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会務報告

おしらせ
第 23 回日本作業行動学会学術集会（岡山）のご案内
第 23 回日本作業行動学会学術集会を以下の通りに開催
いたします．わが国の Occupation-Based Practice を力強
く推進するためのプログラムを企画しておりますので，ふる
ってご参加ください．
日程：2013（平成 25）年 9 月 14 日（土），15 日（日），一日
評価法講習会；9 月 16 日（月・祝）
会場：学術集会:岡山国際交流センター（岡山市北区奉還
町2-2-1），一日評価法講習会；岡山県精神科医療セン
ター（岡山市北区鹿田本町 3-16）
役員：
大会長：小林 隆司（吉備国際大学保健医療福祉学部・
教授）
副大会長：八杉 基氏(岡山県精神科医療センターリハビ
リテーション部長)
実行委員長：籔脇 健司（吉備国際大学保健医療福祉学
部・准教授）
学会テーマ：わが国の OBP 最前線（The Forefront of
Occupation-Based Practice in Japan）
プログラム概要：
学術集会
9 月 14 日（土）
12：00～13：00 参加・演題受付
13：00～13：10 開会式
13：10～14：10 大会長講演
14：20～15：50 シンポジウム（OBP 実践）
16：00～17：00 一般演題発表（ポスター）
17：15～17：00 総会
18：00～20：00 ナイトセミナー
会場：ピュアリティまきび（岡山市北区下石井 2-6-41）
9 月 15 日（日）
8：50 参加・演題受付
9：20 公開事例検討会
11：00 一般演題発表（口述①）／初学者向け企画
13：20 一般演題発表（口述②）
14：30 シンポジウム（OBP 研究）
16：00 閉会式
一日評価法講習会 9 月 16 日（月・祝）

9:00〜12:00 講習会
13:00〜16:00 講習会（続き）
16:30〜18:30 懇親会
参加申込： 第 23 回日本作業行動学会学術集会のホーム
ページ（http://jobc2013.kenkyuukai.jp/）を確認してお
申し込みください（5/2 修正）．
演題募集： 応募期間；2013 年 6 月 3 日（月）～8 月 15 日
（木）． 発表形式；一般演題（口述・ポスター），公開事
例検討．
申込方法；詳しくは第23 回日本作業行動学会公式ホーム
ページ（http://jobc2013.kenkyuukai.jp/event/）で確
認してください（5/2 修正）．
問い合わせ先：
第 23 回日本作業行動学会学術集会実行委員長
籔脇 健司
吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科
TEL；0866-22-4044（学科代表）
E-mail；jobc2013@jsrob.org
人間作業モデル講習会が開催されました
＜関東・東京一日講習会＞ 2012 年 12 月 23 日(日)に，
人間作業モデル 1 日講習会評価実習編を東京・首都大学
東京(荒川区東尾久 7-2-10)で開催しました．参加者は 47
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 5,000 円，非会
員 7,000 円，学生 4,500 円でした．
＜東北・山形一日講習会＞ 2013 年 1 月 27 日(日)に，人
間作業モデル 1 日講習会評価実習編を山形県立保健医療
大学(山形市上柳 260)で開催しました．参加者は 36 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 5,000 円，非会員
7,000 円，学生 4,500 円でした．
＜関東・東京一日講習会＞ 2013 年 2 月 10 日(日)に，人
間作業モデル 1 日講習会評価法編を東京・首都大学東京
(荒川区東尾久 7-2-10)で開催しました．参加者は 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 5,000 円，非会員
7,000 円，学生 4,500 円でした．

＜関西・大阪・講習会＞ 2013 年 3 月 2 日(土)・3 日(日)
に，人間作業モデル講習会を大阪リハビリテーション大
学()で開催しました．参加者は 66 名(会員 4 名，非会員
58 名，学生 4 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)と野藤弘幸先生
(浜松大学保健医療学部講師)で，
参加費は会員 9,000 円，
非会員 11,000 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
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 時まで開催しました．参加者は 6 名，学生 13
名，合計 19 名でした．発表者は小林真由美先生（倉敷
紀念病院．演題名「とにかくトイレは 1 人で何とかした
い」
）と渡邊麻弥先生（広島：医療法人ハートフルあまの
クリニック．演題名「在宅生活の楽しみを失っている症
例がデイケアでの楽しみを見つけることができたかかわ
りについて」
）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，午前中には興味
チェックリスト，役割チェックリスト，作業質問紙の使
用法の講義がありました．世話人は谷渕加奈子先生(専門
学校穴吹リハビリテーションカレッジ)で，参加費は
1,500 円でした．なお，今回をもって四国事例検討会は
中止になりました．長い間，有り難うございました．
2013 年 1 月 13 日(日)に，第 64 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)で実
施する予定でしたが，参加者が少数のため，中止になり
ました．
1 月 1 月 20 日(土)に，第 8 回旭川を，社会福祉法人北
海道療育園会議室(旭川市春光台 4 条 10 丁目)で 10 時半
から 12 時半まで開催しました．参加者は 20 名，学生 3
名の 23 名でした．発表者は向井奈生先生（真栄病院．
演題名「興味ある活動から全体像への理解を深めること
ができた事例」
）と島影志保先生（ふらの西病院．演題名
「高齢者版余暇活動の楽しさ評価法を行ったことで作業
同一性が再構築された事例」
）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，
午後に作業遂行歴面接・改定版(OPHI-II)の講義がありま
した．世話人は本家寿洋先生(北都保健福祉専門学校)，
参加費は 1,500 円でした．
2 月 17 日(日)に，第 30 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
した．参加者は 19 名と学生 2 名でした．発表者は吉田
篤史先生（医療法人大植会葛城病院．演題名「信頼関係
の構築に難渋した１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，近畿
事例検討会 30 回を記念して「65 歳大学：予防的作業療
法への挑戦」の講演がありました．世話人は大松慶子先
生(関西学研医療福祉学院)で，参加費は 1,000 円(学生
500 円)です．
2 月 23 日(土)に，第 1 回岐阜を岐阜・平成医療専門学
校(岐阜市黒野182)で13 時から17 時まで開催しました．
参加者は 8 名でした．発表者は後藤元久先生（JA 岐阜
厚生連西美濃病院．演題名「MOHO 評価を通して習慣
化が改善した事例」
）と杉原里佳先生（岩砂病院．演題名
「
『卵焼き』が自信につながり，生活に目が向き始めた高
齢者）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、興味チェックリストの講
義がありました．世話人は永井貴士先生（平成医療専門
学校）で，参加費は会員 1,500 円でした．
2 月 24 日(日)に，第 16 回浜松を，浜松大学保健医療
学部(浜松市北区都田町 1230)で，1 時から 16 時まで開
催しました．参加者は 15 名でした．発表者は四十住ふ
み先生（浜松市リハビリテーション病院．演題名「役割
再獲得に基づいた作業提供により自発性が向上し，解除
量軽減が図れた事例」
）と鹿田将隆先生（社会福祉法人公
友会デイサービスセンターしあわせ．演題名「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，
「MPHO の 10 の概念」の講義が
ありました．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)でした．
3 月 10 日(日)に，第 64 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 1 時半から
4 時まで開催しました．参加者は 18 名と学生 6 名の 24
名でした．発表者は佐藤早紀希望生（国際聖路加病院．
演題名「がん終末期の母への作業療法が娘のグリーフケ
アにつながった事例」
）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)と石井良
和先生(首都大学東京大学院人間健康(首都大学東京大学
院人間健康科学研究科作業療法科学域)で，石井先生によ
る「作業選択とナラティブ」のミニレクチャーがありま
した．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．
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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
5,000 円，非会員 7,000 円，学生 4,500 です．なお，値
引きをしましたので，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，学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．
＜北海道・札幌・講習会＞4 月 13 日(土)～14 日(日)に，人
間作業モデル講習会を札幌市の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．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)と村田和香先生(北海道大学大学院保健科学研究
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．
＜中部・岐阜・一日講習会＞4 月 21 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・治療法編を岐阜市の平成医療専門学校
(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・院
生 4,500 円の予定です．
＜九州・福岡・講習会＞5 月 25 日(土)～26 日(日)に，人間
作業モデル講習会を福岡市の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)と青山克美先生(麻生リハビリテーション大学校)
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．
＜東北・福島・一日講習会＞ 6 月 2 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．
＜東北・山形一日講習会＞ 6 月 23 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価法編を山形県立保健医療大学(山
形市上柳 260)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．

＜中国・岡山・一日講習会＞ 7 月 7 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価実習編を岡山・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．
＜北陸・石川・一日講習会＞ 7 月 28 日(日)に，人間作業
モデル 1 日講習会評価法編を金沢脳神経外科病院(野々
市町郷町 262-2)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．
＜九州・鹿児島・一日講習会＞ 8 月 4 日(日)に，人間作
業モデル 1 日講習会評価実習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．
＜北海道・札幌・一日講習会＞ 8 月 25 日(日)に，人間作
業モデル 1 日講習会評価実習編を札幌市内(場所は未定)
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．

人間作業モデル事例検討会を開催します
3 月 24 日(日)，第 26 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，午後 1 時から
午後 6 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
業モデルの研究に関する講義があります．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．
4 月 7 日(日)に，第 1 回岡山を，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，
午後 1 時から開催します．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，世話人は八
杉 基先生(岡山県精神科医療センターリハビリテーション
部長)，参加費は 1,500 円です．
4 月 20 日(土)に，第 2 回岐阜を岐阜・平成医療専門学
校(岐阜市黒野 182)で午後 1 時から 6 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．参加費は会員 1,5000 円の予
定です．
4 月 28 日(日)に，第 65 回東京(西部地区)を、午後 1

時から 6 時まで，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 6 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，評価法のミニレクチャーがあります．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，参加費は 1,500 円で
す．
5 月 12 日(日)に，第 17 回浜松を，浜松大学保健医療
学部(浜松市北区都田町 1230)で，午後 1 時から 5 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，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．
5 月 19 日(日)に，第 31 回近畿を，関西学研医療福祉
学院(奈良市右京 1-1-5)で，午後 1 時から 5 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．参加費はいずれも 1,000 円(学
生 500 円)です．
6 月 9 日(日)に，第 66 回東京(西部地区)を、午後 1 時
から 6 時まで，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)で，評価法の講習会
があります．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，参加
費は 1,500 円です．
6 月 15 日(土)に，第 9 回旭川を，社会福祉法人北海道
療育園会議室(旭川市春光台 4 条 10 丁目)で，午後 1 時半
から 5 時半まで開催します．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，世話人は本
家寿洋先生(北都保健福祉専門学校)，参加費は 1,500 円
です．
7 月 6 日(土)に，第 2 回岡山を，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，
午後 1 時から 6 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
人は八杉 基先生(岡山県精神科医療センターリハビリテー
ション部長)，参加費は 1,500 円です．
7 月 21 日(日)，第 27 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，午後 1 時から
午後 6 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，ミニレ

クチャーがあります．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．
8 月 3 日(土)に，第 3 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，午後 1 時半から 6
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．世話人は岩
瀬義昭先生(鹿児島大学大学院医学系研究科)，参加費は
1,500 円の予定です．
8 月 17 日(土)に，第 2 回岐阜を岐阜・平成医療専門学
校(岐阜市黒野 182)で，午後(時間未定)に開催します．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 1,5000 円の予定
です．
8 月 18 日(日)に，第 18 回浜松を，浜松大学保健医療
学部(浜松市北区都田町 1230)で，午後 1 時から 5 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，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．
8 月 24 日(土)に，第 10 回旭川を，社会福祉法人北海
道療育園会議室(旭川市春光台4 条10 丁目)で午後1 時半
から 5 時半まで開催します．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，世話人は本
家寿洋先生(北都保健福祉専門学校)，参加費は 1,500 円
です．
8 月 31 日(土)に，第 31 回近畿を，関西学研医療福祉
学院(奈良市右京 1-1-5)で，午後(時間未定)に開催します．
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．
参加費はいずれも 1,000 円(学生 500
円)です．
このほかに，東京東部地区，神奈川地区でも事例検討
会を開催しています．また，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．

