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沖縄県言語聴覚士会
理事会議事録（12月）

平成 25 年 12 月 12 日（金）
出席者：與儀・久志・岩木・照屋・安谷屋
玉城・伊智・崎原・渡慶次

【報 告】
１．学術局報告（岩木）
・来年度の予算を決定
・沖縄リハビリテーション学院 新人研修 → 3 月 21 日に決定
沖縄 ST 会の説明をもっと充実させる
各局でスライドを 1 枚ずつ作成予定
・症例検討会 → 10 月に予定
・専門講座 → 4 月 19 日 10：00 開始
講師：内山量史先生
内容：
「臨床実習」
・学術集会 → 8 月に予定
参加費 500 円
3 年後は 6 月の総会に合わせて予定を組む
・訪問関連の勉強会
・基礎講座 → 2 コマ
・県外講師勉強会：テーマ:失語症：森田秋子先生に依頼予定。
参加費設定は予算にあわせて決定予定
・H27 年 2 月 22 日の学術集会の演題 → ランチョンセミナーをクリニコに依頼
２．平成 26 年度秋期都道府県県士会協議会（崎原）
１．各部より報告
総務部
・活動支援費について：今年度分は 2 月末までの申請です。
広報部
・
「ＳＴの日」取り組みについて。ＳＴＡＮＤＵＰに掲載する感動エピソードを募集している。
・リーフレットを変更した。各都道府県士会へ 50 部を無料配布する。
（11 月 15 日発送予定）
・介護予防支援事業について
リーフレットを作成した。各都道府県士会へ 500 部配布予定している。配布以上欲しい場合はホーム
ページからダウンロードできる。行政、包括センター、保健所やケアマネ等への配布は各都道府県士
会で行ってください。
協会でも今後介護予防の人材育成にも力を入れていき、勉強会も開催して行きたいと考えている。地
域ケア会議にも出席していってください。大分県が取り組んでいるのでメールにて情報を流していく。
介護保険部
アンケートのお願い
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・地域活動をしている事業所があれば協会事務局まで連絡ください。
・介護予防市町村支援事業実施
・実務者講習会を実施します。平成 27 年 2 月 8 日（月）
医療保険部
アンケートのお願い
・平成 28 年度の医療報酬改定のために行っている。277 施設へ送っており、アンケート結果を厚生労
働省へ進言します。ホームページ上からもダウンロードもできますので、各都道府県士会でも返信の
ご協力をお願いします。
災害部
・災害コーディネイターアンケート結果
回収率 48.9％ 今後もアンケートの返信をお願いします。
ある程度のマニュアルを作って行きます。
災害部より→災害時は何でもできます！という事が大事になってきます。ＳＴの専門ではありません
と断ってしまったら使えない人になってしまいます。災害発生時は何でも行うという心
掛けが必要です。災害が落ち着いてきたらＳＴの専門性を出して行きます。
宮城県士会
・6 月に日本言語聴覚学会を行う。ホームページを更新した。今回は、20～30 代の
若い ST を中心に、高齢者の補聴器、聴覚障害について講演などを行ないます。
生涯学習部
・基礎講座講師養成研修会について
講座開催をよろしくお願いします。
（開催していない所もあり）
講師養成も都道府県士会によりばらつきがある。平成 27 年 1 月 11・12 日に開催予定。参加人数に制限
なし。2017 年 1 月をもって協会主催の研修会は終了します。今後は各都道府県にて育成をお願いする。
声発語系に関しても認定講座を行なっていく。
代議員制度
・代議員 71 名（予定）
今後は代議員を社員として総会を行なう。
「春季・秋期都道府県士会代表者会議」は「都道府県士会会長会議」へ名称変更する。秋期に行う会議
については事業についても提案等（会議であがった意見等を総会へ）も行っていく。
・県士会員と協会会員が一致していないので各都道府県士会で工夫していってください。
訪問リハ部
・訪問リハ財団の事業へのご協力
3 団体協力して災害特区に訪問ステーションを立ち上げました。順調に黒字になってきています。
また、3 団体で訪問リハ振興財団を立ち上げました。
今年度より、
「地域ブロック制度」が導入になりました。今後、訪問ステーション管理者にリハビリ職
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がなれるように働きかけを行なっていく。
（平成 30 年の同時改定をみすえて）
３．なごみ会会議について（崎原）
来年も県民健康フェアを行っていくことが決定した。
日時：8 月 9 日（日）
場所：沖縄コンベンションセンター 展示棟
反省：来訪者は年配の人が多かった
働き盛りの方など若い人を集客できるような工夫をしていく
子供の自由研究にもしてもらえるような取り組みもしていきたい
４．地域包括ケア会議について （與儀）
・今後、沖縄県 PT・OT・ST 士会で合同委員会の設立も含め、適宜協議していく。
【議 題】
１．歯科 SUN 会議について（渡慶次）
H25 年 11 月 13 日 口腔保健医療センターにて歯科 SUN 会議に参加した。
その報告と H26 年 1 月 29 日に行われる大会について検討を行った。
報告：歯科 SUN（スペシャル・うまんちゅ・ネットワーク）会議
一般社団法人沖縄県歯科医師会口腔保健センターが中心となって開催している
年 1 回大会を開催しており今回で第 10 回目を迎える。
沖縄県言語聴覚士会は今年が初参加。
大会の内容：歯科検診・歯科相談・歯磨き指導
講演会「障がいのある方々の食べる機能について」

芳賀デンタルクリニック 芳賀定先生

沖縄県歯科衛生士会・沖縄県理学療法士会・沖縄県言語聴覚士会によるパネル展示・相談ブー
スの設置 など
検討：パネル以外に誤嚥防止に使える模型などを準備する。参加スタッフは、障がい児のリハビリに関わっ
ておられる ST に依頼する。
【新規会員・退会会員】
県士会会員 203 名（新規会員 0 名、退会届け 1 件、変更届 0 件）平成 27 年 1 月現在
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選挙結果公表について
平成 27 年 2 月吉日
一般社団法人沖縄県言語聴覚士会
選挙管理委員会
一般社団法人沖縄県言語聴覚士会役員選挙の結果、理事および監事の候補者の人数が定数に満
たなかったため、規程に基づきまして、下記の会員を無投票当選といたします。なお、理事・
監事の承認におきましては、総会をもって最終決定されます。
理

事

・安谷屋知佳
・岩木香菜子
・大濱貴之
・川満春菜
・久志紫乃
・崎原寿乃
・城間啓多
・玉城亮
・玉城慶大
・照屋究
・渡慶次梨代
（五十音順）
監

事

・砂川記子（北中城若松病院）
以上
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学術大会、研修会情報
県

外

◆第29回 標準ディサースリア検査（AMSD）講習会 in 北陸
日時：2015年3月28日（土）9時～17時 ／ 29日（日）9時～15時
会場：富山県教育文化会館（〒930-0096 富山県富山市舟橋北町7－1）
主催：日本ディサースリア臨床研究会
内容：AMSD の実施方法について講義ならびに実技演習
受講料：15000円（学生10000円） （資料冊子・備品代金を含む）
連絡先：第29回標準ディサースリア検査講習会 事務局
〒198-0004 東京都青梅市根ヶ布1－642－1 多摩リハビリテーション学院 鈴木真生
TEL：0428-21-2001 E-mail：gakujutsu@tama-riha.ac.jp
※お問い合わせはできるだけメールにてお願い申し上げます。
◆喉頭摘出術リハビリテーションについての集学的アプローチ2015
主催：神戸大学医学部付属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科
日時：2015年6月6日（土）
会場：神戸国際会議場501号会議室
参加費：無料
定員：120名様（申込先着順で定員になり次第締め切らせて頂きます）
申込方法：メールもしくは添付の申し込み書を FAX 送信
◆第4回

お問い合わせ： info.jp@atosmedical.com

日本小児診療多職種研究会

日時：2015年7月19日（日）
・20日（祝）
会場：北九州国際会議場 AIM（アジア太平洋インポートマート）3階
西日本総合展示場新舘１階展示場 A、3階会議室
県

内

◆沖繩県言語聴覚士会主催：第2回

専門講座

日時：平成27年4月19日（日） AM10時00分～AM11時50分 受付開始9時20分／受付終了9時50分
会場：大浜第一病院 2階ふれあいセンター
内容：
『臨床実習』 講師：内山量史 先生（春日居サイバーナイフ・リハビリ病院）
受講費：県士会会員：2,000円／非会員5,000円／学生500円
申込方法：メールに下記必要事項を記入の上ご連絡お願いします

oki_st1@yahoo.co.jp

件名：専門講座申込
内容：①所属、②名前、③連絡先、④県士会会員の有無、⑤日本言語聴覚士協会会員の有無
※当日は生涯学習プログラム受講記録表も忘れずにお持ちください。
◆第30回リハ工学カンファレンス in おきなわ
日時：2015年11月13日（金）～15日（日）
会場：沖縄県総合福祉センター
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〒903-8603 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目373-1
※詳細は沖繩県言語聴覚士会ホームページの講習会・イベント項目をご覧下さい。

『JIST を学ぼう！』研究会
学生の時に全体構造法という言葉は聞いていましたが、今まで実際に施行したことはありませんでした。
折角なので、できるようになりたいな～。と、今年度発足させて頂きました。
手探りの中で本の読み合わせから開始しています。
未だに手探り状態が続いています。JIST を全く分からない人達の集まりなので、
なかなか前に進まないのが現状です。しかし、他院の ST と月に 1 回会える事は
大変刺激になっています。
県士会から頂いた活動金は、勉強会でのお茶代に使用させて頂いております。
来年度も少しずつですが、前に進めるように頑張っていきたいと思います。
大浜第一病院 岩木香菜子

募 集
①広報部では会員の皆様からの投稿記事を募集しています。
「ことのは」へ掲載してほしいお知らせや情報
がありましたら、まずは広報部までご連絡下さい。
（求人・募集・お知らせなど・・）
②広報部では「ことのは」の表紙に使用する写真や絵、イラストなども募集しています。写真や絵を趣味
とされている方や「ぜひ載せてほしい！」という素材をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ広報部
までご連絡ください。
④５月号より「本の紹介」コーナーを設けました。お勧めの書籍の紹介や読んだ感想などがありましたら
メール等でお寄せください。また、読んだ感想が聞きたいという書籍も募集いたします。
（ＳＴに関する
書籍以外でもかまいません。
）
④「ことのは」は会員の皆様で作り上げていく広報誌です。誤字や脱字、掲載内容の誤りがございました
ら、広報部までご連絡下さい。

連絡先・・・koho@st-okinawa.org

Okinawa Speech-Language-Hearing Therapist Association
一般社団法人 沖縄県言語聴覚士会
http://st-okinawa.org
広報部

koho@st-okinawa.org
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