
栃木県言語聴覚士会主催 
「高次脳機能障害研修会」開催 
【日時】：平成 24 年 12 月 16 日（日） 13：30～16:30 
【場所】：とちぎ健康づくりセンター（「とちぎ健康の森」内） 大会議室 
【内容】：13：30      開会 

13：30～14：00 基調講演 
「高次脳機能障害者への支援－入院から退院、就労へ－」 

               国際医療福祉大学 保健医療学部 阿部 晶子教授 
15：10～16:30  シンポジウム 

「繋がりのある支援とは」 
              栃木県高次脳機能障害支援コーディネーター 倉井 佳子氏 
              とちぎリハビリテーションセンター ST 磯 侑里子氏 
              駒生園（生活訓練担当）      OT 堀 航平氏 
 
「補聴器の学習会」開催 
【日時】：平成 25 年 2 月 2 日（土） 13：30～16:30 
【場所】：済生会宇都宮病院 2 階 グリーンホールＢ 
【内容】：13：30～      開会 
     13：35～15：30  研修会 
 
栃木県言語聴覚士会主催「基礎講座」 
【日時】：平成 25 年 8 月 11 日（日） 10:00～14:30 （受付 9：30～） 
【場所】：とちぎ健康づくりセンター（「とちぎ健康の森」内） 教室 A 
【内容】：10:00～ 基礎講座①「臨床業務のあり方・進め方」 
          とちぎリハビリテーションセンター 佐藤 英之先生 
     11:10～ 基礎講座②「協会の役割と機構」 
          足利赤十字病院 川島 広明先生 
      13:00～ 新人向け勉強会 
         「脳画像のみかた～脳画像と部位別の障害について～」 
          足利赤十字病院 川島 広明先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「栃木県言語聴覚士会設立 10 周年記念研修会」開催 
【日時】：平成 25 年 11 月 17 日（日） 10:30～14:00 
【場所】：ホテルニューイタヤ 南館４階 桜の間 
【内容】：10:30～12:00  特別講演「神経変性疾患のコミュニケーション障害」 
              国際医療福祉大学 藤田 郁代先生 
      12:10～14:00 「栃木県言語聴覚士会設立 10 周年記念のつどい」 



【会費】：5000 円 
 
平成 25 年度 高次脳機能障害医療従事者研修会 
【日時】：平成 26 年 1 月 26 日 13：30～16：30 
【場所】：足利赤十字病院 講堂 
【内容】：13 時 30 分～15 時 00 分 

基調講演「高次脳機能障害の見方と対応と考え方」 
講師 小嶋 知幸教授 

15 時～16 時 30 分 
     シンポジウム「症例検討：サービス業への復帰を目指して介入し高次脳機能障 

害に改善がみられた症例-職場訪問を実施して」 
      シンポジスト：足利赤十字病院 作業療法士 飯田 夕妃美先生 

言語聴覚士 大賀 祐美先生 
とちぎリハセンター 相談支援部 
栃木県高次脳機能障害支援コーディネーター 片根 実氏 

 コメンテーター：足利赤十字病院 言語聴覚士 川島 広明先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
平成 25 年度 第 9 回症例検討会 
【日時】：平成 26 年 3 月 9 日（日）10：00～ 
【会場】：とちぎ健康の森内   会場１：教室 A   会場２：教室 B 
【内容】：成人分野アドバイザー：内田 信也先生（国際医療福祉大学）・川島 広明先生（足 

利赤十字病院）・佐藤 沙弓先生（ふたたびの森） 
小児分野アドバイザー：遠藤 重典先生（国際医療福祉大学）・佐藤 文子先生（と 

ちぎリハビリテーションセンター） 
 
平成 26 年度 第 12 回栃木県言語聴覚士会 講演会及び総会 
【日時】H26 年 5 月 25 日 13 時 30 分～ 
【場所】とちぎ健康の森 大会議室にて 
【内容】基調講演「これから言語聴覚士と協会に求められるもの」 

一般社団法人日本言語聴覚士協会 会長 深浦 順一先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「基礎講座」・「新人研修」 
【日時】：平成 26 年 8 月 3 日（日） 10:00～14:30 
【場所】：とちぎ健康づくりセンター（「とちぎ健康の森」内） 教室 A 
【内容】：10:00～ 基礎講座①「臨床マネージメントと職業倫理」 
          とちぎリハビリテーションセンター 佐藤 文子先生 



    11:10～ 基礎講座②「職種連携論」 
         とちぎリハビリテーションセンター 佐藤 文子先生 
    13:00～ 新人向け勉強会 

「摂食嚥下リハビリテーションの考え方と誤嚥性肺炎の予防」 
          足利赤十字病院 川島 広明先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「秋の研修会」開催 
【日時】：平成 26 年 12 月 21 日（日）13:30～16:30 
【場所】：とちぎ健康づくりセンター（「とちぎ健康の森」内） 教室 A 
【内容】：13:00～ 受付 
     13:30～ 講座①「介護保険とは」 
          栃木県高齢対策課地域支援担当職員 
     14:30～ 講座②「言語聴覚士協会の動向」 
          マロニエ苑 黒羽 真美先生 
      15:40～ シンポジウム「介護保険法下での言語療法」 
          介護老人保健施設 お達者倶楽部 秋山 真樹子先生 
          介護老人保健施設 マロニエ苑  黒羽 真美先生 
          介護老人保健施設 さくらの里  篠原 由美先生 
 
平成 26 年度 高次脳機能障害医療従事者研修会 
【日時】：平成 27 年 1 月 25 日 13：30～16：30 
【場所】：国際医療福祉大学 M101 教室 
【内容】：13 時 30 分～14 時 50 分 

基調講演「高次脳機能障害支援の問題と症状への対応」 
総合南東北病院 神経心理学研究部門 佐藤 睦子先生 

15 時～16 時 30 分 
     症例検討「栃木県における高次脳機能障害への取り組み：事例をとおして」 
      とちぎリハビリテーションセンター  相談支援部 
      栃木県高次脳機能障害支援コーディネーター 片根 実氏 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
平成 26 年度 第 10 回症例検討会 
【日時】平成 27 年 3 月 29 日（日）10：00～ 
【会場】とちぎ健康の森内 会場 1：教室 A    
【内容】難聴・小児分野アドバイザー：小渕 千絵先生・岡崎 宏先生 
    成人分野アドバイザー：川島 広明先生・佐藤 沙弓先生 
 



平成 27 年度 第 13 回栃木県言語聴覚士会 講演会及び総会 
【日時】：平成 27 年 5 月 31 日 13 時 30 分～ 
【場所】：とちぎ健康の森 大会議室にて 
【内容】：基調講演「これからの言語聴覚士会と協会に求められるもの」 
     国際医療福祉大学 城間 将江教授 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「基礎講座」・「新人研修」開催 
【日時】：平成 27 年 8 月 2 日（日）10:30～15:10 
【場所】：とちぎ健康づくりセンター（「とちぎ健康の森」内） 教室 A 
【内容】：9:30～  受付 
     10:30～  新人向け勉強会 

「高齢者の難聴とこれからの聴覚補償」 
国際医療福祉大学 小渕 千絵先生 

     13:00～  基礎講座①「言語聴覚療法の動向」 
           とちぎリハビリテーションセンター 佐藤 文子先生 
      14:10～   基礎講座②「研究法序論」 
             足利赤十字病院 川島 広明先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「高次脳機能障害医療従事者等研修会」開催 
【日時】：平成 28 年 2 月 7 日（日） 13：30～16:30 
【場所】：コンセーレ（一般財団法人栃木県青年会館） 小ホール 
【内容】：13：30      開会 

13：30～15：00 基調講演 
「高次脳機能障害者への支援」 

医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院  
リハビリテーション部長 森田 秋子先生 

15：10～16:30  シンポジウム 
「回復期リハ病院の役割とは」 

             栃木県高次脳機能障害支援コーディネーター 片根 実氏 
             とちぎリハビリテーションセンター PT 室井 亜紀子氏 

OT 眞島 健太郎氏 
ST 伊藤   篤氏 

栃木言語聴覚士協会主催 
H27 年度・第 11 回症例検討会 
【日時】：平成 28 年 3 月 13 日 10 時～ 
【場所】：とちぎリハビリテーションセンター 3F 大会議室 



【内容】：小児・聴覚分野アドバイザー：畦上 恭彦先生（国際医療福祉大学） 
佐藤 文子先生(とちぎリハセンター) 

       成人分野アドバイザー：川島 広明先生（足利赤十字病院） 
佐藤 沙弓先生（ふたたびの森） 

 
平成 28 年度 第 14 回栃木県言語聴覚士会 講演会及び総会 
【日時】：平成 28 年 5 月 22 日 
【場所】：とちぎリハビリテーションセンター 3F 大会議室 
【内容】：「これからの ST に求められるもの～県士会活動を通して～」 

鎌ケ谷市こども発達センター（千葉県言語聴覚士会会長） 吉田 浩滋先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「冬の研修会」開催 
日時：平成 29 年 1 月 8 日（日） 13：30～15:30 
場所：とちぎ健康の森  とちぎリハビリテーションセンター 3 F 大会議室 
内容：13：30～15：30 「小児の言語指導とは」 

           東京学芸大学特別支援教育 教授 大伴 潔先生 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「基礎講座」・「新人研修」開催 
日時：平成 28 年 9 月 11 日（日） 10:00～14:30 
場所：とちぎリハビリテーションセンター 3F 大会議室 
内容：10:00～ 基礎講座①「臨床業務のあり方・進め方」 
         佐藤 文子先生（とちぎリハビリテーションセンター） 
   11:10～ 基礎講座②「協会の役割と機構」 
         川島 広明先生（足利赤十字病院） 
   13:00～ 新人研修「小児の臨床について」 
         畦上 恭彦教授（国際医療福祉大学） 
 
栃木県言語聴覚士会主催 
「高次脳機能障害医療従事者等研修会」開催 
【日時】：平成 29 年 2 月 12 日（日） 13：30～16:00 
【場所】：とちぎ健康の森 健康づくりセンター 小会議室 
【内容】：13：30～15：30 基調講演 

「行政的定義の高次脳機能障害および失語の症状について」 
筑波大学人間系教授 吉野 眞理子先生 

15：40～16：00 「栃木県における高次脳機能障害者支援体制の現状にについて」 
            栃木県高次脳機能障害支援コーディネーター 笠原 祐子氏 



栃木言語聴覚士協会主催 
H28 年度・第 12 回症例検討会 
【日時】：平成 29 年 3 月 12 日 
【場所】：とちぎリハビリテーションセンター 3F 大会議室 
【内容】：小児分野アドバイザー：畦上 恭彦先生（国際医療福祉大学） 
                川島 広明先生（足利赤十字病院） 
     成人分野アドバイザー：佐藤 沙弓先生（ふたたびの森） 
                伊藤 篤先生（とちぎリハビリテーションセンター） 


