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新年度の挨拶 
 

会長   内山 量史 

 

本年は法人化に伴い、定期総会、臨時（解散）総会、法人設立総会 

と慌ただしい春を迎えることになりましたが、それぞれの総会に、多 

くの会員に出席していただきました。理事会を代表して感謝申し上げ 

ます。 

また、理事会が提案した全ての議題に対して承認をいただきありが 

とうございました。 

 定期総会や文章等において一般社団法人への会員の移行に関するお 

願いをいたしましたが、130 名を超える会員がスムーズに一般社団法人の方に入会をして

いただきました。円滑な会員移行にご協力ありがとうございました。 

 さて、法人化された当会は新役員を迎え新たな理事会を組織し活動をスタートしました。

質的にも量的にも十分な活動を展開してきた当会ですが、人材育成をも視野に入れた学術活

動の展開、拡大する職能活動への対応、言語聴覚士の認知度向上およびコミュニケーション

障害児・者等の正しい理解の普及を目的とした広報活動など、まだまだ力を入れるべき事業

は山積しています。 

また、国が推進しているこれからの医療・介護制度の中において、リハビリテーションの

役割や言語聴覚士の活用についても、「我々には何が出来る」といった明確な存在意義をこ

こ数年の内に示す必要があります。 

県士会活動も多岐にわたるこの時代、当会が単体で活動を展開する事業以外に関連他団体

との協働も重要になっております。当会は一般社団法人山梨県理学療法士会、一般社団法人

山梨県作業療法士会と良好な関係の下、上記の目標達成に向けて取り組んでいきます。 

当会は法人化を成し遂げ、新たな「前進」を始めました。この“歩み”が県民の医療・介

護・保健・福祉・教育の増進に寄与し、言語聴覚士の技能と資質の向上に及び言語聴覚療法・

サービスの啓発・普及・発展につながるよう会員の皆様のご協力、ご支援をお願い申し上げ

ます。 
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法人化について 
 

 

会長  内山 量史 

 

 

昨年の平成 25 年度定期総会おいて、「３．一般社団法人取得に関する件」が議決され、一

般社団法人山梨県言語聴覚士会の設立に向けた活動を行いました。 

 法人化ワーキンググループでは定款案の作成や必要な書類の作成などの準備を進め、3 月

11 日付けで甲府公証役場での定款認証を受け、法務局での登記を 4 月 1 日に行いました。 

 ここに念願の一般社団法人山梨県言語聴覚士会が設立されたことを報告いたします。 

これからは社会的役割と責任を果たす組織として公に認められた一般社団法人山梨県言語

聴覚士会が事業を引き継いで行っていきます。 

会の名称は変わりますが、当会の活動は今まで通り「顔の見える会」「会員参加型の手作り

の会」というコンセプトで運営をしていきます。 

これから新たな会としての新しい歴史を会員の皆さんと一緒に作っていきたいと思います。 

今後とも県士会活動にご理解をいただき、積極的な参加をお願い申し上げます。 
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春日居サイバーナイフ・リハビリ病院  河西 祐子 

 

平成 26 年 5 月 9日（金）午後 7 時 30分より、大木記念ホールにおいて一般社団法人

山梨県言語聴覚士会設立総会・第 1回総会が開催された。 

 司会の高橋正和理事より開会宣言がなされた後、内山量史会長は、一般社団法人山梨県

言語聴覚士会設立にあたり、多くの会員に入会移行していただいたことに対し改めて謝辞

を述べた。また、今後は前県士会の事業を引き継ぎ、公に認められた職能団体として社会

的責任を果たしていきたいとの挨拶があった。 

議長に小室理恵子先生が選出され、出席者の確認が行われた。出席者総数 129名（内訳

は会場出席者 95 名、委任状出席者 34 名）で、会員総数 137 名に対し定足数を満たし、

総会は成立することが報告された。議事録署名人には、元木雄一朗先生、石田礼先生が任

命された。 

 議案の審議に移り、第 1号議案の定款に関する件が内山会長より説明され、挙手による 

採決の結果、賛成多数で承認された。引き続き内山会長より、第 2号議案の会員及び会費 

に関する件、第 3 号議案平成 26・27年度役員案に関する件、第 4号議案平成 26・27 

年度組織案に関する件が提案され、いずれも賛成多数で承認された。第 5 号議案平成 26 

年度事業計画案に関する件では、河西祐子事務局局長、吉澤由香学術部部長、武井徳子広 

報局局長、赤池三紀子社会局局長より事業計画案について説明された。次いで吉澤由香合 

同学術大会事務局総務部部長より第 1 回山梨県リハビリテーション専門職合同学術大会に 

ついて、内山会長より規約委員会、訪問リハビリテーション協議会 事務局、災害対策準備 

委員会、地域支援事業等推進委員会について説明があった。その後、小池京子財務部部長 

より、第 6号議案平成 26年度予算案に関する件が提出された。採決の結果、第 5号議案、 

第 6 号議案ともに賛成多数で承認された。 

以上、理事会で提案した議案はすべて承認され、一般社団法人山梨県言語聴覚士会設立

総会ならびに第 1 回総会が閉会した。 

 

一般社団法人山梨県言語聴覚士会 設立総会・第 1 回総会報告 
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＜一般社団法人 山梨県言語聴覚士会 組織図＞ 

 

 

＜平成２６年度 役員一覧＞ 

坂井会 長    内山 量史    春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 

坂井副会長    赤池 三紀子   湯村温泉病院 

坂井副会長    中村 晴江    甲府城南病院 

坂井理 事    赤池 洋     山梨大学医学部附属病院 

         和泉 裕二    甲府共立病院 

         河西 祐子    春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 

         小池 京子    国立病院機構 甲府病院 

         佐々木 蘭子   春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 

         杉山 達也    一宮温泉病院 

         高橋 正和    石和温泉病院 

         武井 徳子    甲州リハビリテーション病院 

         藤巻 千春    竜王リハビリテーション病院 

         保坂 みさ    あけぼの支援学校 

         矢澤 史帆    湯村温泉病院 

         大和 さわか   健康科学大学リハビリテーションクリニック 

         吉澤 由香    甲府城南病院 

以上１６名 

監 事    深澤 有里    山梨赤十字病院 

望月 眞由美   石和共立病院 

 

      新設 

    名称変更 
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法人祝賀会を終えて 
 

                             湯村温泉病院  赤池 三紀子 

このたび、一般社団法人山梨県言語聴覚士会が誕生いたしました。前身の山梨県言語聴覚士会の

発足から 15 年目を迎え、さらにその前の山梨県臨床言語研究会ならびに山梨県言語療法士会の時

代を加えると実に 30 余年、会の歩んできた道のりは私自身の歴史に重なる部分が大きいため、特

に深い感慨を覚えます。 

専門学校もほとんどなく教育も受けられない時代にリハビリテーション病院施設協議会からの

予算だけでわずか 18 名の資質向上のための講習会を開催するため、任意の団体を作ったのが始ま

りだったことを記憶しています。これまで活動に貢献していただいた多くの諸先輩に敬意を表する

と同時に現在の姿を見せたいという誇りも感じています。 

特に保坂敏男前会長には、長く言語聴覚士の資質と地位向上のために学術と普及活動にご尽力い

ただきました。おかげでリハビリテーション専門団体として現在では重要な地位を築いています。

忘れてならないのはこのような諸先輩のご苦労があって現在の私たちがあるということです。 

社会的にはまだまだ未熟な団体ですが、今後も会員一人一人、自分たちが県士会を作っていると

いう意識を持って活動にご参加くださり、内山会長を中心として社会貢献に邁進していきたいと思

います。ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

平成 26 年度 新人歓迎会に参加して 

 

                                 一宮温泉病院  倉島 雪乃 

平成 26 年度新人歓迎会が、4 月 25

日（金）に友遊学園にて行われました。

定期総会後にも関わらず、多くの会員

の方が参加し、今回入会された 18 名

の新会員の方を歓迎しました。 

 赤池副会長の司会により新会員の方

の、出身地と自身の目指す言語聴覚士

像の紹介がありました。山梨県外の出身の方も多くいることが分かり、驚きと同時に当県士会の仲

間となってくれたことを嬉しく思いました。私も県外出身で、新しい土地や人間関係に対しての緊

張と期待で胸がいっぱいだったことを思い出しました。最初は緊張の面持ちの新会員も、同郷の先

輩方の温かい歓迎の言葉に表情も柔らぎ、和やかに交流されていました。歓迎会の最後には、記念

品として山梨県言語聴覚士会のロゴ入りボールペンが内山会長より贈られました。 

 今後は、一般社団法人山梨県言語聴覚士会の一員として一緒に頑張っていきたいと思います。  
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平成 26 年度山梨県言語聴覚士会 定期総会 

 

 

平成 26 年度山梨県言語聴覚士会定期総会が、平成 26 年 4 月２５日（金）に友遊

学園にて行われました。 

 

 

 

第 1 回 山梨県リハビリテーション専門職合同学術大会のご案内 

 

1. 会 期：平成 26 年 12 月 6 日（土）13 時～18 時（予定）  

レセプション 18 時 30 分～ 

平成 26 年 12 月 7 日（日） 9 時～15 時（予定） 

2. 会 場：＜学術大会＞桃源文化会館 

〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野 2971   

TEL：055-284-3411 

3. 大 会 長：山本 伸一（一般社団法人 山梨県作業療法士会 会長） 

4. テ ー マ：「飛躍 ～やまなしのこれからのリハビリテーション～」 

5. プログラム：大会長講演、シンポジウム、教育講座、一般演題 

6. 申し込み方法：各士会 HP 及び開催案内同封の FAX 用紙から 

PT 士会 HP http://ypta.jp/ 

OT 士会 HP http://ot-yamanashi.org/ 

ST 士会 HP http://st-yamanashi.jp/ 

*参加申込み受付期間は平成 26 年 9 月 1 日～平成 26 年 11 月 7 日

となります。 

7. 対 象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、関係職種、学生、その他 

8.  主 催：一般社団法人 山梨県作業療法士会  

一般社団法人 山梨県理学療法士会 

一般社団法人 山梨県言語聴覚士会 

ＭＡＩＬ:rihagodogakujutu＠gmail.com 

＜連絡先＞ 

医療法人 慈光会 甲府城南病院 作業療法室内 

第 1 回 山梨県リハビリテーション専門職合同学術大会 事務局 三瀬和彦 

〒400-0831 山梨県甲府市上町 753-1  

TEL：055-241-5833  

FAX：055-241-8660 

http://ypta.jp/
http://ot-yamanashi.org/
http://st-yamanashi.jp/
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◆ ◇ ◆ 各局からのお知らせ ◆ ◇ ◆ 

 

 

≪局長・総務部 部長≫ 河西 祐子 （春日居サイバーナイフ・リハビリ病院） 

≪財務部 部長≫ 小池 京子 （国立病院機構甲府病院） 

 事務局では、充実した県士会活動が円滑に行えるよう、定時社員総会や理事会の開催、会員への各種

情報の発信、会員情報管理、会費徴収や財務管理等を行っています。一般社団法人となり、議事録の作

成・保管が更に重要となってきました。今年度から、定時社員総会・理事会に総務部より書記 2 名が出

席し、より正確な議事録作成に努めていきます。 

 

       年会費納入のお願い：今年度の会費納入がお済みでない方は、財務部小池部長（国立病 

院機構甲府病院）へ直接お届けいただくか、下記新口座への振り込みをお願い致します。 

 

金融機関名 山梨中央銀行 

支店名 店番 石和支店 ３０５ 

口座名 番号 普通 ９５０７５８ 

名称 一般社団法人山梨県言語聴覚士会 

 

 

 

≪局長≫ 赤池 三紀子 （湯村温泉病院） 

≪職能部 部長≫ 藤巻 千春 （竜王リハビリテーション病院） 

≪地域部 部長≫ 大和 さわか （健康科学大学リハビリテーションクリニック） 

一般社団法人となった本年の社会局は、職能部と今までの地域連携部を地域部と改め、渉外活動と公

益事業をさらに拡大し、法的・社会的責任を果たすべく活動を行います。 

 

        当士会が本年度事務局を務める山梨県訪問リハビリテーション協議会をはじめとする

三士会合同連携事業がさらに活動の中心になっていきます。また、国の施策である地域

包括ケアシステムでのサービス提供体制構築のため、医療・介護の連携事業等局員一丸

となって取り組みます。 

          失語症者のつどい、小児のことばの相談会、県特別支援教育体制強化事業、学校教育

連携担当者協議会でのモデルケース発表など言語聴覚士の専門的サービスがより公益性

を高められるよう展開していきます。ボランティア等皆様のご協力をよろしくお願い申

し上げます。 

事  務  局  

 

財務部 

職能部 

地域部 

社  会  局  
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≪局長≫ 中村 晴江 （甲府城南病院） 

≪学術部 部長≫ 吉澤 由香 （甲府城南病院） 

≪研修部 部長≫ 高橋 正和 （石和温泉病院） 

≪教育部 部長≫ 佐々木 蘭子 （春日居サイバーナイフ・リハビリ病院） 

学術局は「学術部（学術講演会担当）」「研修部（症例検討会担当）」「教育部（新入会員研修会担

当）」の３部体制で会員の生涯教育の啓発、臨床技術・学術的資質の向上を図るために、講演会や研

修会を開催しています。本年度は、３部ともに新部長を迎え、これまでの活動を踏襲しつつ、生涯

学習プログラムの更なる充実を図ってまいります。        （   新企画・変更部分） 

 

      ・学術講演会 4 回/年 ・生涯教育基礎講座 4 講座/年 

      ・症例検討会 6 回/年 ・症例発表者は 1 名（エントリー制）とし、各回 

  県士会各理事によるミニレクチャーを開催します 

・新卒者研修会 6 回/年                   

昨月開催されました、第 15 回言語聴覚学会で、これまでの学術局の活動を発表しました。本会

会員の生涯学習プログラムへの参加率（意欲）の高さは、富士山と並びまさに日本一だと言え、他

県士会の担当者も驚かれていました。 

 今年度も、会員の皆様と一緒により良質な言語聴覚療法の提供を目指し、満足度の高いプログラ

ムを提供していきたいと思います。皆様のご協力・ご参加をお願いいたします。 

 

 

 

≪局長≫ 武井 徳子 （甲州リハビリテーション病院） 

≪会報編集部 部長≫ 杉山 達也 （一宮温泉病院） 

≪ホームページ管理部 部長≫ 和泉 裕二 （甲府共立病院） 

≪広報部 部長≫ 赤池 洋 （山梨大学医学部附属病院） 

 

     第 29 号 平成 26 年 7 月発行、第 30 号 平成 26 年 10 月発行予定 

 会員の皆さんの原稿執筆ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

         一般社団法人になり、トップ画面や組織概要・定款・会員所属施設一覧等、 

随時更新しています。『会員向けお薦め情報』は、会員皆さんの投稿のおかげに、 

充実してきています。ぜひ、アクセスして下さい。 

          本年度新設部で、山梨県言語聴覚士会の一般者向けの広報活動を行っていきます。 

現在、一般社団法人 山梨県言語聴覚士会のパンフレットを作成しており、8 月 

初旬に会員施設に配布予定です。 

学  術  局  
 

会報編集部 

広  報  局  

 
 

学術部 

研修部 

教育部 

ホームページ

管理部 

広報部 
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健康科学大学リハビリテーションクリニック  大和 さわか 

 

山中湖村は、人口約 5500 人の小さな村です。標高が

1000m あり、夏は涼しいですが、冬は極寒のため暮らすには

あまりお勧めできない場所です。 

今回は、ガイドブックには載っていない山中湖村のローカル

情報を 4 つ紹介します。①山中湖村は山中と平野の 2 地区があ

り、お互いをややライバル視している。②「高村」「坂本」「天

野」「長田」「羽田」の名字でクラスの 8 割以上を占める。 

③スポ少でスケートが盛ん。④ほとんどの村民が遠い親戚か知

り合い。 

次にお勧めの宿を紹介します。1 件目は隣町の富士河口湖町にある「ペンションワンダーランド」

です。ちなみに当クリニックの言語聴覚士・三井の実家です。2 件目は山中湖村にある「ペンショ

ンくりの木の下」です。ちなみに私の実家です。今なら県士会員特典もございますので、個々に問

い合わせをお願いします。 

お勧めスポットは色々ありますが、富士山と湖の景色に敵うものはないと思います。ぜひ、遊び

にいらして下さい。 

 

       ～白州 SUNTORY～ 
みなさんがよく手にする“南アルプスの天然水”は、実は北杜市

白州町で製造されていることは、ご存知でしたか？小淵沢駅から約

15 分の場所にあり、標高７００ｍの高地に立地しています。 

 「森の蒸留所」と呼ばれるほど、深い森に囲まれた白州蒸留所。

白州の水は、日本の名水百選に選ばれ、尾白川の清流でも知られる

名水の土地です。東京ドーム約 64 個分という広大な敷地内で、シ

ングルモルトウイスキー「白州」をはじめとする名酒が生み出され、

また「天然水」の工場も併設されています。 

 ここでは、自然を体験しながら、ウイスキーの樽が並ぶ貯蔵庫見 

学や天然水の工程見学ができます。なんといっても、１番の魅力は

試飲が出来る！さらに、無料！！ということです。自然豊かな中、

野鳥のさえずりを聞きながら、普段手にする飲み物が丁寧に作られ

ていることを知ると、また一味違った楽しみ方ができると思います

これから暑くなる夏は、ぜひ涼しい北杜市に行ってみてください。        

（文責  堀込 直実） 

※甲州弁で 

【てっ】驚いた様子 

【行ってみるじゃん】行ってみよう 



 11 

平成 26 年度山梨県言語聴覚士会 会員所属病院・施設一覧 

平成 26 年 5 月現在 

名称 所在地 電話 名称 所在地 電話 

石和温泉病院 

言語聴覚室 

406-0023 

笛吹市石和町八田

330-5 

Tel 055-263-0111 

Fax 055-263-0260 

富士温泉病院 406-0004 

笛吹市春日居町小松

1177 

Tel 0553-26-3331 

Fax 0553-26-3574 

春日居サイバーナイフ・ 

リハビリ病院 

言語療法科 

406-0014 

笛吹市春日居町国府

436 

Tel 0553-26-4126 

Fax 0553-26-4366 

ツル虎ノ門外科・ 

リハビリテーション病院 

リハビリテーション科 

402-0005 

都留市四日市場 188 

Tel 0554-45-8861 

Fax 0554-45-8876 

甲府脳神経外科病院 

リハビリテーション科 

400-0805 

甲府市酒折 1-16-18 

Tel 055-235-0995 

Fax 055-226-9521 

市立甲府病院 

リハビリテーション室 

400-0832 

甲府市増坪町 366 

Tel 055-244-1111 

Fax 055-220-2650 

甲府共立病院 

リハビリテーション室 

400-0034 

甲府市宝 1-9-1 

Tel 055-226-3131 

Fax 055-226-9715 

国立病院機構甲府病院 

リハビリテーション科 

400-8533 

甲府市天神町 11-35 

Tel 055-253-6131 

Fax 055-251-5597 

一宮温泉病院 

リハビリテーション部 

405-0077 

笛吹市一宮町坪井 1745 

Tel 0553-47-3131 

Fax 0553-47-3434 

甲府城南病院 

言語聴覚療法科 

400-0831 

甲府市上町 753-1 

Tel 055-241-5811 

Fax 055-241-8660 

巨摩共立病院 

リハビリテーション室 

400-0301 

南アルプス市桃園 340 

Tel 055-283-3131 

Fax 055-282-5614 

今村耳鼻咽喉科 

めまい・難聴クリニック 

400-0124 

甲斐市中下条 868 

Tel 055-277-8741 

健康科学大学 

リハビリテーションクリニック 

リハビリテーション課 

401-0302 

南都留郡富士河口湖町

小立 2487 

Tel 0555-73-2800 

Fax 0555-73-2844 

山梨赤十字病院 

リハビリテーション部 

401-0301 

南都留郡富士河口湖

町船津 6663-1 

Tel 0555-72-2222 

Fax 0555-73-1385 

笛吹中央病院 

リハビリテーション科 

406-0032 

笛吹市石和町四日市場

47-1 

Tel 055-262-2185 

Fax 055-262-5985 

山梨厚生病院 

リハビリテーション室 

405-0033 

山梨市落合 860 

Tel 0553-22-6111 

Fax 0553-22-7890 

石和共立病院 

入院リハビリテーション室 

406-0035 

笛吹市石和町広瀬 623 

Tel 055-263-3131 

Fax 055-263-3136 

甲州リハビリテーション病院 

リハビリテーション課 

406-0032 

笛吹市石和町四日市

場 2031 

Tel 055-262-3121 

Fax 055-262-3727 

湯村温泉病院 

言語聴覚療法科 

400-0073 

甲府市湯村 3-3-4 

Tel 055-251-6111 

Fax 055-251-3579 

富士吉田市立病院 

リハビリテーション技術科 

403-0005 

富士吉田市上吉田

6530 

Tel 0555-22-4111 

Fax 0555-22-6995 

恵信甲府病院 

リハビリテーション部 

400-0814 

甲府市上阿原町 338-1 

Tel 055-223-7333 

Fax 055-223-7337 

山梨大学医学部附属病院 

リハビリテーション部 

409-3898 

中央市下河東 1110 

Tel 055-273-1111 

Fax 055-273-8372 

甲府共立診療所 

小児リハ 

400-0034 

甲府市宝 1-10-5 

Tel 055-221-1000 

Fax 055-221-1011 

白根徳洲会病院 

リハビリテーション科 

400-0213 

南アルプス市西野

2294-2 

Tel 055-284-7711 

Fax 055-284-7721 

りほく病院 

リハビリテーション室 

400-0106 

甲斐市双葉町岩森 1111 

Tel 0551-28-8820 

Fax 0551-28-8830 

あけぼの医療福祉センター 

療法科 

407-0046 

韮崎市旭町上條南割

3251-1 

Tel 0551-22-6111 

Fax 0551-22-7890 

山梨リハビリテーション病院 

言語療法課 

406-0004 

笛吹市春日居町小松

855 

Tel 0553-26-3030 

Fax 0553-26-4569 

山梨県立中央病院 

リハビリテーション科 

400-8506 

甲府市富士見 1-1-1 

Tel 055-253-7111 

Fax 055-253-8011 

竜王リハビリテーション病院 

リハビリテーション部 

400-0114 

甲斐市万才 287 

Tel 055-276-1155 

Fax 055-279-1262 

しもべ病院 409-2942 

南巨摩郡身延町下部

1063 

Tel 0556-36-1111 

Fax 0556-36-1556 

 

＜福祉関係＞              ＜教育関係＞ 

名称 所在地 電話 名称 所在地 電話 

山梨福祉総研 400-0117 

甲斐市西八幡 903 

Tel 055-279-2510 

Fax 055-279-2819 

甲府市立善誘館小学校 

ことばの教室 

406-0862 

甲府市朝気 1-2-52 

Tel 055-232-3963 

Fax 055-232-2403 

森のデイサービス 

さんりん舎 

409-1501 

北杜市大泉町西井出

8240-5354 

Tel 0551-38-2203 

Fax 0551-38-2204 

田中美郷教育研究所 

ノーサイドクリニック甲府 

400-0858 

甲府市相生 1-3-16 

まごころ補聴器内 

Tel 055-233-9286 

Fax 055-233-9266 

勝沼ナーシングセンター 

リハビリテーション部 

409-1302 

甲州市勝沼町菱山

4300 

Tel 0553-44-5311 

Fax 0553-44-5221 

山梨県立 

あけぼの支援学校 

407-0046 

韮崎市旭町上條南割

3251-1 

Tel 0551-22-6131 

Fax 0551-22-6628 
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編集後記 

 

今年度より会報編集部部長をさせていただきます、一宮温泉病院の杉山です。今年は 4

年に 1 度のサッカーＷ杯で賑わいをみせましたが、皆様はいかがでしたでしょうか？私は

リアルタイムでみることはできませんでしたが、ザック JAPAN の戦いには心踊らされま

した。さて、当県士会は一般社団法人山梨言語聴覚士会となり飛躍の年となりました。こ

の会報編集部も新メンバーを迎え、今後も皆様に読まれる NEWS レターを目指し飛躍をし

ていきたいと思っております。皆様のご意見、ご感想がありましたらお近くの会報編集部

部員までお願いいたします。 

 

 

 

一般社団法人 山梨県言語聴覚士会ニュース 
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