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会務報告

おしらせ

作業療法のあり方」

日本作業行動学会が指定される
この度，日本学術会議に申請しておりました学会
の認可について，平成 22 年 7 月 22 日付で回答があ
り，日本作業行動学会が指定されました．今後は，
日本学術会議指定の協力学術研究団体として，ます
ます作業行動と臨床モデルである人間作業モデルの
普及に，会員の皆様方のご尽力をお願い致します．

2:40～3:10

公開事例検討会

3:20～4:05

演題発表Ⅰ

4:15～5:20

日本作業行動学会総会

5:40～7:40

懇親会

9 月 5 日(日)
9:00～ 10:30

演題発表Ⅱ

10:40～12:10

演題発表Ⅲ

1:00～2:30

演題発表Ⅳ

2:30～

閉会式

9:00～5:00

人間作業モデル一日講習会
(同時開講特別プログラム)

演題募集および公開事例検討会とも，募集を締め切
りました。一般演題は 18 題，公開事例検討は１題
になりました．
演題，公開事例検討ともに，発表は調査・研究の
倫理的原則に則り，人権や著作権の尊重に努めてく
ださい．発表は口頭発表（PC プレゼンテーション）
のみです．会場で使用する OS は Windows Vista，
ソフトは Windows 版 Microsoft Power Point 2007
(2000，2003 も対応可)，動画をご使用の場合は
Windows Media Player のみとさせていただきます．
人間作業モデル一日講習会:
第 20 回日本作業行動学会学術集会
2010 年度の第 20 回日本作業行動学会学術集会は
以下の要領で開催します．
場所：鹿児島大学医学部鶴陵会館
(〒890-0075

鹿児島市桜ヶ丘 8－31－1)

日時：平成 22 年 9 月 4 日(土)～5 日(日)
大会長：岩瀬義昭先生
(鹿児島大学医学部保健学科教授)
主題：ひとは作業をすることで健康になる
日程：9 月 4 日(土)
12:00～12:50

受付

12:50～ 1:00

開会式

1:00～

特別講演

2:30

村井千賀先生（石川県立高松病院）
「高齢者の活動性を高めるための

鹿児島県内はじめ，近郊の熊本県や宮崎県の作業
療法士の方々を中心に，人間作業モデルを学びたい
という方のために，学会の特別プログラムとして，
今年は人間作業モデル一日講習会を開催することに
なりました．人間作業モデルを学びたい方は奮って
ご参加下さい．ただし，会場の関係で，参加者は 60
名までとさせていただきます．
参加費:
日本作業行動学会の会員の方は 3,000 円，日本作
業行動学会の非会員の方は 5,000 円です．人間作業
モデル一日講習会ご参加の方は，初日の学会参加を
含めて，2 日間で同額とします．なお，一日のみの
参加も可能ですが，参加費は同額です．
学術集会参加申し込み先:
学術集会の参加申込みは学会事務局にして下さい．
事務局のメールアドレスは objim@jsrob.org です．
メールに学術集会参加申込みと書き，氏名，勤務先，

同住所，会員かどうか，自分のメールアドレスを書

加者は 52 名(会員 3 名，非会員 49 名)でした．講師

いて，申込み下さい．人間作業モデル一日講習会参

は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)でした．

加希望者は件名に「人間作業モデル一日講習会＜鹿
児島＞参加申込」と明記して，上記と同じ情報を書

北海道・釧路で人間作業モデル講習会を後援しました

いて，申込み下さい．
7 月 31 日(土)～8 月 1 日(日)に，介護老人保健施
MOHO 国際学会の開催予定

設星が浦(北海道釧路市愛国)で(社)北海道作業療法
士会主催，作業行動学会後援の講習会を開催しまし

昨年に続き，来年も MOHO 国際学会が 2011 年 1
月 7 日と 8 日の両日，イリノイ大学シカゴ校で開催さ

れる予定です．今回はツアーを計画していますので，
ご期待下さい．ツアーは 1 月 5 日頃に出発し，10 日
頃に帰国予定です．
第 21 回日本作業行動学会学術集会

た．参加者は 36 名（内学生 1 名）でした．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(北海道大学医学部保健学科)でした．
各地で事例検討会が開催されました
6 月 20 日(日)に，浜松第 9 回を浜松市リハビリテ
ーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時 30 分

第 21 回日本作業行動学会学術集会は，以下の要
領にて開催する予定です．

から 17 時まで開催しました．
参加者は 48 人でした．
発表者は 2 名で，清水一輝先生(善常会リハビリテー
ション病院)の「OSA-II での評価をもとに遂行機能

場所：首都大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾久

学大学院リハビリテーション療法学専攻)の「施設入

7-2-10)
日程：2011(平成 23)年 9 月 17 日(土)～18 日(日)
大会長：山田

へアプローチした症例」と山口佳小里先生(名古屋大

孝(首都大学東京大学院人間健康科学

研究科教授)
実行委員長：小林法一(首都大学東京大学院人間健康
科学研究科准教授)
特別講演者：Gary Kielhofner,イリノイ大学シカゴ
校教授
関連プログラム:Kielhofner 教授による講演会(9 月
19 日(月・祝)．首都大学東京荒川キャンパス)
を予定
詳細は次号以下でお知らせします．
人間作業モデル講習会が開催されました
＜東北・秋田＞
6 月 26 日(土)～27 日(日)に，秋田大学医学部保健
学科(秋田市本道 1-1-1)で開催されました．参加者は
16 名(会員 8 名，非会員 8 名)でした．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)でした．
＜北陸・金沢＞
8 月 8 日(日)に，
初めての 1 日講習会が金沢脳神経
外科病院(野々市町郷町 262-2)で開催されました．参

所高齢者との協業による目標およびプログラムの設
定～OSA-II を使用して」を発表していただきました．
講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，
「人間作業モデルはなぜ生まれたのか」の講義があ
りした．世話人は野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学
部)でした．参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)．
7 月 11 日(日)に，第 47 回東京東部地区を首都大
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 時まで開催しました．参加者は 24 人
でした．発表者は遠藤毅先生(茅ヶ崎新北陵病院)で，
「事例」を発表していただきました．講師は山田孝
先生(首都大学東京健康福祉学部)で，
「65 歳大学」の
講義がありました．世話人は川又寛徳先生(首都大学
東京健康福祉学部)でした．参加費は 1,500 円(学生
1,000 円)．
7 月 18 日(日)に，九州第 15 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，10
時半から 16 時まで開催しました．参加者は 40 名で
した．事例発表は藤井邦江先生(山口・財団医療法人
水の期木会萩病院)で，「幻覚・妄想による不安が家
庭生活を困難にする統合失調症の主婦に対する作業
療法」を発表していただきました．講師は山田孝先
生(首都大学東京健康福祉学部)で，「MOHO の視点
で担当ケースを書くコツ：作業的ストーリテリング」
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の講義がありました．世話人は青山克美，近藤昭彦

学院(奈良市右京 1-1-5)で開催します．講師は山田孝

両先生(麻生リハビリテーション専門学校)でした．

先生(首都大学東京健康福祉学部)と石井良和先生

参加費は 1,500 円．

(秋田大学医学部保健学科)の予定です．

8月6日(金)に，第1回金沢特別人間作業モデル事例検

＜東海・浜松＞

討会を金沢脳神経外科病院(石川郡野々市町郷町

12 月 4 日(土)～5 日(日)に，浜松市リハビリテー

262-2)で，19時から開催されました．参加者は31名

ション病院(浜松市和合町 1327-1)で開催します．講

でした．事例発表は伊藤かおり先生（金沢脳神経外

師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)と野藤

科病院）の「80歳代男性の余暇活動を探索して」と

弘幸先生(浜松大学保健医療学部)の予定です．

中田幸栄先生（やわたメディカルセンター）の「最

＜九州・沖縄＞

初で最後のラブレター」を発表していただきました．

2 月 13 日に那覇市内で，人間作業モデル 1 日講習

講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)でし

会を開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健

た．世話人は西川拡志先生(石川県立中央病院)と東

康福祉学部)の予定です．

川哲朗先生(金沢脳神経外科病院)でした．参加費は
人間作業モデル事例検討会の開催

無料．
人間作業モデル講習会が開催されます

8 月 15 日(日)に，第 48 回東京西部地区を，専門
学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，13

以下のように，人間作業モデル講習会を開催しま

時 30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先

す．参加希望の方はホームページから学会事務局に

生(首都大学東京健康福祉学部)です．世話人は鈴木

申し込んで下さい．受講料は会員 9,000 円，非会員

憲雄先生(専門学校社会医学技術学院)です．参加費

11,000 円です．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 3,000 円引きで受講
できます．
今年度から，人間作業モデル講習会 1 日コースも
開催されます．受講料は会員 6,000 円，非会員 8,000

は 1,000 円です．なお，午前 10 時から 12 時に
MOHOST の実施法に関する講義があります．参加
費は 1,000 円です．
8 月 21 日(土)に，第 4 回沖縄特別を沖縄県総合福
祉センター(那覇市首里石嶺町 4-373-1)で 10 時から

円です．これまでに受講したことのある方はリピー

5 時まで開催します．講師は山田孝先生(首都大学東

ター割引として，1,000 円引きで受講できます．

京健康福祉学部)で，MOHOST の実施法に関する講

人間作業モデル講習会を自分の地域で開催を希望

義があります．世話人は田原行英(琉球リハビリテー

する方は，研究会事務局までお知らせ下さい．事務

ション学院)です．参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)

局ではお申し出のあった方と関係者と協議して，講

です．

習会の開催を前向きに検討したいと思います．事務

8 月 22 日(日)に，第 20 回近畿を，関西学研医療

局のメールアドレスは objim@jsrob.org です．

福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで

＜中国・岡山＞

開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福

8 月 28 日(土)～29 日(日)に，地方独立行政法人岡

祉学部)で，世話人は大松慶子先生(関西学研医療福

山県精神科医療センター(旧・県立岡山病院)で開催

祉学院)です．参加費は 1,000 円(学生 500 円)です．

します．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学

なお，午前 10 時から 12 時までは MOHOST の実施

部)と笹田哲先生(神奈川県立大学リハビリテーショ

法に関する講義があり，参加費は 1,000 円(学生 500

ン学科)の予定です．

円)です．

＜東京・西部＞

9 月 12 日(土)に，第 2 回旭川を，旭川市内(場所未

10 月 23 日(土)～24 日(日)に，専門学校社会医学

定)で 10 時から 17 時まで開催します．講師は山田

技術学院(小金井市中町 2-22-32)で開催します．講師

孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，
「なぜ人間作

は山田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)と鈴木憲

業モデルは生まれたのか」の講義があります．世話

雄先生(専門学校社会医学技術学院)の予定です．

人は本家寿洋先生(北都保健福祉専門学校)です．参

＜近畿・奈良＞

加費は 1,500 円です．

11 月 13 日(土)～14 日(日)に，関西学研医療福祉

9 月 13 日(日)に，第 1 回四国を，専門学校穴吹リ

ハビリテーションカレッジ(高松市上天神町 721-1)

祉学部)で，世話人大松慶子先生(関西学研医療福祉

で，10 時から 17 時まで開催します．講師は山田孝

学院)です．参加費は 1,000 円(学生 500 円)です．午

先生(首都大学東京健康福祉学部)で，
「人間作業モデ

前 10 時から 12 時までは MOHO に関する講義があ

ル～事例と 10 の概念」の講義があります．世話人

り，参加費は 1,000 円(学生 500 円)です．

は小林理恵先生(国立病院機構善通寺病院)と谷渕加

12 月 19 日(日)に，第 20 回神奈川を，神奈川県立

奈子先生(専門学校穴吹リハビリテーションカレッ

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30

ジ)です．参加費は 1,500 円です．

分から 17 時まで開催する予定です．講師は山田孝

9 月 19 日(日)に，第 9 回浜松を，浜松市リハビリ

先生(首都大学東京健康福祉学部)で，講義がありま

テーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時 30

す．世話人は笹田哲先生と鎌田樹寛先生(神奈川県立

分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生(首

保健福祉大学リハビリテーション学科)です．参加費

都大学東京健康福祉学部)で，評価の実施法に関する

は 1,500 円です．

講義があります．世話人は野藤弘幸先生(浜松大学保

1 月 16 日(日)に，第 17 回九州を，麻生リハビリ

健医療学部)です．参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)

テーション専門学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，

です．

10 時から 17 時まで開催する予定です．講師は山田

9 月 26 日(日)に，第 19 回神奈川を，神奈川県立

孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，評価の実施

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で 13 時 30 分

法に関する講義があります．世話人は青山克美，近

から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生(首都

藤昭彦両先生(麻生リハビリテーション専門学校)で

大学東京健康福祉学部)で，「MOHOST の評価のコ

す．参加費は 1,500 円です．

ツ」の講義があります．世話人は笹田哲先生と鎌田

1 月 23 日(日)に，第 10 回浜松を，浜松市リハビ

樹寛先生(神奈川県立保健福祉大学リハビリテーシ

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時

ョン学科)です．参加費は 1,500 円です．

30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

10 月 10 日(日)に，東京第 49 回東京東部地区を，

(首都大学東京健康福祉学部)で，評価の実施法に関

首都大学東京健康福祉学部(荒川区東尾久 7-2-10)で，

する講義があります．世話人は野藤弘幸先生(浜松大

13 時 30 分から 17 時まで開催します．講師は山田

学保健医療学部)です．参加費は 3,000 円(学生 1,500

孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，評価の実施

円)です．

法に関する講義があります．世話人は小林法一先生

1 月 30 日(日)に，第 51 回東京東部地区を，首都

(首都大学東京健康福祉学部)です．参加費は 1,500

大学東京健康福祉学部(荒川区東尾久 7-2-10)で，13

円(学生 1,000 円)です．

時 30 分から 17 時まで開催する予定です．講師は山

10 月 17 日(日)に，第 16 回九州を，麻生リハビリ

田孝先生(首都大学東京健康福祉学部)で，評価の実

テーション専門学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，

施法に関する講義があります．世話人は小林法一先

10 時から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

生(首都大学東京健康福祉学部)です．参加費は 1,500

(首都大学東京健康福祉学部)で，評価の実施法に関

円(学生 1,000 円)です．

する講義があります．世話人は青山克美，近藤昭彦

このほかに，北海道作業行動研究会で MOHO 事

両先生(麻生リハビリテーション専門学校)です．参

例検討会を行っています．世話人・講師は村田和香

加費は 1,500 円です．

先生(北海道大学医学部)で，参加費は 500 円です．

11 月 7 日(日)に，第 50 回東京西部地区を，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

参加者は研究会に入会する必要があります(入会金
1,000 円)．日程はホームページをご覧下さい．
研修会情報は研究会のホームページでご覧いただ
き，詳細な情報を得て，ご参加下さい．

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．なお，午前 10 時から 12 時に評価

お詫びと訂正

法の講義があり，参加費は 1,000 円です．
11 月 21 日(日)に，第 21 回近畿を，関西学研医療

前号（第 14 巻第 1 号）の総説の内山研一先生の

福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで

著者名が正当内山研一となっておりました．正しく

開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京健康福

は内山研一です．お詫びして訂正いたします．

