如何でしょうか。

今後とも、会員の皆様からのご支援、ご協力をお願いいたします。 
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新潟県言語聴覚士会 学術局局長・学術大会実行委員長 阿志賀大和 

（新潟リハビリテーション大学）

      新潟県言語聴覚士会 広報部長 伊藤綾子（やすらぎ園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 5 日に三条市のリサーチコアにて第 4 回新潟県言語聴覚士会学術

大会が行われました。今大会は開催直前に会場が変更になり、会員の皆様

は大変ご迷惑をおかけしました。この場をお借りしお詫び申し上げます。

さて、青天にも恵まれ、今大会も大変多くの方にご参加いただきました。

現在、ST養成校で仕事をしておりますが、当日参加した本学の学生が「あ

んなにたくさんの ST の先生が集まるなんてすごいですね。」、「廊下でも

エレベーターでも皆さんいつも臨床のことを話されていて刺激になりま

した。」と感想を述べており、臨床・研究・教育・職能活動という重要な

4本柱が次世代のST候補生たちに伝わったと感じた大会でした。 

最後になりましたが、本学術大会において司会、座長の労をおとりいた

だいた先生方、スタッフ・実行委員としてご尽力いただいた先生方へ、こ

の場をお借りして御礼申し上げます。 

新入会員さんが大勢入会しました。 たくさんの方のご参加ありがとうございました。 

先輩、後輩も一緒に・・・はいチーズ！ 

学術大会後の懇親会は、４０名の方に参加して頂

き、盛大に行いました。たくさんの新人さんにご参加

頂き、感謝申し上げます。先輩・後輩の垣根を超え、

沢山の笑顔と会話がみられました。これをきっかけ

に、新人さんも会員も勉強会等で声を掛け合えるとい

いですね。来年も企画しますので、今年の新人さんも

会員も是非ご参加ください！！ 

ご講演頂いた柴本先生 
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長谷川 亜衣（村上総合病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県言語聴覚士会 副会長 井上真一 

平成28年2月28日（日）、ホテルラングウッド新潟にて、県内のリハビリテーション専門

職を対象とした地域包括ケアシステムに関する研修会を開催しました。 

この研修会は新潟リハビリテーション専門

職協議会が地域医療介護総合確保基金を活用

し、介護予防事業に関わるリハビリテーション

専門職の指導者育成事業として開催された研

修会です。講師として川越先生をお招きし地域

包括ケアシステム構築に向けての専門職のあ

り方についてお話しして頂き、また県内各分野

での取り組みや現状を、PT、OT、STより報

告して頂きました。参加者を職場地域に分け行ったグループワークでは、活発な意見交換が行

われ、地域包括ケアシステム構築のための問題点と現状が報告されました。 

 

倉田 峻希（佐渡総合病院） 

いよいよ夏本番、暑い日が続きますが、佐渡は海に囲まれているせいか、本土ほど暑くない

ように感じます。 

さて、今回は通勤途中の景色について、お話ししようと思います。通勤に40分、毎日山を

越えて通勤しているのですが、私にとってはその40分が1つの楽しみとなっています。4月

は桜が咲き乱れ、そして葉桜となり、最近は藤の花が見ごろとなっています。40 分の運転は

大変ではありますが、同時に四季の移ろいを感じることのできる瞬間でもあります。まだまだ

先ですが、秋の紅葉や、冬の枯れ木に雪が積もっている様は見ていて心が洗われます。 

佐渡というと、金山やたらい舟がイメージとして浮かぶかと思いますが、何気ない景色も1

つの魅力として挙げることができると思います。皆さん、佐渡に来た際には是非、景色も楽し

んでみて下さい。 

今回、2016 年 2 月 11 日～14 日に新潟朱鷺メッセにて

開催された、スペシャルオリンピックスにボランティアとして

参加してきました。私が参加したのは、13日の1日でした。

行った内容は、「ヘルシーヒアリング（聴力）」というもので、

鼓膜の状態、聴力検査などを選手はじめ、一般の知的発達障害

者の方を対象に行いました。こういったボランティアは初めて

行いましたが、ST として働いていても初めて行う機器に聴力

検査は久しぶりに行うものであり、会場についてから、会場の

熱気を感じるわくわく感と慣れない検査をやるのだという不

安がありました。いざ、始まってみると2月でしたが、汗をか

いてしまうくらい盛況でした。貴重な体験となりました。 
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 永野志歩（佐渡総合病院） 

佐渡総合病院は佐渡市のちょうど真ん中に位置しています。窓の外にはのどかな田園風景が広がり、

緑に囲まれた静かな環境で患者さんと過ごす日々を送っています。7階には屋上庭園があり、晴れた

日には国中平野から真野湾までを一望することができます。 

当院は病床数354床を有し、佐渡島の中核病院として島

内の医療の多くを担っています。また、災害拠点病院や

DMAT指定医療機関、へき地医療拠点病院などにも指定さ

れており、正に島の医療の要として島民の皆様の健康を支え

ています。 

リハビリテーション科には理学療法士14名、作業療  

法士5名、言語聴覚士4名、補助員2名の計25名が所属

しています。離島における数少ないリハビリテーション施設

ということもあり、ST対象疾患は幅広く、幼児の発達障害、成人の脳血管障害、難病、廃用症候群

など、毎日多くの外来・入院患者さんと関わっています。比較的若いスタッフが多く、まだまだ

未熟ではありますが、1人でも多くの島民の皆様が笑顔で過ごせるよう、努めていけたらと

思います。 

 

県士会は、３つの局（事務局・学術局・社会局）からなり、各局は２～３の部で構成されています。

各局長、各部長がおり、さらに各部には5～23名のメンバーがいます。そのような理事の方々や部員

の会員の方々によって県士会の活動が企画され、支えられています。その中より、去る６月５日「新潟

県言語聴覚士会・平成２８年度定期総会」で承認されました新理事15名、監事２名を紹介させていた

だきます。 

①属施設名 ②趣味 ③会員の皆様へ、理事の自己紹介のコメントを掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 井口 光開（いぐち みつひら）              

①南魚沼市民病院リハビリテーション科 

②季節のつまみを堪能しながら晩酌すること 

③私自身、県士会役員 11 年目、会長職 7 年目となりました。県

士会活動のメリットは①人脈や見識が広がる②タイムリーな情

報が得られる③プロボノ意識が高まる等など多々あります。是非

皆さんも、種々の県士会活動へ参画してみませんか。 

副会長 大平 芳則（おおだいら よしのり）               

①新潟リハビリテーション大学 

②特にありません。 

③県士会の更なる発展のため、努めてまいります。 
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事務局 【業務：財務管理,総会の開催,理事会・その他会議の開催,会員在籍事務,刊行物管理,連絡窓口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術局【業務：学術大会の企画・運営・開催,各種研修会の企画,日本言語聴覚士協会生涯学習プログラムに関する業務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 堂井 真理（どうい まり） 

①総合リハビリテーションセンター・みどり病院                

②音楽鑑賞、アロマ、水素バスなどリラックスできる時間を楽しむこと 

③私たち言語聴覚士の専門性を他団体に発信して、更なる発展をめざし頑

張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

副会長 井上 真一（いのうえ しんいち）                

①脳神経センター 阿賀野病院 

②釣り、登山、スポーツ一般 

③県士会の発展のために頑張ります。よろしくお願いします。 

事務局長 高橋 圭三（たかはし けいぞう）             

①新潟リハビリテーション大学 

②自転車・サウナ 

③会員への情報伝達がスムーズになること、会費未納率の減少に力を入れてい

きます。 

総務部長 徳間 彩香（とくま あやか）                

①国立病院機構新潟病院 

②猫と遊ぶ♪・読書・カラオケ 

③臨床以外の場でもより良い ST として努められればと思います。よろしくお願い

いたします。 

財務部部長 名古屋 千恵子（なごや ちえこ）             

①医療法人崇徳会 長岡西病院 

②家庭菜園 

③財務の仕事をさせて頂きます。微力ではありますが、少しでも貢献できるように

頑張りますので、よろしくお願い致します。 

学術局長 阿志賀 大和（あしが ひろかず）              

①新潟リハビリテーション大学 

②趣味探しが趣味というくらい飽きっぽく、あれこれ色んなことに興味を持っては

すぐ飽きます。 

③県士会活動を通して患者さん、そのご家族の方のお役に立てるよう、微力ながら

頑張ってまいりたいと存じます。 

教育研修部長 佐藤 卓也（さとう たくや）                 

①新潟リハビリテーション病院 

②マラソン、登山、ドライブ、写真、そしてお酒！ 

③今年度より新しく理事となりました。不慣れなこともありますが会員の皆様の力

になれるように頑張りたいと思います。 
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社会局【福祉まつりへの参加,言語聴覚の日の活動,関連諸機関・団体との連携,地域包括ケアシステム準備,各種アンケ

ートの実施,診療・介護報酬改正関連,広報誌発行,ホームページ管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習部長 本間 桜（ほんま さくら）                 

①新潟市民病院 

②部屋の模様替え 

③日々の臨床だけでなく地域社会に求められているSTの役割も考えながら、 

県士会の活動を微力ながら支えていきたいと思います。 

社会局長 斎藤 和幸（さいとう かずゆき）              

①三島病院  

②サッカー、フットサル 

③県士会活動において会員皆様の協力が不可欠です。ご協力よろしくお願い致します。 

公益事業部長 蓮子 浩行（はすこ ひろゆき）              

①こんの脳神経クリニック 

②競馬♥ 

③よろしくお願いします。 

調査部長 山田 大樹（やまだ たいき）                

①西蒲中央病院 

②週末の料理 

③県士会の運営に微力ながら貢献できるように頑張っていきます。皆さまと一緒に

県士会活動を盛り上げていきたいです。よろしくお願いします。 

広報部長 伊藤 綾子（いとう あやこ）                  

①老人保健施設やすらぎ園 

②園芸，お菓子を食べること,手芸 

③県士会の活動や情報を会員や県民の皆様に発信できるよう頑張ります。 

よろしくお願いします。 

社会局員 廣瀬 望（ひろせ のぞみ）                   

①医療法人社団 川瀬神経内科クリニック 

②山登り･梅干しやお味噌づくり･バイオリン･最近は草木染めがマイブーム。 

③常に感度の高いアンテナを張り巡らし、瞬時のひらめき（Serendipity）を受け入

れる態勢でありたいと思っています。県士会においても、よりよい運営ができます

ように、アンテナを張り巡らして邁進して参ります。よろしくお願い致します。 

監事 佐藤 厚（さとう あつし）                   

①新潟リハビリテーション大学 

②ゴルフ、野球 

③監事の業務を通して、県士会の皆さんのお役に立ちたいと思います。 

監事 小林 優紀江（こばやし ゆきえ）                 

①済生会三条病院 

②読書 

③県士会の更なる発展のため、二年間尽力いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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今年の春から６月までに入会した会員を紹介します。①氏名 ②所属 ③出身地 ④出身校 ⑤趣味

や特技 ⑥一言です。 

①廣川朝子 

②社会福祉法人真称寺百華保育園 

③新発田市 

④京都医健専門学校 

⑤茶道 社交ダンス 

⑥乳幼児の発達支援をしたいと思い、言語聴覚士になり

ました。年齢は高いですが新米ですのでよろしくご指導

お願いいたします。 

 

①高原瑞希              

②柏崎総合医療センター 

③佐渡市  

④帝京平成大学 

⑤好きなアーティストのコンサート

に行く 

⑥幅広い年送の患者様に信頼されるSTになれるよう、

沢山のことを吸収して経験を積んでいきたいです。 

 

①米持いずみ 

②新潟西蒲メディカルセンター病院 

③新潟市 

④新潟医療福祉大学 

⑤文学創作 

⑥若輩者ですが日々精進していきま

す。よろしくお願いします。 

 

①白井実咲 

②新潟南病院 

③五泉市 

④新潟医療福祉大学 

⑤テニス 

⑥精一杯頑張りますので、ご指導ご鞭

撻のほどよろしくお願い致します。 

 

①阿部健汰 

②上越総合病院 

③新潟市 

④新潟医療福祉大学 

⑤運動 

⑥よろしくお願いします。 

 

①堀内賀子 

②下越病院 

③秋田県 

④新潟医療福祉大学 

⑤バスケットボール 

⑥よろしくお願いします。 

 

①秋野惠未 

②新潟リハビリテーション病院 

③山形県鶴岡市 

④新潟医療福祉大学 

⑤散歩 

⑥これからよろしくお願いします。 

 

①坂井佑里恵 

②三之町病院 

③新潟県 

④新潟医療福祉大学 

⑤映画鑑賞 

⑥よろしくお願いします。 

 

①藤田春香 

②下越病院 

③新潟県長岡市 

④新潟医療福祉大学 

⑤音楽を聴くこと 

⑥よろしくお願いします。 

 

①小林沙世 

②厚生連糸魚川総合病院 

③新潟県 

④新潟医療福祉大学 

⑤ドライブ 

⑥よろしくお願いします。 
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①斉藤さなえ 

②長岡西病院 

③新潟県見附市 

④国際医療福祉大学 

⑤音楽鑑賞 

⑥未熟で不慣れな点も多々あります

が、笑顔と感謝の気持ちを忘れずに日々を過ごしていき

いと思います。よろしくお願いします。 

 

①岩本莉穂 

②木戸病院 

③新潟県佐渡市 

④新潟医療福祉大学 

⑤映画鑑賞⑥精一杯努力して、立派なSTになれるよう

に頑張ります。ご指導の程、どうぞよろしくお願いいた

します 

①瀬賀恵李加 

②村上はまなす病院 

③山形県新庄市 

④新潟リハビリテーション専門学校 

⑤掃除 

⑥今年から ST として働くことにな

りました。大変未熟な私ですが、頑張っていきたいと思

うので、ご指導よろしくお願いします。 

 

①近藤愛美 

②老健  杏園 

③村上市 

④新潟リハビリテーション専門学校 

⑤編み物、裁縫 

⑥千葉から地元村上に帰って来ました。

まだまだ未熟者ですが、地元のために頑張りたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

①大橋 知記 

②新潟リハビリテーション病院 

③新潟市西蒲区 

④新潟医療福祉大学 

⑤早起き 

⑥よろしくお願い致します 

 

①丸山航輝 

②発達クリニックぱすてる 

③新潟県長岡市 

④新潟リハビリテーション大学 

⑤和太鼓 

⑥子供の元気をもらって精一杯頑張っ

ていきます。よろしくお願いします。 

 

①儀間万貴           

②恒仁会 新潟南病院 

③新潟市 

④新潟医療福祉大学 

⑤エスニック料理屋さん巡り 

⑥ST２年目ですが今年から入会し

ました。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は次ページの通り研修会を開催いたします。皆様、是非ご参加ください。今年度より、

会費未納者は、研修会参加費も異なります。ご自身の納入状況をご確認ください。研修会につ

いては、学術部へ、会費納入につきましては、財務部へお問い合わせください。。 

平成 28年 8月 7日（日）13：30～15：30 まちなかキャンパス 

発達障害の制度と言語聴覚士の役割  日詰 正文 
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平成 28年 8月 27日（土）13:00～16：15 長岡療育園 （ITサポート養成講座） 

障害とテクノロジー 

肢体不自由のある人と電子情報支援技術  

林豊彦,山口俊光,大平芳則,渋谷亮仁  

平成 28年 10月 1日（土）13：00～16：15 長岡療育園 （ITサポート養成講座） 

視 覚 障 害 の あ る 人 と 電 子 情 報 支 援 技 術      

聴覚障害のある人と電子情報支援技術    

林豊彦,山口俊光,大平芳則,渋谷 亮仁 

平成 28年 10月 1日（土）10：00～12：00 新潟医療福祉大学 

脳画像の読影に必要な解剖学の知識  今村 徹 

平成 28年 10月 1日（土）13:00～15：00 新潟医療福祉大学 

脳画像の読影の仕方 今村 徹 

平成 28年 10月 22日（土）13：00～16：15 長岡療育園 （ITサポート養成講座） 

言 語 障 害 の あ る 人 と 電 子 情 報 支 援 技 術       

知的障害のある人と電子情報支援技術   

林豊彦,山口俊光,大平芳則,渋谷 亮仁  

平成 28年 11月 19日（土）13：00～16：15 長岡療育園 （ITサポート養成講座） 

実 習 1 ： Windows の ユ ー ザ ー 補 助 機 能        

実習 2：操作スイッチ、スクリーンリーダー 

林豊彦,山口俊光,大平芳則,渋谷 亮仁  

平成 28年 11月 26日（土）10：00～12：30 新潟市民病院 4階講堂 

講演 1：「摂食嚥下リハビリテーション最前線」 

講演 2：「嚥下調整食学会分類 2013に基づく嚥下食

の実際」  

兼岡麻子,山本千尋      

平成 28年 11月 26日（土）13：30～15：40 新潟市民病院 4階講堂 

講演 3「 VE 検査の実際 -評価のポイント -     

「症例検討」 

福原孝子,本田俊一  

平成 28年 12月 17日（土）13：00～16：15 長岡療育園 （ITサポート養成講座） 

ケーススタディ＆ディスカッション 

試験対策講座 

林豊彦,山口俊光,大平芳則,渋谷 亮仁  

※ITサポート養成講座は 1回だけの参加でも全 5回参加でも参加費は一般 3000円・学生 500円となります。 

※いずれの研修会も、日本言語聴覚士協会の生涯学習のポイント取得対象となるよう、申請する予定です。  

※変更される可能性がありますので、必ず事前に詳細をご確認ください。     

 

9月～11月まで新潟・長岡で福祉まつり等が開催されます。一般市民の皆さんへ言語聴覚士

やその仕事を知っていただく絶好の機会です。近隣市町村にお勤め,ご在住の会員皆様のご協

力をお願いします。詳細は、各祭り担当者から各勤務施設に連絡します。ご不明な点がござい

ましたら、いつでも担当者へお声がけください。また、協力してくださる方、大募集中！！！ 

ともしびまつり（長岡市） 

 9月 17日・18日にアオーレ長岡にて開催   担当：斎藤（三島病院） 

新潟市民健康福祉まつり（新潟市） 

10月に開催予定              担当：竹本（白根大通病院） 

健康長寿延伸フォーラム 

9月 22日ユニゾンプラザにて開催．     担当： 

在宅医療推進フォ―ラム           担当： 
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平成27年度 第6回理事会議事録 

日時：2015年11月14日 15時30分～17時30分 会場：ながおか市民センター ２A会議室 

出席者：・堂井・高橋・小林・阿志賀・井上・蓮子・本間・伊藤・奥倉・名古屋・山田  監事：鍛冶山 

1.報告事項 1）共通事項  

・11月7日 平成27年度都道府県士会会長会議 井上副会長出席。地域リハ活動支援推進のための人材育成について報告。 

・介護予防推進リーダー特別研修をST士会が主催で開催決定。内容は地域ケアシステムにおけるリハ専門職の役割について。 

・12月10日 リハ協議会会議、会長、堂井副会長、井上副会長、高橋事務局長出席予定。  

・11月15日 福島県言語聴覚士会法人化祝賀会 大平副会長出席 

2）学術局 ・学術局研修会の案について報告された。 

・年間研修会終了が報告された。・10月31日 第3回学術局研修会について実施報告された。 

・学術大会の講演会について報告された。・11月1日 学術局会議より、学術大会のスタッフについて報告された。 

3）広報部 ・広報誌58号発送完了。・スペシャルオリンピックスのボランティア大募集中。 

4）社会局 ・10月18日 社会局・学術局合同研修会について報告された。         

・10月31日 新潟県医師会設立記念大会に堂井副会長が参加。  

・11月1日 在宅ケアを考える集いのフォーラム参加。 

5）公益事業部 ・10月18日 新潟福祉祭りに参加。 ・11月1日 第3回甲信越在宅医療推進フォーラムに参加。 

・11月15日 新潟日報主催「福祉・介護・健康フェア」に出展予定。 同日 健康寿命延伸フォーラム参加予定。 

・新潟県地域リハビリテーション推進連絡会より新潟県介護予防研修会を開催。 

6）調査部  特になし。 

7）事務局 ・会員動向（2015/11/12現在）正会員342、準会員5、賛助会員9、学生会員3  合計359 

・事務局に届いたメール、文書等を資料にて配布。 

（1）終了したもの ・10月25日 OT士会30周年記念式典、祝賀会に井口会長出席。 

・新潟県福祉保健部 高齢福祉保健課 在宅福祉係 本間祐美子様より、当会の組織率などの調査依頼について報告された。 

・10月30日に都道府県士会の基礎情報を更新したものを JASへ提出。 

（2）今後の予定など ・11月15日 福島県言語聴覚士会の一般社団法人化記念式典・祝賀会に大平副会長出席予定。 

・燕歯科医師会地域保健担当理事の高井先生（歯科医師）より、燕市周辺のSTと今後の連携について報告された。 

・11月29日 にいがた摂食嚥下障害サポート研究会の研修会について報告した。 

・平成27年度代議員選挙について、井口会長が立候補。 

・第4回新潟県訪問リハビリテーション実務者研修会開催の情報を会員へ周知した。 

・OT士会担当研修会の新潟県介護予防従事者研修会の開催概要について会員へ周知した。 

8）財務部  ・収入 131,000円 支出 212,124円 残高 1,474,702円 未納分会費 222,000円 

9）総務部  ・特になし  10)学校教育WG  ・訪問依頼2件あり。 

11）災害対策委員会  ・11月5日災害の研修会（下越地区）に堂井副会長が参加。 12）法人化検討委員会 特になし 

13）地域包括ケアシステム検討委員会 ・11月8日 新潟リハビリテーション専門職協議会 研修会開催 PT士会主催。 

・10月22日  長岡市地域包括ふそき地区の多職種交流会出席。 

・11月5日  長岡市地域包括支援センターけさじろ地区の多職種交流会出席。 

・11月11日 長岡市地域包括支援センターみやうち・やまこし地区の多職種交流会出席。 

・11月24・27日 長岡市地域包括支援センターこしじ・おぐに地区の多職種交流会開催予定。 

・11月26日 長岡市地域包括支援センターなかじま地区の多職種交流会開催予定。 

・12月4日 長岡市地域包括支援センターなかのしま・よいた地区多職種交流会開催予定。 

2．検討事項 ・学術局より相談役配置について、相談できるフォーマットを作ることで再度検討する。 

・学術局より学術大会時の総会開催時刻について検討された。 
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・日本の医療を守るための決議の採択について賛同することで承認された。 

・27年度都道府県士会会長会議では、基礎講座講師養成講座について報告、検討された。 

平成27年度第７回理事会 議事録 

日時： 2015年12月12日 15時30分から17時30分  会  場： ながおか市民センター２A 会議室 

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

1.報告事項 ・介護予防事業専門委員会より2月開催予定。 

1）共通事項 〔会長報告］ ・12月10日新潟県リハビリテーション専門協議会に出席。 

［その他］ ・11月15日福島県言語聴覚士会一般社団法人化の祝賀会に大平副会長参加。 

2）学術局・来年度研修会のテーマ決定。日程調整中。・来年度の研修会にはらくらく連絡網を使った申し込み方法も検討する。 

3）広報部 ・広報誌進捗状況の報告。 ・リーフレット進捗状況の報告。  

・スペシャルオリンピックスのボランティア参加者決定。 

4）公益事業部 ・12月6日 第24回新潟県理学療法士会学術大会でシンポジストとして井上理事が参加。 

・12月10日 専門職協議会会議に出席。 介護予防推進リーダー特別研修について説明。 

・11月15日 福祉・介護・健康フェア参加報告。 

・11日15日 健康寿命延伸フォーラム参加報告。   5）調査部 ・特になし 

6）事務局    ・事務局に届いたメール等について報告された。 

・第４回新潟県訪問リハビリテーション実務者研修会について会員へ周知した。 

・新潟県医師会 業務二課 小林様より日本の医療を守るための決議の採択について賛同で回答。 

・12月9日三条市にて平成27年度第2回事務局会議を開催報告。来年度選挙、総会のながれ、予算、決算などを検討。 

7）財務部 ・収入 85,000円  支出 160,059円  残高 1399,643円  未納分会費 217,000円 

8）総務部 ・総会までの流れについて事務局会議にて確認。9）学校教育WG  ・訪問予定を含み10回訪問。 

10）災害対策委員会 ・1月9日新潟県災害リハビリテーション研修会開催予定。 

・新潟県リハビリテーション研修会木村先生から災害時対応登録者について問い合わせある。 

11）法人化検討委員会 ・情報収集継続していく 

12）地域報告ケアシステム推進委員会 

・11月26日 長岡市地域包括支援センターなかじま地区の多職種交流会に参加予定。 

・12月4日 長岡市地域包括支援センターなかのしま・よいた地区多職種交流会開催予定。 

2．検討事項 ・2月28日（日）の当会主催の基金活用研修会での講師謝礼について検討された。 

・会費未納者の退会について2名の退会が承認された。 ・学術大会ポスターについて承認された。 

・総会・学術大会同日開催、発表者や、講演の先生に敬意を払いふさわしい格好でという一文を入れることが承認された。 

【入退会】なし【異動】安達侑夏（新潟リハビリテーション病院→総合リハビリテーションセンターみどり病院）、松田夏美（ゆ

きぐに大和病院⇒南魚沼市民病院）、井口光開：（ゆきぐに大和病院⇒南魚沼市民病院）、廣井千恵子（ゆきぐに大和病院 ⇒南

魚沼市民病院）、小林 康文（新生病院⇒株式会社 生活サポーターふるまい）【その他.】宮下亜衣（村上総合病院）⇒長谷川

亜衣、駒村恵（悠遊健康村病院⇒渡邉恵 担当者変更（賛助会員）クレスク：中村孝一⇒ 榑沼隆信（くれぬまたかのぶ）                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
伊藤： 新しいメンバーが加入し、広報部がスタートしました。皆さんのお役に立てるよう、

頑張ります！！ 

櫻井： 今年より広報部に加わりました。不慣れな点ありますが御指導いただきながら頑張

ります。 

松田：先輩方に教わりながら少しずつ広報部のお仕事を覚えていきたいと思います。 

井口：慌ただしさが増していく日々ですが、誠実に丁寧に取り組んでいきたいです。 
岩橋：最近、足の筋肉が弱くなったと感じます。暇を見つけてランニングをしたいと考えて
います。まだ実行していません。 
石崎：冬に雪が少なかった分今年は猛暑になるかと心配です。 
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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 

 ㈱ Ｇ・Ｔ・Ｂ   

（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 

http://www

.gtb-n

iigata.jp/ 

 

 

 

 

 

 

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 
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