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会務報告

おしらせ

日本作業行動学会
第 22 回学術集会が開催されます
日本作業行動学会第 22 回学術集会が平成 24 年 9
月 15 日(土)から 17 日(月・祝)まで，名古屋大学医
学部保健学科(〒461-8673

名古屋市東区大幸南

1‐1‐20)ほかで，原 和子(愛知医療短期大学)大会
長，美和千尋(名古屋大学大学院医学系研究科)実行
委員長のもとで，開催されます．特別講演はイギリ
ス・スコットランドのエジンバラにある Queen
Margaret University 教授の Kirsty Forsyth 先生の

司会

山田

孝

先生（首都大学東京）

演題；一般演題（口演）を募集中です。詳しくは日
本作業行動学会 HP をご覧ください。
ディスカッション；グループに分かれて、メンター
（mentor 良き指導者）としての先生たちと自由に
意見交換しながら、臨床の作業療法に伴いがちな課
題について共有し、最後に Kirsty Forsyth 先生か
らコメントいただきます。2011 年での東京学会から
始まりましたこの企画を、2012 年度も継承します。
ナイトセミナー：「温故知新」
懇親会を兼ねて、日本作業行動学会の成り立ちを
映像で振り返ります。参加費 1,000 円．

予定です．なお，17 日(月・祝)には，学術集会の一

大会長：原

環として，1 日評価法講習会評価実習編が山田孝先

副大会長：美和

生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)を

実行委員長：横山

講師にして実施される予定です．

大会事務局：（株）エルゴ（担当；岩崎）

和子（愛知医療学院短期大学）

452-0931
学会テーマ：作業療法の Professionalism
日時：2012（平成 24）年 9 月 15 日(土)，16 日(日)，
17 日(月・祝)
会場：15～16 日の学術集会は名古屋大学医学部保健
学科(〒461-8673 名古屋市東区大幸南 1-1-20)，17
日の１日講習会評価実習編は愛知医療学院短期大
学 （ 〒 452-0931 愛 知 県 清 須 市 一 場 519
URL.www.yuai.ac.jp）で開催します。
参加費：事前申込；会員 4000 円，非会員 6000 円．
当日申込；会員 5000 円、非会員 7000 円、学生
2000 円．１日評価法講習会：会員 5000 円、非会
員 7000 円、学生・大学院生 4500 円．但し、学術
集会参加者は会員・学生 2000 円で受講できます
プ ロ グ ラ ム ： 特 別 講 演 ； 英 国 に お け る OT の
Professional Reasoning ～専門理論としての人
間作業モデル～
Queen Margaret University Kirsty Forsyth 教授
英国の作業療法の専門性について、歴史、現状を
ひも解き、人間作業モデルから啓発され影響を受け

千尋（名古屋大学）
剛（愛知医療学院短期大学）
愛知県清須市一場 398-3

Tel. 052(408)5308 Fax. 052(408)5309
URL:http://www.ergotherapie.co.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 3 日(土)と 4 日(日)に，人間作業モデル講習
会が浜松市リハビリテーション病院(浜松市中区和
合町 1327-1)で開催されました．参加者は会員が 7
名，リピータ 1 名，非会員が 14 名，リピータ 4 名，
学生 7 名の 33 名でした．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，参加費は学会会員
9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500 円，リピー
タは会員 6,000 円，非会員 8,000 円でした．
＜関東・東京＞
12 月 25 日(日)に，首都大学東京荒川キャンパス
(荒川区東尾久 7-2-10)で，人間作業モデル一日治療
法講習会が開催されました．参加者は会員 7 名，非

たところ、今後の展望などお話しいただきます。邦

会員 14 名，学生 7 名の 28 名でした．講師は山田孝

文による解説をつけます。

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．参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，

12 月 18 日(日)に，第 25 回近畿が関西学研医療福

学生 4,500 円でした．

祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 15 時半まで

＜北海道・旭川＞

開催されました．参加者は 33 名でした．発表者は

2 月 12 日(日)に，1 日治療講習会を北都保健福祉

橋本博史先生(葛城病院．演題名「入院中に退院後の

専門学校(旭川市旭神町 3-4)で，9 時から 17 時まで

生活行為を見すえた介入」)と篠田昭先生(音羽病院．

開催されました．参加者は会員 5 名，非会員 5 名の

演題名「退院前訪問指導前に OSA-II を実施し環境

10 名でした．講師は山田孝先生(首都大学東京大学

を整えたことで役割を持って退院できた事例」)でし

院人間健康科学研究科教授)で，参加費は会員 5,000

た．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康

円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円でした．

科学研究科教授)でした．午前 10 時から 12 時まで

＜関東・神奈川＞

は山田先生による MOHOST に関する講義がありま

3 月 17 日(土)～18 日(日)に，神奈川県立保健福祉

した．参加者は 43 名でした．世話人は大松慶子先

大学(横須賀市平成町 1-10-1)で開催されました．参

生(関西学研医療福祉学院)で，参加費はいずれも

加者は会員 2 名，非会員 14 名，学生 1 名の 17 名で

1,000 円(学生 500 円)でした．

した，講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健

平成 24 年 1 月 8 日(日)に，第 12 回浜松が浜松市

康科学研究科教授)と笹田哲先生(神奈川県立保健福

リハビリテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，

祉大学准教授)でした．両日参加の場合，学会会員

13 時から 17 時まで開催されました．参加者は 27

9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500 円，リピー

人でした．発表者は藤原明日香先生(浜松リハビリテ

タは会員 6,000 円，非会員 8,000 円でした．

ーション病院．演題名「施設方向から自宅退院へと

＜関東・東京＞

きりかえられた事例」)と下出依里先生(浜松北病院．

3 月 25 日(日)に，首都大学東京荒川キャンパス(荒

演題名「勤労者役割面接を実施して，就労プログラ

川区東尾久 7-2-10)で，人間作業モデル一日講習会・

ムが進んだ事例」)でした．講師は山田孝先生(首都

評価編を開催しました．参加者は会員 1 名，非会員

大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，作業に

55 名の 56 名でした．講師は山田孝先生(首都大学東

関する自己評価(OSA-II)に関する講義がありました．

京大学院人間健康科学研究科教授)でした．参加費は

世話人は野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学部)，参

会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円でし

加費は 3,000 円(学生 1,500 円)でした．

た．

1 月 15 日(日)に，第 21 回九州を，麻生リハビリ
テーション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午

人間作業モデル事例検討会が開催されました

前 10 時から午後 4 時まで開催しました．参加者は
54 名で，発表者は田代

徹先生(福岡リハビリテー

12 月 11 日(日)に，第 55 回東京(西部地区)を，専

ション病院．演題名「トイレ介助量が軽減し作業が

門学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，

拡大した事例」)と林田早織先生(社会福祉法人ゆう

午後 1 時から 4 時まで開催されました．参加者は 15

かり園．演題名「先生，これあげる！」)でした．山

名，学生 2 名でした．発表者は鈴木洋介先生(柳原リ

田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科

ハビリテーション病院．演題名「『受け身的でやる気

教授)による「人間作業モデルにおけるリーズニング

がない，現実検討能力がない』とされてきた利用者

演習」の講義がありました．世話人は青山克美，近

が変化していく過程」)と茂手木淳先生(立川介護老

藤昭彦，安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーション

人保健施設わかば．演題名「『なじみの活動』を認知

大学校)で，参加費は 2,000 円でした．

症高齢者が続けていく意義」)でした．講師は山田孝

1 月 22 日(日)に，第 5 回四国が，香川県の穴吹リ

先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)

ハビリテーションカレッジ(高松市上天神町 722-1)

で，参加費は 1,500 円でした．また，午前 10 時か

で，10 時から 17 時まで開催しました．参加者は 15

ら，山田先生による MOHOST の実施に関する講義

名でした．発表者は高岡

崇先生(国立病院機構鳥取

がありました．参加者は 19 名，学生 6 名でした．

医療センター．演題名「身体機能に価値を見出しア

参加費は 3,000 円でした．世話人は鈴木憲雄先生(昭

プローチすることで精神機能の改善を試みた事例」)､

和大学保健医療学部)と樗木真実先生(専門学校社会

南庄一郎先生(国立病院機構鳥取医療センター．演題

医学技術学院)でした，

名「保護室から行動拡大を試みた統合失調症患者へ
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の関わり」)，村野卓也先生(豊岡台病院．演題名「長

識し，目標を持つことができた事例」)で，参加費は

期入院により時間と場所の行動範囲が制限されてい

1,500 円でした．また，午前 10 時から，山田孝先生

る小生に対する作業療法」)でした．山田孝先生(首

(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)によ

都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)による

る OSA の講義がありました．参加者は 18 名で，参

意志質問紙(VQ)の講義がありました．世話人は小林

加費は 3,000 円でした．世話人は鈴木憲雄先生(昭和

理英先生(国立病院機構善通寺病院)，谷渕加奈子先

大学保健医療学部)と樗木真実先生(専門学校社会医

生(専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ)で，

学技術学院)でした，

参加費は 1,500 円，学生 500 円でした．

2 月 26 日(日)に，第 26 回近畿を，関西学研医療

1 月 29 日(日)に，第 23 回神奈川を，神奈川県立

福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，10 時から 12 時まで

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30

開催しました．参加者は 12 名，学生 6 名でした．

分から 17 時まで開催しました．参加者は 8 名，学

発表者は岡山友哉先生(京都民医連中央病院．演題名

生 2 名でした．発表者は河原崎崇雄先生(田無病院．

「絵画活動の習慣化により価値をおく他者との交流

演題名「療養型病床から老人保健施設を経由し、自

を獲得した事例」)と原

宅復帰した症例」)でした．講師は山田孝先生(首都

演題名「短期記憶障害により自己の良い変化を認識

大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，「作業

できず，有能感を喪失した事例に対する評価」)でし

療法士の戦略」に関する講義がありました．世話人

た．講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康

は笹田哲先生で，参加費は 1,500 円でした．

科学研究科教授)です．世話人大松慶子先生(関西学

知世先生(京都回生病院．

2 月 5 日(日)に，第 56 回東京(東部地区)を、首都

研医療福祉学院)でした．午後 1 時から 3 時までは作

大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾久 7-2-10)で開

業質問紙(OQ)に関する講義があり，参加費はいずれ

催しました．参加者は 12 名でした．発表者は河野

も 1,000 円(学生 500 円)でした．

崇先生(初台リハビリテーション病院．演題名「価値

3 月 11 日(日)に，第 13 回浜松を，浜松市リハビ

変容により電動車いす導入に至ったケース」)でした．

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時か

講師は山田孝先生(首都大学東京大学院人間健康科

ら 17 時まで開催しました．参加者は 14 名でした．

学研究科教授)で，プログラム立案に関するミニレク

発表者は増田佳奈先生(浜松市リハビリテーション

チャーがありました．世話人は小林法一先生で，参

病院．演題名「在宅生活に向けての作業療法：OSA

加費は 1,500 円でした．

通し目標が明確となった事例」)と勝間田将太先生

2 月 11 日(土)に，第 5 回旭川を，北都保健福祉専

(常葉リハビリテーション病院．演題名「趣味人・家

門学校(旭川市旭神町 3-4)で 1 時半から 18 時まで開

庭 維 持 者 の 役 割の 再 獲 得を 目 指 し た 作 業療 法 ：

催しました．参加者は 19 名、学生 2 名でした．発

OSA-II を実施して，役割・ニードが明確になった事

表者は山脇麻美先生(大倉山学院．演題名「詳細な意

例」)でした．講師は山田孝先生(首都大学東京大学

志の評価を行った事例に対する OT 場面におけるか

院人間健康科学研究科教授)で，ACIS の評価法に関

かり方の一考察」)，大山千尋先生(砂川市立病院．

する講義がありました．世話人は野藤弘幸先生(浜松

演題名「働きたい意志が強いうつ病の事例に対する

大学保健医療学部)で，参加費は 3,000 円(学生 1,500

復職に向けた取り組みについて」) と浮田景介先生

円)でした．

(旭川圭泉会病院．演題名「慢性期統合失調症者に対
する MOHOST を用いた評価」)の 3 名でした．講師

人間作業モデル講習会を開催します

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)で，MOHOST に関する講義がありました．

以下のように，人間作業モデル講習会を開催しま

世話人は本家寿洋先生(北都保健福祉専門学校)で，

す．参加希望の方はホームページから学会事務局に

参加費は 1,500 円でした．

申し込んで下さい．受講料は会員 9,000 円，非会員

2 月 19 日(日)に，第 57 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，午
後 1 時から 5 時の予定で開催しました．参加者は 20
名でした．発表者は宮崎

翔先生(柳原リハビリテー

ション病院．演題名「必要とされている自分を再認

11,000 円です．なお，これまでに受講されたことの
ある方はリピータ割引として 3,000 円引きで受講で
きます．
また，人間作業モデル 1 日講習会も開催されます．
1 日講習会は基礎コースとして評価法編とアドバン

スコースとして治療編があります．通常は基礎・評

教授)の予定です．参加費は会員 5,000 円，非会員

価法編からアドバンス・治療編の順序で受講するこ

7,000 円，学生 4,500 円です．

とをおすすめしますが，そうでなくとも受講できま

＜北海道・北見・後援＞

す．受講料は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生

地域医療支援病院北見赤十字病院(北見市北 6 条東 2

4,500 円です．なお，値引きをしましたので，リピ

丁目 1)で開催する予定の北海道作業療法士会網走

ータ割引はなくなりました．

支部主催の人間作業モデル講習会を後援します。講

7 月 7 日(土)～8 日(日)に，

人間作業モデル講習会を自分の地域で開催を希望

師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーショ

する方は，研究会事務局までお知らせ下さい．事務

ン学研究科教授)の予定です．詳細は北海道作業療法

局ではお申し出のあった方と関係者と協議して，講

士会網走支部長(北見赤十字病院)田中聡美さんまで

習会の開催を前向きに検討したいと思います．事務

お問い合わせ下さい．

局のメールアドレスは objim@jsrob.org です．

＜北陸・石川・一日講習会＞

7 月 22 日(日)に，人間

4 月 14 日(土)～15 日(日)に，

作業モデル 1 日講習会評評価実習編を金沢脳神経外

人間作業モデル講習会を札幌市の北海道大学医学部

科病院(野々市町郷町 262-2)で開催します．講師は山

＜北海道・札幌市＞

保健学科(札幌市北区北 12 条西 5 丁目)で開催します．

田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研

講師は山田

究科教授))の予定です．参加費は会員 5,000 円，非

孝先生(目白大学大学院リハビリテー

ション学研究科教授)と村田和香先生(北海道大学大

会員 7,000 円，学生 4,500 円です．

学院保健科学研究院教授)の予定です．両日参加の場

＜九州・鹿児島・一日講習会＞

合，会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500

作業モデル 1 日講習会治療法編を鹿児島大学医学部

円，リピータは会員 6,000 円，非会員 8,000 円です．

保健学科(鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1)で開催します．講

4 月 29 日(日)に，人間

師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーショ

作業モデル一日講習会評価法編を香川県高松市の穴

ン学研究科教授))の予定です．参加費は会員 5,000

吹リハビリテーションカレッジ (高松市上天神町

円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円です．

722-1)で開催します．講師は山田孝先生(目白大学大

＜中国・岡山・一日講習会＞

学院リハビリテーション学研究科教授))の予定です．

業モデル 1 日講習会治療編を岡山・地方独立行政法

＜四国・高松・一日講習会＞

8 月 5 日(日)に，
人間

9 月 2 日(日)に，人間作

参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500

人岡山県精神科医療センター(旧・県立岡山病院・岡

円です．

山市北区鹿田本町 3-16)で開催します．講師は山田
5 月 26 日(土)～27 日(日)に，人間

孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究

作業モデル講習会を福岡市の麻生リハビリテーショ

科教授))の予定です．参加費は会員 5,000 円，非会

ン大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で開催します．

員 7,000 円，学生 4,500 円です．

講師は山田

＜中部・愛知・日本作業行動学会一日講習会＞

＜九州・福岡＞

孝先生(目白大学大学院リハビリテー

9 月

ション学研究科教授))と石井良和先生(首都大学東

17 日(月・祝)に，日本作業行動学会第 22 回学術集

京大学院人間健康科学研究科教授)の予定です．両日

会の一部として，人間作業モデル 1 日講習会評価実

参加の場合，会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生

習編を名古屋大学医学部保健学科(〒461-8673

4,500 円，リピータは会員 6,000 円，非会員 8,000

古屋市東区大幸南 1‐1‐20)で開催します．講師は

円です．

山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学

＜東北・山形・一日講習会＞

6 月 3 日(日)に，人間作

名

研究科教授))の予定です．参加費は学術集会ホーム

業モデル 1 日講習会治療法編を山形県立保健医療大

ページをご覧下さい．

学(山形市上柳 260)で開催します．講師は山田孝先

＜中国・鳥取・一日講習会＞

生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教

作業モデル 1 日講習会評価実習編を米子市内で開催

授))の予定です．参加費は会員 5,000 円，非会員

します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリ

7,000 円，学生 4,500 円です．

テーション学研究科教授)の予定です．参加費は会員

＜東北・福島・一日講習会＞

6 月 24 日(日)に，人間

9 月 30 日(日)に，人間

5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円です．

作業モデル 1 日講習会評価法編を郡山健康科学専門

＜関東・東京＞

学校(郡山市図景 2-9-3)で開催します．講師は山田孝

業モデル講習会を専門学校社会医学技術学院(小金

先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科

井市中町 2-22-32)で開催します．講師は山田

10 月 6 日(土)～7 日(日)に，人間作
孝先
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生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教

(北都保健福祉専門学校)の予定です．
「人間作業モデ

授)と鈴木憲雄先生(昭和大学保健医療学部)の予定で

ルにおけるリーズニング演習」の講義があります．

す．両日参加の場合，会員 9,000 円，非会員 11,000

参加費は 1,500 円です．

円，学生 4,500 円，リピータは会員 6,000 円，非会
員 8,000 円です．

4 月 28 日(土)に，第 6 回四国を，香川県の穴吹リ
ハビリテーションカレッジ(高松市上天神町 722-1)

11 月 3 日(土)～4 日(日)に，人間

で，10 時から 17 時まで開催します．講師は山田孝

作業モデル講習会を神奈川県立保健福祉大学(横須

先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科

賀市平成町 1-10-1)で開催します．講師は山田孝先生

教授)，世話人は小林理英先生(国立病院機構善通寺

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)

病院)と谷渕加奈子先生(専門学校穴吹リハビリテー

と笹田哲先生(神奈川県立保健福祉大学准教授)の予

ションカレッジ)の予定で，参加費は 1,500 円です．

定です．両日参加の場合，会員 9,000 円，非会員

5 月 13 日(日)に，第 27 回近畿を，関西学研医療

11,000 円，学生 4,500 円，リピータは会員 6,000 円，

福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで

非会員 8,000 円です．

開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ

＜関東・神奈川＞

11 月 10 日(土)～11 日(日)に，人間

ビリテーション学研究科教授)，世話人大松慶子先生

作業モデル講習会を関西学研医療福祉学院(奈良市

(関西学研医療福祉学院)の予定です．午前 10 時から

右京 1-1-5)で開催します．講師は山田孝先生(目白大

12 時まで講義があり，参加費はいずれも 1,000 円(学

学大学院リハビリテーション学研究科教授)と石井

生 500 円)です．

＜近畿・奈良＞

良和先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科

5 月 20 日(日)に，第 14 回浜松を，浜松市リハビ

教授)の予定です．両日参加の場合，会員 9,000 円，

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時

非会員 11,000 円，学生 4,500 円，リピータは会員

30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

6,000 円，非会員 8,000 円です．

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)

12 月 1 日(土)～2 日(日)に，人間作

の予定で，評価法に関する講義があります．世話人

業モデル講習会を浜松大学保健医療学部(浜松市北

は野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学部)で，参加費

区都田町 1230)で開催します．講師は山田孝先生(目

は 3,000 円(学生 1,500 円)です．

＜中部・静岡＞

白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)と

5 月 27 日(日)に，第 24 回神奈川を，神奈川県立

野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学部講師)の予定で

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30

す．両日参加の場合，会員 9,000 円，非会員 11,000

分から 17 時まで開催します．講師は笹田哲先生(神

円，学生 4,500 円，リピータは会員 6,000 円，非会

奈川県立保健福祉大准教授)です．世話人は笹田哲先

員 8,000 円です．

生で，参加費は 1,500 円です．
5 月 27 日(日)に，第 22 回九州を，麻生リハビリ

人間作業モデル事例検討会が開催されます

テーション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午
前 10 時から午後 4 時まで開催します．講師は山田

4 月 8 日(日)に，第 58 回東京(西部地区)を，専門

孝先生（目白大学大学院リハビリテーション学研究

学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，午

科教授）と石井良和先生(首都大学東京大学院人間健

後 1 時から 5 時の予定で開催します．講師は山田孝

康科学研究科教授)の予定です．午前中は山田孝先生

先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)

教授)で，参加費は 1,500 円です．また，午前 10 時

による講義があります．世話人は青山克美，近藤昭

から，山田先生による MOHOST の講義があります．

彦，安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーション大学

参加費は 3,000 円です．世話人は鈴木憲雄先生(昭和

校)で，参加費は 2,000 円です．

大学保健医療学部)と樗木真実先生(専門学校社会医
学技術学院)です．

6 月 10 日(日)に，第 59 回東京(東部地区)を、首都
大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾久 7-2-10)で開

4 月 22 日(日)に，第 6 回旭川を，北都保健福祉専

催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビ

門学校(旭川市旭神町 3-4)で 10 時から 16 時まで開

リテーション学研究科教授)と石井良和先生(首都大

催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビ

学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，評価法の

リテーション学研究科教授)，世話人は本家寿洋先生

講習会があります．世話人は小林法一先生と川又寛

徳先生(首都大学東京健康福祉学部)で，参加費は

リテーション学研究科教授)と石井良和先生(首都大

1,500 円です．

学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，評価法の

7 月 1 日(日)に，第 60 回東京(西部地区)を，専門

講習会があります．世話人は小林法一先生と川又寛

学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，午

徳先生(首都大学東京健康福祉学部)で，参加費は

後 1 時から 5 時の予定で開催します．講師は山田孝

1,500 円です．

先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科

9 月 23 日(日)に，第 23 回九州を，麻生リハビリ

教授)で，参加費は 1,500 円です．また，午前 10 時

テーション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午

から，山田先生による VQ の講義があります．参加

前 10 時から午後 4 時まで開催します．講師は山田

費は 3,000 円です．世話人は鈴木憲雄先生(昭和大学

孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究

保健医療学部)と樗木真実先生(専門学校社会医学技

科教授)の予定です．午前中は山田先生による講義が

術学院)です，

あります．世話人は青山克美，近藤昭彦，安部剛敏

7 月 14 日(土)に，第 7 回旭川を，北都保健福祉専
門学校(旭川市旭神町 3-4)で 1 時半から 18 時まで開

の各先生(麻生リハビリテーション大学校)で，参加
費は 2,000 円です．

催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビ

10 月 7 日(日)に，第 62 回東京(西部地区)を，専門

リテーション学研究科教授)，世話人は本家寿洋先生

学校社会医学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で，午

(北都保健福祉専門学校)の予定で，参加費は 1,500

後 1 時から 5 時の予定で開催します．講師は鈴木憲

円です．

雄先生(昭和大学保健医療学部)で，参加費は 1,500

8 月 4 日(土)に，第 2 回鹿児島を，鹿児島大学医

円です．また，午前 10 時から，山田孝先生(目白大

学部保健学科(鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1)で開催します．

学大学院リハビリテーション学研究科教授)による

講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーシ

VQ の講義があります．参加費は 3,000 円です．世

ョン学研究科教授)の予定で，山田先生による評価法

話人は鈴木憲雄先生(昭和大学保健医療学部)と樗木

の講義があります．参加費は 1,500 円の予定です．

真実先生(専門学校社会医学技術学院)です．

8 月 12 日(日)に，第 25 回神奈川を，神奈川県立

10 月 20 日(土)に，第 8 回旭川を，北都保健福祉

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30

専門学校(旭川市旭神町 3-4)で 1 時半から 18 時まで

分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生(目

開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ

白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)で，

ビリテーション学研究科教授)，世話人は本家寿洋先

世話人は笹田哲先生(神奈川県立保健福祉大准教授)，

生(北都保健福祉専門学校)の予定で，参加費は 1,500

参加費は 1,500 円です．

円です．

8 月 19 日(日)に，第 28 回近畿を，関西学研医療

10 月 21 日(日)に，第 63 回東京(東部地区)を、首

福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで

都大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾久 7-2-10)で

開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ

開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ

ビリテーション学研究科教授)，世話人大松慶子先生

ビリテーション学研究科教授)と石井良和先生(首都

(関西学研医療福祉学院)の予定です．午前 10 時から

大学東京大学院人間健康科学研究科教授)で，評価法

12 時まで講義があり，参加費はいずれも 1,000 円(学

の講習会があります．世話人は小林法一先生と川又

生 500 円)です．

寛徳先生(首都大学東京健康福祉学部)で，参加費は

8 月 26 日(日)に，第 15 回浜松を，浜松市リハビ

1,500 円です．

リテーション病院(浜松市和合町 1327-1)で，13 時

10 月 28 日(日)に，第 7 回四国を，10 時から 17

30 分から 17 時まで開催します．講師は山田孝先生

時まで開催します．会場は未定です．講師は山田孝

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)

先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科

の予定で，評価法に関する講義があります．世話人

教授)，世話人は小林理英先生(国立病院機構善通寺

は野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学部)で，参加費

病院)の予定で，参加費は 1,500 円です．

は 3,000 円(学生 1,500 円)です．

11 月 4 日(日)に，第 26 回神奈川を，神奈川県立

9 月 9 日(日)に，第 61 回東京(東部地区)を、首都

保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，10 時から

大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾久 7-2-10)で開

17 時まで開催します．講師は山田孝先生(目白大学

催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビ

大学院リハビリテーション学研究科教授)と笹田哲
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先生(神奈川県立保健福祉大准教授)の予定です．午

学大学院リハビリテーション学研究科教授)と野藤

前中は山田先生による評価法の講義があります．世

弘幸先生(浜松大学保健医療学部講師)の予定で，午

話人は笹田哲先生，参加費は 1,500 円です．

前中は山田先生による評価法の講義があります．世

11 月 11 日(日)に，第 29 回近畿を，関西学研医療
福祉学院(奈良市右京 1-1-5)で，13 時から 16 時まで

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

開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ

12 月 16 日(日)に，第 8 回四国を，香川県の穴吹

ビリテーション学研究科教授)と石井良和先生(首都

リハビリテーションカレッジ(高松市上天神町

大学東京大学院人間健康科学研究科教授)，世話人は

722-1)で，10 時から 17 時まで開催します．講師は

大松慶子先生(関西学研医療福祉学院)の予定です．

山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学

午前 10 時から 12 時まで講義があり，参加費はいず

研究科教授)，世話人は小林理英先生(国立病院機構

れも 1,000 円(学生 500 円)です．

善通寺病院)と谷渕加奈子先生(専門学校穴吹リハビ

11 月 25 日(日)に，第 24 回九州を，麻生リハビリ
テーション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午

リテーションカレッジ)の予定で，参加費は 1,500 円
です．

前 10 時から午後 4 時まで開催します．講師は山田
孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究

このほかに，北海道作業行動研究会で MOHO 事

科教授)の予定です．午前中は山田先生による講義が

例検討会を行っています．世話人・講師は村田和香

あります．世話人は青山克美，近藤昭彦，安部剛敏

先生(北海道大学大学院保健科学研究院教授)で，参

の各先生(麻生リハビリテーション大学校)で，参加

加費は 500 円です．参加者は研究会に入会する必要

費は 2,000 円です．

があります(入会金 1,000 円)．日程はホ～ムペ～ジ

12 月 2 日(日)に，第 15 回浜松を，浜松大学保健
医療学部(浜松市北区都田町 1230)で，10 時 30 分か
ら 16 時まで開催します．講師は山田孝先生(目白大

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．

