
第１会場 第２会場 第３会場 ポスター会場
[示 説]

会議場A1 会議場B1 会議場B5・6・7 会議場B2

受付開始【１４：３０～】

19:00

10:00

11:00

13:00

14:00

12:00

16:00

17:00

09:00

16:00

15:0015:00

17:00

18:0018:00

10:00

11:00

13:00

14:00

開会の辞
【１４：５０～１５：００】

■震災特別講演【１５：００～１６：００】
東日本大震災被災者の現在の

心理状況と今後の対応

２０１１年１２月１５日（木）

12:00

日　程　表

09:00

20:00 20:00

■学会認定研修会Ⅰ
主な対象者：精神科以外の医師。
その他の職種の医療従事者も可。

【１８：００～２０：００】
プライマリケア医による自殺予防と
危機管理～死にたいと言われても

うろたえない医師になる～

ファシリテーター： 井出　  広幸
         　　　　　　    木村　  勝智
　　　　　　　　　　  　 宮崎　     仁

■学会認定研修会Ⅱ
主な対象者：自殺対象の研修会・

講習会開催に携わる方々。

【１８：００～２０：００】
メンタルヘルスファーストエイドによる
ゲートキーパー養成プログラムの習得

ファシリテーター：大塚耕太郎
   　　　　　　　　　　赤平美津子
　　　　　　　　　　　森山　花鈴
　　　　　　　　　　　張　　　賢徳

19:00

   座長： 近藤　      毅
   演者： 高良　   聖治     久場　  禎三
            大塚　耕太郎

 

 
 

 

 
 

 



第１会場 第２会場 第３会場 ポスター会場
[示 説]

会議場A1 会議場B1 会議場B5・6・7 会議場B2

　

日　程　表

■大会長講演
【１４：１５～１４：５５】

メディカルモデルの効用と今後の展望

演者：近藤　　　毅

■ランチョンセミナーⅠ
【１２：３０～１３：３０】

うつ病関連
座長：本橋　　豊
演者：坂元　　薫

【共催】
グラクソ・スミスクライン株式会社

14:00

■一般演題Ⅲ
【１５：００～１６：４５】

地域自殺対策
　座長：竹島　 　正

　　　　　 河西　 千秋
　演者：朴 　　 相俊
　　　　　頴原　 浩司
　　　　　瀧波　 賢治
　　　　　中山　 恵子
　　　　　大竹三千代
　　　　　杉本 　達哉
　　　　　平田 　真木

■ランチョンセミナーⅡ
【１２：３０～１３：３０】
産業メンタルヘルス

座長：大野　裕
演者：寺尾　岳

【共催】
ファイザー株式会社

■総会
【１３：４０～１４：１０】

19:00 19:00

20:00 20:00

17:00 17:00

18:00 18:00

　　　     　■ポスター閲覧
　　    　【１０：３０～１６：００】

　　　　　     Ⅰ　自殺とメディア
　　　　　　　      末木   　新

　　　　        Ⅱ　メンタルヘルス
 　      瀧澤 　志穂　　　　鵜重　 順康
 　      辻本　 江美　　　  竹谷　 怜子
 　      市瀬　 晶子　  　　相羽　 美幸
　       遠藤　    剛

　　　　 　    Ⅲ　自殺予防対策
　　      宮川　 治美　　　　山内　 貴史
　　      稲垣　 正俊　　　　河西　 千秋
　　      米本　 直裕　　　　井上    　顕
　　      大槻　 露華　　　　山口　 裕介

Ⅳ　精神科病院における実態と取り組み
　        白鳥 　裕貴　　　　寺岡 　貴子
　        寺岡征太郎　　　　田仲 　和子
　        山本田鶴子　　　　長竹 　教夫
　
　　　 　　　     Ⅴ　救命救急
　         工藤　   薫　　　　守村　   洋
　         有田　惠亮　　　　下田　重朗
　         堀　   智子　　　　日野　耕介
　         肥田　篤彦　　　　高井美智子
 
　　　　       Ⅵ　ポストベンション
　        植村 　圭子　　　　川野 　健治
　        鴨川 　順子　　　　中原登世子

　　　　 　　　      Ⅶ　その他
　        福山なおみ　　　　戸並   　誠
　        佐藤　徳光

          ■ポスター討論　４０演題
             【１６：００～１７：００】

■一般演題Ⅱ
【１０：２０～１１：５０】

地域・社会要因
　座長：石蔵　 文信
        　 山田　 光彦
　演者：松尾真裕子
        　 小森田龍生
         　 影山　 隆之
　　　  　 鬼﨑　 信好
         　 小嶋　 秀幹
　　　  　 松田　 美枝

■シンポジウムⅠ
【１０：２０～１２：２０】

自殺の背景にある格差の再考

座長：竹島　　　正

演者：本橋　　  豊
　　　　安里　 長従
　　 　 反町　 吉秀
　　　　的場　 由木

■ランチョンセミナーⅢ
【１２：３０～１３：３０】

自殺防止対策
座長：張　　 賢徳
演者：樋口　輝彦

【共催】
Meiji Seikaファルマ株式会社

15:00

16:00 16:00

■シンポジウムⅡ
【１５：００～１７：００】

セーフティネット構築への展望

座長：張　　 賢徳

演者：馬場　 優子
　　　 木下　  　浩
　　　 関川　 浩司
　　　 佐藤　 恵美

■一般演題Ⅳ
【１５：００～１６：３０】

自殺既遂
座長：山田　 朊樹
　　　 　大塚耕太郎
演者：瀧澤   　透

　　　　 清田 　勝彦
　　　 　 三井 　信幸
　　　 　菊池    　優
　　　 　佐藤　 文子
　　　　 前田　 昭典

15:00

受　　　付　　　開　　　始
【９：００～】

14:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

■一般演題Ⅰ
【１０：２０～１１：５０】

意識調査
　座長：古郡　 規雄
　　　　　小高　 真美
　演者：太刀川弘和
　　　  　阿部　 恭久
　　　 　　李　　 菊姫
　　　  　進藤　 太郎
　　　  　大山　 寧寧
　　　  　岩本　 洋子

■ポスター貼付
【９：３０～１０：３０】

懇親会
【１７：３０～１９：００】

会場：レストラン「ラナイ」
（会議棟A内）

10:00 10:00

２０１１年１２月１６日（金）

09:00 09:00

 

 
 

 

 
 

   



第１会場 第２会場 第３会場 ポスター会場
[示 説]

会議場A1 会議場B1 会議場B5・6・7 会議場B2

日　程　表

19:00 19:00

20:00

18:00

■一般演題Ⅸ
【１５：１０～１６：４０】

救命救急
座長：杉本　達哉
         衞藤　暢明

演者：原田　康平
　　　  本田　洋子
　　　　河野　直子
　　　　大高　靖史
　　　　福生　泰久

■第３６回
日本自殺予防シンポジウム

沖縄大会
【１３：４５～１６：５５】

「再生～つなぎ合ういのち～」

Ⅰ基調講演
　「生きたい・・・という気持ちをたぐり寄せる」

　講演者：青木　省三

Ⅱ特別報告
　「東日本大震災に学ぶ」

　講演者：出村　和子

Ⅲシンポジウム
　「人生の新たな一歩をささえて」

　座長：仲本　晴男

シンポジスト：山内　昌良
　　　　　　　　  嘉数　栄子
　　　　　　　　  大野　一伊
※総合司会　渡辺　克江

15:00

20:00

16:00

17:00 17:00

■ポスター閲覧
【１０：３０～１６：３０】

ポスターⅠ～Ⅶ
前日と同じ演題

■ポスター討論　４０演題
【１１：００～１２：００】

13:00

12:00

15:00

閉会の辞【１６：５５～１７：００】 ■ポスター撤去
【１６：３０～１７：３０】

18:00

２０１１年１２月１７日（土）

09:00 09:00

■一般演題Ⅷ
【１５：１０～１６：４０】

サポート・介入
座長：白川　   治
　　　  酒井　 明夫

演者：小野　 亨雄
　　　　良原　 誠崇
　　　　岩井　 英典
　　　　遠藤　 昌克
　　　　草野　 哲也

14:00

11:00

10:00

16:00

■ランチョンセミナーⅤ
【１２：００～１３：００】

うつ病関連
座長：河西　千秋
演者：古郡　規雄

【共催】田辺三菱製薬株式会社
   吉富薬品株式会社

13:00

■シンポジウムⅢ
【９：３０～１１：３０】

メディカルモデル対策の現実

座長：山田　光彦

演者：河西　千秋
　　　　田中     治
　　　　稲垣　正俊
　　　　石蔵　文信

■一般演題Ⅴ
【９：３０～１１：００】

若年層の自殺関連事象
　座長：勝又陽太郎
　　　  　久場 　禎三
　演者：宮地　 伸吾
　　　 　　川島　 義高
　　　 　　松尊　 桜世
　　　 　　新井　    肇
　　　 　　古谷　 大輔
　　　 　　阪中　 順子

■一般演題Ⅵ
【９：３０～１１：００】

自殺未遂と危険因子
　座長：神庭　 重信
　　　  　丸田　 敏正
　演者：高江洲義和
　　　 　佐藤    　篤
　　　 　衞藤　 暢明
　　　 　仲唐　 安哉
　　　 　市川多香子
　　　 　後藤 　由和

■ランチョンセミナーⅥ
【１２：００～１３：００】

自殺予防関連
座長：新垣　元

　演者：智田　文徳
【共催】

ヤンセンファーマ株式会社

■ランチョンセミナーⅣ
【１２：００～１３：００】

自殺対策
　 座長：神庭　重信
　演者：酒井　明夫

【共催】
MSD株式会社

■ポスター貼付
【９：３０～１０：３０】

受　　付　　開　　始
【９：００～】

14:00

■シンポジウムⅣ
【１３：１０～１５：１０】

新しいコミュニティーモデルを
目指して

座長：大野     裕

　演者：森山　 花鈴
　　　　 大塚耕太郎

　　　　　佐藤 　 眞一
　　　　　宮里 　 好一

■一般演題Ⅶ
【１３：４０～１５：１０】

教育と啓発

座長：田中   　治

演者：大中　 俊宏
　　    横山　 和正
　　　  木村　 大樹

10:00

11:00

12:00

 

 

 

 

 

 

     




