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会務報告

第 19 回日本作業行動研究会大会
人間作業モデル講習会の開催
第 19 回日本作業行動研究会大会を以下の要領
で開催します．
場所：兵庫医療大学リハビリテーション学部
(〒650-8530 神戸市中央区港島 1-3-6)
日時：平成 21 年 9 月 19 日(土)～20 日(日)
大会長：伊藤齋子先生
(兵庫医療大学リハビリテーション学部)
大会テーマ：地域作業療法を支える知
特別講演Ⅰ：
『できる』ということ
鷲田清一先生(大阪大学総長)
一日目(19 日) 13 時から 15 時
特別講演Ⅱ：65 歳大学:予防的作業療法の取組み
山田 孝先生(首都大学東京健康福祉
学部作業療法学科長，教授)
二日目(20 日) 午後(予定)
一般演題：発表希望者は，1200 字程度の要旨を，
2009 年 8 月 10 日(月)必着で申し込んで下さい．
発表は口頭発表のみで，発表時間 10 分，質疑
応答 5 分です．発表は倫理的原則に則り，人権
や著作権の遵守に努めて下さい．発表者には，
口頭発表に関する諸注意事項をお知らせしま
す．受理された抄録は次号の作業行動研究に掲
載されます．
公開事例検討会：公開事例検討会の発表事例を 3
題程度募集します．申し込みの要領と申し込み
先は一般演題と同様です．ただし，要旨は 2400
字程度とします．
参加費：事前申し込みの方は，会員 3,000 円，非
会員 5,000 円です．当日申し込みの方は，会員
4,000 円，非会員 6,000 円です．
申込先：一般演題，公開事例検討会および事前申
込みの申込みは，①氏名，②所属，③連絡先(郵
便番号，住所，電話，e-mail アドレス)，そして，
演題を添えて，兵庫医療大学リハビリテーション
学部伊藤齋子宛てに e-mail でお送り下さい．ア
ドレスは masakoitoh@huhs.ac.jp です．
なお，ホームページ http://www.jsob.org/でもご
覧になれます．

以下のように，人間作業モデル講習会を開催し
ます．参加希望の方はホームページから研究会事
務局に申し込んで下さい．なお，これまでに受講
されたことのある方はリピーター割引として半
額で受講することができます．その場合は，資料
などはお渡ししませんので，前回のものをご持参
下さい．
また，人間作業モデル講習会を自分のところで
開催してほしいという方は，研究会事務局までお
知らせ下さい．事務局ではお申し出のあった方と
関係者と協議して，講習会の開催を前向きに検討
したいと思います．
＜北海道・札幌＞
7 月 11 日～12 日に，富良野で，北海道作業療法
士会道北支部の主催，研究会の後援で開催します．
講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)
と村田和香先生(北海道大学医学部)です．
＜北陸・金沢＞
8 月 1 日～2 日に，石川県立中央病院で開催しま
す．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学
部)と石井良和先生(秋田大学医学部保健学科)の
予定です．
＜山陽・岡山＞
8 月 29 日～30 日に，地方独立行政法人岡山県精
神科医療センター(旧・県立岡山病院)で開催しま
す．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学
部)と鈴木憲雄先生(専門学校社会医学技術学院)
の予定です．
＜中部・名古屋＞
9 月 5 日～6 日に，名古屋大学医学部保健学科で
開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健
康福祉学部)と石井良和先生(秋田大学医学部保
健学科)の予定です．
＜信越・長野＞
9 月 26 日～27 日に，信州大学医学部保健学科で
開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健
康福祉学部)と石井良和先生(秋田大学医学部保
健学科)の予定です．
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＜関東・東京＞
10 月 24 日～25 日に，専門学校社会医学技術学院
で開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京
健康福祉学部)と鈴木憲雄先生(専門学校社会医
学技術学院)の予定です．
＜東北・岩手＞
10 月 31 日～11 月 1 日に，専門学校岩手リハビリ
テーション学院で開催します．講師は山田孝先生
(首都大学東京健康福祉学部)と石井良和先生(秋
田大学医学部保健学科)の予定です．
＜関西・大阪＞
11 月 14 日～15 日に，大阪(場所未定)で開催しま
す．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学
部)と笹田哲先生(神奈川県立保健福祉大学リハ
ビリテーション学科)の予定です．
＜九州・大分＞
11 月 21 日～22 日に，大分県内(場所は未定)で開
催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健康
福祉学部)と石井良和先生(秋田大学医学部保健
学科)の予定です．
人間作業モデル事例検討会の開催
7 月 5 日(日)に，東京東部地区第 37 回を，首都
大学東京健康福祉学部(荒川区東尾久 7-2-10)で，
13 時 30 分から 17 時まで開催します．講師は山
田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，作業に
関する自己評価の実施法に関する講義がありま
す．世話人は小林法一(首都大学東京健康福祉学
部)です．参加費は 1,500 円(学生 1,000 円)です．
7 月 19 日(土)に，浜松第 5 回を，浜松市リハビ
リテーション病院(浜松市中区和合町 327-1)で，
13 時 30 分から 17 時まで開催します．講師は山
田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，作業遂
行歴面接改訂版(OPHI-II)の採点法についての講
義があります．世話人は野藤弘幸先生(浜松大学)
です．参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)です．
7 月 26 日(日)に，神奈川第 16 回を，神奈川県
立保健福祉大学で，13 時 30 分から 17 時まで開
催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福
祉学部)で，評価法に関する講義があります．世話
人は笹田哲先生(神奈川県立保健福祉大学)です．
参加費は 1,500 円(学生 1,000 円)です．
8 月 9 日(日)に，東京西部地区第 38 回を，専門
学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，

13 時 30 分から 17 時まで開催します．講師は山
田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)です．世話
人は鈴木憲雄先生(専門学校社会医学技術学院)で
す．参加費は 1,000 円です．午前 10 時から 12 時
に評価法の講義があり，参加費は 1,000 円です．
8 月 16 日(日)に，九州第 10 回を，麻生リハビ
リテーション専門学校(福岡市博多区東比恵
3-2-1)で，13 時から 17 時まで開催します．講師
は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，作
業遂行歴面接改訂版(OPHI-II)の実施法に関する
講義があります．世話人は青山克美，近藤昭彦両
先生(麻生リハビリテーション専門学校)です．参
加費は 1,500 円です．
8 月 23 日(日)に，近畿第 16 回を，宇治病院会
議室(宇治市五ヶ庄芝ノ東 54-2)で，13 時から 17
時まで開催します．講師は山田孝先生(首都大学東
京健康福祉学部)で，評価法(未定)の実施法につい
ての講義があります．世話人は南征吾先生(関西学
研リハビリテーション専門学校)です．参加費は
3,000 円(学生 1,000 円)です．
10 月 3 日(土)に，神奈川第 17 回を，神奈川県
立保健福祉大学で，13 時 30 分から 17 時まで開
催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福
祉学部)で，評価法に関する講義があります．世話
人は笹田哲先生(神奈川県立保健福祉大学)です．
参加費は 1,500 円(学生 1,000 円)です．
10 月 4 日(日)に，東京西部地区第 39 回を，首
都大学東京健康福祉学部(荒川区東尾久 7-2-10)で，
13 時 30 分から 17 時まで開催します．講師は山
田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，作業に
関する自己評価の実施法に関する講義がありま
す．世話人は鈴木憲雄先生(専門学校社会医学技術
学院)です．参加費は 1,000 円です．午前 10 時か
ら 12 時に評価法の講義があり，参加費は 1,000
円です．
こ の ほ か に ， 北 海 道 作業 行 動 研 究 会 で も ，
MOHO 事例検討会を行っています．世話人・講
師は村田和香先生(北海道大学医学部)です．参加
費は 500 円ですが，研究会に入会する必要があり
ます．入会金は 1,000 円です．日程は以下のホー
ムページをご覧下さい．
研究会のホームページで研修会情報をご覧い
ただき，詳細な情報を得て，ご参加下さい．

