
共催シンポジウム

■日時：11 月 24 日（金） 18：50 ～ 20：20
■会場：第 2 会場 （中野サンプラザ 13 階 スカイ）

共催
シンポジウム 1  

HIV medical scientific data
を公正かつ明確に伝えるために～
ドルテグラビル最新データによる
presentation study ～

座長 古賀一郎�（�ヴィーブヘルスケア株式会社メディカ
ルアフェアーズ部門）

■日時：11 月 25 日（土） 10：10 ～ 11：40
■会場：第 1 会場 （中野サンプラザ 13 階 コスモ）

共催
シンポジウム 2  HIV 感染症と Aging 座長

松下修三（熊本大学エイズ学研究センター）
岡　慎一（�国立国際医療研究センター　エイズ治

療・研究開発センター）

■演者
SS1-1 古賀一郎

ヴィーブヘルスケア株式会社メディカルアフェアーズ
部門

共催：ヴィーブヘルスケア株式会社

SS1-2 石原由一朗
デール・カーネギー・ジャパン

■演者
SS2-1 HIV 感染者の高齢化と合併症対策

潟永博之
国立国際医療研究センター　エイズ治療・研究開発セン
ター

共催：MSD 株式会社

SS2-2 海外演者

（ 　　）32234 



共催シンポジウム

■日時：11 月 25 日（土） 17：10 ～ 18：40
■会場：第 6 会場 （コングレスクエア中野 B1 階 ホール A・B）

共催
シンポジウム 3 TAF based regimenの展望 座長

満屋裕明（国立国際医療研究センター）
岡　慎一（�国立研究開発法人国立国際医療研究セ

ンター）

■日時：11 月 25 日（土） 17：30 ～ 19：30
■会場：第 2 会場 （中野サンプラザ 13 階 スカイ）

共催
シンポジウム 4 

薬剤師 workshop HIV 感染
者の生涯にわたるレジメンマ
ネージメント（合併症と薬物相
互作用 ― 薬剤師の観点から）

座長 阿部憲介（国立病院機構仙台医療センター　薬剤部）
増田純一（国立国際医療研究センター病院　薬剤部）

■演者
SS3-1 NRTI の役割～ Tenofovir の位置付

け～
立川夏夫
横浜市立市民病院　感染症内科

SS3-2 TAF Clinical Study Updates
Martin Rhee
Gilead�Sciences,�Inc.

共催：鳥居薬品株式会社／日本たばこ産業株式会社

SS3-3 TAF への期待と使用経験
潟永博之
国立研究開発法人国立国際医療研究センター　エイズ治
療・研究開発センター

■演者
SS4 國本雄介

札幌医科大学附属病院　薬剤部

共催：ヤンセンファーマ株式会社

（ 　　）33235 



ランチョンセミナー

■日時：11 月 24 日（金） 11：50 ～ 12：40
■会場：第 1 会場 （中野サンプラザ 13 階 コスモ）

ランチョン
セミナー 1

Stigma と差別がもたらす患者の
Disclosure、Adherence へのイ
ンパクトと抗 HIV 治療に求められ
る 役 割 ～ From 30 years of 
experience in UK and medical 
science of HIV infection ～

座長 古賀一郎（�ヴィーブヘルスケア株式会社　メディ
カル・アフェアーズ）

■日時：11 月 24 日（金） 11：50 ～ 12：40
■会場：第 3 会場 （中野サンプラザ 14 階 クレセント）

ランチョン
セミナー 2

30 年以上の服薬をどう考え
る？多様化する患者背景に合わ
せた ART 選択

座長 白阪琢磨（�国立病院機構大阪医療センター　　
HIV/AIDS先端医療開発センター）

■演者
LS1 Annemiek De Ruiter

ViiV�Healthcare

共催：ヴィーブヘルスケア株式会社／塩野義製薬株式会社

■演者
LS2-1 矢嶋敬史郎

がん・感染症センター都立駒込病院�感染症科

共催：MSD 株式会社

LS2-2 立川夏夫
横浜市立市民病院　感染症内科

（ 　　）34236 



ランチョンセミナー

■日時：11 月 24 日（金） 11：50 ～ 12：40
■会場：第 6 会場 （コングレスクエア中野 B1 階 ホール A・B）

ランチョン
セミナー 3 

ART と医療経済　～高い治療
成功率の維持に向けて～ 座長 横幕能行（�国立病院機構名古屋医療センター　　

エイズ治療開発センター）

■日時：11 月 25 日（土） 11：50 ～ 12：40
■会場：第 3 会場 （中野サンプラザ 14 階 クレセント）

ランチョン
セミナー 4

プロチアーゼ阻害剤による抗
HIV 治療戦略 座長 満屋裕明（�国立研究開発機構国立国際医療研究セ

ンター研究所）

■演者
LS3-1 矢倉裕輝

国立病院機構大阪医療センター　薬剤部

LS3-2 藤平輝明
東京医科大学病院　総合相談・支援センター

共催：鳥居薬品株式会社／日本たばこ産業株式会社

LS3-3 掛江敦之
鳥居薬品株式会社　開発グループ

■演者
LS4-1 蜂谷敦子

国立病院機構名古屋医療センター・生体情報解析室

共催：ヤンセンファーマ株式会社

LS4-2 渡邊　大
国立病院機構大阪医療センター臨床研究センター　エイ
ズ先端医療研究部

（ 　　）35237 



ランチョンセミナー

■日時：11 月 26 日（日） 11：50 ～ 12：40
■会場：第 2 会場 （中野サンプラザ 13 階 スカイ）

ランチョン
セミナー 6 HIV 検査の現状と展望 座長 松下修三（熊本大学エイズ学研究センター）

■日時：11 月 25 日（土） 11：50 ～ 12：40
■会場：第 6 会場 （コングレスクエア中野 B1 階 ホール A・B）

ランチョン
セミナー 5

本当は伝えたい、じぶんのこと、
治療のこと 座長 生島　嗣（特定非営利活動法人ぷれいす東京）

■演者
LS6-1 和田秀穂

川崎医科大学　血液内科学

共催：アリーアメディカル株式会社／鳥居薬品株式会社

LS6-2 高久陽介
特定非営利活動法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャ
ンププラス

■演者
LS5-1 井上洋士

放送大学

共催：ヴィーブヘルスケア株式会社／塩野義製薬株式会社

LS5-2 HIV 陽性者スピーカー

（ 　　）36238 



シンポジウムイブニングセミナー

■日時：11 月 25 日（土） 18：40 ～ 19：30
■会場：第７会場（コングレスクエア中野 1 階 ルーム 1）

イブニング
セミナー 2

Realizing HOPE: The Ethics 
of Organ Transplantation 
From HIV-Positive Donors

座長 江口　晋（長崎大学大学院　移植・消化器外科）

■日時：11 月 24 日（金） 18：50 ～ 19：40
■会場：第 6 会場 （コングレスクエア中野 B1 階 ホール A・B）

イブニング
セミナー 1

薬害被害者の長期療養支援に活
かす血友病ケアと社会資源の最
新情報

座長
池田和子（�国立研究開発法人国立国際医療研究セ

ンター病院　エイズ治療・研究開発セ
ンター）

■演者
ES2-1 Dorry Segev

�Johns�Hopkins�University�School�of�Medicine�

共催：SNUC-LT プログラム

■演者
ES1-1 佐藤知恵

東京医科大学病院　看護部　日本エイズ学会認定HIV感
染症看護師

共催：セコム医療システム株式会社

ES1-2 葛田衣重
千葉大学医学部附属病院　地域医療連携部　ソーシャル
ワーカー

（ 　　）37239 
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