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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）
会場：岡山国際交流センター（岡山市北区奉還町 2-2-1）
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 基史（岡山県精神科医療センター・総合リ
ハビリ部・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）
シンポジウム I OBP のフロンティア
司会：籔脇 健司（吉備国際大学）
シンポジスト：藤本 一博（茅ヶ崎新北陵病院）
澤田 辰徳（イムズ板橋リハビリテーション病
院）
宮崎 宏興（特定非営利活動法人いねいぶ
る）
シンポジウム II OBP のイノベーション
司会：京極 真（吉備国際大学）
シンポジスト：谷村 厚子（首都大学東京）
友利幸之介（神奈川県立保健福祉大学）
今井 忠則（群馬大学大学院）
初学者向け企画 作業行動・人間作業モデル入門
講師：南 征吾（関西学研医療福祉学院）
プログラム概要：
学術集会
9 月 14 日（土）
11：30～12：30 参加・演題受付
12：30～12：40 開会式
12：40～13：40 大会長講演（作業行動の発展と OBP）
13：50～15：20 シンポジウム I
15：30～16：30 一般演題発表（ポスター）

16：45～17：30 総会
18：30～20：30 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～ 9：20 参加・演題受付
9：20～10：50 公開事例検討会
11：00～12：30 一般演題発表（口述①）初学者向け企画
13：20～14：20 一般演題発表（口述②）
14：30～16：00 シンポジウム II
16：00～16：10 閉会式
参加費：
事前申込：会員 6,000 円，非会員 7,000 円
当日申込：会員 7,000 円，非会員 8,000 円，学生 2,000
円
ナイトセミナー4,000 円
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．
演題募集：
1）応募資格
(1)会員は応募資格があります．
(2)作業療法士以外の職種は，大会長の承認を得て演
題を応募することができます．
2）応募受付期間（オンライン登録）
(1)募集受付期間は 2013 年 6 月 3 日（月）～8 月 15
日（木）正午までです（〆切厳守）．
(2)演題登録は，全てオンライン登録です．
(3)演題応募は第 23 回日本作業行動学会公式ホーム
ページ（http://jobc2013.kenkyuukai.jp/event/）で
行ってください．
3)募内容と発表形式
(1)一般演題（口述発表）…募集演題数は 18 演題程度
です．発表時間 7 分＋質疑応答 3 分（予定）
(2)一般演題（ポスター発表）…募集演題数は 30 演題
程度です．時間内に演者が随時対応する形式で
す．
(3)公開事例検討…募集演題は 3 演題程度です．発表
時間は1演題あたり30分程度（症例報告，質疑応答，
フィードバック）です．

4)演題に関わる倫理事項
演題，公開事例検討演題はともに倫理に最大限配慮
してください．
5)演題投稿規定
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．
6）演題採否の結果
最終的な「演題採択結果の通知」は，募集締め切り後
の翌年 8 月下旬までに，学会側より発表日時を記載した
電子メールにて送信いたします．受理された演題は，作
業行動研究（2013 年 9 月発行予定）に掲載されます．ま
た，ユーザーページの「処理状況確認」からも採択結果
を見ることができます．
人間作業モデル一日講習会
日程：2013（平成 25）年 9 月 16 日（月・祝）
会場：岡山県精神科医療センター（岡山市北区鹿田本町
3-16）
講師: 石井良和先生(日本作業行動学会事務局長．首都
大学東京健康福祉学部・教授(8/28 修正)
時間： 9:00〜12:00 講習会
13:00〜17:00 講習会（続き）
17:30〜19:30 懇親会
講習会参加費：
会員 5,000 円，非会員 6,000 円，学生 4,000 円
（学術集会参加者は会員・非会員・学生全て 2,000 円）
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

会員とも 7 名，
合計 60 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)と村田
和香先生(北海道大学大学院保健科学研究院教授)でした．
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
でした．
＜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)で開催しました．参加者は会員 2 名，
非会員 18 名，学生 3 名，合計 23 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)，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生・院
生 4,500 円でした．
＜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)で開催しました．参加者
は会員 9 名，非会員 30 名，リピータは会員 1 名，非会
員 2 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)と青山克美
先生(麻生リハビリテーション大学校)で，参加費は，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
した．
＜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)で開催しました．参加者は会員 3 名，非
会員 52 名，学生 1 名，合計 56 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．

研究助成金の募集

3 月 24 日(日)，第 25 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 時まで開催しました．
参加者は42 名，
学生13 名，
合計 55 名でした．発表者は西野朱美先生（萩病院．演
題名「退院後の家庭内役割に自信がもてない A 氏への介
入計画」
）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，人間作業モデルに基
づく研究のミニレクチャーがありました．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 円でした．
4 月 7 日(日)に，第 1 回中四国を，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 時から開催しました．参加者は 29 名でした．発

本年度の研究助成金を公募します．応募用紙などはホ
ームページをご覧下さい．締め切りは 8 月 31 日です．
奮って応募下さい．
人間作業モデル講習会が開催されました
＜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)で開催しまし．参加者は
会員 2 名，非会員 43 名，学生 1 名，リピータは会員,非

人間作業モデル事例検討会が開催されました
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表者は南庄一郎先生(国立病院機構鳥取医療センター．
「保護室からの行動拡大を試みた統合失調症患者の関わ
り」)，高岡 崇先生(国立病院機構鳥取医療センター．
「新
たな習慣を獲得することによって精神症状の改善をもた
らした事例」)，川上孝行先生(医療法人こまくさ会河口
医院．
「長期間の引きこもり生活から再び働くことを意識
できるようになった男性との協業過程」)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，
「MOHO のリーズニング表と基本概論」の
ミニレクチャーがありました．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)で，参加
費は 1,500 円でした．
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 時まで開催する
予定でしたが，
参加者少数のため開催を取りやめました．
4 月 28 日(日)に，第 65 回東京(西部地区)を、午後 1
時から 5 時まで，専門学校社会医学技術学院(小金井市中
町 2-22-32)で開催しました．参加者は 20 名と学生 12 名
の 32 名でした．発表者は杉長 彬先生(久喜すずの木病
院訪問看護ステーションハートステーション．
「音符が読
めるようになりたい!!～10 年間の引きこもりがちな生活
を送ってきた統合失調症男性への訪問作業療法」)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，MOHOST のミニレクチャーがありま
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，参加費は
1,500 円でした．
5 月 12 日(日)に，第 17 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，午後 1 時から 5
時まで開催する予定でしたが，参加者少数のため開催を
取りやめました，
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
ました．発表者は銀山雅也先生(奈良・五条山病院デイケ
アセンター．
「OSA-II により自己評価を再認識し作業を
積み上げ役割獲得につながった事例」)と北林直人先生
(医療法人宝持会池田病院．
「人間作業モデルを適用した
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，MOHOST の実施に関
するミニレクチャーがありました．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 1,500 円(学生
500 円)でした．
6 月 9 日(日)に，第 66 回東京(西部地区)を、午後 2 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)で開催しました．参加者は 14 名，学生 2 名，合
計 16 名でした．発表者は矢谷観輝恵先生(目白大学大学

院リハビリテーション学研究科．
「ナラティブからアプロ
ーチした遂行能力中心に展開した１症例」)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，OSAII の講習会がありました．世話人は
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．
＜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．
＜近畿・神戸・講習会＞9 月 21 日(土)～22 日(日)に，人間
作業モデル講習会を神戸市の兵庫医療大学リハビリテー
ション学部(神戸市中央区港島 1-3-6)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 3 日(日)に，人間作業モ
デル一日講習会評価実習編を熊本保健科学大学(861－
5598 熊本市和泉町 325)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 3,500 円です．
＜関東・神奈川＞ 11 月 16 日(土)～17 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．
＜東北・山形一日講習会＞ 11 月 24 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・一日講習会＞12 月 15 日(日)に, 人間作業
モデル 1 日講習会・評価法治療編を東京都荒川区の首都
大学東京荒川キャンパス(荒川区東尾区 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)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 円です．
＜東北・山形一日講習会＞ 2014 年 1 月 24 日(日)に，人
間作業モデル 1 日講習会評価治療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．
＜関東・東京＞ 2014 年 2 月 15 日(土)～16 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．
＜関西・大阪・講習会＞ 2014 年 3 月 1 日(土)～2 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(大阪市北区天満 1-17-3)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)
と野藤弘幸先生(浜松大学保健医療学部講師)の予定です．
参加費は会員 9,000 円，非会員 11,000 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
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 回中四国を，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，夕方(時間未定)に開催します．講

Jun. 2013

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 1,500 円の予定で
す．
8 月 18 日(日)に，第 17 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，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，ミニレクチャ
ーがあります．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，ミニレク
チャーがあります．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 25 日(日)に，第 27 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，1 時から 16 時まで
開催します．講師は笹田 哲先生(神奈川県立保健福祉大
学准教授)の予定で，ミニレクチャーがあります．世話人
は笹田 哲先生，参加費は 1,500 円です．
8 月 31 日(土)に，第 32 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 17 時から 20 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) でミニレクチャーがあります．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．
9 月 1 日(日)に，第 67 回東京(西部地区)を、午後 2 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)の予定で，ミニレク
チャーがあります．世話人は樗木真実先生(専門学校社会
医学技術学院)で，参加費は 1,500 円です．
9 月 29 日(日)，第 28 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．
10 月 12 日(土)に，第 3 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 1,500 円の予定
です．
10 月 26 日(土)に，第 1 回大阪を大阪リハビリテーシ

ョン大学(大阪市北区天満 1-17-3)で，午後 2 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，ミニレクチャー
があります．参加費は会員 1,500 円の予定です．
10 月 27 日(日)に，第 3 回中四国を，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，
ミニレクチャーがあります．世話人は八杉基史先生(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．
11 月 10 日(日)に，第 33 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) でミニレクチャーがあります．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．
11 月 17 日(日)に，第 28 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，1 時から 16 時まで
開催します．講師は笹田 哲先生(神奈川県立保健福祉大
学准教授)の予定で，ミニレクチャーがあります．世話人
は笹田 哲先生，参加費は 1,500 円です．
12 月 1 日(日)に，第 68 回東京(西部地区)を、午後 2
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)の予定で，ミニレ
クチャーがあります．世話人は樗木真実先生(専門学校社
会医学技術学院)で，参加費は 1,500 円です．
12 月 22 日(日)，第 29 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．
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．

