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職場見学への協力のお願い
事業部部長

神田 秀樹

県士会会員の皆様、日頃から事業部の活動に多大なご協力ありがとうございます。事業部では
今年度も、言語聴覚士を知ってもらうために高校生向けの職場見学を開催し、会員皆様に協力を
お願いしたいと存じます。
昨年同様、長野県内の全ての高等学校を対象に応募を行う予定です。そこで職場見学の受け入
れにご協力をしていただける施設を募集しています。
大まかな内容に関しては、以下を御参照下さい。
・実施期間：平成 30 年 7 月 23 日～8 月 24 日までの間、1～2 日程度。
・実施時間：半日～1 日 （時間は各施設の都合に合わせて）
・受け入れ人数：ST の所属数や対応可能な ST の数によりますが、概ね 2～3 名程度を予定。
（高校生側の希望数や施設側の都合により変更は可能）

・内容：それぞれの施設で可能な範囲で構いません。ただ、何もわからない

で見学に来る

高校生に、
「言語聴覚士を知ってもらう」ためにはどうすればいいのか、ということを念頭に
おいた企画をお願いします。
（昨年度は、訓練場面の見学、患者さんとの交流、嚥下食の試食
等を行ったようです）
※ただし、あくまでも高校生ですので、対象者の治療場面に参加する際は、担当者が十分に
留意し対象者に不利益となることのないようにしてください。
・その他：成人・小児の領域で選択できれば良いとの希望がありましたので
今年度もその点も対応したいと思います。また、ST について説明する際に、
協会や事業部で作成したパンフレットをお送りできますので、希望する場
合はご連絡下さい。
つきましては受け入れ可能な場合は、以下の要領で平成 30 年 6 月 8 日（金）までにご連絡い
ただきますようお願い申し上げます。
以下を明記した内容のメールを「職場見学受け入れ」の件名で、事業部のメールアドレス：
slht.nagano.jigyou@gmail.com（県士会 HP お問い合わせに掲載）に送ってください。
1. 施設名
2. 職場見学の担当者名
3. 受け入れ可能な人数
4. 受け入れ予定の専門領域 (成人 or 小児)
5. 施設のパソコンのメールアドレス（連絡が確実に取れるアドレス）
6. 施設の電話番号
7. 施設の住所（例：上伊那郡宮田村 など市町村名で結構です。）
8. 問い合わせ可能な時間帯（例：13：00～13：30、17：30～18：00 など）
9. ST に関するパンフレットを希望するかどうか
昨年度の反省として、高校生の申し込み数に対してご協力頂ける施設数が不足し、施設確保に
非常に難渋しました。職場の PT・OT と比べると絶対数が少なく、なかなか余裕をもって時間を
割くのは大変と思いますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。また、今回ご連絡いただけ
なかったとしても、高校生の居住地によっては急遽お電話にて受け入れをお願いする場合がある
ことをご了承ください。

長野県言語聴覚士会

生涯学習プログラム基礎講座開催のお知らせ
生涯学習部

下記の通り、生涯学習プログラム基礎講座（第 1 回目）を開催します。
今年度は基礎講座を１年間で全受講できるように、２回/年の開催となり、今回が第 1 回
目です。
また、例年通り、託児サービスを今回の基礎講座でも設置しますので、お母さん・お父
さん会員の皆さんも、この機会に、是非、受講ください。

生涯学習プログラムは「資質の向上に努め、学習を生涯続けることは言語聴覚士の職能のひとつである」
との観点から導入が検討され、平成１６年よりスタートした日本言語聴覚士協会独自のプログラムです。言
語聴覚士として、日々の臨床において提供するサービスの質を確保するためには、会員のたゆまぬ努力が必
要です。ご自分のペースで無理なく生涯学習を継続していただく点も考慮されたプログラムですので、積極
的なご参加をお待ちしております。

(協会 HP より一部引用)

なお、生涯学習プログラムの受講はどなたでも可能ですが、受講ポイントの取得には日本言語聴覚士協会
への入会が必要です。今後、受講や修了証取得および取得後の認定言語聴覚士取得を考えている方は、
協会への入会をお願いします。
協会入会前の受講は、入会後もポイントとしては認められませんのでご注意ください。

特に今年度就職された皆さん、入会手続きには日がかかります。早目の入会手続きをお願い致します。

開催日時：平成 30 年 7 月 21 日(土) 12 時 30 分～17 時 20 分
会
場：諏訪湖ハイツ（岡谷市長地権現町 4‐11‐50） １階 工作室
●JR 岡谷駅から車で約８分 ●長野道 岡谷 IC から自動車で約 15 分
※駐車場は、無料駐車場（約 100 台）があります※

申し込み方法：事前申込制です(申し込み期間をご確認ください)。
件名に「生涯学習受講申し込み」、本文に下記必要事項を明記の上、
学術教育部・生涯学習部共用メール(slht.nagano.gakukyo@gmail.com)へお申込み
ください。
《申し込み時必要事項》
①氏名 ②フリガナ ③協会員番号(非協会員はその旨記載) ④所属先 ⑤地区名
⑤受講内容⇒受講される講座番号(１～３) ⑥託児希望の有・無
※同施設で複数名お申込みになる際には、まとめてお申し込みください※

申し込み期間：6 月 25 日(月)～7 月 7 日(土)

講 座 内 容 ：12 時 30 分～14 時(予定) ※昼食を摂りながらの受講可です※
臨床のマネージメントと職業倫理』山岸 敬 氏（長野赤十字病院）
14 時 10 分～15 時 40 分(予定)
『臨床業務のあり方、進め方』帯川一行 氏（諏訪中央病院）
15 時 50 分～17 時 20 分（予定）
『職種連携論』竹内洋彦 氏（県総合リハビリテーションセンター）
受

講

費 ：基礎講座(一講座)…協会員 1,000 円・非協会員 2,000 円

※協会員とは、日本言語聴覚士協会の会員を示します(県士会員でも協会の会員でなければ非協会員となります)

〔お願いとご注意〕
○講座開始 20 分前から受付を開始します。
連続して２～３講座受講の方はまとめて受講費をお支払いただき、
受講終了まで受講記録票をお預かりします。
混雑が予想されますので、受講費はお釣りの要らないように用意を
お願いします。
○各講座開始後 15 分までが受講受付可能 となっています。
15 分以降は受講したとみなされませんのでご注意ください。
○協会より送られている＜生涯学習受講記録票＞を必ず
ご持参ください。必ず協会会員番号・氏名をご記入ください。

〔託児サービスについて〕※県士会員限定のサービスとなります※
○委託先は総会時と同じ＜有償託児サービスぱぴぃキッズ＞
(HP:http://pu-ppy-1781.sakura.ne.jp/)です。
○対象年齢は生後 2 ヶ月～小学生(12 歳)までです。
○受講の事前申込時に託児希望を明記していただき、追って、専用の託児
申込書をお送りしますので、
別途、申し込みをしていただきます。
○託児サービスは 12:30～17:30（5 時間）まで設置します。料金はお子さんの人数は関
係なく会員一人当たりとして、以下の金額になります。
1）一講座受講（約 1 時間半） ： 500 円
2）二講座受講（約 3 時間)
：1,000 円
3）三講座受講（約 4 時間半） ：1,500 円

お問い合わせ・事前申込先：生涯学習部担当

中島・市川・堀之内

slht.nagano.gakukyo@gmail.com
～県士会ＨＰ(http://www.slht-nagano.org/)にて、最新情報を随時、公開します。～

第 52 回長野県小児摂食嚥下研究会のご案内
長野県小児摂食嚥下研究会

事務局

当研究会では、下記の要項で、第 52 回研究会を開催いたします。今回のテーマは、「手が食事
に参加することの意義 〜自力摂取以外の目的にも焦点を当てて考える〜」です。
摂食場面において、手や口の感覚に相互関係性があると感じることは少なくありません。その
意味で、将来的にも、自力摂取が難しいと思われる重度のお子さんに対しても、お子さんの手が
食事に参加できるよう援助していくことには意味があると思われます。
今回の勉強会では、その様な視点で小児の摂食嚥下領域で幅広く活躍されております、この街き
っず学園・野沢由紀子氏を中心に体験学習を通して探っていきたいと考えております。ご多用中
とは存じますが、ぜひ、ご参加ください。
○日時：平成 30 年 7 月 28 日（土）午後 1 時～4 時
○場所：長野県立こども病院北棟会議室
○テーマ：「手が食事に参加することの意義
〜自力摂取以外の目的にも焦点を当てて考える〜」
○プログラム：
１）午後 1 時～１時 30 分：この街きっず学園・野沢由紀子氏
話題提供；「手が食事に参加することの意義 〜自力摂取以外の目的にも焦点を当てて考える〜」
２）1 時 40 分～3 時 30：様々な飲食物や食具を使いながらの介助・非介助体験(手の参加の
有無の比較を含む)と発表
３）3 時 40 分～４時：まとめ
○参加費：1000 円
○問合わせ先・稲荷山医療福祉センター リハビリテーション部
長野県小児摂食嚥下研究会事務局（担当：寺田）
電話：026-272-1435

FAX：026-273-5119

e-mail：inasenta@avis.ne.jp

※平成 28 年度より、不都合の無い方には、メールでのご案内にさせていただきたく存じます。
今回、ご欠席の方でも、今後ご案内通知をご希望の方は、お手数ですが、下記連絡先まで、メー
ルアドレスをお知らせください。ＰＣ・携帯のどちらでも構いません。長野県言語聴覚士会会員
の方は、ニュースレター等でのご案内となりますので、ご連絡は不要です。
連絡先：inasenta@avis.ne.jp

○2018 年度第 1 回長野県全体構造法研究会
日時：5 月 27 日（日）9：30～12：30
場所：相澤病院 S 棟第一会議室
内 容：症例検討（伝導失語）、文献抄読：新編失語リハ応用編 p.54-p.64
会 費：無料
問い合わせ・申し込み先：長野赤十字病院

二木保博 hkbty560@ybb.ne.jp

※JIST 法に興味のある方ならどなたでも参加可能です。

◇会員情報管理からのお願い
●各種届出について
入会・変更・休会等をご予定の方は、当該届出書の提出をお願い致します。各種届出書は、
県士会ホームページよりダウンロードできます。
平成 29 年 5 月より各種届出書の提出先が変更となっています。これまでの届出書を保管さ
れていましたら、破棄いただき、最新の用紙を使用いただきますようお願いいたします。
【ダウンロード先】
https://www.slht-nagano.org/お問い合わせ等/各種届出等ダウンロード-ｍｌ紹介/
●ニュースレター配送数について
新年度となり、職場異動等で会員所属状況に変動があるかと思います。
今回発送のニュースレターで枚数過不足がありましたら、お手数ですが、事務局会まで
お知らせください。
【問い合わせ先】slht.nagano.jimukyoku@gmail.com

☆ 会 員 動 向 (5 月 2 日現在) ☆
※各種届の NL 掲載可と記載された会員の情報のみ掲載しています※

＜氏名変更＞
堀之内(旧姓：田中)絵梨奈さん（相澤病院訪問リハセンター：中信地区）
中西(旧姓：新山)里恵さん（飯田市立病院：南信地区）
＜勤務先変更＞
小林温子さん：飯田市役所 → 飯田市立病院（南信地区）
岡島由夏さん：飯田市立病院 → 飯田市役所（南信地区）
松澤 香 さん：輝山会記念病院 → 新生病院（北信地区）
岡本梨江さん：信州大学医学部附属病院 → 諏訪赤十字病院（諏訪地区）
福島弘数さん：老健掬水 → 老健コスモスさいなみ（北信地区）
＜休会＞
高橋 恵 さん（東信地区所属無）
込山恵子さん（相澤病院）
水谷 瞳 さん（信州大学医学部附属病院）
＜休会＆勤務先変更＞
清水裕美さん：篠ノ井総合病院 → 北信地区所属無
＜退会＞
山下英明さん：桔梗ヶ原病院 ※県外異動のため
（事務局会員情報管理担当）

◇広報部よりお知らせ◇
広報部より、HP 一部変更のお知らせ。
HP で NL バックナンバーが閲覧、ダウンロードできるようになりました。ホーム→
会員専用ページ→ パスワード入れログイン → 会員専用ページの右上バナーに
“NL バックナンバー”がありますので、そこをクリックして下さい。今年度分の
NL を掲載しております。必要な時にご活用下さい。
尚、会員向け情報ページのパスワードは「nagano」です。所属一覧などはそこから
確認できます。会員の皆様ご活用ください。

長野県言語聴覚士会 ニュースレター 2018 年 5 月
発行：長野県言語聴覚士会広報部 NL 担当
〒393-0077 長野県諏訪郡下諏訪町矢木町 214
社会医療法人 南信勤労者医療協会 諏訪共立病院
TEL：0266-28-2012（代）FAX：0266-28-5241

E-mail：slht.nagano.koho@gmail.com
※次号は 7 月末です。掲載ご希望の情報などがありましたら、
平成 30 年 7 月末までに広報部 NL 担当にご連絡ください。

