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御 挨 拶 
 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび、2016年 5月 18日（水曜）から 5月 21日（土曜）の 4日間にわたり、東京コンベンション

ホール（東京・京橋）において、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

学会総会を開催することとなり、現在、鋭意準備をすすめております。 

国際自殺予防学会は、自殺予防対策の推進のための学術・教育・活動の成果の普及と自殺予防対策の

啓発、そして会員・関係者の交流の場として、世界大会と交互にアジア・太平洋地域大会を一年おきに開催

し、また、国際自殺予防学会の連携組織である日本自殺予防学会も、同じく大会を毎年開催しております。 

特に、この 2016年は、わが国において自殺対策基本法施行 10周年となる記念の年にあたることから、

日本自殺予防学会は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、国際自殺予防学

会理事会のご支援のもとに大会の開催が実現したという経緯です。 

アジア・太平洋地域の人口規模はたいへん大きく、世界の自殺者総数に占める割合も高く、またその背

景にある多様な文化・社会的背景といった観点から、アジア、ないしは太平洋地域の自殺問題とその背景

については、近年、特にクローズアップされるところとなっております。そして、この国際大会への参加者は、

アジア・太平洋地域はもとより、欧州などの各国より、800名以上が参加するものと見込まれております。 

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では、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めぐり、多様で深遠な、そして活発な議論や発信がなされるものと期待されま

す。これらは、この大会で開催される官民合同の「自殺対策基本法制定 10周年記念国際シンポジウム」、

日本いのちの電話連盟も参加する「ヘルプ・ライン国際シンポジウム」、そして各種の教育・啓発講演と併

せ、必ずや、わが国の自殺予防対策、対人支援活動、医療、社会システムの発展に寄与するものと確信し

ております。 

つきましては、これらの趣旨をご理解頂き、ここにあります各種協賛につきましてご検討を頂ければ幸甚

に存じます。 

末筆とはなりますが、皆様の益々のご発展とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 

なお、拠出いただきました各種協賛について、御社が公表することについては了承をいたします。 

謹白 
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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、東京都、日本医師会、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、日本うつ病学会、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 
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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） [一般社団法人 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  ［一般社団法人 日本いのちの電話連盟] 

          大会事務局長   河西千秋  [札幌医科大学神経精神医学講座] 

      

      ＜その他の委員会委員長・副委員長・委員＞ （2015年 4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]  

副大会長 日下忠文   [一般社団法人 日本いのちの電話連盟]  

名誉顧問 髙橋清久   [公益社団法人 精神・神経科学振興財団]  

名誉顧問 広瀬徹也   [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東日本関東病院精神神経科] 

顧問  飯森眞喜雄 [東京医科大学名誉教授]  

顧問        渡辺洋一郎 [公益社団法人 日本精神神経科診療所協会] 

顧問        黒木宣夫    [日本総合病院精神医学会] 

顧問  中村純    [産業医科大学医学部精神医学教室]   

事務局長 河西千秋   [札幌医科大学神経精神医学講座]  
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財務担当委員会  

委員長  白川治     [近畿大学医学部精神神経科学教室]  

委員  酒井明夫   [岩手医科大学医学部神経精神科学講座] 

委員  渡邊衡一郎 [杏林大学医学部精神神経科学教室]  

委員  近藤毅    [琉球大学大学院精神病態医学講座]  

委員  岩田仲生    [藤田保健衛生大学医学部精神神経科学講座]  

委員  石郷岡純    [東京女子医科大学医学部精神医学教室]  

委員  大森哲郎    [徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部精神医学分野]  

委員  寺尾岳    [大分大学医学部精神神経医学講座]  

委員  山口登    [聖マリアンナ医大学病院神経精神科学教室]  

委員  吉内一浩    [東京大学大学院医学系研究科内科学専攻  

                    生体防御腫瘍内科学講座ストレス防御・心身医学]  

委員        森信繁     [高知大学医学部神経精神科学教室] 

委員  山田和夫    [横浜尾上町クリニック、 

           東洋英和女学院大学 人間科学部人間科学科] 

 

プログラム委員会      

委員長  張賢徳    [帝京大学医学部附属溝口病院精神神経科]  

委員  平安良雄   [横浜市立大学医学部精神医学教室]  

委員  山田光彦    [独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 

      精神保健研究所精神薬理研究部]  

 

渉外委員会  

委員長(国内) 大野裕     [独立行政法人 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   [筑波大学医学医療系災害精神支援学]  

委員長(海外） 竹島正    [独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 

                          精神保健研究所／自殺予防総合対策センター] 

 

          大会行事委員会 

             委員長       大塚耕太郎 [岩手医科大学医学部災害・地域精神医学講座] 

 

 (2)  第40回日本自殺予防学会総会  

   代表者 ： 会長  河西千秋 [札幌医科大学神経精神医学講座] 

    

 実行委員会 ： 

 河西千秋 [札幌医科大学神経精神医学講座] 

 齋藤友紀雄 [一般社団法人 日本いのちの電話連盟］ 

 飯森眞喜雄 [東京医科大学名誉教授] 

 張賢徳  [帝京大学医学部附属溝口病院精神神経科] 

 丸田敏雅 [東京医科大学医学科精神医学教室] 

 松本寿昭 [大妻女子大学名誉教授] 

 大塚耕太郎 [岩手医科大学医学部災害・地域精神医学講座]   

（順不同・敬称略） 

 

8. 各種お申込み・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           
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1. 開催日時 （予定） 

2016年 5月18日（水） - 5月 21日（土）  昼、または夕方 50分間 予定 

 

2. 開催会場 （予定）    

東京コンベンションホール  

 

3. 共催セミナー種別 

   ランチョンセミナー/イブニングセミナー 

 

4. 共催金額 （予定）   ※下記金額は税込となります。 

１セミナーあたり   大ホール（500名以上）  2,160,000円 

小ホール 200名以下  1,080,000円 

 

5. 申込方法 

別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にて運営事務局までお送りください。 

なお、FAXでご送信の際には念のため、送信履歴を確認いただけますと幸いです。 

お申込み内容を確認後、追って請求書をお送りいたします。請求書記載の振込口座へお振り込み 

ください。入金確認をもって、正式な申込みとさせていただきます。 

 

6. 申込締切 

 2015 年 12月14日(月)   ※セミナー開催数に達し次第締め切らせていただきます。 

 

7. 注意事項 

 テーマ、座長・演者については、共催企業様のご希望を申込書にご記入ください。 

ただし、学会プログラムを検討の上で、主催者にて調整をさせていただく場合がございます。 

 複数企業との共同開催も可能です。 

 申込受理後の解約は、原則として認めかねます。 

 以下の費用は、共催費に含まれておりません。共催企業様のオプション申込となります。 

 オプション申込につきましては、運営事務局である（株）コンベンションリンケージにて手配させていただ 

 きます。申込締切後にお送りする開催要項をご確認の上、お申込みください。 

 学会終了後、（株）コンベンションリンケージから費用をご請求させていただきます。 

 

（1） 料飲：参加者用弁当（お茶込み/ランチョンセミナーのみ）、座長・演者打合せ食事等 

※会場の都合上、外部からの持込不可となります。 

（2） 運営要員：アナウンス係、お弁当配布係、誘導係、照明係等 

（3） 看板・表示物：会場表示立札、氏名掲示（座長・演者）等 

        ※大会統一デザインにて作成いたします。 

（4） 謝礼、旅費：座長・演者分 

（5） 追加機材：同時通訳、収録、控室の機材・備品等 

（6） 印刷費：ポスター、チラシ等 

（7） 業務運営費（上記の手数料として合計費用の 15％） 

 

ランチョン・イブニングセミナー 開催概要 
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1. 媒体名 ： 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 

 プログラム・抄録集 

2. 発行部数 ： 1,500部 (予定)   

3. 配布先 ： 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 

参加者ほか 

4 .  原稿サイズ ： A4・タテ版  

5. 媒体製作費用（予定額） ： 2,160,000円 

6. 広告料総額（予定額） ： 1,792,800円 

7. 広告掲載料  

No. 種 類 タイプ 金額（消費税込） 募集枠数 

1 表 4（裏表紙） カラー   1頁 324,000円 1 

2 表 3（裏表紙の裏） カラー   1頁 162,000円 1 

3 表 2（表紙の裏） カラー   1頁 324,000円 1 

4 後付（記事中）A モノクロ   1頁 91,800円 6 

5 後付（記事中）B モノクロ   1/2頁 54,000円 8 

※ 後付については、掲載位置の指定はできませんのでご了承ください。 

※ お申込みは先着順とさせていただきます。 

8. 申込締切日 ： 2016年 2月 26日(金) 

9. 原稿締切日 ： 2016年 3月 4日(金) 

10. 広告原稿 ： 版下データ・紙焼き・フィルムのいずれかを運営事務局までお送りください。 

11. 申込方法  

別紙「広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。申込内容を確認後、 

追って請求書を郵送いたします。ご入金確認後、正式な申込みとさせていただきます。 

12. 掲載料のお支払い 

申込書受領後、事務局より請求書をお送りさせていただきます。 

請求書発行日より 1ヶ月以内に掲載料を所定の口座にお振込みください。 

＜振込口座＞ 

銀行：三菱東京UFJ銀行 

支店：自由が丘支店（支店番号 794） 

口座名義：第 7回国際自殺予防学会地域大会 事務局 河西千秋 
（ダイナナカイコクサイジサツヨボウガッカイチイキタイカイ カワニシチアキ）（注：ジムキョクが省かれています）   
預金種別：普通 

口座番号：0167949 

広告募集要項 
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1.会期 ：  

【展示搬入・設営予定日時】  2016年 5月 17日（火） 時間未定 

【展示実施予定日時】  2016年 5月 18日（水） - 5月 21日（土） 

【展示搬出・撤去予定日時】  2016年 5月 21日（土） 夕方想定 

 

2.開催会場 ： 東京コンベンションホール ホワイエ(予定) 

 
3.小間料金 ・ 仕様 ： 16,200円（税込） / 机 1本 

    ※机 1本単位にて、ご希望数をお申込みください。 

 

4.出展募集小間数 ：    15  社程度 

 

5.申込締切 ： 2016年 2月 26日(金) 

※予定数に達した場合は、期限前でも申込みを締め切ることもありますので、お早目にお申込みください。 

※展示物等、学会の主旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもございます。 

ご了承の程お願い申し上げます。 

 

6.小間の割当て 

・ 小間の割当ては、出展物の種類・小間数・実演の有無などを考慮し、申込み締切後に主催者が決定し、各出展者

へ通知いたします。出展者はこの割当てに対する異議申し立てはできませんのでご了承ください。 

・ 出展者が主催者の承諾なく小間の全部または一部譲渡・交換を行うことは、ご遠慮ください。 

 

７．申込方法  

別紙「協賛 申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。申込内容を確認後、 

追って請求書を郵送いたします。ご入金確認後、正式な申込みとさせていただきます。 

 

8．掲載料のお支払い 

申込書受領後、事務局より請求書をお送りさせていただきます。 

請求書発行日より 1ヶ月以内に掲載料を所定の口座にお振込みください。 

 

＜振込口座＞ 

銀行：三菱東京UFJ銀行 

支店：自由が丘支店（支店番号 794） 

口座名義：第 7回国際自殺予防学会地域大会 事務局 河西千秋 

（ダイナナカイコクサイジサツヨボウガッカイチイキタイカイ カワニシチアキ）（注：ジムキョクが省かれています）   

預金種別：普通 

口座番号：0167949 

書籍展示 募集要項 
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【ご提出】 FAX：03-3263-8693                    年   月   日 
運営事務局 （株式会社コンベンションリンケージ 行） 

申込締切： 2015年 12月 14日（月) 

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 

ランチョン・イブニングセミナー 申込書 
 

※プログラムへ記載の都合上、日英での記入を宜しくお願い致します。 

貴社名 
（和名） 

（英名） 

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

TEL：                   FAX： 

E-mail： 

■お申込みセミナーの内容■ ※後日でも結構です。※演者が 1名の場合、「演者 2」の欄は記載不要です。 

□ 大ホール（500名以上）  □ 小ホール 200名以下    

 

テーマ 
（和文） □予定 

□決定 （英文） 

座長 

氏名 
（和名） 

□予定 

□交渉中 

□決定 

（英名） 

所属 
（和名） 

（英名） 

演者 1 

氏名 
（和名） 

□予定 

□交渉中 

□決定 

（英名） 

所属 
（和名） 

（英名） 

演者 2 

氏名 
（和名） 

□予定 

□交渉中 

□決定 

（英名） 

所属 
（和名） 

（英名） 

■備考■ ご要望、2社共催等の補足がございましたらこちらにご記入ください。 
 
 
 

 
運営事務局 
使用欄 

受付日  受付番号  備考  
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【ご提出】 FAX：03-3263-8693                    年   月   日 
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 行                     申込締切： 2016年 2月 26日(金) 

 

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 

協賛 申込書 
 

第 7回国際自殺予防学会 アジア・太平洋地域大会開催の趣旨に賛同し、下記を申込みます。 

貴社名 
（和名） 

（英名） 

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

TEL：                   FAX： 

E-mail： 

 
下記のご希望の□枠内に☑印をして頂き、必要項目をご記入ください。 
 

□ 広告詳細： 掲載を希望する種類の「申込み」欄に○印をご記入ください。 
 

 種 類 タイプ 金額（消費税込） 申込み 

1 表4（裏表紙） カラー   1頁 324,000円 1 

2 表3（裏表紙の裏） カラー   1頁 162,000円 1 

3 表2（表紙の裏） カラー   1頁 324,000円 1 

4 後付（記事中）A モノクロ   1頁 91,800円 6 

5 後付（記事中）B モノクロ   1/2頁 54,000円 8 
 

□ 書籍展示  

机 1本当たり  16,200円（税込） （      ）本                     円 

 

■備考： ご要望、補足等ございましたらこちらにご記入ください。 
 
 
 

 
事務局 
使用欄 

受付日  受付番号  備考  

【お問合せ】 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 ㈱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：03-3263-8688  FAX：03-3263-8693  E-mail:iasptokyo2016@c-linkage.co.jp             

 

 


