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シンポジウム

シンポジウム1 新しい枠組みの抗HIV療法 座長
鯉渕智彦　（東京大学医科学研究所附属病院
　　　　　　感染免疫内科）
四本美保子（東京医科大学病院　臨床検査医学科）

シンポジウム2 インターフェロンのインパクト 座長
中山英美（大阪大学微生物病研究所
　　　　　ウイルス感染制御分野）
佐藤　佳（東京大学医科学研究所　感染症国際研究
　　　　　センター　システムウイルス学分野）

■日時：12月2日（日）9：00 ～ 10：50
■会場：第1会場（大阪国際会議場 10 階 1003）　

■日時：12月2日（日）9：00 ～ 10：50
■会場：第5会場（大阪国際会議場 10 階 1009）

第Ⅰ部：Key Note Lecture `The Long-acting ART`
■演者
SY1-1 Long-Acting Antiretroviral Therapy: Is it Time to Give it a Shot?
 Charles W. Flexner

Infectious Diseases and Clinical Pharmacology, Johns Hopkins University, USA

第Ⅱ部：シンポジウム　2剤併用療法
■演者

SY1-2 2 剤併用療法概論
鯉渕智彦
東京大学医科学研究所附属病院　感染免疫内科

SY1-3 2 剤併用療法の経験
横幕能行
国立病院機構名古屋医療センター

SY1-4 薬剤師の立場から（2剤併用療法について）
増田純一
国立国際医療研究センター病院　薬剤部

SY1-5 2 剤併用療法の問題点・解決すべき課題
立川夏夫
横浜市立市民病院　感染症内科

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

■演者

SY2-1 インターフェロンの効果と
抗ウイルス宿主因子の活性化
徳永研三
国立感染症研究所　感染病理部

SY2-2 MALT1によるN4BP1の分解は
潜伏感染HIV-1 の再活性化を促進する
山岨大智
京都大学ウイルス・再生医科学研究所　感染防御分野

SY2-3 自然免疫によるHIV感染認識における
キャプシドの役割
山下満左裕
Aaron Diamond AIDS Research Center

SY2-4 HIV-1カプシドによる
I 型インターフェロン感受性の制御
齊藤　暁
大阪大学微生物病研究所
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シンポジウム3
関西圏におけるHIV/AIDS・薬
物依存のセーフティーネットの
現状－足りていないからこそで
きるケア－

座長 白野倫徳（大阪市立総合医療センター　感染症内科）

シンポジウム4 HIV感染症とAging（基礎） 座長
滝口雅文（熊本大学　エイズ学研究センター
　　　　　滝口プロジェクト研究室）
塩田達雄（大阪大学微生物病研究所
　　　　　ウイルス感染制御分野）

■日時：12月2日（日）9：00 ～ 10：50
■会場：第 7会場（大阪国際会議場 12階 特別会議場）

■日時：12月2日（日）15：40 ～ 17：30
■会場：第1会場（大阪国際会議場 10 階 1003）

■演者

SY3-1 ＨＩＶ陽性者の精神科病院受け入れの
 現状と課題

角谷慶子
長岡記念財団長岡ヘルスケアセンター（長岡病院）

SY3-2 仲倉ミーティングから
セーフティーネットを考える
仲倉高広
京都橘大学健康科学部　心理学科

SY3-3 グループミーティング“SPICA”から
青木理恵子
特定非営利活動法人CHARM

■演者

SY4-1 Immune aging in HIV infection
Victor Appay
Immunity and Infectious Disease Research Center, 
INSERM, France

SY4-2 HIV 感染と細胞老化
南　留美
国立病院機構九州医療センター　免疫感染症内科

SY3-4 SALON DE BAZAARの実践を通して
思考する
松浦千恵
バザールカフェ、安東医院

SY3-5 当事者

SY4-3 乳酸菌による自然免疫活性化を通じた
 老化形質制御の可能性

藤原大介
キリン株式会社　事業創造部

SY4-4 免疫ゲノム解析を用いた
 がん免疫応答の本態解明

西川博嘉
名古屋大学大学院医学系研究科　微生物・免疫学講座
分子細胞免疫学
国立がん研究センター　研究所　腫瘍免疫研究分野／
先端医療開発センター　免疫TR分野

共催：キリンホールディングス（株）
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シンポジウム5 これからHIV診療に取り組む
方々へ 座長 澤田暁宏（兵庫医科大学　血液内科）

下司有加（国立病院機構神戸医療センター）

シンポジウム6
「抗HIV薬の薬物動態、薬剤間
相互作用と薬剤耐性」 ～PK/
PD/PGのアプローチからウイ
ルス学的失敗ゼロを目指す～

座長 吉野宗宏（国立病院機構　宇多野病院）
古西　満（奈良県立医科大学　健康管理センター）

■日時：12月2日（日）15：40 ～ 17：00
■会場：第5会場（大阪国際会議場 10 階 1009）

■日時：12月3日（月）10：00 ～ 11：50
■会場：第1会場（大阪国際会議場 10 階 1003）

■演者

SY6-1 薬剤耐性HIVの臨床経験と
 抗 HIV 薬の薬物動態

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

SY6-2 血中濃度測定およびその評価について
矢倉裕輝
国立病院機構大阪医療センター　薬剤部

■演者

SY5-1 HIV 感染症の現状とこれからの課題
鯉渕智彦
東京大学医科学研究所附属病院

SY5-2 「これからHIV診療に取り組む方々へ」　
 看護師の立場から

大野稔子
北海道大学病院　看護部

SY5-3 薬剤師の立場から：
 （アドヒアランス向上のために）

矢倉裕輝
国立病院機構大阪医療センター　薬剤部

SY6-3 臨床において留意すべき
 薬剤間相互作用とその評価ツール

日笠真一
兵庫医科大学病院　薬剤部

共催：鳥居薬品（株）／ 日本たばこ産業（株）

SY5-4 これからHIV 診療に取り組む医療ソー
シャルワーカーの方へ

 ～権利擁護の実践の場へようこそ～
岡本　学
国立病院機構大阪医療センター　医療福祉相談室

SY5-5 行政の立場から：これからHIV診療に取り
組む方々への期待 
原澤朋史
厚生労働省健康局結核感染症課エイズ対策推進室
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シンポジウム7
HIV医療はどのように生まれ、
どこに向かおうとしているか
～薬害エイズがもたらしたこと
と、今後求められるもの～

座長
花井十伍（特定非営利活動法人
　　　　　ネットワーク医療と人権）
横田恵子（神戸女学院大学　文学部　総合文化学科）

シンポジウム8 HIV cure & reservoir 座長 佐藤賢文（熊本大学　エイズ学研究センター）
明里宏文 （京都大学　霊長類研究所）

■日時：12月3日（月）10：00 ～ 11：50
■会場：第5会場（大阪国際会議場 10 階 1009）

■日時：12月3日（月）10：00 ～ 11：20
■会場：第 7会場（大阪国際会議場 12階 特別会議場）

■演者

SY7-1 「患者主体の医療」の系譜とHIV医療
大北全俊
東北大学大学院医学系研究科

SY7-2 薬害エイズがもたらした
 HIV 医療の移り変わり

森戸克則
特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権
大阪HIV薬害訴訟原告団

■演者

SY8-1 HIV 治癒へのオミクス解析
小柳義夫
京都大学ウイルス・再生医科学研究所

SY8-2 HIV 感染霊長類モデルによるHIV 根治
研究
明里宏文
京都大学 霊長類研究所
京都大学ウイルス・再生医科学研究所

SY7-3 HIV 感染による孤立から支え合いへ：
 カウンセラーからみた来し方行く末

内野悌司
広島修道大学

SY7-4 スティグマはお邪魔
高田　昇
中国電力株式会社中電病院

SY8-3 Strategies Toward an HIV Cure
Ole Schmeltz Søgaard
Aarhus University Hospital, Denmark
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シンポジウム9

U=U（Undetectable=
Untransmittable） 誰が何を
どう伝えるか：陽性者の人権と
スティグマゼロへの取り組みを
視野に入れて

座長
岡本　学（国立病院機構大阪医療センター
　　　　　医療相談室）
大北全俊（東北大学大学院　医学系研究科）

シンポジウム10 HIVワクチン開発の過去、現在、
未来 座長

俣野哲朗（国立感染症研究所　エイズ研究センター）
山本拓也（国立研究開発法人　医薬基盤・健康・
　　　　　栄養研究所　免疫老化プロジェクト）

■日時：12月3日（月）16：30 ～ 18：20
■会場：第3会場（大阪国際会議場 10 階 1002）

■日時：12月3日（月）16：30 ～ 18：20
■会場：第 7会場（大阪国際会議場 12階 特別会議場）

SY10-3 HIV 複製抑制に効果的な T細胞応答の
選択的誘導を目的とした新規ワクチン
抗原設計戦略
石井　洋 
国立感染症研究所エイズ研究センター

SY10-4 ナイーブT細胞からの高機能を有する
 HIV-1 特異的CD8陽性 T細胞の誘導

久世　望
熊本大学エイズ学研究センター

■演者

SY9-1 U＝U, beyond the evidence
（エビデンスを越えて）
山口正純
武南病院

SY9-2 U=Uという科学的知見を、
 私たちはエイズ対策に活かしているか？

高久陽介
NPO法人日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス

■演者

SY10-1 RV144: A summary of a decade of
 learning

Jerome H. Kim
International Vaccine Institute, Korea

SY10-2 アカゲザルを用いたHIV-1ワクチン評価
 のためのR5-tropic SHIV の開発

新開大史
北海道大学　人獣共通感染症リサーチセンター　生物製剤研
究開発室

SY9-3 U=Uをめぐるメッセージと予防啓発
塩野徳史
大阪青山大学健康科学部　看護学科、MASH大阪

SY9-4 何をどう伝えるか　看護師の立場から
渡部恵子
北海道大学病院

※SY10-1 Dr. Jerome H. Kim の講演は都合により、
　 12月3日（月）11：25～11：50  第 7会場（12階 特別会議場）に変更となりました。
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シンポジウム11
C型肝炎 “ 制圧（ゼロ） ”、
B型肝炎 “ 制御（ゼロ） ”に
むけた取り組み

座長
四柳　宏（東京大学医科学研究所
　　　　　先端医療研究センター　感染症分野）
三田英治（国立病院機構　大阪医療センター
　　　　　消化器内科）

シンポジウム12 ARTの現状：基礎研究者への
発信 座長

塩田達雄（大阪大学微生物病研究所
　　　　　ウイルス感染制御分野）
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 ）

■日時：12月4日（火）9：00 ～ 10：50
■会場：第1会場（大阪国際会議場 10 階 1003）

■日時：12月4日（火）9：00 ～ 10：50
■会場：第5会場（大阪国際会議場 10 階 1009）

■演者

SY11-1 HIV/HCV感染の疫学
ー新規感染・再感染の状況も含めてー
塚田訓久
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

SY11-2 HIV/HCV共感染の経過と治療
 －MSM症例を中心に－

菊地　正
国立感染症研究所　エイズ研究センター

SY11-3 HIV 合併血友病患者のC型肝炎治療の
変遷と現況
萩原　剛
東京医科大学　臨床検査医学分野

■演者

SY12-1 新規HIV逆転写酵素阻害剤の開発と次世
代ARTに向けた新しい治療法への応用
前田賢次
国立国際医療研究センター

SY12-2 治療効果や副作用に関係する
 ヒトゲノム多型解析

土屋亮人
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

SY11-4 HIV/HBV 重複感染者に対するTDF/
TAF 含有ARTにおけるHBs抗原陰性
化因子の解析
田中聡司
国立病院機構大阪医療センター　消化器内科

SY11-5 HIV 感染者の occult HBV infection
 の検討

古庄憲浩
九州大学病院　総合診療科

SY11-6 血液製剤によるHIV/HCV重複感染患者
 に対する肝移植

江口　晋
長崎大学大学院　移植・消化器外科

SY12-3 薬剤耐性 HIV の現状とART 標的酵素
外に存在する耐性変異の可能性について
蜂谷敦子
国立病院機構名古屋医療センター　臨床研究センター

SY12-4 投与される抗HIV薬の選択と変更
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

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成
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シンポジウム13
広がりつつある検査の選択肢
と、個別施策層の対策にどのよ
うに対応するか

座長
岩橋恒太（特定非営利活動法人 akta）
岡本　学（独立行政法人　国立病院機構
　　　　　大阪医療センター　医療相談室）

■日時：12月4日（火）9：00 ～ 10：30
■会場：第6会場（大阪国際会議場 12階 1202）

■演者

SY13-1 プレ検査概念の提案と個別施策層の
 検査機会の拡充

今村顕史
がん・感染症センター都立駒込病院　感染症科

SY13-2 MSMを対象とする、郵送検査手法を
用いた新たなHIV検査機会としての
｢HIVcheck.jp｣ の取り組み
岩橋恒太
特定非営利活動法人 akta

SY13-3 性風俗店における郵送検査の問題
要友紀子
SWASH

SY13-4 職域における検査の可能性
横幕能行
国立病院機構名古屋医療センター

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成




