
サテライト
シンポジウム4 野内英樹（結核予防会結核研究所）座長アジアのエイズ対策：アジア地域エイズ専門家からの現状

報告と今後の問題解決に向けた計画作成とネットワーク作り

■日時：11月27日（木）15:40～17:30 ■会場：第５会場

SS4 HIV・STI感染予防、健康教育(コンドーム等)、
エイズと社会・人権

主催 （財）エイズ予防財団
結核予防会結核研究所

サテライトシンポジウム

■日時：11月27日（木）15:40～17:30 ■会場：第１会場

サテライト
シンポジウム1

抗レトロウイルス治療における
新たなアプローチ －2003

SS1-1 William A. O'Brien
（University of Texas Medical Branch）

SS1-2 福武勝幸
（東京医科大学臨床検査医学講座）

SS1-3 高田　昇
（広島大学医学部附属病院）

主催 ブリストル・マイヤーズ株式会社

■日時：11月27日（木）17:40～19:30 ■会場：第１会場

サテライト
シンポジウム2

木村　哲（国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター）
満屋裕明（熊本大学医学部感染免疫診療部）

中村哲也
（東京大学医科学研究所
附属病院感染免疫内科）

座長

座長

HIV感染症「治療の手引き」第７版

SS2-1 HAARTにおける初回療法の組み合わせ
白阪琢磨
（国立病院大阪医療センター臨床研究部　
ウイルス研究室）

SS2-2 免疫再構築症候群の診断と治療
岡　慎一
（国立国際医療センターエイズ治療・研究開発
センター）

SS2-3 新しいHIV薬の役割
福武勝幸
（東京医科大学臨床検査医学講座）

主催 HIV感染症治療研究会
グラクソ・スミスクライン株式会社

■日時：11月27日（木）15:40～18:40 ■会場：第２会場

公開サテライト
シンポジウム3 木原雅子（京都大学大学院医学研究科）座長｢WYSHプロジェクト｣若者のエイズ予防：科学的予防

（Science-based prevention）の実例～保健所・学校・保護者の協働～

SS3-1 木原雅子
（京都大学大学院医学研究科）

SS3-2 楠田為世子
（長崎県県北保健所地域保健課）

SS3-3 桃野真基子
（佐世保市役所子育て家庭課）

SS3-4 松尾秀樹
（国立佐世保工業高等専門学校）

SS3-5 櫻井英子
（長崎県立東翔高等学校PTA）

SS3-6 高校生（予定）

主催 （財）エイズ予防財団



■日時：11月28日（金）15:40～19:30 ■会場：第２会場

サテライト
シンポジウム7

世界のモデル「ブラジル」から学ぶ日本のエイズ対策の今後
～在日ブラジル人HIV/Aids/STD予防総合共同プロジェクトを通して～

サテライトシンポジウム

■日時：11月28日（金）15:40～17:30 ■会場：第１会場

サテライト
シンポジウム5 岩本 愛吉（東京大学医科学研究所）座長－症例から学ぶHIV感染症治療のコツ－

SS5 味澤　篤
（東京都立駒込病院感染症科）
中村哲也
（東京大学医科学研究所付属病院感染免疫内科）
松下修三
（熊本大学エイズ学研究センター）
山元泰之
（東京医科大学臨床検査医学講座）

主催 グラクソ・スミスクライン株式会社

■日時：11月28日（金）17:40～19:30 ■会場：第１会場

サテライト
シンポジウム6 高田　昇（広島大学医学部附属病院）座長抗HIV療法におけるチーム医療

－医療情報の有効活用を考える－

SS6 今村顕史
（東京都立駒込病院感染症科）
畝井浩子
（広島大学医学部附属病院薬剤部）
織田幸子
（国立病院大阪医療センター看護部）
小島賢一
（荻窪病院血液科カウンセラー）
高山俊雄
（東京都立大塚病院医療相談室）

主催 ブリストル・マイヤーズ株式会社

SS7-1 ブラジルのエイズ対策と日伯共同プロジェクト
エリーザ岩木
（CRIATIVOS－HIV/Aids関連支援センター）

SS7-2 ブラジルのエイズ対策～感染者アクティビス
トの立場から
Jose Arau jo LIMA FILHO
（ジョゼ・アラウージョ・リマ・フィリョ）
（Francois Xavier Bagnoud協会、GIV-Grupo
de Incentivo aVida（命を励ます会））

SS7-3 最新のエイズ予防啓発教育の手法と成果
Elisabeth P.B. Bahia FIGUEIREDO
（エリザベチ・バイア・フィゲイレード）
（GTPOS-Grupo de Trabalho e Pesquisa em
Orientacao Sexual（性教育活動研究会））

主催 NPO法人CRIATIVOS-HIV/Aids関連支援センター
厚生労働省「HIV社会疫学研究班」

後援 駐日ブラジル大使館
財団法人エイズ予防財団



サテライトシンポジウム

■日時：11月28日（金）15:40～18:00 ■会場：第３会場

サテライト
シンポジウム8

薬物使用と回復
－日本とアジアにおける取り組み－

SS8-1 友杉明日香
（ウイメンズカウンセリング京都）

SS8-2 Ton Smits（トン・スミッツ）、
（アジア・ハームリダクション・ネットワーク
（AHRN））

主催 NPO法人AIDS & Society研究会議
後援 バザールカフェプロジェクト

■日時：11月28日（金）17:40～19:30 ■会場：第５会場

サテライト
シンポジウム9 森脇　要（国立南和歌山病院）座長

エイズ対策における関係機関の連携による予防対策の効果に関する研究
～地方のエイズ拠点病院における保健所とAIDS／NGOの連携事例～

SS9-1 諸機関の連携によるHIV感染者・家族の支援及
びVCT（自発的なプレポストカウンセリング
とHIV抗体検査）導入による妊婦検診における
HIV予防対策の評価
五島真理為
（厚生労働科学研究エイズ対策研究事業主任研究者）

SS9-2 HIV診療体制の確立と現状
秋山裕由
（国立南和歌山病院）

SS9-3 産婦人科における妊婦検診のHIV抗体検査体制
づくりと現状
板東律雄
（国立南和歌山病院）

SS9-4 HIV感染者の立場から
HIV感染者

SS9-5 AIDS／NGO（ボランティア）の立場から
白井良和
（NPO法人HIVと人権・情報センター）

主催 NPO法人HIVと人権・情報センター

サテライト
シンポジウム10

アジアのエイズ対策：アジア地域エイズ専門家からの現状
報告と今後の問題解決に向けた計画作成とネットワーク作り

■日時：11月28日（金）09:00～11:10 ■会場：第７会場

SS10 エイズのケア、母子感染予防、抗エイズ薬、
その他の話題

主催 （財）エイズ予防財団
結核予防会結核研究所

野内英樹（結核予防会結核研究所）座長



サテライトシンポジウム

■日時：11月28日（金）17:40～19:30 ■会場：第７会場

サテライト
シンポジウム11

村上未知子（東京大学医科学研究所付属病院／ＪＡＮＡＣ）

市橋　恵子（訪問看護ステーション堂山／ＪＡＮＡＣ）
座長薬物依存とHIV感染症

－看護の関わりと役割

SS11-1薬物依存症と看護援助の現状
寳田　穂
（大阪市立大学看護短期大学部精神看護学）

SS11-2困難事例の検討
有馬美奈
（東京都立駒込病院）
鈴木裕見子
（東京医科大学付属病院）

主催 JANAC（HIV/AIDS看護研究会）

■日時：11月29日（土）13:30～17:00 ■会場：第６会場

サテライト
シンポジウム13

狩野絵奈（ICAAPユースフォーラム2003 実行委員会）

沢田貴志（7th ICAAP スキルズビルディングワークショップ小委員会）
座長ICAAP2005プレ企画

「ユース・フォーラム2003 in 神戸」

SS13 Alischa Ross
（アリーシャ ロス）
(Youth Empowerment Against HIV/AIDS 
オーストラリア）
浅野円香
（ICAAPユース・フォーラム2003実行委員会）

主催 ICAAP2005プレ企画『ユース・フォーラム
2003』実行委員会
７th ICAAP組織委員会
スキルズビルディングワークショップ小委員会

協賛 The Body shop

■日時：11月29日（土）13:30～15:30 ■会場：第４会場

サテライト
シンポジウム12

大石敏寛（NPO法人 動くゲイとレズビアンの会）
鳩貝啓美（NPO法人 動くゲイとレズビアンの会）

座長グローバル化から見たHIV予防の最
前線

SS12-1Globalization, Sex, and AIDS
Dennis Altman（デニス・アルトマン）
(La Trobe University, Australia)

SS12-2NGO／CBOとHIV予防
～ゲイ・コミュニティを事例に～
風間　孝
（エイズ予防財団／NPO法人動くゲイとレズビアンの会）

主催 （財）エイズ予防財団


