
 

 

1 

 

一般社団法人日本人間作業モデル研究所 

2020年度社員総会議事録 

開催日 2020年2月25日(火) 

場所  東京都荒川区西日暮里1-3-3-1301 一般社団法人日本人間作業モデル研究所 

議長  代表理事 山田孝 

 

議案  1.2019年度報告 

    2.議案 

第1号議案． 2019年度活動の審議 

第2号議案． 2019年度決算案の審議 

第3号議案．2020年度活動計画の審議 

第4号議案．2020年度予算案の審議 

第5号議案．諸規則の改定 

第6号議案．その他 

  

1.報告 

 1)経過 

代表理事から，以下の経過報告があった．山田塾には10名の塾生が参加し，現在までに研究計画書が出

されており，極めて順調に推移している．講習会は認知症が順調に推移しているのに対して，発達期は会場

を少なくして実施した．従来から引き継いだ講習会は，896人の参加者があり，業績は上向きになっている

と言えよう．マニュアル等の販売も，順調である．山田塾は，東京のほかに鹿児島でも開催するなど，順調

に推移している．法人税が215,500円，都民税が183,900円など，税金を多く支払う身分になったよう

である． 

今年度は，山田塾は，札幌市内と福岡市内で山田塾の出前講座を望む声があるなど，期待することができ

る．講習会も 3 年目になり，飛躍を期待している．マニュアルもイギリスのマニュアルが翻訳されており，

改定を迎えたものもあり，販売が期待される． 

 

2)社員総会開催 

2019年2月1日(金)午後5時から，当研究所にて，第2回社員総会を開催した．山田孝代表理事が議長

を務め，経過報告に続いて，議案を審議した．第一号議案2018年度活動報告，第二号議案2018年度決算，

第三号議案2019年度活動計画，第四号議案2019年度予算，第五号議案諸規則の改定，第六号議案その他

を審議し，原案通り承認された．第六号議案その他は特になかった． 

 

 

 

 

2.審議 

 

第1号議案． 2019年度活動の審議 

第2号議案． 2019年度決算案の審議 

第3号議案．2020年度活動計画の審議 

第4号議案．2020年度予算案の審議 

第5号議案．諸規則の改定 

第6号議案．その他 
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第1号議案 

2019年度活動報告 

Ⅰ．理事会の開催 

理事会を11回開催した．第1回は1月15日(火)，第2回は2月1日(金)，第3回は3月12日(火)，第

4回は4月22日(月)，第5回は5月21日(火)，第6回は6月13日(木)，第7回は7月22日(月)，第8

回は9月11日(水)，第9回は10月16日(水)，第10回は11月26日(火)，第11回は12月16日(月)

に事務所で開催した(6 月は目白大で)．収入と支出，講習会の実施などの会務の報告と規則の改定の審議を行っ

た． 

 

Ⅱ．講習会の開催                          (  )内は参加者数． 

1.人間作業モデル講習会 

5月25-26日に東京(37)，6月15-16日に福岡(21)，7月6-7日に名古屋(35)，9月14-15日

に千葉(19)，9 月 21-22 日に札幌(17)，10 月 12-13 日に大阪・河崎(18)，12 月 7-8 日に神奈川

(16)と7回実施した．参加者は163名だった． 

2.人間作業モデル評価法講習会 

3 月 16-17 日に広島で開催する予定だったが，参加者少数につき中止した．4 月 20-21 日に神奈川

(37)で，11月2-3日に東京(25)，11月9-10日に大阪(25)，16-17日に福岡(24)と4回開催した．

参加者は111名だった．  

3.１日講習会 

1月27日に鹿児島(14)，2月3日に岐阜(11)，4月6日に多摩(19)，4月27日に茨城(29)，6月

1日に宮崎(6)，7月8日に旭川(10)，8月10日に鹿児島(8)，12月21日に茨城(14)で， 8回実施し

た．参加者は111名であった．なお，宮崎と鹿児島は，鹿児島山田塾の開講日に合わせて，土曜日に実施

したものである．  

4. 人間作業モデルの発達期のMOHOの講演 

2 月 16-17 日に札幌(13)と 11 月 23-24 日に東京(15)での 2 回開催した．参加者は 28 名であっ

た．また，1日の発達期の講習会を5月11日に岡山(18)と10月7日に鹿児島(8)で開催し，参加者は

26名だった．  

5.認知症のMOHO 

1月19-20日に岡山(59)で，2月23-24日に徳島(27)で，3月2-3日に仙台(37)で，3月9-10

日に福岡(56)で，23-24日に横浜(20)で，5月9-10日に松山(21)で，6月22-23日に富山(39)で，

6月29-30日に千葉(14)で，7月13-14日に函館(20)で，20-21日に奈良(22)で，27-28日に島

根(6)で，8月24-25日に旭川(23)で，30-31日に浜松(28)で，11月30-12月1日に札幌(23)で，

12月14-15日に東京(30)で，15回開催した．参加者は425名であった．なお，2月9-10日に沖縄

で開催する予定であったが，参加者少数のため中止した． 

6．65歳大学の講演 

  8月17日に東京(30)で開催した．参加者は30名だった． 

 参加者は合計894名だった． 

 

Ⅲ．マニュアルの販売 

 各種のマニュアルを販売した．価格は従来通りとした． 

 

Ⅳ．山田塾の開催 

 東京は，岩井秀泰(北柏リハビリ総合病院)，角田恵美(天本病院)，佐藤大介(千葉県立保健医療大)，小亀晶子(初

石病院)，神崎健(西横浜国際総合病院)，神保匡良(茅ヶ崎リハビリテーション専門学校)，天内瑞穂(東京天使病院)，

平松恭介(竹の塚脳神経リハビリテーション病院)，浦部多雅代(介護老人保健施設かもめメディカルケアセンター)，

波多野直子(松戸市立総合医療センター)の 10 名が参加した．佐藤大介さんと小亀晶子さんは途中で参加を中断

したが，残りの8名は順調に来ている． 
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 鹿児島は，鎌田浩明(鹿児島医療技術専門学校)，黒蕨公介(出水郡医師会広域医療センター)，出石真奈美(加世

田病院)，緒方 匡(訪問看護ステーション リハシップ あい)，若松孝典(大勝病院)，新川正二(伊敷病院)，北原  

光一朗(鹿児島市医師会病院) 久木崎 航(宮崎・飯田病院)，桜川淳也(宮崎日向・協和病院)，瀬戸山 寛(宮崎日南・

県南病院)，片山 友希(宮崎日南・県南病院)の11名で，全員が4回の講義を受講した． 

 

Ⅴ.賛助会員 

 賛助会員を募集し，36名が賛助会員になっていただいた． 

1. 緑川 学 医療法人八千代会ストレスケアつくばクリニック 

2. 高井 克俊 特別養護老人ホーム紫磨園 

3. ○佐々木 剛 茨城県立医療大学保健医療学部 

4. 岡田 岳 マロニエ医療福祉専門学校 

5. 井口 知也 大阪保健医療大学  

6. 渡邊 直美 前・帝京大学福岡医療技術学部(現・自宅) 

7. 渡邊 慈香 宗像市教育子ども部こども支援課        

8. 八杉 基史 株式会社発豊会 訪問看護ステーションタウンサークル 

9. 松本 拓也 プライマリー訪問看護ステーション 

10.  小林 幸治 目白大学保健医療学部 

11.  長谷川由美子 介護老人保健施設護あいぜん苑 

12.  青山 克実 専門学校 麻生リハビリテーション大学校 

13.  竹原 敦 前・湘南医療大学医療学部 

14.  三沢 理恵 稲城台病院/介護老人保健施設デンマークイン若葉台 

15.  坂本 俊夫 公益財団法人横浜YMCA横浜YMCA学院専門学校   

16.  大松 慶子 東京都保健会吉祥院病院   

17.  ●南 裕二   医療法人社団苑田会 花はたリハビリテーション病院 

18.  ○二村 元気 医療法人社団三雍会古賀整形外科   

19.  中村 圭一 健康科学大学健康科学部  

20.  春口 麻衣 スギコー訪問看護ステーション 

21.  工藤 拓朗  船橋市立リハビリテーション病院 

22.  本家 寿洋 北海道医療大学リハビリテーション科学部  

23.  南 征吾  大阪河﨑リハビリテーション大学  

24.  ●是枝 史歩  医療法人社団永生会 永生病院   

25.  鈴木 啓  季美の森リハビリテーション病院  

26.  宮本 督久  聖隷訪問看護ステーション山本 

27.  久世 慎太郎  大日徳洲会病院 

28.  田中 純一 神崎中央病院   

29.  山中 由美子  平山病院 

30.  新泉 一美 多摩リハビリテーション学院 

31.  永井 貴士 平成医療短期大学リハビリテーション学科 

32.  ●岩崎 純平  医療法人社団玉栄会 東京天使病院 

33.  ●松下 彩奈  柏厚生総合病院           

34.  ●後藤 遥  柏厚生総合病院                    

35.  ●浦部 智章  介護老人保健施設かもめメディカルケアセンター           

36.  ●川端 桂司  医療法人社団輝生会 成城リハケア病院訪問リハ部 

●山田塾1期生20,000円 〇山田塾陪席10,000円 他4,000円 
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第2号議案 

2019年度決算 

 第2期決算報告書を参照されたい． 

 

第3号議案 

2020年度活動計画 

 

Ⅰ．講習会の開催 

1.人間作業モデル講習会 

東京，大阪，福岡，北海道，神奈川で予定しているが，未定である． 

2.人間作業モデル評価法講習会 

各地で，6回開催する予定である．  

3.１日講習会・評価法講習会 

各地で，10回実施する予定である．  

4.人間作業モデルの発達期のMOHO各論の講演 

東京で，開催する予定である． 

6.認知症のMOHO 

10回開催する予定である． 

７．65歳大学の講演 

   東京と広島で開催する予定である． 

 

Ⅱ．MOHO山田塾の開催 

  東京で開催する予定である．また，地方での出前講義として札幌と福岡で計画しているが，参加者の集まり

次第である． 

 

Ⅲ．マニュアルの販売 

 各種のマニュアルを販売する．  

 

Ⅳ．賛助会員の募集 

 賛助会員を募集する． 
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第 4 号議案 

2020年度予算 

収入の部 

予算  

講習会受講料     8,040,000円 

2日講習会 1,900,000円 

評価法講習会 1,750,000円 

    1日講習会  450,000円 

      1日評価法  450,000円 

      発達   250,000円 

      認知症  3,000,000円 

      65歳大学  150,000円 

  次年度参加費   90,000円   

山田塾受講料   1,680,000円  30名 

  マニュアル販売  3,300,000円 

 書籍販売    1,300,000円 

  賛助会員    240,000円    30 名 

   14,560,000円 

支出の部 

予算  

広告宣伝費     12,000円  HP 

 荷造運賃    150,000円 

役員報酬    3,540,000円 

 事務局費      900,000円 使用料，運営協力 

 雑給       150,000円 PC設定 

 法定福利費    350,000円 

 事務用品費      20,000円 

消耗品費      300,000円 

  水道光熱費     70,000円 

 旅費交通費  2,800,000円 

手数料     450,000円 礼金，仲介料，熊代 

 交際接待費      50,000円 

 通信費   1,000,000円 

 諸会費    60,000円 

地代家賃   1,350,000円 
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共益費     110,000円 ライオンズプラザ 

会議費     350,000円 

小計     11,662,000円 

書籍仕入   1,400,000円 

印刷製本費         350,000円  印刷費 

外注費   1,100,000円  講師謝金， 

  小計     2,850,000円 

   合計 14,512,000円 

        差し引き 48,000円の黒字 

 

 

第 5 号議案 

諸規則の改定 

 

Ⅰ．旅費規程 

4)日当は以下の金額とする． 

(ア)代表理事   1日当たり 10,000円 

(イ)理事    1日当たり 7,000円 

(ウ)大学の教授以上に相当する者  1日当たり 4,000円 

(エ)その他の者          1日当たり 3,000円 

(オ)宿泊を伴わない場合は半額とする． 

5)旅費は支払調書に記入して，請求する． 

 

 

第 6号議案 

1. 役員報酬の変更について 

 

 

記事録署名人 出席理事全員 

議長・理事 山田 孝  ㊞ 

理事 會田玉美  ㊞ 

理事 山田ひろみ ㊞ 

 


