
 

 

1. 学会名称及び代表者： 

第 7回国際自殺予防学会 アジア・太平洋地域大会  

The 7th Asia Pacific Regional Conference of the International Association for Suicide Prevention 

大会長  齋藤友紀雄  （日本自殺予防学会理事長） 

 

      第 40回日本自殺予防学会総会  

      The 40th Annual Meeting of the Japanese Association for Suicide Prevention 

会長    河西千秋   （日本自殺予防学会常務理事） 

 

2. 主催機関などの名称 

主催：  日本自殺予防学会  
共催（予定含む）： 一般社団法人 日本いのちの電話連盟、自殺予防総合対策センター、 

公益財団法人日本精神衛生会 
後援（予定含む）： 世界保健機関、内閣府、厚生労働省、日本医師会、日本うつ病学会、日本看護協会、 

日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会、日本精神神経学会、 
日本総合病院精神医学会、他 

 

3. 会期： 

2016年 5月 18日（水） - 5月 21日（土） 

 

4. 会場： 

東京コンベンションホール  

〒104-0031東京都中央区京橋三丁目 1-1 東京スクエアガーデン 5F 

ＴＥＬ：03-5542-1995 
 

5. 会議の目的と開催意義 

アジア他各国、日本全国より研究者が集まり、自殺予防対策はもとより、その背景にある精神保健に関する
問題、心理社会的問題、あるいは教育・公衆衛生関連等の施策や最新の研究成果を討議し、より多様で深
遠な、そして活発な議論を通し、日本の精神保健の進歩・発展に貢献することを目的としている。 

 
6. 開催計画の概要 （予定） 

1) 学会の日程 

 
午前 午後 夜 

5月 18日（水） 基調講演、口演発表、ポスター発表 Welcome Party 

5月 19日（木） 基調講演、口演発表、ポスター発表 

シンポジウム、ランチョンセミナー 

 

5月 20日（金） 基調講演、口演発表、ポスター発表 

シンポジウム、ランチョンセミナー 

Gala Dinner 

5月 21日（土） 基調講演、口演発表、ポスター発表 

シンポジウム、ランチョンセミナー 

市民公開講座 

 

 

 

開催概要 



 

 

 

2) 会議使用言語 

英語、日本語（一部） 

 

3) 参加予定者数    800名（国内：400  国外：400） 

 

4) 過去大会実績             

 2004 1回 タイ・バンコク  

 2006 2回 シンガポール  

 2008 3回 香港  

 2010 4回 オーストラリア・ブリスベン  

 2012 5回 インド・チェンナイ  

 2014 6回 仏領タヒチ  

 2016 7回 東京  

       

5) 参加予定国   50ヵ国 / 地域 

    <具体的な国名> 

アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、イスラエル国、イタリア共和国、インド、エジ

プト・アラブ共和国、エストニア共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、ガーナ共和国、カナ

ダ、キプロス共和国、キューバ共和国、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、サウジ

アラビア王国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、セネガル共和国、タイ王国、大韓民

国、チェコ共和国、中華人民共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共

和国、日本、ニュージーランド、ノルウェー王国、ハンガリー共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブラジル

連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、香港特別

行政区、マレーシア、南アフリカ共和国、メキシコ合衆国、ロシア連邦           

         以上、49カ国・1地域 

 

7. 会議運営組織 （予定） 

1) 主催学会 

日本自殺予防学会 学会事務局 

理事長：齋藤友紀雄（サイトウ ユキオ） [ 日本いのちの電話連盟 ] 

〒113-0033  東京都文京区本郷 2-17-13 （有）エム・シー・ミューズ内 

TEL 03-3812-3605   FAX 03-3812-0376 

 

2) 設置委員会 

(1)  第 7回国際自殺予防学会 アジア・太平洋地域大会  

   名称：組織委員会 

代表者：  大会長       齋藤友紀雄[日本いのちの電話連盟 ] 

          大会事務局長   河西千秋[横浜市立大学医学群健康増進科学] 

 

      ＜その他の委員会委員長 ・ 副委員長・委員＞ （2014年 9月現在） 

副大会長 樋口輝彦 [独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長・総長]  

副大会長 日下忠文 [日本いのちの電話連盟理事長]  

名誉顧問 高橋清久 [公益財団法人精神神経科学振興財団理事長]  

名誉顧問 広瀬徹也 [財団法人神経研究所付属清和病院院長・帝京大学名誉教授]  

顧問        牛島定信 [公益財団法人日本精神衛生会] 

顧問  秋山剛 [NTT東日本関東病院] 

顧問  飯森眞喜雄 [東京医科大学]  

顧問        渡辺洋一郎 [日本精神神経科診療所協会会長] 

顧問        黒木宣夫 [日本総合病院精神医学会理事長] 

顧問  中村純 [産業医科大学]   

事務局長 河西千秋 [横浜市立大学]  



 

財務担当委員会  

委員長  白川治 [近畿大学]  

委員  朝田隆 [筑波大学]  

委員  石郷岡純  [東京女子医科大学]  

委員  岩田仲生 [藤田保健衛生大学]  

委員  大森哲郎  [徳島大学]  

委員  近藤毅 [琉球大学]  

委員  酒井明夫 [岩手医科大学]  

委員  寺尾岳 [大分大学]  

委員  山口登 [聖マリアンナ医科大学]  

委員  吉内一浩  [東京大学医学部附属病院]  

委員  渡邊衡一郎 [杏林大学]  

 

プログラム委員会      

委員長  張賢徳 [帝京大学溝口病院]  

委員  大塚耕太郎 [岩手医科大学]  

委員  平安良雄 [横浜市立大学]  

委員  山田光彦  [国立精神・神経医療研究センター精神薬理研究部]  

 

渉外委員会  

委員長(国内) 大野裕 [国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター]  

委員長(海外） 高橋祥友 [筑波大学]  

委員長(海外） 竹島正 [自殺予防総合対策センター] 

 

 (2)  第40回日本自殺予防学会総会  

   代表者：  会長  河西千秋 [横浜市立大学医学群健康増進科学] 

    

 実行委員会： 

河西千秋 横浜市立大学医学群健康増進科学 

斎藤友紀雄 日本いのちの電話連盟 

飯森眞喜雄 東京医科大学病院メンタルヘルス科 

張賢徳       帝京大学溝口病院精神神経科 

丸田敏雅 東京医科大学精神医学教室 

松本寿昭 大妻女子大学名誉教授 

大塚耕太郎 岩手医科大学災害・地域精神医学講座 

   

（順不同・敬称略） 

 

8. お問い合わせ先： 

第 7回国際自殺予防学会 アジア・太平洋地域大会 第 40回日本自殺予防学会総会運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 三番町KSビル 

TEL：03-3263-8695  FAX：03-3263-8693  E-mail：iasptokyo2016@c-linkage.co.jp           

 

公益財団法人 日本精神衛生会 

事務局長 伊藤龍彦 

〒162-0851 東京都新宿区弁天町９１ 

        TEL/FAX： 03-3269-6932        E-mail：z-seisin@dc4.so-net.ne.jp 

 

 

 


