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平成 26年 6月 30日

第 3回自殺対策官民連携協働会議



7th. Asia Paci五cRegional Conference of the IASP 

（第 7回国際自殺予防学会アジア・太平洋地域大会）

開催にあたり

この度、国際自殺予防学会の連携組織である日本自殺予防学会は、自殺対策基本法施行 10周年となる 2016年に向

けて、国際自殺予防学会アジア・太平洋地域大会の東京開催を誘致し、このほど同年の開催が正式決定しました。

日本自殺予防学会は、 1970年に創設された「自殺予防研究会Jをその前身とし、 1981年より現在の名称で活動を続け

てまいりました。 2007年からは一般学術発表を含む学術大会形式の年会を開始いたしましたが、このような伝統をもっ日

本自殺予防学会にとって、国際学会の誘致、開催は初めてのことです。しかしながら、一方で、「アジア」という視点で自殺

問題を傭轍しますと、アジアの人口の観点からみても、また文化・社会的背景の観点からみても、アジア、ないしは太平洋

地域の自殺問題は、近年、大きくクローズアップ。されるところとなっております。

2016年としち記念すべき年での国際大会開催にあたり、日本自殺予防学会は、自殺予防対策・活動のさらなる推進の

ために、官民のあらゆる組織・団体・個人と協力し、世界各国の多くの人々の参加を得て、大会を有意義なものとしたいと

考えております。つきましては、皆様におかれましては、大会開催準備とその運営、そして当日のご参加に関してまして、

格別のご高配を賜りますように、ここにお願いを申し上げる次第です。

記

l. 主催・共催．国際自殺予防学会、日本自殺予防学会

2. 大会長：驚藤友紀雄（日本自殺予防学会理事長）

大会事務局長：河西千秋（日本自殺予防学会常務理事）

3. 大会期日 ：平成 28年 5月 18日（火曜） －5月 21日（土曜）

4. 開催場所：東京コンベンションホール（東京都中央区京橋 3-1-1東京スクエアガーデン5階、東京メトロ銀座線京橋

駅直結、東京駅八重洲口より徒歩 5分）

5. 開催形式：一般学術発表、教育講演、特別講演、ワークショップ、シンポジウム、自殺対策基本法施行 10周年記念

国際シンポジウム、電話相談関連国際シンポジウム等（以上、原案）

6. その他：5月 20-21日に、日本自殺予防学会東京大会も同時開催の予定

＊参考：過去の開催地

第 1回：タイ・バンコク

第 2回：シンガポーノレ

第 3回：香港

第 4回：オーストラリア・ブリスベン

第 5回：インド・チェンナイ

第 6回：仏領タヒチ

2014年 5月 26日

7th. Asia Pacific Regional Conference of 

the International Association for Suicide Prevention 

大会長驚藤友紀雄（日本自殺予防学会理事長）
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開催要項 重盃
学会名

会英

会場

会長

副会長

事務局長

演題募集期間

第38回日本自殺予防学会総会

The 38th Convention, Japanese Accociation for Suicide Prevention 

2014年9月11日（木）～13日（土）

北九州国際会議場（福岡県北九州市小倉北区）

URL:htt目。／／www.conventiona.io/soonsor/kokusai/ 

中村純 （産業医科大学医学部精神医学教室教授）

小野享雄（社会福祉法人北九州いのちの電話理事長）

吉村玲児（産業医科大学病院神経・精神科診療教授）

2014年3月1日（土）～2014年5月31日（土）

；盲頭募集要酒はこちら

ht甲：／／jasp38.umin.jp/kaisai.html 2014/06/10 



・プログラム

L部 ：l3時30分～ 14時30分

「電話相談」から見えてくる「死にたい気持ち」

日本いのちの電話連盟理事斎藤 友紀雄氏

！部 ：14時30分～l5時30分

～自殺未遂者の支援は自殺予防対策の 1つの柱～

医療、地域保健・福祉の連携による再発防止の取り組み

横山市立大学教授 河 西 千 秋 氏

i部 ：15時3.0分～ 16時30分

パネルディスカッショ ン、会場との意見交換

※斎藤先生、河西先生と遺族や関係者を交えた

意見交換、会場との質疑応答や意見交換

・講師プロフィール

斎藤友紀雄氏 プロフィール
日本いのちの電話連盟理事、日本自殺予防学会理事長、

民間相談機関連絡協議会会長、青少年健康センタ一会長、

北の丸クリニック常任理事、日本臨床死生学会理事

河西千秋氏 プロフィール：
横浜市立大学医学群健康増進科学教授 （精神科医）。専門

領域は精神保健、自殺予防。日本自殺予防学会常務理事、

国際自殺予防学会日本代表委員、日本うつ病学会自殺対

策委員会委員長など。著書は、「自殺予防学（新潮社）」

など多数。

・会場 国保会館 （広島市中区東白島町 19番 49号）

お申込み、問い合わせ圏 NP O法人小さな一歩・ネットワ』タひろしま

・電話／090-8358-2377 （米山）

・申込みフオーム／ http://chi isanaippo com/otoiawase. html ・メール／info@chiisanai ono目com



フリーダイヤル

「自殺予防いのちの電話」
2013年度実施報告書

厚生労働省補助事業

一般社団法人 日本いのちの電話連盟：加盟センター 2014年3月

こころの痛み、

言舌せる電言舌です。
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篤志家のご支援により開設されて3年目です。相談件数も年々増加しております。

ここに改めて紹介方々、ご案内いたします。
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そん恕思Uの方、一度電話じてみませんか？
お待吉じておDます！
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社団法人 青少年健康センター
〒112・0006東京都文京区小日向4-5-8三軒町ビル 102号室（月～金 10：・ 00～17：・00)

TEL:03 (394 7) 7636、0760 FAX:03 (3947) 0766 

自殺、ひきこもりなどゅの危機の時に

o''.3·~sa11 19J・~ 178.0
・電話相談 月曜日～金曜日 13:00～18:00

．専門相談 土曜日 14:00～1s:oo 
（精神科医による電話もしくは面接での相談を受け付けております。）

策面接の場合は有料。※面接予約受付は、月曜日～金曜日 n:oo～18:00

※日曜・祝祭日は休みます。 http://skc net.jp/ 

クリニック紳
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