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会務報告

おしらせ

特別講演：人間作業モデルの魅力～作業療法の理論
MOHO 国際学会開催される

として～(山田

孝・大会長)

特別プログラム：人間作業モデルから学んだこと(学
昨年に続き，今年も MOHO 国際学会が 2011 年 1

会主催の事例検討会の世話人，鈴木憲雄・東京，

月 7 日と 8 日の両日，イリノイ大学シカゴ校で開催され

南

ました．今回はツアーを計画しましたが，参加申込者が

九州，本家寿洋・旭川，それに鎌田樹寛理事と竹

1 名だったので，取りやめました．トップバッターが日本

原

作業行動学会の山田孝先生で，篠原和也首都大学東

征吾・近畿，笹田

哲・神奈川，青山克実・

敦理事を予定しています．他にも参加希望者

がいましたら，お申し込み下さい．)

京大学院人間健康科学研究科作業療法学域博士後期

一般演題：20 題程度，募集します．

課程院生との共同研究で「日本の介護老人保健施設

公開事例検討会：3 題程度，募集します．

入所中の脳卒中維持期の利用者に対する人間作業モ

Mentor を囲んでのディスカッション：会期中に 2 回，

デルを利用した治療群とその他のモデルを利用した治

Mentor(指導者，良き助言者)を囲んで，自由に討

療群の比較」という発表を行い，質的研究が多い中で，

論をしていただきます．Mentor は次回にお知ら

数少ない量的研究として好評を博しました．日本からは

せします．

合計 5 名の参加者がありました．来年度もやるかどうか，
いつやるのかについては未定の状態です．

参加費：事前申込；会員 3,000 円，非会員 4,000 円
当日申込；会員 4,000 円，非会員 5,000 円，学生
1,000 円

第 21 回日本作業行動学会学術集会

ナイトセミナー：特別プログラム：人間作業モデルから
学んだこと．参加費 3,000 円(中央食堂)

第 21 回日本作業行動学会学術集会は，当初はイ

関連プログラム: 人間作業モデル一日講習会を 9 月

リノイ大学シカゴ校作業療法学科教授 Kielhofner

19 日(月・祝)に首都大学東京荒川キャンパスで

先生を招聘する予定でしたが，先生のご逝去により，

開催します．学術集会参加者は１日講習会に半額

急遽、プログラムを以下のように変更しました．

で参加できます．

場所：首都大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾久

や問い合わせをして下さい．

7-2-10)
日程：2011(平成 23)年 9 月 17 日(土)12 時から 18
日(日)17 時まで
大会長：山田

連絡先：以下のメールをご利用いただき，参加申込み

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)
学 会 テ ー マ ： 人 間 作 業 モ デ ル の 魅 力 ～ Gary
Kielfofner 教授を偲んで～
主なプログラム：
シンポジウム：Gary Kielfofner 教授から学んだこ
と(シンポジスト：長谷龍太郎，村田和香，石井
良和，野藤弘幸の各理事の先生を予定)

n-koba@hs.tmu.ac.jp
人間作業モデル講習会が開催されました
＜東海・浜松＞
12 月 4 日(土)～5 日(日)に，浜松市リハビリテー
ション病院(浜松市和合町 1327-1)で開催されました．
講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科
学研究科教授)と野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学
部)で、参加者は 39 名でした．参加費は，両日参加
の場合，学会会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生
4,500 円，リピーターは会員 6,000 円，非会員 8,000
円でした．

＜中国・鳥取＞
12 月 26 日(日)に，1 日講習会を鳥取・特定医療法
人養和会養和病院大会議室(米子市上後藤 3-5-1)で

者は 35 名でした．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)でした．参
加費は 1,500 円でした．

開催しました．講師は山田孝先生(首都大学東京大学

1 月 22 日（土）に，第 3 回旭川地区事例検討会を

院人間健康科学研究科教授)で，参加者は 46 名でし

北都保健福祉専門学校（旭川市緑が丘 1-2）で，14

た．参加費は，会員 6,000 円，非会員 8,000 円，学

時から 19 時半まで開催しました．参加者は 32 名で

生 4,500 円でした．

した．発表者は 3 名で，山本智子先生（ふらの西病

＜九州・沖縄＞

院）の「活動選択を利用して意志へのアプローチを

2 月 13 日(日)に那覇市内で，人間作業モデル 1 日

行った一事例」
，浮田景介先生（旭川圭泉会病院）の

講習会を開催しました．講師は山田孝先生(首都大学

「価値ある作業や役割が遂行能力に変化をもたらし

東京大学院人間健康科学研究科教授)で，参加者は

た高齢者」，織戸健太郎先生（吉田病院）の「人に迷

11 名でした．参加費は会員 6,000 円，非会員 8,000

惑をかけたくないという価値が，習慣及び遂行能力

円，リピーターは各 1,000 円引き，学生 4,500 円で

に影響を与えた事例」を発表していただきました．

した．

講師は山田孝先生（首都大学東京健康福祉学部）で，

＜関東・東京＞

「OSAⅡの活用方法について」の講義がありました．

2 月 27 日(日)に，1 日講習会を首都大学東京健康
福祉学部(東京都荒川区東尾久 7-2-10)で開催しまし

世話人は本家寿洋，佐々木祐子両先生（北都保健福
祉専門学校）でした．参加費は 1500 円．

た．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康

1 月 23 日(日)に，第 10 回浜松を，浜松市リハビ

科学研究科教授)で，参加者は 90 名でした．参加費

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時

は会員 6,000 円，非会員 8,000 円，リピーターは各

30 分から 17 時まで開催しました．講師は山田孝先

1,000 円引き，学生 4,500 円でした．

生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，
アメリカでの MOHO Institute の様子の講演があり

人間作業モデル事例検討会が開催されました

ました．発表者は森脇千明先生(常葉リハ病院．演題
名「OSAII を用い目標を明確化し，共有しながら訓

12 月 19 日(日)に，第 20 回神奈川を，神奈川県立

練に取り組めた事例」)と富永裕子先生(袋井みつか

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30

わ病院．演題名「作業の自己選択により作業療法に

分から 17 時まで開催しました．講師は山田孝先生

意欲的に取り組めるようになった事例」)でした．参

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

加者は 23 名でした．世話人は野藤弘幸先生(浜松大

OSA に関する講義がありました．発表者は小砂哲太

学保健医療学部)です．参加費は 3,000 円(学生 1,500

郎先生(医療法人社団正心会よしの病院．演題名「統

円)です．

合失調症事例へのデイケア通所に向けた動機づけ」)

1 月 30 日(日)に，第 50 回東京東部地区を，首都

と池嶋孝二先生(湘南鎌倉総合病院．演題名「家に閉

大学東京健康福祉学部(荒川区東尾久 7-2-10)で，13

じこもりとなり，夫に依存的になった脳梗塞後遺症

時 30 分から 17 時まで開催しました．講師は山田孝

患者に対するアプローチ」)でした．参加者は 30 名

先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)

でした．世話人は笹田哲先生と鎌田樹寛先生(神奈川

で，アメリカでの MOHO Institute の様子の講演が

県立保健福祉大学リハビリテーション学科)でした．

ありました．発表者は色部千春先生(介護老人保健施

参加費は 1,500 円でした．

設回生の里．演題名「通所リハを利用している認知

1 月 16 日(日)に，第 17 回九州を，麻生リハビリ

症事例に対する人間作業モデルを用いた作業療法」)

テーション専門学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，

と西原由起先生(介護老人保健施設回生の里．演題名

10 時から 17 時まで開催しました．講師は山田孝先

「認知面の低下を示す脳卒中クライアントの興味あ

生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

る作業への従事を通して」)でした．参加者は 13 名

作業機能状態評価法協業版(AOF-CV)の実施法に関

でした．世話人は小林法一先生(首都大学東京大学院

する講義がありました．発表者は岡美里先生(医療法

人間健康科学研究科)と川又寛徳先生(首都大学東京

人恵光会原病院．演題名「作業療法士は年寄りに生

健康福祉学部)でした．参加費は 1,500 円(学生 1,000

きがいを与える素晴らしい仕事やね」)でした．参加

円)でした．
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2 月 6 日(日)に，第 22 回近畿を，関西学研医療福

11,000 円です．なお，これまでに受講されたことの

祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで開

ある方はリピーター割引として 3,000 円引きで受講

催しました．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院

できます．

人間健康科学研究科教授)で，OSAII に関する講義が

また，今年度から，人間作業モデル 1 日講習会も

ありました．の発表者は長谷川裕子先生(京都きづ川

開催されます．1 日講習会は基礎編とアドバンス編

病院．演題名「うつ病を既往にもつ入院患者に対し

があります．通常は基礎編－アドバンス編の順序で

OSAII を用いた経過」)と奥村喬志先生(医療法人大

受 講 す る こ と をお す す めし ま す ． 受 講 料は 会 員

植会葛城病院．演題名「事例と両親との協業により

6,000 円，非会員 8,000 円，学生 4,500 です．これ

ADL に変化が生じた一事例」)でした．参加者は 25

までに受講したことのある方はリピーター割引とし

名でした．世話人大松慶子先生(関西学研医療福祉学

て，1,000 引きで受講できます．

院)です．参加費は 1,000 円(学生 500 円)です．午前

人間作業モデル講習会を自分の地域で開催を希望

10 時から 12 時までは MOHO に関する講義があり，

する方は，研究会事務局までお知らせ下さい．事務

参加費は 1,000 円(学生 500 円)です．

局ではお申し出のあった方と関係者と協議して，講

2 月 12 日(土)に，第 5 回沖縄特別を那覇市内で開

習会の開催を前向きに検討したいと思います．事務

催する予定です．講師は山田孝先生(首都大学東京健

局のメールアドレスは objim@jsrob.org です．

康福祉学部)で，アメリカでの MOHO Institute の

＜関東・神奈川＞

様子の講演がありました．発表者は新垣沙苗先生(介

3 月 26 日(土)～27 日(日)に，神奈川県立保健福祉

護老人保健施設白川園．演題「
『歩きたい』の先にあ

大学(横須賀市平成町 1-10-1)で開催します．講師は

る想いとは」)，田中裕子先生(ごきげんデイサービ

山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究

ス．演題名「重度要介護者の想いを知り，作業機能

科教授)と笹田哲先生(神奈川県立保健福祉大学准教

状態の概要を把握するために」)，田原將英先生(琉

授)の予定です．両日参加の場合，学会会員 9,000

球リハビリテーション学院．演題名「やりたい事を

円，非会員 11,000 円，学生 4,500 円，リピーターは

達成するために」)でした．参加者は 25 名でした．

会員 6,000 円，非会員 8,000 円です．

世話人は田原将英(琉球リハビリテーション学院)で

＜北海道・札幌＞

す．参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)です．
2 月 20 日(日)に，第 51 回東京西部地区が，専門

4 月 23 日(土)～24 日(日)に，北海道大学医学部保
健学科(札幌市北区北 12 条西 5 丁目)で開催します．

学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，13

講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科

時 30 分から 17 時まで開催されました．講師は山田

学研究科教授)と村田和香先生(北海道大学大学院保

孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教

健科学研究院教授)の予定です．両日参加の場合，学

授)で，がありました．発表者は内田健先生(社会福

会会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500 円，

祉法人仁生会江戸川病院．演題名「入院生活の不満

リピーターは会員 6,000 円，非会員 8,000 円です．

が対人交流困難となるが，環境面の変化で改善を認

＜北陸・金沢＞

めたラクナ梗塞の女性患者」)でした．発表が少なか

5 月 8 日(日)に，1 日アドバンス講習会を石川県立

ったため，山田先生によるアメリカでの MOHO

中央病院(金沢市鞍月東 2-1)で開催します．講師は山

Institute の様子の講演がありました．参加者は 33

田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科

名でした．世話人は鈴木憲雄先生(専門学校社会医学

教授)の予定です．参加費は会員 6,000 円、非会員

技術学院)でした．参加費は 1,000 円．なお，午前

8,000 円，学生 4,500 円です．

10 時から 12 時に OSA の評価法の実施法に関する

＜九州・福岡＞

講義がありました．参加費は 3,000 円．

5 月 28 日(土)～29 日(日)に，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)で開催し

人間作業モデル講習会が開催されます

ます．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健
康科学研究科教授)と村田和香先生(北海道大学大学

以下のように，人間作業モデル講習会を開催しま

院保健科学研究院教授)の予定です．両日参加の場合，

す．参加希望の方はホームページから学会事務局に

学会会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500

申し込んで下さい．受講料は会員 9,000 円，非会員

円，リピーターは会員 6,000 円，非会員 8,000 円で

す．

非会員 8,000 円，学生 4,500 円です．なお，第 21

＜東北・山形＞

回日本作業行動学会学術集会の参加者は，半額で参

6 月 5 日(日)に，1 日基礎講習会を山形県立保健医

加できます．

療大学(山形市上柳 260)で開催します．講師は山田
北海道作業療法士会との共催です

孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教
授)の予定です．参加費は会員 6,000 円，
非会員 8,000
円，学生 4,500 円です．
＜中国・鳥取＞

＜北海道・函館＞
8 月 6 日(土)～7 日(日)に，函館市内(場所未定)で

6 月 11 日(日)に，1 日アドバンス講習会を鳥取・

開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院

YMCA 米子医療福祉専門学校 (米子市錦海町 3-3-2)

人間健康科学研究科教授) と村田和香先生(北海道

で開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京大学

大学大学院保健科学研究院教授)の予定です．参加費

院人間健康科学研究科教授)の予定です．参加費は会

は道士会ホームページをご参照下さい．

員 6,000 円，非会員 8,000 円，学生 4,500 円です．
＜北海道・旭川＞

人間作業モデル事例検討会が開催されます

7 月 10 日(日)に，1 日基礎講習会を北都保健福祉
専門学校(旭川市旭神町 3-4)で 9 時から 17 時まで開

3 月 20 日(日)に，第 11 回浜松を，浜松市リハビ

催します．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時

間健康科学研究科教授)の予定です．参加費は会員

30 分から 17 時まで開催する予定です．講師は山田

6,000 円，非会員 8,000 円，学生 4,500 円です．

孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教

＜北陸・金沢＞

授)で，意志質問紙(VQ)の実施法に関する講義があり

7 月 31 日(日)に，1 日基礎講習会を石川・金沢脳
神経外科病院(野々市町郷町 262-2)で開催します．講

ます．世話人は野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学
部)です．参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)です．

師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学

4 月 3 日(日)に，第 2 回四国を，四国中央医療福

研究科教授)の予定です．参加費は会員 6,000 円，非

祉総合学院（四国中央市中之庄町 1684-10）で，10

会員 8,000 円，学生 4,500 円です．

時から 17 時まで開催する予定です．講師は山田孝

＜東海・名古屋＞

先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)

8 月 20 日(土)～22 日(日)に，名古屋大学医学部保

で，作業に関する自己評価改訂版(OSAII)の実施法

健学科(名古屋市東区大幸南 1-1020)で開催します．

に関する講義があります．世話人は松浦寿美子先生

講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科

(四国中央医療福祉総合学院)です．参加費は 1,500

学研究科教授)と石井良和先生(秋田大学大学院医学

円です．

系研究科保健学専攻教授)の予定です．参加費は両日

4 月 10 日(日)に，第 18 回九州を，麻生リハビリ

参加の場合，学会会員 9,000 円，非会員 11,000 円，

テーション専門学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，

学生 4,500 円，リピーターは会員 6,000 円，非会員

10 時から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

8,000 円です．

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

＜中国・岡山＞

アメリカでの MOHO Institute の様子の講演があり

8 月 28 日(日)に，地方独立行政法人岡山県精神科

ます．世話人は青山克美，近藤昭彦両先生(麻生リハ

医療センター(旧・県立岡山病院)で 1 日基礎講習会

ビリテーション専門学校)です．参加費は 1,500 円で

を開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京大学

す．

院人間健康科学研究科教授)の予定です．参加費は会

4 月 17 日(日)に，第 52 回東京東部地区を首都大

員 6,000 円，非会員 8,000 円，学生 4,500 円です．

学東京健康福祉学部(荒川区東尾久 7-2-10)で，13 時

＜関東・東京＞

30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

9 月 19 日(月・祝)に，首都大学東京荒川キャンパ

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

スで人間作業モデル一日基礎講習会を開催します．

評価法に関する講義があります．世話人は小林法一

講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科

先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科)と川

学研究科教授)の予定です．参加費は会員 6,000 円，

又寛徳先生(首都大学東京健康福祉学部)です．参加

Mar. 2011
費は 1,500 円(学生 1,000 円)です．

7 月 3 日(日)に，第 2 回四国が，四国中央医療福

5 月 1 日(日)に，第 53 回東京西部地区を専門学校

祉総合学院(四国中央市中之庄町 1681-10)で，10 時

社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，13 時

から 17 時まで開催します．午前中は山田孝先生(首

30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)による

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

評価法の講演があります．午後は事例発表がありま

世話人は樗木真実先生(専門学校社会医学技術学院)

す．世話人は小林理英先生(国立病院機構善通寺病

です．参加費は 1,000 円．なお，午前 10 時から 12

院)，谷渕加奈子先生(専門学校穴吹リハビリテーシ

時に評価法の実施法に関する講義があります．参加

ョンカレッジ)，松浦寿美子先生(四国中央医療福祉

費は 3,000 円です．

総合学院)です．参加費は 1,500 円です．

5 月 15 日(日)に，第 23 回近畿を，関西学研医療

7 月 9 日(日)に，第 4 回旭川を，北都保健福祉専

福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで

門学校(旭川市旭神町 3-4)で 10 時から 17 時まで開

開催します．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院

催します．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人

人間健康科学研究科教授)で，世話人大松慶子先生

間健康科学研究科教授)で，評価の実施法に関する講

(関西学研医療福祉学院)です．参加費は 1,000 円(学

義があります．世話人は本家寿洋先生(北都保健福祉

生 500 円)です．午前 10 時から 12 時までは MOHO

専門学校)です．参加費は 1,500 円です．

に関する講義があり，参加費は 1,000 円(学生 500
円)です．

7 月 17 日(日)に，第 19 回九州を，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，

5 月 22 日(日)に，第 21 回神奈川を，神奈川県立

10 時から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生(首

評価の実施法に関する講義があります．世話人は青

都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，評価

山克美，近藤昭彦両先生(麻生リハビリテーション専

法に関する講義があります．世話人は笹田哲先生と

門学校)です．参加費は 1,500 円です．

鎌田樹寛先生(神奈川県立保健福祉大学リハビリテ
ーション学科)です．参加費は 1,500 円です．

このほかに，北海道作業行動研究会で MOHO 事
例検討会を行っています．世話人・講師は村田和香

6 月 19 日(日)に，第 12 回浜松を，浜松市リハビ

先生(北海道大学大学院保健科学研究院教授)で，参

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時

加費は 500 円です．参加者は研究会に入会する必要

30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

があります(入会金 1,000 円)．日程はホームページ

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，

をご覧下さい．

評価の実施法に関する講義があります．世話人は野
藤弘幸先生(浜松大学保健医療学部)です．参加費は
3,000 円(学生 1,500 円)です．

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．

