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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 の Kirsty
Forsyth 教授の予定です．なお，17 日(月・祝)には，学
術集会の一環として，1 日評価法講習会評価実習編が山
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)を講師にして実施される予定です．

第 22 回日本作業行動学会学術集会（名古屋）の
ご案内
第 22 回日本作業行動学会学術集会を以下の通りに実施
します．
学術集会
日程：2012（平成 24）年 9 月 15 日（土）から 16 日（日）．
ナイトセミナーも
場所:名古屋大学医学部保健学科（大幸キャンパス） 東
館 4 階大講義室（名古屋市東区大幸南 1-1-20）
一日評価法講習会
日程：2012（平成 24）年 9 月 17 日（月・祝）
場所:愛知医療学院短期大学（愛知県清須市一場 519）
役員：
大会長：原 和子（愛知医療学院短期大学リハビリテーシ
ョン学科作業療法学専攻教授）
副大会長：美和千尋（愛知医療学院短期大学リハビリテ
ーション学科作業療法学専攻教授）
実行委員長：横山 剛（愛知医療学院短期大学リハビリテ
ーション学科作業療法学専攻）
学会テーマ：作業療法の Professionalism
プログラム：
学術集会 9 月 15 日（土）
12:00 受付開始

12:30 開会式（雑奏団による演奏）
13:00 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～（Dr.
Kirsty Forsyth 教授・Queen Margaret Univ.）（邦文に
よる解説をつける予定です）
14:40 公開事例検討会 I
15:30 演題発表Ⅰ
16:35 総会
17:20 終了
17:30 終了後，ナイトセミナー
9 月 16 日（日）
8:30 開場
9:00 演題発表Ⅱ
10:40 演題発表Ⅲ
12:10 昼食
13:10 演題発表Ⅳ
14:40 公開事例検討会 II
15:30 閉会式
15:40 終了
一日評価法講習会 9 月 17 日（月・祝）
8:00 開場
9:00 講習会
12:00 昼食
13:00 講習会
16:３0 終了
終了後，懇親会
18:30 懇親会終了
参加費：
事前申込；会員 4,000 円，非会員；6,000 円
当日申込；会員 5,000 円，非会員；7,000 円
学生；2,000 円，ナイトセミナー 一律 3,000 円
一日評価法講習会参加費：
会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円（ただし学
術集会参加者は会員・非会員・学生全て 2,000 円で受講
できます．）
大会事務局：
（株）エルゴ（担当；岩崎）
452-0931 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
＜東北・福島・一日講習会＞ 6 月 24 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価法編を郡山健康科学専門学校(郡
山市図景 2-9-3)で開催しました．参加者は会員 3 名，非
会員 39 名，合計 42 名でした．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)で，参加費
は会員 6,000 円，
非会員 8,000 円，
学生 4,500 円でした．
原発と大震災の被災地福島の作業療法士支援ということ
で，本やマニュアルが特価で販売されました．
＜北海道・北見・後援＞ 7 月 7 日(土)～8 日(日)に，地域
医療支援病院北見赤十字病院(北見市北 6 条東 2 丁目 1)
で開催された北海道作業療法士会網走支部主催の人間作
業モデル講習会を後援しました。参加者は 20 名でした．
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)でした．世話人は北海道作業療法士会網走
支部長(北見赤十字病院)の田中聡美さんでした．
＜北陸・石川・一日講習会＞ 7 月 22 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価実習編を金沢脳神経外科病院
(野々市町郷町 262-2)で開催しました．参加者は会員 6
名，非会員 11 名，学生 4 名の合計 21 名でした．この講
習会の主な内容は OSA，MOHOST，VQ，ACIS など
の評価法の VTR などを見て評点をつけることと，自分
の事例を MOHO のリーズニングに記載して考えてもら
う演習をすることでした．
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)で，参加費は会員
6,000 円，非会員 8,000 円，学生 4,500 円でした．
＜九州・沖縄・一日講習会＞ 7 月 29 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会治療法編を琉球リハビリテーション学
院で開催しました．参加者は会員 2 名，非会員 14 名，
学生 4 名の合計 20 名で，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でした．参加費は
会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円でした．
＜九州・鹿児島・一日講習会＞ 8 月 5 日(日)に，人間作
業モデル 1 日講習会治療法編を鹿児島大学医学部保健学
科(鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1)で開催しました．参加者は会
員 7 名，非会員 24 名，合計 31 名でした．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)
の予定でした．
参加費は会員 6,000 円，
非会員 8,000 円，
学生 4,500 円でした．
人間作業モデル事例検討会が開催されました
7 月 1 日(日)に，第 60 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 4 時のまで開催しました．参加者は 15 名でした．発
表者は落合克典先生(河北リハビリテーション病院．演題
名「脳外傷により役割を喪失した 1 症例～OSA-II を用
いて」)でした．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)で，参加費は 1,500 円でし
た．また，午前 10 時から，山田先生による「人間作業
モデルリーズニング表の使用」の講義がありました．参
加者は 20 名で，参加費は 3,000 円でした．世話人は鈴
木憲雄先生(昭和大学保健医療学部)と樗木真実先生(専門
学校社会医学技術学院)でした，
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 時まで開催しまし
た．参加者は 16 名と学生 4 名の 20 名でした．発表者は
國安法行先生（北海道療育園．演題名「訓練に拒否的な
利用者に対してどう関わるべきか」
）と日谷正希先生（北
見赤十字病院．
「強くふさぎこんだ高齢女性に対し，
『高
齢者における余暇作業の楽しさ評価法』
を実施した結果，
自己の想いを語り，作業選択が可能になった事例）でし
た．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)で，
「人間作業モデルリーズニング表の
使用」
，世話人は本家寿洋先生(北都保健福祉専門学校)で，
参加費は 1,500 円でした．
7 月 28 日(土)に，第 5 回沖縄特別を，琉球リハビリテ
ーション学院で 1 時半から 17 時まで開催しました．参
加者は 10 名と学生 6 名で計 16 名でした．発表者は植村
英先生(琉球リハビリテーション学院学生．演題名「通所
介護施設事例に対する作業療法」)，平良和佳子先生（ち
ゅうざん病院．演題名「語りと意味のある作業を通し意
志が変化した事例」
）
，
新里安加利先生
（ちゅうざん病院．
演題名「回復期リハ病棟事例に対する MOHO による介
入によって活動参加に変化がみられた事例」
）の 3 名で
した．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) で「人間作業モデルリーズニング表
の使用」の講義がありました．世話人は田原先生(琉球リ
ハビリテーション学院)で，参加費は 1,500 円でした．
8 月 4 日(土)に，第 2 回鹿児島を，鹿児島大学医学部
保健学科(鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1)で開催しました．参加
者は 10 名でした．発表者は北原光一朗先生(厚地リハビ
リテーション病院．演題名「役割の変化が有能感に変化
をもたらした事例」)，瀬戸山寛先生（医療法人尚人会阿
多病院．演題名「地域移行支援特別事業の対象者に
MOHO を用いた事例」
）
，新川正二先生（大勝病院．演
題名「
『お尻が痛いから横にならせて』と 4 年間寝たき
り生活を送っている患者に対するMOH アプローチの実
践」
）の 3 名でした．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)でした．世話人は岩瀬
義明先生(鹿児島大学医学部保健学科)で，参加費は 1,500
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円でした．
人間作業モデル講習会を開催します
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学会事務局に申し込ん
で下さい．受講料は会員 9,000 円，非会員 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編とアドバンスコース
として治療編，そして，OSA，MOHOST，VQ，ACIS
などの評価法の VTR などを見て学習する評価実習編が
あります．通常は基礎・評価法編からアドバンス・治療
編の順序で受講することをおすすめしますが，そうでな
くとも受講できます．受講料は会員 6,000 円，非会員
8,000 円，学生 4,500 円です．なお，リピータ割引はな
くなりました．
人間作業モデル講習会を自分の地域で開催を希望す
る方は，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．事務局のメールアド
レスは objim@jsrob.org です．
＜中国・岡山・一日講習会＞ 9 月 2 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会治療編を岡山・地方独立行政法人岡山
県精神科医療センター(岡山市北区鹿田本町 3-16)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
ション学研究科教授)の予定です．参加費は会員 5,000 円，
非会員 7,000 円，学生 4,500 円です．
＜中部・岐阜・一日講習会＞ 9 月 8 日(土)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価編を岐阜・平成医療専門学校(岐阜
市黒野 182)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科教授)の予定です．参
加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円で
す．
＜中部・愛知・日本作業行動学会一日講習会＞ 9 月 17
日(月・祝)に，日本作業行動学会第 22 回学術集会の一部
として，人間作業モデル 1 日講習会評価実習編を名古屋
大学医学部保健学科(〒461-8673 名古屋市東区大幸南
1‐1‐20)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科教授)の予定です．参加
費は学術集会のページをご覧下さい．
＜中国・鳥取・一日講習会＞ 9 月 30 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価実習編を米子市内で開催します．
講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション
学研究科教授)の予定です．参加費は会員 5,000 円，非会
員 7,000 円，学生 4,500 円です．

＜関東・東京＞ 10 月 6 日(土)～7 日(日)に，人間作業モ
デル講習会を専門学校社会医学技術学院(小金井市中町
2-22-32)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科教授)と鈴木憲雄先生
(昭和大学保健医療学部)の予定です．両日参加の場合，
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 円です．
＜関東・神奈川＞ 11 月 3 日(土)～4 日(日)に，人間作業
モデル講習会を神奈川県立保健福祉大学(横須賀市平成
町 1-10-1)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科教授)と笹田哲先生(神
奈川県立保健福祉大学准教授)の予定です．
両日参加の場
合，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 円です．
＜近畿・奈良＞ 11 月 10 日(土)～11 日(日)に，人間作業
モデル講習会を関西学研医療福祉学院(奈良市右京
1-1-5)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科教授)と石井良和先生(秋田
大学大学院医学研究院教授)の予定です．
両日参加の場合，
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 円です．
＜九州・熊本・一日講習会＞11 月 24 日(土)に，人間作業
モデル一日講習会・評価編を熊本保健科学大学(861－
講師は山田 孝
5598 熊本市和泉町 325)で開催します．
先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科)の予
定です．参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生
4,500 円です．
＜中部・静岡＞ 12 月 1 日(土)～2 日(日)に，人間作業モ
デル講習会を浜松大学保健医療学部(浜松市北区都田町
1230)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科教授)と野藤弘幸先生(浜松
大学保健医療学部講師)の予定です．両日参加の場合，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 円です．
人間作業モデル事例検討会が開催されます
8 月 12 日(日)に，第 25 回神奈川を，神奈川県立保健
福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，13 時 30 分から 17
時まで開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リ
ハビリテーション学研究科教授)で，世話人は笹田哲先生
(神奈川県立保健福祉大准教授)，
参加費は1,500 円です．
8 月 19 日(日)に，第 28 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(関西学研医療福
祉学院)の予定です．午前 10 時から 12 時まで講義があ

り，参加費はいずれも 1,000 円(学生 500 円)です．
8 月 26 日(日)に，第 15 回浜松を，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 分から
17 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科教授)の予定で，人間作業
モデルスクリーニングツール(MOHOST)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，参加費は 3,000 円(学生 1,500 円)です．
9 月 9 日(日)に，第 61 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)と石井良和先生(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 1,500 円です．
9 月 23 日(日)に，第 23 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科教授)の予定です．
午前中は山田先生による「リーズニング表の使い方と演
習」の講義があります．世話人は青山克美，近藤昭彦，
安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーション大学校)で，
参加費は 2,000 円です．
10 月 7 日(日)に，第 62 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す．講師は鈴木憲雄先生(昭和大
学保健医療学部)で，参加費は 1,500 円です．また，午前
10 時から，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)による意思質問紙(VQ)の講義があり
ます．参加費は 3,000 円です．世話人は鈴木憲雄先生(昭
和大学保健医療学部)と樗木真実先生(専門学校社会医学
技術学院)です，
10 月 20 日(土)に，第 8 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)，世話人は本家寿洋先生(北都保健福祉
専門学校)の予定で，参加費は 1,500 円です．
10 月 28 日(日)に，第 7 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)で，10
時から 17 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科教授)，世話人は小
林理英先生(国立病院機構善通寺病院)と谷渕加奈子先生
(専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ)の予定で，
参加費は 1,500 円です．
11 月 4 日(日)に，第 26 回神奈川を，神奈川県立保健
福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，10 時から 17 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科教授)と笹田哲先生(神奈川県立保
健福祉大准教授)の予定です．午前中は山田先生による評
価法の講義があります．世話人は笹田哲先生，参加費は
1,500 円です．
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)で開催します．講師は午前 10 時
からの講義は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテー
ション学研究科教授)，午後の事例検討は石井良和先生
(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)，世話人
は大松慶子先生(関西学研医療福祉学院)の予定です．参
加費は午前午後のいずれも 1,000 円(学生 500 円)です．
11 月 18 日(日)に，第 63 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)と石井良和先生(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 1,500 円です．
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科教授)の予定です．
午前中は山田先生による講義があります．世話人は青山
克美，近藤昭彦，安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーシ
ョン大学校)で，参加費は 2,000 円です．
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(目白大学大学院リハ
ビリテーション学研究科教授)と野藤弘幸先生(浜松大学
保健医療学部講師)の予定で，午前中は山田先生による評
価法の講義があります．世話人は野藤弘幸先生(浜松大学
保健医療学部)で，
参加費は3,000円(学生1,500円)です．
12 月 16 日(日)に，第 8 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)で，10
時から 17 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科教授)，世話人は小
林理英先生(国立病院機構善通寺病院)と谷渕加奈子先生
(専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ)の予定で，
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・講師は村田和香先生(北海
道大学大学院保健科学研究院教授)で，参加費は 500 円
です．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～ムペ～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．

