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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー1
（同時通訳有り）

NRTIがもたらした3剤治療の
足跡とdolutegravirが拓く
2剤治療の可能性

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）

ランチョン
セミナー2

血友病と血液由来感染症
－治療の進歩と今後の展望－ 座長 福武勝幸（東京医科大学　臨床検査医学分野）

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

■日時：12月2日（日）12：00 ～ 12：50
■会場：第3会場（大阪国際会議場 10 階 1002）

■演者
LS1-1 Charles Hicks

ViiV Healthcare company, Senior Global Medical Director

共催：ヴィーブヘルスケア（株）／ 塩野義製薬（株）

■演者
LS2-1 鈴木隆史

荻窪病院　血液凝固科

共催：バイオベラティブ・ジャパン（株）
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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー3

全例治療時代を迎えた
HIV感染症の合併症を考える 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）

ランチョン
セミナー 4

（同時通訳有り）

The Global Challenge of 
“Getting to Zero HIV 
Infections”: Can Japan be 
fi rst to zero?

座長
Shinichi Oka
（AIDS Clinical Center, National Center for 
Global Health and Medicine）

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

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

■演者

LS3-1 HIV/HBV重複感染のART戦略
古庄憲浩
九州大学大学院 感染制御医学／九州大学病院 総合診療科

LS3-2 高齢者のART戦略
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：鳥居薬品（株）／日本たばこ産業（株）

■演者
LS4-1 Joel Gallant

HIV Medical Aff airs, Gilead Sciences

共催：ギリアド・サイエンシズ（株）
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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー5

HIVとの重複感染について ： 
梅毒とB型肝炎　 座長 山本政弘（国立病院機構 九州医療センター

　　　　　AIDS/HIV 総合治療センター）

■日時：12月3日（月）12：00 ～ 12：50
■会場：第2会場（大阪国際会議場 10 階 1001）

■演者

LS5-1 梅毒とHIVの重複感染について
水島大輔
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

LS5-2 HBVとHIVの重複感染について
古庄憲浩
九州大学病院　総合診療科

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

ランチョン
セミナー 6
（同時通訳有り）

専門医の視点、HIV感染症患者
の視点で見る臨床試験の解釈
～2剤治療臨床試験の展望を
読み解く～

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：12月3日（月）12：00 ～ 12：50
■会場：第3会場（大阪国際会議場 10 階 1002）

■演者
LS6-1 Benjamin Young

ViiV Healthcare Company, Senior Global Medical Director

共催：ヴィーブヘルスケア（株）／ 塩野義製薬（株）
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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー8

ライフスタイルに合わせた
HIV治療とは？ 座長 松下修三

（熊本大学エイズ学研究センター）

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

■演者

LS8-1 生活習慣病のリスクとマネジメント
南　留美
国立病院機構九州医療センター　免疫感染症内科

LS8-2 多様な患者背景と抗HIV療法
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）

ランチョン
セミナー7

血友病とHIV
－40年間の関係－ 座長 西田恭治（大阪医療センター　感染症内科）

■日時：12月3日（月）12：00 ～ 12：50
■会場：第 4会場（大阪国際会議場 10 階 1008）

■演者
LS7-1 日笠　聡

兵庫医科大学　血液内科

共催：ノボ ノルディスク ファーマ（株）
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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー9

服アド手帖にみるARTと
服薬支援のいま・むかし 座長 今村顕史（がん・感染症センター都立駒込病院

　　　　　感染症科）

■日時：12月3日（月）12：00 ～ 12：50
■会場：第 7会場（大阪国際会議場 12階 特別会議場）

■演者
LS9-1 桒原　健

一般社団法人日本病院薬剤師会

LS9-2 矢倉裕輝
国立病院機構大阪医療センター　薬剤部

共催：鳥居薬品（株）／日本たばこ産業（株）

ランチョン
セミナー10

HIV感染の歴史から学ぶ
世界の血液製剤供給 座長 西田恭治（独立行政法人国立病院機構

　　　　　大阪医療センター　感染症内科）

■日時：12月4日（火）12：00 ～ 12：50
■会場：第3会場（大阪国際会議場 10 階 1002）

■演者
LS10-1 西田恭治

独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター　感染症内科

LS10-2 河原和夫
東京医科歯科大学大学院　医歯薬学総合研究科　政策科学分野

共催：CSLベーリング（株）
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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー12

インフルエンザに関する
Up-to-date　 座長 今村 顕史 （がん・感染症センター都立駒込病院

　　　　　感染症科）

■日時：12月4日（火）12：00 ～ 12：50
■会場：第6会場（大阪国際会議場 12階 1202）

■演者
LS12-1 照屋勝治

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：塩野義製薬（株）

ランチョン
セミナー11 新規HIV感染ゼロを目指して 座長

満屋裕明（国立国際医療研究センター　研究所）
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）

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

■演者

LS11-1 エイズ予防指針改定のポイント
横幕能行
国立病院機構名古屋医療センター　感染症内科

LS11-2 臨床医として効果的なHIV感染拡大抑制を考える
井戸田一朗
しらかば診療所

共催：鳥居薬品（株） ／ 日本たばこ産業（株）
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ランチョンセミナー

ランチョン
セミナー13

HＩＶ治療戦略における
induction maintenance 
phaseでのＳＴＲの重要性と
maintenance phase での
RPV製剤の可能性

座長 松下修三（熊本大学　エイズ学研究センター）

■日時：12月4日（火）12：00 ～ 12：50
■会場：第 7会場（大阪国際会議場 12階 特別会議場）

■演者
LS13-1 立川夏夫

横浜市立市民病院　感染症内科

共催：ヤンセンファーマ（株）


