
メールでの

お申込み

ＦＡＸでの
お申込み

自殺未遂者ケア

研修参加受付係

   ９： ３０

９：５０～１ ０：００

１０： ００～１０： １０ 開会挨拶

１０： １０～１０： ３０ 講義１ 「自殺未遂者対策がなぜ必要か」

東　京：杉本達哉(関西医科大学附属枚方病院 精神神経科)

名古屋：杉本達哉

福　岡：山田朋樹(樹診療所)

１０： ３０～１０： ５０ 講義２ 「自殺未遂者ケア・モデルと地域自殺対策」

東　京：大塚耕太郎(岩手医科大学 災害･地域精神医学講座)

名古屋：河西千秋(横浜市立大学 健康増進科学)

福　岡：大塚耕太郎

１０： ５０～１１： ０５ 講義３ 「国と地方自治体の自殺対策の取組み」

東　京：河嶌 譲

(厚生労働省  社会･援護局障害保健福祉部  精神･障害保健課)

名古屋：河嶌 譲

福　岡：河嶌 譲

１１： ０５～１１： ３５

東　京：大塚耕太郎

名古屋：大塚耕太郎

福　岡：衛藤暢明(福岡大学病院 精神神経科)

１１： ３５～１２： ３５

１２： ３５～１６： ０５

＜司会＞三宅康史

＜コメント＞

東   京：大塚耕太郎

名古屋：大塚耕太郎

福　岡：衛藤暢明

１６： ０５～１６： ２５ 講義４ 「自死遺族への対応と支援」

東　京：大塚耕太郎

名古屋：大塚耕太郎

福　岡：大塚耕太郎

１６： ２５～１６： ３５

１６： ３５～１６： ４５ 閉会挨拶

開　場

事前アンケート

事後アンケート

「自殺未遂者ケアガイドラインとワークショップの説明」

「ワークショップ、成果物発表とディスカッション」

（途中休憩２回あり）

昼休み

三宅康史（昭和大学医学部救急医学）、厚生労働省

自殺未遂者への対応にお困りになられたことはありませんか？
本研修は、初期対応から継続的な支援まで、臨床現場で役立つ自殺未遂者ケアのポイントを、
日本臨床救急医学会が厚生労働省と共に作成したガイドラインに沿って体系的に学んでいただくと
共に、モデル症例によるワークショップを通じケアのあり方を実践的に修得していただく内容です。
講師とファシリテータは、自殺未遂者のケアを実践している専門家・専門職が務めます。
奮ってご参加のほどお願い申し上げます。

●主 催：厚生労働省
●共 催：一般社団法人 日本臨床救急医学会
●参加費：無料（定員５０名）
●対象者：救急医療に従事する医師、看護師、その他コメディカルスタッフなど
●会場･開催日：

【東京会場】  平成２５年１月２０日（日） ９：５０～１６：４５
            タイム２４ビル ２階２０２研修室 〒135-8073 東京都江東区青海 2-4-32

【名古屋会場】  平成２５年２月１７日（日） ９：５０～１６：４５
ＩＭＹホール・４階大会議室  〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-7-14

【福岡会場】    平成２５年３月１０日（日） ９：５０～１６：４５
リファレンス駅東ビル７階Ｄ会議室 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-16-14

●プログラム

司会 三宅康史

※ワークショップはモデル症例について救急医療施設における自殺未遂者への対応をグループで討議します。

都合によりプログラム内容が一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

●お申込み  【お申込み締切日 東京会場：12 月 28 日、名古屋会場：1 月 18 日、福岡会場：2 月 8 日】

下記アドレスに裏面の申込書記載事項とともに、お申込みください。

メールアドレス ：care2012@forumone.co.jp 

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。

ＦＡＸ：０３－６４５４－２４８２ 「自殺未遂者ケア研修参加受付係」

●お問合せ
自殺未遂者ケア研修事務局   ㈱フォーラムワン内

電話 ： ０３－６４５４－２４７８  ＦＡＸ ： ０３－６４５４－２４８２

対応時間 ： 午前９時～午後６時（土日・祝日を除く 平成２５年３月３１日迄）

「自殺未遂者ケア研修（一般救急版）」
厚 生 労 働 省 主 催



ふりがな

氏　名

〒　　　　　　　　－　　　　　

電話番号

ＦＡＸ番号

性　別 　　□男　　　□女

職　 業
○で囲んでください

　　医師　・　看護師　・　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

救急医療の経験年数 　（　　　　　　　　　）年

勤務先（科）

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

住　所

【東京会場】  タイム２４ビル ２階２０２研修室

※上記全てをご記入の上、メールまたはＦＡＸでお申込みください。

F A X ： ０３－６４５４－２４８２      メール ： care2012@forumone.co.jp 

自殺未遂者ケア研修参加受付係 行

◆ゆりかもめ
「テレコムセンター駅」下車 徒歩約 2 分

新橋 (JR、東京メトロ、都営地下鉄) 
← 18 分 → テレコムセンター

豊洲 (東京メトロ)
← 12 分 → テレコムセンター

◆りんかい線
「東京テレポート駅」下車 徒歩約 18 分

大崎 (JR)  ← 11 分 → 東京テレポート
     ← 7 分 → 新木場 (JR、東京メトロ)

※ 大崎から新宿・大宮方面へ JR 埼京線直通
渋谷 (18 分)、新宿 (23 分)、大宮(53 分)

◆都営バス
虹 01 系統：
浜松町駅 ← 約 30 分 →「東京港湾合同庁舎」下車すぐ

平成２４年度自殺未遂者ケア研修（一般救急版）参加申込書

【名古屋会場】  ＩＭＹホール・４階大会議室

【福岡会場】  リファレンス駅東ビル７階Ｄ会議室

◆地下鉄

地下鉄東山線 千種(ちくさ)駅 1 番出口 徒歩 2 分

地下鉄桜通線 車道(くるまみち)駅 3 番出口 徒歩 2 分

◆JR 

JR 中央線 千種(ちくさ)駅構内から地下通路を通り、地下鉄千種駅 1 番出口

徒歩 2 分

※JR 千種駅と地下鉄千種駅は地下で繋がっています。

※JR 名古屋駅から JR 中央線で千種駅まで 3 区間、約 10 分です。

ご参加の会場を○で囲んでください。（東京・名古屋・福岡）   申込日：      年     月    日

◆JR 

JR 博多駅筑紫口より徒歩４分

博多スターレーン方面へ向かい、お弁当の HOTTO  MOTTO 角を右折、

左側ガラス貼りのビル（１階コインパーキング）


