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再発見、滋賀県 ST会 

私たちが属している、滋賀県言語聴覚士会。 

今回は、普段属しているけれど深く知らない、

協会の仕事や、協会で働く STについて、 

少しご紹介します。 

新たな一面が、きっと再発見できると思いま

す。 

 

 



財務局 

代議員 ST協会（総会） 

事務局 

理事会 
（幹事・相談役） 

広報局 学術局 保険部 リスク管理部 
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大規模災害 

摂食嚥下障害支援窓口 

地域リハ支援窓口 

災害時リハ対策窓口 

特別支援教育窓口 

がんリハ対策窓口 

「言語聴覚の日」 
イベント実行委員会 

特別支援教育対策委員会 
滋賀県 POS連絡協議会 

地域リハビリ共同事業対策委員会 



 

 
インタビューアーの専門学校の先輩でもある田邉先生。以前からお世話

になっていましたが、今回二つ返事で取材の申し込みに ok を頂きました。
学術部の業務内容や、田邉理事の人となりなどについてご紹介します。 

 
「前頭葉をみれる 

ST になりたい」 
 

市立長浜病院 
リハビリテーション技術科 
田邉信彦 ST 
 

 

-どうして STになろうと思ったのですか？ 

元々は、大学を卒業してからシステムエン

ジニア（ＳＥ）を 4 年ぐらいしていて、遠方

にずっと張りつけ状態で…。1年目は神奈川、

2年目は静岡、3年目の時に滋賀に帰れて、そ

こで人生見直す時間があって。ワークライフ

バランスを考えると、システムエンジニアが

自分には合ってないような気がして…。ＳＥ

から転職するなら、とりあえず手に職付けよ

うと。それで理学療法士（ＰＴ）になろうと

思いました。 

 

 

-なぜ PTに？ 

その時のパートナー…今の奥さんなんです

けど（笑）『リハビリの仕事なんか良いんちゃ

う？』と言ってくれて。国家資格ですし、食

いっぱぐれることもないかなと。それ で、頭

に浮かんだのがＰＴでした。ＰＴなろうと思

って専門学校に見学に行ったら ST っていう

ものがあると知って。しかも、大学卒業後 2

年過程というのがあることも知って。金銭的

な負担も少ないし、それで STになろうと。 

 

学術部・田邉信彦理事へのインタビュ

ー 

2006 大阪医療福祉専門学校卒業 

2009 県下の回復期・維持期の病院勤務 

2010 市立長浜病院入職 

現在 ST１２年目 



－当時、ST以外に興味あったことは？ 

 その時には特になかったですねぇ。た

だ SE をやっていたから、言語機能を考

えたり、プログラミングを考えたりする

ところが、“論理的な思考”という所で

通じるものがあるかなって、勝手に結び

つけて「やってみたいな」って気はした

かなぁ。だからその時から、認知神経心

理学的とか、高次脳機能障害とかは深め

ていきたいなって思っていた分野です。 

ーST で大事な事って？こだわってる事

は？ 

 経験則…自分の経験で良いと思って

る事とか、先人の経験で良いと言われて

きた所らへんは、何故そうなのか、どう

したら本当に正しいと確かめられるか

を考えていきたいなぁとは思っていま

す。 

 

 

ー学術局について教えてください。 

入職して滋賀県士会に入った当時は、

「今回はあんまり興味のない企画かな

ぁ？今回は楽しみな企画やから出てみ

よう！」って県士会の学術行事が、県士

会に所属していて受ける恩恵の内の主

要な部分だと考えてました。なので、為

になる企画にして、集客力をあげること

にも拘っていかないといけないなぁと

最近は考えてます。当時は、完全に受け

身の態度だったので、学術行事を企画し

ていらっしゃる先生方のご苦労など微

塵も考えませんでしたが…。今になって、

色々企画して頂いていたのをひしひし

とありがたく感じます。 

ー学術部の仕事内容について 

 ここ 2年は、「先輩に聞いてみよう！」

の企画。あれはすごく良いと思ってます。

普段の臨床で、若手の先生方が聞いてみ

たい事を、県内の会場でやっていて、し

かも、グループ討論などしながら相互に

情報交換できるっていうのが、良いです

ね。これは暫く続けたほうが良いのでは

ないかと思っています。何より県士会員

同士が講義をするので顔の見える関係

っていうのが築きやすいし。会員同士の

親密度とかも増してくるかなと思って

います。あと、講師をやる側も、若手の

先生向けということもあって、内容は基

礎的な話が中心になるので、ある程度は

気楽にやれるという所がいいです。外部

講師を呼ぶと費用もかかりますので、財

政面の厳しい県士会にもってこいの企

画かと。今まで鈴木先生にご尽力頂いて

いて、鈴木先生におんぶに抱っこでやっ

てきたっていうのもあるので、最近は、

少しは自分ができる事を頑張ってみた

いなと思っています。 

ー学術部のメンバーについて 

鈴木先生、白石先生、飯島先生、藤解

先生、岡野先生、高橋先生、田邉という

メンバーで頑張ってます。「先輩に聞い

てみよう！」企画については、岩本先生

（近江温泉病院）、中川寛一先生（市立

長浜病院）、岩永先生（滋賀県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝｾﾝﾀｰ）、江橋先生（滋賀医大）といっ

た中堅若手の先生方に企画して頂いて

ます。是非ともお手伝い頂ける先生を募

集しておりますので、お声かけ頂けると

幸いです。 

 
「今一番楽しいのは… 

仕事と子供かな。 
リフティングの練習とか 
一緒にするのが一番楽し
い」 



ー学術部の仕事で苦労した話など 

当初は、症例検討会の症例が中々集ま

らないということがあって、自分が症例

を出すことが度々ありましたが、今はそ

んなことしなくても、みなさんが大変興

味深い症例を応募してくださりますの

で助かってます。 

ー学術局の今後の展望について 

年２回の症例検討会、年４回の「先輩

に聞いてみよう！」企画、年１回の基礎

講座の開催を続けていこうと思ってま

す。皆様からご要望があればいつでも柔

軟に対応したいと思ってますが…。個人

的な思いとしては、同年代の某先生方と

お酒を飲んでいた時に、日本言語聴覚学

会に発表するための発表道場みたいな

のをみんなでやれたらいいなと盛り上

がってました（笑）１年通して参加した

皆さんで発表までもっていくなんてで

きたらいいですねぇ！ 

 

ー今後法人化に伴いお考えについて 

法人格が必要かどうかについては、会

員の皆様がどのように考えているか、も

大事な事だと思います。法人化すると、

滋賀県のＳＴのただの集まりから、ある

程度は発言力が増したり、行政からも一

目置かれるようになる。ただ、法人化す

るという事は会員一人一人の責任や負

担が多少なりとも付加されることにな

りますよね。自分としては、定年を迎え

るまでＳＴを続けていこうと思ってい

るので、ＳＴの立場が滋賀県内でも影響

力のある立場であってほしいと思いま

すし、ＳＴ個々人が研鑽を重ねて数々の

エビデンスを築きあげて、将来的にもＳ

Ｔが必要だと言われるような状況であ

ってほしいと思っています。その為には

法人化するという事も、必ず必要なプロ

セスの一つだと思います。法人化するに

は、会員が一丸となって取り組んでいく

ことが求められると思います。 

 

ー会員の皆さんに向けて一言 

学術局としては、柔軟に皆様の意見を

聞いて、皆様が求める形の学術行事を企

画していきたいと思っております。何か

ご要望があればいつでもご連絡くださ

い。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 “今だから言える あんな事、こん

な事” 

滋賀医科大学 
川見員令 

「忖度」 

 

「安倍首相の意向を忖度した結果…」。国会中継で話題になった聞き慣

れない言葉、「忖度(そんたく)」って皆さんご存知でしたでしょうか。読

書嫌いで漫画すら読まない私にとっては、当然のごとく初めて聞いた言葉

です。そんな言葉が 2017 年流行語大賞に輝いた事は皆さんもご存じの事

でしょう。忖度…「人の気持ちを推し量る、人の思いを推測する」という

意味だそうです。この言葉って言語聴覚士にとっては、とても密接で重要

な言葉であると、改めて感じている今日この頃です。 

さて、言語聴覚士養成校時代または言語聴覚士の先輩方々からは、皆さ

んもこのように習いましたよね。「わからない言葉はそのままにせず、確

認する事が大切」です、と。私は言語聴覚士として働きだした頃には、と

言うよりつい最近まで、この「忖度」という言葉をあまり深く理解してい

なかったように思います。歪みが強くて聞き取れなかった言葉でも、錯語

交じりで内容がわからなかった内容でも、また、話の要点がまとまらず取

り繕い発話ばかりのお話に対しても、「うんうん」と笑顔で相槌を打ちな

がら、気が付けば自分が把握でき、こちらがコントロールできる内容で話

をついつい進めていました。それが会話をスムースにする秘訣かな、なん

て思いながら。「話しにくさの理由は何であれ、話者の意志を尊重するた

めには、クライアントの生活歴や今の状況を十分に把握し、伝えたい意図



を丹念に聞き取り、思いを汲んであげられていたかというとどうだったの

かな？そんなに深く考えていなかったのではないかな？」と振り返ってい

ます。その場しのぎの応答も会話を円滑に進めるためには必要でもありま

す。しかし、「コミュニケーション困難を持つ方々に対し、コミュニケー

ターとして言語聴覚士の役割を果たせていたのか」と、今年の流行語大賞

を振り返り、反省する機会となりました。 

忖度する事は、言語聴覚士、会話パートナー、その他の福祉従事者にと

って重く深い言葉だと思います。この言葉が持つ本来の意味は、「わから

ない言葉はそのままにせず確認し、忖度し、会話を行なう事が大切」とい

うものではないでしょうか。我が国も数年後には６５歳以上の四人に一人

の割合で認知症や MCIがいる超高齢社会に突入するという推計を、厚労省

が出しています。重度の認知症や無言症となった方でも少しでも覚醒して

いれば、コミュニケーションの全機能を失ってはいない、とも言われます。

コミュニケーション障害のある方々の支援とは、言語に耳を傾け、非言語

に目を向け、その方の意向を「忖度」し、言語聴覚士としてコミュニケー

ションを支える。この役割がコミュニケーション障害に対する社会福祉へ

の貢献の１つであると考えます。 

“今だから言える”に限った事ではないですが、人を支える職種として

社会に貢献できるような職業人を目指して学際的に様々な分野を貪欲に

学ぶ姿勢を忘れず、ブラッシュアップしていこうと思います。貢献という

形はいろいろあれ、自分がどれだけ人のため、そして社会のためになって

いるのか。常に謙虚に、そして今まで出会ったクライアント、また、これ

から出会うであろうクライアントに今まで以上に感謝の気持ちを持って

向き合いたいと思います。 

私のつい最近の反省事（つぶやき）でした。この記事を読んだみなさん

も、「こんなおっさん STも、こんな事で反省しているのか」と思い返しな

がら、日々の臨床に自信を持って取り組んでいただければ幸甚です。滋賀

のみなさんは、優秀な言語聴覚士さんばかりです。良い経験をたくさん積

み重ねて、コミュニケーション困難に対して社会貢献できる医療福祉人と

して、言語聴覚士の役割をみんなで一緒に考え、果たしていければと思い



ます。 

 

  



ホームページ： http://slhtshiga.web.fc2.com/ 

事務局アドレス： slht_shiga@yahoo.co.jp 

※所属・連絡先・氏名などの変更は速やかに上記まで。 

※滋賀県在勤あるいは在住の言語聴覚士で、まだ入会されてい

ない方が近くにおられましたら、お声掛けをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会員数 106名 

○お願い 

異同時は必ず事務局までご連絡ください。指定用紙は HPより。 

ex) 御所属の変更、連絡先住所・氏名の変更、退会される際な

ど 

○ご案内 

メーリングリストのご登録をお願い致します。 

県士会の代表として会議などに出席された方は事務局まで 

 

 

編集後記 

新年度が始まりました。本年度もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

新入職員の皆さんに顔をほころばせながら、今一度気を引き締め

て臨床に臨みたいと考えている今日この頃です。日々の業務でお

忙しいとは存じますが、今後もどうぞ県士会活動にご協力のほど、

事務局だより 

 



何卒よろしくお願い致します。 

 


