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会務報告

お知らせ
8 月 31 日(日)
第 24 回日本作業行動学会学術集会(福岡)のご案内

9：00～9：30
9：30～10：30

参加・演題受付
公開事例検討会

第 24 回日本作業行動学会学術集会を以下の通りに開

10：40～12：10 一般演題(口述①)

催致します．作業に基づいたクライエント中心の実践，
家族や他職種との協業を，エビデンスを架け橋にしてさ

教育セミナー
13：10～14：10 一般演題(口述②)

らに推進していく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．

14：20～15：50 シンポジウム
16：00～16：10 閉会式
参加費

日程：2014(平成 26)年 8 月 30 日(土)，31 日(日)
会場：専門学校麻生リハビリテーション大学校
大会長：渡邊 直美
(前・帝京大学福岡医療技術学部教授)
実行委員長：青山 克実
(専門学校麻生リハビリテーション大学校)
学会テーマ：“協業”への架け橋～作業行動とエビデンス
～
特別講演：「研究と実践の包括ケア～その方法論」
講師：津田 彰 氏(久留米大学心理学教室 教授)
司会：渡邊直美(大会長)
シンポジウム：「作業行動とエビデンス～協業を目指し
て」
司会：近藤昭彦(専門学校麻生リハビリテーション大学
校)
シンポジスト
・川又寛徳 氏(介護老人保健施設 楢葉ときわ苑)
・石橋 裕 氏(首都大学東京)
・篠原和也 氏(介護老人保健施設 回生の里)
教育セミナー：「アニメーションで学ぶ人間作業モデルの
概念～作業行動・人間作業モデル入門！」
講師：鈴木 憲雄 氏(昭和大学)
プログラム概要：

両日参加
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

1 日のみ参加
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
ナイトセミナー 5,000 円

参加申込：第24 回日本作業行動学会学術集会のホームペ
ージ(http://jobc.kenkyuukai.jp)を確認してお申込
み下さい。
演題募集：既に締め切りました．
問い合わせ先：第24回日本作業行動学会学術集会実行委
員長 青山克実 (専門学校麻生リハビリテーシ
ョン大学校作業療法学科)
TEL：092-436-9801

E-mail：jobc@jsrob.org

研究助成金の募集
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 25 日です．
奮って応募下さい．

学術集会
8 月 30 日(土)
12：30～13：30 参加・演題受付
13：30～13：40 開会式
13：40～15：10 特別講演

15：20～16：20 一般演題(ポスター)
16：30～17：15 総会
18：30～20：30 ナイトセミナー

会場：ハイアットリージェンシー福岡
「ル・カフェ」

人間作業モデル講習会が開催されました
＜甲信越・山梨・1 日講習会＞7 月 6 日(日)に, 人間作業モ

デル 1 日講習会・評価法の実際編を山梨県立青少年セン
ター(甲府市田町 517)で開催しした．参加者は非会員の
10 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・院生 4,500 円でした．
＜九州・鹿児島・1 日講習会＞7 月 13 日(日)に, 人間作業

モデル 1 日講習会・治療編を鹿児島大学医学部保健学科
(鹿児島市桜ケ丘)で開催しました．参加者は会員 8 名，
非会員 31 名，院生 1 名の合計 40 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・

趣味への活動などの作業機能障害を呈した症例」)と桑澤
将太先生(上伊那生協病院．演題名「自信を持てない症例
との在宅復帰までのかかわり」)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 のリーズニングに関するミニレクチャーが

院生 4,500 円でした．
＜甲信越・長野・1 日講習会＞7 月 20 日(日)に, 人間作業

ありました．世話人は原 敏保先生(上伊那生協病院)で，
参加費は 1,000 円でした．

センター(上伊那郡箕輪町大字中箕輪松島 10291)で開催
しました．参加者は会員 4 名，非会員 14 名，学生 1 名

テーション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午後 2
時から午後 6 時まで開催しました．参加者は 15 名，学

モデル 1 日講習会・評価法の実際編を長野県箕輪町文化

7 月 21 日(月・祝)に，第 32 回九州を，麻生リハビリ

の 19 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，

生 3 名の 18 名でした．発表者は小野邦江先生(医療法人
水の木会萩病院．演題名「認知症高齢者の絵カード評価

＜中国・広島・講習会＞ 7 月 27 日(日)に，人間作業モデ
ル 1 日講習会・評価法の実際編を広島都市学園大学(広島

生(社会医療法人栄光会栄光病院．演題名「意味のある作
業の介入で退院後の生活に自信を取り戻した一例」)でし

非会員 7,000 円，学生・院生 4,500 円でした．

市安佐西区大塚東 3-2-1)で開催しました．参加者は会員
6 名，非会員 32 名，学生 5 名，合計 43 名でした．講師

法を用いた BPSD の軽減を図った事例」)と坂下沙希先

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 のリーズニングのミニレ

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，

クチャーがありました．世話人は青山克美，安部剛敏の
両先生(麻生リハビリテーション大学校)で，参加費は

学生 4,500 円でした．

2,000 円，学生 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
2014 年 7 月 5 日(土)に，第 13 回旭川を旭川市市民活

動交流センター(旭川市宮前通東)で，午後 1 時半から 5

時半まで開催しました．参加者は 12 名で，発表者は佐
藤貴紀さん（森山メモリアル病院．演題名「長期安静で
『何もできない』から『健康を保持して生きていきたい』
との目標が生じた一事例）と小林昭典さん（北海道療育

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．ただし，リ
ピータには配布資料はありませんので，前回の資料をご

園．演題名「居室で座り込んでいる成人脳性麻痺者に対
し、MOHOST を病棟担当者と実施し支援を行った作業

持参下さい．
また，人間作業モデル 1 日講習会も開催されます．1

療法経過」
）でした．世話人は本家寿洋先生(北海道医療

日講習会は基礎コースとして基礎・評価法編，中間コー
スとして評価実習編，そして，アドバンスコースとして

大学)で，参加費は会員 1,500 円，学生 500 円でした．
7 月 12 日(土)に，第 4 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 4 時から 8 時
まで開催しました．参加者は 33 名で，発表者は新川正
二先生(大勝病院．演題名「MOHO 実践により作業機能

障害への陥落の危機から脱出した事例」)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，絵カード評価法のミニレクチャーがありま
した．
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 円でした．
7 月19 日(土)に, 第1 回長野・伊那を長野県箕輪町木下

公民館(上伊那郡箕輪町大字中箕輪 11393)で開催しまし

た．参加者は 14 名で．発表者は原敏保先生(上伊那生協
病院．演題名「腰の痛みにより排泄の失敗や役割の喪失・

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，リピータ割引
はありません．

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．
＜関西・和歌山・1 日講習会＞8 月 17 日(日)に, 人間作業
モデル 1 日講習会・治療編を和歌山市ふれ愛センター(和

歌山市木広町 5 丁目 1-9)で開催します．講師は山田 孝
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先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)

モデル 1 日講習会・治療編を長野県伊那市のかんてんぱ

の予定で，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．

ぱくぬぎの杜小ホール(伊奈市西春近)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

台市青葉区国見 6-45-1)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

＜中四国・岡山・1 日講習会＞10 月26 日(日)に, 人間作業
モデル 1 日講習会・評価法の実際編を岡山県精神科医療

＜東北・宮城・1 日講習会＞8 月 24 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・評価法の実際編を東北文化学園大学(仙

予定で，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．
＜東北・岩手・1 日講習会＞9 月 13 日(土)に, 人間作業モ

デル 1 日講習会・入門・評価法編をいわて県民情報交流
センターアイーナ(盛岡市盛岡駅西通 1－7－1)で開催し
ます．
講師は石井良和先生(首都大学東京大学院人間健康
科学研究科教授)の予定で，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．

学研究科教授)の予定で，参加費は会員 5,000 円，非会員
7,000 円，学生・院生 4,500 円です

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，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・大分・1 日講習会＞11 月 9 日(日)に, 人間作業モ

デル 1 日講習会・入門・評価法編を大分県済生会日田病

院会議室(日田市大字三和 643-7)で開催します．講師は石
井良和先生(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教

＜東海・岐阜・1 日講習会＞9 月 14 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・評価法の実際編を岐阜市・平成医療専

授)の予定で，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．

の予定で，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学

区国見 6-45-1)で開催します．講師は山田 孝先生(目白

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)
生・院生 4,500 円の予定です．
＜東北・福島・1 日講習会＞9 月 21 日(日)に, 人間作業モ

デル 1 日講習会・評価法の実際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，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．

＜甲信越・山梨・1 日講習会＞9 月 28 日(日)に, 人間作業
モデル 1 日講習会・治療編を山梨県立青少年センター(甲

府市田町 517)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，

参加費は会員 5,000 円，
非会員 7,000 円，
学生・院生 4,500

＜東北・宮城・1 日講習会＞11 月 9 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・治療編を東北文化学園大学(仙台市青葉

大学大学院リハビリテーション学研究科教授)の予定で，
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．
＜東海・岐阜・1 日講習会＞11 月 23 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・治療編を岐阜市・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，
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．
＜中四国・鳥取・1 日講習会＞11 月 30 日(日)に, 人間作業
モデル 1 日講習会・評価法の実際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

円の予定です．
＜九州・福岡・1 日講習会＞10 月 5 日(日)に, 人間作業モ

ション学研究科教授)の予定で，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．

師は山田 孝先生(目白大学大学院リハビリテーション

和泉町 325)で開催します．講師は山田 孝先生(目白大

デル 1 日講習会・評価法の実際編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)で開催します．講

学研究科教授)の予定で，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．
＜北陸・石川・1 日講習会＞10 月12 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・治療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，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．
＜甲信越・長野・1 日講習会＞10 月19 日(日)に, 人間作業

＜九州・熊本・1 日講習会＞12 月 7 日(日)に, 人間作業モ
デル 1 日講習会・治療編を熊本保健科学大学(熊本市北区

学大学院リハビリテーション学研究科教授)の予定で，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．
＜関東・神奈川・講習会＞12 月 20-21 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，参加費は
会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生・院生 4,500 円の

予定です．
人間作業モデル事例検討会を開催します
8 月 3 日(日)に，第 7 回沖縄を，沖縄リハビリテーシ

ョン福祉学院(与那原町板良敷 1380-1)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

定です．
10月18日(土)に, 第2回長野を長野県伊那市のかんて
んぱぱくぬぎの杜小ホール(伊奈市西春近)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，参加費は 1,000 円の予定です．
10 月 25 日(土)に，第 7 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)

大学大学院リハビリテーション学研究科教授)で，絵カー

で，午後 1 時から 6 時まで開催します．講師は山田 孝

ド評価法のミニレクチャーがあります．世話人は田村浩
介先生(株式会社いきがいクリエーション代表)で，参加費は

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 のリーズニングのミニレクチャーがありま

会員1,500円，非会員2,000円，学生1000円の予定です．
8 月 16 日(土)に，第 6 回中四国を，地方独立行政法人

す．世話人は八杉基史先生(株式会社八豊会代表取締役)
で，参加費は 1,500 円，学生 500 の予定です．

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，

学校(岐阜市黒野 182)で，午後 6 時半から 8 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

MOHO のリーズニングのミニレクチャーがあります．
世話人は八杉基史先生(株式会社八豊会代表取締役)で，

テーション学研究科教授)です．世話人は永井貴志先生
(平成医療専門学校)で，
参加費は会員 1,500 円，
学生 500

岡山県精神科医療センター(岡山市北区鹿田本町 3-16)で，

参加費は 1,500 円，学生 500 の予定です．
9 月 6 日(土)に，第 36 回近畿を，関西学研医療福祉学

11 月 22 日(土)に，第 7 回岐阜を岐阜・平成医療専門

円です．
11 月30 日(日)に, 第4 回鳥取を米子市内で開催します．

院(奈良市右京1-1-5)で，
午後1 時か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

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．世話人は大松慶子先生(関

ン学研究科教授)の予定です．世話人は峰地由香里先生
(デイサービスほほえみ)で，参加費は 1,000 円，学生・

西学研医療福祉学院)の予定で，参加費は 1,000 円(学生
500 円)の予定です．
9 月 13 日(土)に，第 6 回岐阜を岐阜・平成医療専門学

院生 500 円の予定です．
12 月 6 日(土)に，第 34 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 6 時か

校(岐阜市黒野 182)で，午後 6 時半から 8 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

ら 9 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)です．世話人は青

ーション学研究科教授)です．世話人は永井貴志先生(平
成医療専門学校)で，参加費は会員 1,500 円，学生 500

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，学生 500 円の予

円です．
9 月 20 日(土)に，第 2 回東京人間作業モデルセミナー

定です．
12 月 14 日(日)に，第 36 回近畿を，関西学研医療福祉

を、午後 6 時から 8 時半まで，東京都(場所未定)で開催

学院(奈良市右京 1-1-5)で，午後 1 時か 5 時まで開催しま

します．
「回復期リハビリテーションにおける MOHO の
利用」を主題にゲストスピーカーを迎え，セミナーを行

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．世話人は大松慶子先生

います．
ゲストスピーカーは宗形智成先生(茅ヶ崎新北陵
病院)で，コーデネーターは山田 孝先生(目白大学大学

(関西学研医療福祉学院)の予定で，参加費は 1,000 円(学
生 500 円)の予定です．

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．

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

ら 9 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)です．世話人は青

1,000 円)．日程はホ～ムペ～ジをご覧下さい．

10 月 4 日(土)に，第 33 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 6 時か

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，学生 500 円の予

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

研修会と事例検討会の情報は，研究会のホームページ
でご覧いただいて詳細情報を得て，ご参加下さい．

