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会長挨拶 

エイズ・HIVの科学　～未来へ～ 

第22回 日本エイズ学会学術集会・総会 

会長　小 柳　義 夫（京都大学ウイルス研究所） 

　第22回日本エイズ学会学術集会・総会を2008年11月26日（水）から28日（金）までの3日間、大阪国際交

流センターにて開催する運びになりました。みなさまを心から歓迎します。 

　日本エイズ学会はエイズ研究とその知識の普及と啓発に特化したわが国唯一の学会です。1987年に研究

会として発足以来、基礎研究者、臨床医学研究者、医療従事者、臨床心理や福祉の専門家などのケア提供者、

さらに企業、行政、教育の関係者、HIV感染者団体やNGO/NPOの関係者が参加するきわめてすそ野が広い

学会として成長し、会員数も1800人を越えました。1984年にエイズウイルスの研究を始めたわたくしには、

このウイルスが患者さんに感染しているのは間違いないが、どのようなウイルスなのか当時は手探りの毎日

でした。それはわれわれに知識がなかったからです。しかし、現在は、この学会で得る情報は格段に増えま

した。 

　年1回の学術集会はエイズに関わる最新の情報を学び、社会に正しい知識を普及させるきわめて重要な場

です。今回はエイズというわれわれ人類にきわめて重要な問題に対して、「未来」を展望するために「エイ

ズ・HIVの科学」というメインテーマを設定しました。 

 

　特別講演は米国NIH/ NCIのHIV Drug Resistance ProgramのディレクターのStephen H. Hughes博士に、

教育講演は基礎、臨床、社会のそれぞれのKey personにお願いしました。さらに、15個のシンポジウム（日

本性感染症学会との合同公開シンポジウムを含む）、10個のサテライトシンポジウム、公開講演会、ワーク

ショップ、研修会など盛りだくさんの企画を準備しました。そして、例年通り一般演題も345題をいただき、

口演発表とポスター発表に振り分けいずれも討論に時間をかけるように設定しております。 

 

　最新の正しい知識を提供し、エイズという病の克服のために少しでも役立てることができればと思います。

多くのみなさまの参加をお待ちししております。 

大阪国際交流センター 
〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町 8-2-6
TEL:06-6772-5931 FAX:06-6772-7600

■ 交通案内 

【最寄り駅】 
・ 近鉄「上本町駅」徒歩約 5分 
・ 地下鉄：「谷町九丁目」駅(谷町線・千日前線) 徒歩 10分 

「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅(谷町線) 徒歩 10分 
・ 市バス：「上本町八丁目」バス停　徒歩 1分 

【空港からのアクセス】 
・ 関西国際空港から（近鉄上本町行き） リムジンバスで　約 60分 
・ 大阪（伊丹）空港から（近鉄上本町行き）リムジンバスで　約 40分 

【JR大阪駅・新大阪駅からのアクセス】 
・ JR大阪駅　から　地下鉄で約 20分 
・ JR新大阪駅から　地下鉄で約 30分 

大阪国際交流センター 
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・ 大阪（伊丹）空港から（近鉄上本町行き）リムジンバスで　約 40分 

【JR大阪駅・新大阪駅からのアクセス】 
・ JR大阪駅　から　地下鉄で約 20分 
・ JR新大阪駅から　地下鉄で約 30分 

大阪国際交流センター 

四天王寺前 
夕陽ヶ丘駅 

谷町九丁目駅 
上本町駅 

四天王寺 至天王寺 

近鉄奈良線・大阪線 
近鉄難波線 

地下鉄千日前線 

谷 
町 
筋 

地 
下 
鉄 
谷 
町 
線 

Ｊ 
Ｒ 
大 
阪 
環 
状 
線 

松 
屋 
町 
筋 

上 
町 
筋 

鶴橋 

シェ ラ トン 
都ホ テル 大 阪 

生国魂神社 

うえ ほ ん ま ち 
ハイ ハイ タ ウ ン 

近鉄百貨店 

会場へのアクセス
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第4会場 
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PC・データ受付 

第5会場 
会議室AB 

第6会場 
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総合受付 
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第1会場 

控室 
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アトリウム 

PC・データ受付 
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会場案内図



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大阪国際交流センター 
第5会場 
会議室AB

ポスター会場 

アトリウム 

展示会場 

アトリウム 

第6会場 
会議室CD

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム5】 
HIV看護の専門性について
考える－糖尿病看護・精神
看護での実践との比較から 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-7　肝炎  
25-28

 11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-6　薬物動態・服薬アドヒアランス 
21-24

14：00～16：00

【サテライトシンポジウム3】 
ＭＳＭのＨＩＶ感染予防行動
の阻害要因としての薬物使
用－疫学調査による現状と
事例の検討－ 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-5　予防行動  
17-20

11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-4　疫学・国際協力 
13-16

9：00～10：30 
【サテライトワークショップ】 
HIV包括医療においてもっとうま
くカウンセリングを活用するために 
－医療者がいかにカウンセリングを
導入し、カウンセラーと連携するか－ 

9：00～10：30 

【一般演題（ポスター）】 
貼付 
P-1-79

9：00～17：00 

機器展示 

17：00～18：30 

【一般演題（ポスター）】 
発表 
P-1-79

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第1会場 

大阪国際交流センター 

大ホール 

第2会場 
さくら東 

第3会場 
さくら西 

第4会場 
小ホール 

9：00～11：30 

【シンポジウム2】 
HIV検査相談 
－その充実と今後の方向を
考える－ 

9：00～11：30

【シンポジウム1】 
抗HIV療法をいつ、どの薬剤
で始めるか 
－症例経験から考える－ 

14：30～15：30 
【特別講演】 

HIV-1 Reverse Transcriptase:  
Mechanisms of Drug Resistance 
Stephen H. Hughes

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー1】 
共催：ブリストル・マイヤーズ㈱ 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー2】 
共催：鳥居薬品㈱ 

14：00～16：00 

【生活・保健支援グループイベント】 
患者と医療者 その関係性
（パートナーシップ）について 

18：30～20：30 

【イブニングセミナー1】 
共催：グラクソ・スミスクライン㈱ 

18：30～20：30 

【イブニングセミナー2】 
共催：鳥居薬品㈱ 

13：00～14：00 
【総会・評議員会】 

14：00～14：30 
【アルトマーク賞受賞講演】 

16：00～17：00 
【サテライト講演1】 

HIV感染症専門・認定薬剤師－制度の概要
と認定要件、専門・認 定 薬剤師への期待－ 

9：00～11：30 

【シンポジウム3】 
HAARTとNeuroAIDS

9：00～11：00 

【シンポジウム4】 
ヒトはなぜエイズになるのか 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー3】 
共催：万有製薬㈱ 

14：00～16：00

【サテライトシンポジウム1】 
エイズキャンペーンのストラ
テジー「両手一杯のリンゴ 
すべてを抱えることはできない」 

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム4】 
あなたと隣のHIV～予防とケ
アとをつなぐ手法 
 

一般公開 
  
 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-1　リンパ腫 
1-4

14：00～16：00

【サテライトシンポジウム2】 
パートナー検査―患者を通じた
早期発見と予防への働きかけ― 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-3　新薬開発 
9-12

18：00～19：00 
【サテライト講演2】 

HIV感染症診断のガイドライン 

11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-2　感染機構 
5-8

日　程　表 1日目・11月26日（水）
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大阪国際交流センター 
第5会場 
会議室AB

ポスター会場 

アトリウム 

展示会場 

アトリウム 

第6会場 
会議室CD

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム5】 
HIV看護の専門性について
考える－糖尿病看護・精神
看護での実践との比較から 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-7　肝炎  
25-28

 11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-6　薬物動態・服薬アドヒアランス 
21-24

14：00～16：00

【サテライトシンポジウム3】 
ＭＳＭのＨＩＶ感染予防行動
の阻害要因としての薬物使
用－疫学調査による現状と
事例の検討－ 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-5　予防行動  
17-20

11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-4　疫学・国際協力 
13-16

9：00～10：30 
【サテライトワークショップ】 
HIV包括医療においてもっとうま
くカウンセリングを活用するために 
－医療者がいかにカウンセリングを
導入し、カウンセラーと連携するか－ 

9：00～10：30 

【一般演題（ポスター）】 
貼付 
P-1-79

9：00～17：00 

機器展示 

17：00～18：30 

【一般演題（ポスター）】 
発表 
P-1-79

日　程　表 1日目・11月26日（水）
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9：00

10：00

11：00

12：00
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14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第1会場 

大阪国際交流センター 

大ホール 

第2会場 
さくら東 

第3会場 
さくら西 

第4会場 
小ホール 

9：00～11：30 

【シンポジウム2】 
HIV検査相談 
－その充実と今後の方向を
考える－ 

9：00～11：30

【シンポジウム1】 
抗HIV療法をいつ、どの薬剤
で始めるか 
－症例経験から考える－ 

14：30～15：30 
【特別講演】 

HIV-1 Reverse Transcriptase:  
Mechanisms of Drug Resistance 
Stephen H. Hughes

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー1】 
共催：ブリストル・マイヤーズ㈱ 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー2】 
共催：鳥居薬品㈱ 

14：00～16：00 

【生活・保健支援グループイベント】 
患者と医療者 その関係性
（パートナーシップ）について 

18：30～20：30 

【イブニングセミナー1】 
共催：グラクソ・スミスクライン㈱ 

18：30～20：30 

【イブニングセミナー2】 
共催：鳥居薬品㈱ 

13：00～14：00 
【総会・評議員会】 

14：00～14：30 
【アルトマーク賞受賞講演】 

16：00～17：00 
【サテライト講演1】 

HIV感染症専門・認定薬剤師－制度の概要
と認定要件、専門・認 定 薬剤師への期待－ 

9：00～11：30 

【シンポジウム3】 
HAARTとNeuroAIDS

9：00～11：00 

【シンポジウム4】 
ヒトはなぜエイズになるのか 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー3】 
共催：万有製薬㈱ 

14：00～16：00

【サテライトシンポジウム1】 
エイズキャンペーンのストラ
テジー「両手一杯のリンゴ 
すべてを抱えることはできない」 

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム4】 
あなたと隣のHIV～予防とケ
アとをつなぐ手法 
 

一般公開 
  
 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-1　リンパ腫 
1-4

14：00～16：00

【サテライトシンポジウム2】 
パートナー検査―患者を通じた
早期発見と予防への働きかけ― 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-3　新薬開発 
9-12

18：00～19：00 
【サテライト講演2】 

HIV感染症診断のガイドライン 

11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-2　感染機構 
5-8



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第1会場 

大阪国際交流センター 

大ホール 

第2会場 
さくら東 

第3会場 
さくら西 

第4会場 
小ホール 

9：30～11：30  

【シンポジウム6】 
East Asia- an Emerging 
HIV Epicenter

9：30～11：30 

【シンポジウム5】 
Clinical Significance of New 
Anti-retroviral Agents to New 
Targets - Introduction of New 
Drugs in Daily Practice - 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー4】 
共催：アボット ジャパン㈱ 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー5】 
共催：中外製薬㈱ 

8：30～9：30 
【教育講演1】 

Redefining the HIV Epidemic in Asia 
and Crafting an Effective Response
J.V.R. Prasada Rao

8：30～9：30 
【教育講演2】 

HIV感染症の治療と予防～過去から未来へ～ 
木村　哲 

19：00～21：00 

【イブニングセミナー3】 
共催：グラクソ・スミスクライン㈱ 

18：30～20：30 

【シンポジウム12】 
HIV/AIDS患者のパートナー・
家族・遺族への精神的ケアを
めぐって 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー6】 
共催：ヤンセン ファーマ㈱ 

13：00～15：00 

【シンポジウム8】 
エイズ診療、これからの重要
課題－AIDS関連悪性リンパ腫 

13：00～15：00 

【シンポジウム9】 
介護を要する感染者を地域で
支える－医療・保健・福祉をつ
なぐ視点と"ツボ″をさぐる－ 

15：00～17：00 

【シンポジウム11】 
日本のエイズ対策はどこへ
向かうのか？ 

15：00～17：00 

【シンポジウム10】 
「Mother and Children」
PLWHA女性の周産期医
療と子育てをめぐる諸問題 

17：00～19：00 

【イブニングセミナー4】 
共催：ヤンセン ファーマ㈱ 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-13　抗HIV療法1  
50-53

9：30～10：30 
【一般演題（口演）】 

O-8　悪性腫瘍  
29-32

10：30～11：45 

【一般演題（口演）】 
O-9　日和見疾患  
33-37

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-10　母子感染１  
38-41
14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-11　母子感染2  
42-45
15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-12　薬剤耐性  
46-49

8：30～9：30 
【教育講演3】 

HIV物語・25年史 
山本　直樹  

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム6】 
進まないHIV感染者歯科診
療体制：その根本に何があ
るのか？ 

9：30～11：30  

【シンポジウム7】 
実験室からの発信 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー7】 
共催：タカラバイオ㈱ 

15：30～16：45 
【一般演題（口演）】 

O-16　動物モデル  
64-68

17：10～18：30 

【特別シンポジウム】 
Mechanism of HIV-1 Drug 
Resistance and Our Response

13：00～14：15 
【一般演題（口演）】 

O-14　宿主因子1  
54-58

14：15～15：30 
【一般演題（口演）】 

O-15　宿主因子2  
59-63

日　程　表 2日目・11月27日（木）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大阪国際交流センター 
第5会場 
会議室AB

第6会場 
会議室CD

18：30～20：30 

【シンポジウム13】 
外国人ＨＩＶ医療から見えてく
る日本の国際化の課題 

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム7】 
地方におけるHIV診療体制
の充実 

9：00～10：00 
【一般演題（口演）】 

O-17　陽性者支援  
69-72
10：00～11：00 
【一般演題（口演）】 

O-18　陽性者就労  
73-76

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-23　カウンセリング2  
93-96

15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-22　カウンセリング1  
89-92

14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-21　MSM2  
85-88

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-20　MSM1  
81-84

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-30　歯科  
121-124

15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-29　クリニック  
117-120

14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-28　臨床：検査2  
113-116

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-27　臨床：検査1  
109-112

11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-19　ソーシャルワーク  
77-80

9：00～10：00 
【一般演題（口演）】 

O-24　看護1  
97-100
10：00～11：00 
【一般演題（口演）】 

O-25　看護2  
101-104
11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-26　看護3  
105-108

10：30～12：00 

【一般演題（ポスター）】 
撤去 
P-1-79

13：00～14：30 

【一般演題（ポスター）】 
貼付 
P-80-155

9：00～17：00 

機器展示 

17：00～18：30 

【一般演題（ポスター）】 
発表 
P-80-155

ポスター会場 

アトリウム 

展示会場 

アトリウム 



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第1会場 

大阪国際交流センター 

大ホール 

第2会場 
さくら東 

第3会場 
さくら西 

第4会場 
小ホール 

9：30～11：30  

【シンポジウム6】 
East Asia- an Emerging 
HIV Epicenter

9：30～11：30 

【シンポジウム5】 
Clinical Significance of New 
Anti-retroviral Agents to New 
Targets - Introduction of New 
Drugs in Daily Practice - 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー4】 
共催：アボット ジャパン㈱ 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー5】 
共催：中外製薬㈱ 

8：30～9：30 
【教育講演1】 

Redefining the HIV Epidemic in Asia 
and Crafting an Effective Response
J.V.R. Prasada Rao

8：30～9：30 
【教育講演2】 

HIV感染症の治療と予防～過去から未来へ～ 
木村　哲 

19：00～21：00 

【イブニングセミナー3】 
共催：グラクソ・スミスクライン㈱ 

18：30～20：30 

【シンポジウム12】 
HIV/AIDS患者のパートナー・
家族・遺族への精神的ケアを
めぐって 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー6】 
共催：ヤンセン ファーマ㈱ 

13：00～15：00 

【シンポジウム8】 
エイズ診療、これからの重要
課題－AIDS関連悪性リンパ腫 

13：00～15：00 

【シンポジウム9】 
介護を要する感染者を地域で
支える－医療・保健・福祉をつ
なぐ視点と"ツボ″をさぐる－ 

15：00～17：00 

【シンポジウム11】 
日本のエイズ対策はどこへ
向かうのか？ 

15：00～17：00 

【シンポジウム10】 
「Mother and Children」
PLWHA女性の周産期医
療と子育てをめぐる諸問題 

17：00～19：00 

【イブニングセミナー4】 
共催：ヤンセン ファーマ㈱ 

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-13　抗HIV療法1  
50-53

9：30～10：30 
【一般演題（口演）】 

O-8　悪性腫瘍  
29-32

10：30～11：45 

【一般演題（口演）】 
O-9　日和見疾患  
33-37

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-10　母子感染１  
38-41
14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-11　母子感染2  
42-45
15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-12　薬剤耐性  
46-49

8：30～9：30 
【教育講演3】 

HIV物語・25年史 
山本　直樹  

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム6】 
進まないHIV感染者歯科診
療体制：その根本に何があ
るのか？ 

9：30～11：30  

【シンポジウム7】 
実験室からの発信 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー7】 
共催：タカラバイオ㈱ 

15：30～16：45 
【一般演題（口演）】 

O-16　動物モデル  
64-68

17：10～18：30 

【特別シンポジウム】 
Mechanism of HIV-1 Drug 
Resistance and Our Response

13：00～14：15 
【一般演題（口演）】 

O-14　宿主因子1  
54-58

14：15～15：30 
【一般演題（口演）】 

O-15　宿主因子2  
59-63

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大阪国際交流センター 
第5会場 
会議室AB

第6会場 
会議室CD

18：30～20：30 

【シンポジウム13】 
外国人ＨＩＶ医療から見えてく
る日本の国際化の課題 

18：30～20：30 

【サテライトシンポジウム7】 
地方におけるHIV診療体制
の充実 

9：00～10：00 
【一般演題（口演）】 

O-17　陽性者支援  
69-72
10：00～11：00 
【一般演題（口演）】 

O-18　陽性者就労  
73-76

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-23　カウンセリング2  
93-96

15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-22　カウンセリング1  
89-92

14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-21　MSM2  
85-88

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-20　MSM1  
81-84

16：00～17：00 
【一般演題（口演）】 

O-30　歯科  
121-124

15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-29　クリニック  
117-120

14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-28　臨床：検査2  
113-116

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-27　臨床：検査1  
109-112

11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-19　ソーシャルワーク  
77-80

9：00～10：00 
【一般演題（口演）】 

O-24　看護1  
97-100
10：00～11：00 
【一般演題（口演）】 

O-25　看護2  
101-104
11：00～12：00 
【一般演題（口演）】 

O-26　看護3  
105-108

10：30～12：00 

【一般演題（ポスター）】 
撤去 
P-1-79

13：00～14：30 

【一般演題（ポスター）】 
貼付 
P-80-155

9：00～17：00 

機器展示 

17：00～18：30 

【一般演題（ポスター）】 
発表 
P-80-155

ポスター会場 

アトリウム 

展示会場 

アトリウム 

日　程　表 2日目・11月27日（木）



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第1会場 

大阪国際交流センター 

大ホール 

第2会場 
さくら東 

第3会場 
さくら西 

第4会場 
小ホール 

9：00～11：30  

【シンポジウム14】 
MSMに向けたHIV感染対策
における行政・専門職者・コミ
ュニティの連携の重要性 
 

9：00～11：30  

【シンポジウム15】 
（日本性感染症学会合同シ
ンポジウム） 
性感染症の現状、新診断法
・治療薬ならびに予防啓発
について 

一般公開 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー8】 
共催:田辺三菱製薬㈱ 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー9】 

共催:ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ 

13：00～15：00 
【サテライトシンポジウム8】 
関西地域におけるHIV陽性
者の支援を考える：HIV検査
からHIV診療の間にある支
援ニーズとその課題～現場
からの報告 

15：00～17：00 

【サテライトシンポジウム9】 
エイズＮＰＯの社会的役割と
は何か？－関西における20年
の歩みと今後の展望－ 

一般公開 

16：00～18：00 

【医療体制会議】 

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-31　抗HIV療法2  
125-128
14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-32　抗HIV療法3  
129-132
15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-33　抗HIV療法4  
133-136

13：00～14：45 

【一般演題（口演）】 
O-37　免疫  
148-154

14：45～15：30 
【一般演題（口演）】 

O-38　分子疫学  155-157

9：00～10：15 

【一般演題（口演）】 
O-34　複製  
137-141

11：00～11：45 
【一般演題（口演）】 

O-36　ワクチン 145-147

10：15～11：00 
【一般演題（口演）】 

O-35　アクセサリー  142-144

日　程　表 3日目・11月28日（金）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大阪国際交流センター 
第5会場 
会議室AB

第6会場 
会議室CD

15：00～17：00 
【サテライトシンポジウム10】 
現役ユース・ヤングアダルト・
“大人”と共に考える、ユース
による活動の意義と課題～
活動の現場からの提言～ 

一般公開 

9：00～9：45 
【一般演題（口演）】 

O-39　薬害HIV感染  158-160

9：45～10：30 
【一般演題（口演）】 

O-40　在日外国人  161-163

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-45　医療体制1  
180-183
14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-46　医療体制2  
184-187
15：00～15：45 
【一般演題（口演）】 

O-47　医療体制3  188-190

10：30～11：30 
【一般演題（口演）】 

O-41　社会：検査1  164-167

11：30～12：15 
【一般演題（口演）】 

O-42　社会：検査2  168-170

9：00～10：00 
【一般演題（口演）】 

O-43　副作用1  
171-174

10：00～11：15 

【一般演題（口演）】 
O-44　副作用2  
175-179

14：30～16：00 

【一般演題（ポスター）】 
撤去 
P-80-155

9：00～15：00 

機器展示 

ポスター会場 

アトリウム 

展示会場 

アトリウム 



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第1会場 

大阪国際交流センター 

大ホール 

第2会場 
さくら東 

第3会場 
さくら西 

第4会場 
小ホール 

9：00～11：30  

【シンポジウム14】 
MSMに向けたHIV感染対策
における行政・専門職者・コミ
ュニティの連携の重要性 
 

9：00～11：30  

【シンポジウム15】 
（日本性感染症学会合同シ
ンポジウム） 
性感染症の現状、新診断法
・治療薬ならびに予防啓発
について 

一般公開 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー8】 
共催:田辺三菱製薬㈱ 

12：00～12：50 
【ランチョンセミナー9】 

共催:ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ 

13：00～15：00 
【サテライトシンポジウム8】 
関西地域におけるHIV陽性
者の支援を考える：HIV検査
からHIV診療の間にある支
援ニーズとその課題～現場
からの報告 

15：00～17：00 

【サテライトシンポジウム9】 
エイズＮＰＯの社会的役割と
は何か？－関西における20年
の歩みと今後の展望－ 

一般公開 

16：00～18：00 

【医療体制会議】 

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-31　抗HIV療法2  
125-128
14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-32　抗HIV療法3  
129-132
15：00～16：00 
【一般演題（口演）】 

O-33　抗HIV療法4  
133-136

13：00～14：45 

【一般演題（口演）】 
O-37　免疫  
148-154

14：45～15：30 
【一般演題（口演）】 

O-38　分子疫学  155-157

9：00～10：15 

【一般演題（口演）】 
O-34　複製  
137-141

11：00～11：45 
【一般演題（口演）】 

O-36　ワクチン 145-147

10：15～11：00 
【一般演題（口演）】 

O-35　アクセサリー  142-144

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

大阪国際交流センター 
第5会場 
会議室AB

第6会場 
会議室CD

15：00～17：00 
【サテライトシンポジウム10】 
現役ユース・ヤングアダルト・
“大人”と共に考える、ユース
による活動の意義と課題～
活動の現場からの提言～ 

一般公開 

9：00～9：45 
【一般演題（口演）】 

O-39　薬害HIV感染  158-160

9：45～10：30 
【一般演題（口演）】 

O-40　在日外国人  161-163

13：00～14：00 
【一般演題（口演）】 

O-45　医療体制1  
180-183
14：00～15：00 
【一般演題（口演）】 

O-46　医療体制2  
184-187
15：00～15：45 
【一般演題（口演）】 

O-47　医療体制3  188-190

10：30～11：30 
【一般演題（口演）】 

O-41　社会：検査1  164-167

11：30～12：15 
【一般演題（口演）】 

O-42　社会：検査2  168-170

9：00～10：00 
【一般演題（口演）】 

O-43　副作用1  
171-174

10：00～11：15 

【一般演題（口演）】 
O-44　副作用2  
175-179

14：30～16：00 

【一般演題（ポスター）】 
撤去 
P-80-155

9：00～15：00 

機器展示 

ポスター会場 

アトリウム 

展示会場 

アトリウム 

日　程　表 3日目・11月28日（金）



開催概要

【一般案内】 

1．参加受付 

受付時間 

　11月26日（水）　8：15～17：00 

　11月27日（木）　8：15～17：00 

　11月28日（金）　8：15～15：00 

参加登録費 

　一般（会員／非会員）　　10,000円 

　大学院生（会員／非会員）　5,000円（当日受付にて学生証をご提示ください。） 

　学部学生・専門学校生　　　　　無料（当日受付にて学生証をご提示ください。） 

※参加登録費と引き換えに名札をお渡ししますので、各自所属・氏名をご記入の上、会期中はご着

用ください。 

 

2．講演抄録集（本誌） 

日本エイズ学会デスクにて1冊　6,000円（税別）で販売します。 

 

3．関連集会 

理　　事　　会：11月25日（火）　18：00～20：00　「会議室1・2／3F」 

総会・評議員会：11月26日（水）　13：00～14：00 　第1会場「大ホール／1F」 

第23回日本エイズ学会学術集会・総会準備委員会 

　　　　　　　：11月27日（木）　17：30～18：30　「銀杏／3F」 

 

4．クローク 

1Ｆにクロークを設置しますので、ご利用ください。 

（クロークでは貴重品、PCはお預かりしませんので、ご了承ください。） 

 

5．伝言板・資料デスク 

1F　総合受付付近に伝言板・資料デスクを設置しますので、お立ち寄りください。 

呼び出しの場合は、伝言板をご利用ください。館内放送による呼び出しは行いませんので、ご了承く

ださい。 

 

6．ランチョンセミナー　整理券配布 

ランチョンセミナーへ参加希望の方は、1F　ランチョンセミナー整理券配布デスクにて整理券をお

受け取りください。3日間とも8：15より配布を開始します。整理券がなくなり次第、終了とします。 

 

7．展示 

1F　アトリウムにて、機器展示を行います。 

8．インターネットコーナー 

1F　アトリウムにインターネットコーナーを設けますので、ご利用ください。 

 

9．体調が悪くなった場合 

体調が悪い時は、近くにいるスタッフにお伝えいただくか、運営事務局（ルームG／1F）までお越

しください。 

 

10．託児所 

学会期間中（11月26日（水）～28日（金））、会場内に託児所を設置します。詳細は、第22回日

本エイズ学会学術集会・総会　ホームページ （http://www.secretariat.ne.jp/aids22/）の「託

児所」ページをご参照ください。 

 

11．お願い 

皆様のご協力をお願いします。 

・会場内は全て禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。 

・携帯電話は常にマナーモードにしてください。 

・講演会場およびポスターの発表資料の撮影・録画は禁止します。 

 

12．学会運営事務局 

【事前～11月24日（月）まで】 

　第22回日本エイズ学会学術集会・総会　運営事務局 

　株式会社コンベンションリンケージ内 

　〒531-0072  大阪市北区豊崎3-19-3　PIAS TOWER 11F 

　TEL：06-6377-2188　 FAX：06-6377-2075　 

　E-mail：aids22@secretariat.ne.jp 

 

【11月25日（火）～11月28日（金）まで】 

　大阪国際交流センター　「ルームG／1F」 

 
 
 



開催概要

【一般案内】 

1．参加受付 

受付時間 

　11月26日（水）　8：15～17：00 

　11月27日（木）　8：15～17：00 

　11月28日（金）　8：15～15：00 

参加登録費 

　一般（会員／非会員）　　10,000円 

　大学院生（会員／非会員）　5,000円（当日受付にて学生証をご提示ください。） 

　学部学生・専門学校生　　　　　無料（当日受付にて学生証をご提示ください。） 

※参加登録費と引き換えに名札をお渡ししますので、各自所属・氏名をご記入の上、会期中はご着

用ください。 

 

2．講演抄録集（本誌） 

日本エイズ学会デスクにて1冊　6,000円（税別）で販売します。 

 

3．関連集会 

理　　事　　会：11月25日（火）　18：00～20：00　「会議室1・2／3F」 

総会・評議員会：11月26日（水）　13：00～14：00 　第1会場「大ホール／1F」 

第23回日本エイズ学会学術集会・総会準備委員会 

　　　　　　　：11月27日（木）　17：30～18：30　「銀杏／3F」 

 

4．クローク 

1Ｆにクロークを設置しますので、ご利用ください。 

（クロークでは貴重品、PCはお預かりしませんので、ご了承ください。） 

 

5．伝言板・資料デスク 

1F　総合受付付近に伝言板・資料デスクを設置しますので、お立ち寄りください。 

呼び出しの場合は、伝言板をご利用ください。館内放送による呼び出しは行いませんので、ご了承く

ださい。 

 

6．ランチョンセミナー　整理券配布 

ランチョンセミナーへ参加希望の方は、1F　ランチョンセミナー整理券配布デスクにて整理券をお

受け取りください。3日間とも8：15より配布を開始します。整理券がなくなり次第、終了とします。 

 

7．展示 

1F　アトリウムにて、機器展示を行います。 

8．インターネットコーナー 

1F　アトリウムにインターネットコーナーを設けますので、ご利用ください。 

 

9．体調が悪くなった場合 

体調が悪い時は、近くにいるスタッフにお伝えいただくか、運営事務局（ルームG／1F）までお越

しください。 

 

10．託児所 

学会期間中（11月26日（水）～28日（金））、会場内に託児所を設置します。詳細は、第22回日

本エイズ学会学術集会・総会　ホームページ （http://www.secretariat.ne.jp/aids22/）の「託

児所」ページをご参照ください。 

 

11．お願い 

皆様のご協力をお願いします。 

・会場内は全て禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。 

・携帯電話は常にマナーモードにしてください。 

・講演会場およびポスターの発表資料の撮影・録画は禁止します。 

 

12．学会運営事務局 

【事前～11月24日（月）まで】 

　第22回日本エイズ学会学術集会・総会　運営事務局 

　株式会社コンベンションリンケージ内 

　〒531-0072  大阪市北区豊崎3-19-3　PIAS TOWER 11F 

　TEL：06-6377-2188　 FAX：06-6377-2075　 

　E-mail：aids22@secretariat.ne.jp 

 

【11月25日（火）～11月28日（金）まで】 

　大阪国際交流センター　「ルームG／1F」 

 
 
 



開催概要

【第22回日本エイズ学会学術集会・総会  関連イベント】 
レッドリボンフェスタ～SHAKE HANDS WITH...～＠大阪 

 

日時：2008年11月29日（土）　13:00-17:00 

会場：イベントスペース「ART COCKTAIL」（阪急中津駅高架下） 

対象：HIV/AIDSやその予防啓発活動に関心のある若者 

　　　若者による活動に関心のある一般市民 

 

趣旨：関西における若者によるHIV/AIDSの活動が活発化することを目指し、すでに活動を行っている若者

団体や、少しでも関心を持つ若者、そして若者による活動に関心を持つ一般市民が出会い・つながる

ことを目的として開催する。 

 

内容：大学サークルや地域のボランティアグループ、また高校などで、若者自身が活動を行う団体に参加・

協力を呼びかけ、普段行っているプログラムの実演、パネルやポスターの製作・展示、ブース出展な

どさまざまなスタイルで活動を発表したり、メッセージを伝えてもらう。また、音楽専門学校生によ

るライブや、エイズNGOによるスライド上映、カフェの設置など、さまざまな企画を織り交ぜて、

参加者と来場者がともにその場を楽しみながら交流を深めることができるようにする。 

 

主催：レッドリボンフェスタ大阪実行委員会 

共催：日本エイズ学会、関西セクシュアルヘルス・ユースネットワーク 

※この「レッドリボンフェスタ」は関西の若者によるエイズデーイベントで、翌30日（日）には神

戸メリケンパークで、同じ趣旨の野外ライブイベントを行います。 

 

 

 

【講演規定】 
※発表者は日本エイズ学会の正会員に限ります。 

未入会の方は、下記、日本エイズ学会事務局にて入会手続きをお取りください。 

日本エイズ学会事務局 

　〒112-0002　東京都文京区小石川4-13-18 

　（株）微生物科学機構内 

　TEL：03-6231-4030　FAX：03-6231-4035 

　E-mail：biseibutsu-com@umin.ac.jp 

　URL：http://jaids.umin.ac.jp/ 

 

 

【日本エイズ学会学術集会および学会誌の症例報告等における患者情報保護に関する指針遵守のお願い】 
　平成17年4月に施行された個人情報保護法を受けて、症例報告などで患者個人を特定できないようにす

る義務が課せられるようになったので、本会として以下の指針を作成しました。 

 

①患者個人の特定が可能な氏名、入院番号、イニシャル、雅号は記載しない。年齢と性別は記載する。 

②患者の現住所は記載しない。ただし、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は、区域までに限定して

記載することを可とする（神奈川県、横浜市など）。 

③日付は、○年○月までとし、日は記載しない。 

④すでに診断・治療を受けている場合、病院名やその所在地は記載しない。 

⑤顔面写真を提示する際は、目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球部のみの拡大写真

とする。 

⑥生検、剖検、画像情報のなかに含まれる番号などで、患者個人を特定できるものは削除する。 

⑦遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」（文部科学省、厚生労働省および経済産業省）（平成13年3月29日【平成16年12月28日

全部改正】）による規定を遵守する。 
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どさまざまなスタイルで活動を発表したり、メッセージを伝えてもらう。また、音楽専門学校生によ

るライブや、エイズNGOによるスライド上映、カフェの設置など、さまざまな企画を織り交ぜて、
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【講演規定】 
※発表者は日本エイズ学会の正会員に限ります。 

未入会の方は、下記、日本エイズ学会事務局にて入会手続きをお取りください。 

日本エイズ学会事務局 

　〒112-0002　東京都文京区小石川4-13-18 

　（株）微生物科学機構内 

　TEL：03-6231-4030　FAX：03-6231-4035 

　E-mail：biseibutsu-com@umin.ac.jp 

　URL：http://jaids.umin.ac.jp/ 

 

 

【日本エイズ学会学術集会および学会誌の症例報告等における患者情報保護に関する指針遵守のお願い】 
　平成17年4月に施行された個人情報保護法を受けて、症例報告などで患者個人を特定できないようにす

る義務が課せられるようになったので、本会として以下の指針を作成しました。 

 

①患者個人の特定が可能な氏名、入院番号、イニシャル、雅号は記載しない。年齢と性別は記載する。 

②患者の現住所は記載しない。ただし、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は、区域までに限定して

記載することを可とする（神奈川県、横浜市など）。 

③日付は、○年○月までとし、日は記載しない。 

④すでに診断・治療を受けている場合、病院名やその所在地は記載しない。 

⑤顔面写真を提示する際は、目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球部のみの拡大写真

とする。 

⑥生検、剖検、画像情報のなかに含まれる番号などで、患者個人を特定できるものは削除する。 

⑦遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」（文部科学省、厚生労働省および経済産業省）（平成13年3月29日【平成16年12月28日

全部改正】）による規定を遵守する。 

 



開催概要

【座長の方へのご案内】 
1．座長の方は、あらかじめ座長受付（アトリウム／1F）にて受付を済ませ、ご担当セッションの開始10

分前までに発表会場内の次座長席（会場ステージ向かって右側最前席）にご着席ください。 

2．（シンポジウムなど）一般演題（口演）以外の座長の方へ：各セッションの進行は、座長の方にお任

せします。詳細につきましては、必要に応じて演者とご相談ください。 

3．一般演題（口演）の座長の方へ：一般演題（口演）は1演題15分（発表12分、討論3分）です。 

セッションにおいては、限られた時間内にて発表が円滑に進行するようご配慮ください。 

 

 
【演者の方へのご案内】 
演者の方は、ご発表の30分前までに、各PC・データ受付にて受付を行い、発表データの動作確認を

お願いします。なお、ご発表の10分前までに、発表会場の次演者席（会場ステージ向かって左側最前

席）にご着席ください。 

　【PC・データ受付】 第1会場 ：会場前 

 第2～6会場 ：2Fロビー 

　 

1．すべての口演は、パソコン（パワーポイント）での発表となります。35mmスライド、ビデオでの発

表はできませんのでご注意ください。 

2．発表データは、パソコン本体あるいはメディア（CD-R、USBフラッシュメモリー）でご持参ください。 

3．会場内のパソコンはすべてWindows XPです。Macintoshで作成したデータは、本体お持ち込み

のみ（OS10以上）の対応とさせていただきますので、ご注意ください。 

4．アプリケーションソフトは、Microsoft PowerPoint（2000､2002､2003､2007）をご用意し

ます。 

5．特殊なフォントを使用されますと代替フォントに置き換えられ、レイアウトが崩れることがあります。

特殊なフォントをお使いになる場合には画像化し、オブジェクトとして貼り付けておいてください。ま

た、アニメーションや画面切り替えなどの効果は、動作の保障ができませんのでご了承ください。 

6．動画ファイルを使用される方は、不具合の生じることがございますので、ご自身のパソコンをお持ち

込みください。なお、パソコンをお持ち込みの場合でも、バックアップ用データをCD-R/USBフラッ

シュメモリーでご持参ください。 

7．パソコンをお持ち込みになる場合、映像出力端子はD-sub15pin が備わったものをご用意ください。

また、省電力機能、スクリーンセイバーはオフに設定してください。 

8．パソコンの解像度はXGA（1024×768）まで対応可能です。なお、発表は一面投射とします。 

9．演台上にモニターとキーボード、マウスをご用意しますので、発表スライドの操作はご自身でお願い

します。 

10．お預かりしたパソコンは発表終了後、返却します。 

11．全発表データは、発表終了後、事務局パソコンより削除します。 

【（シンポジウムなど）一般演題（口演）以外の演者の方へ】 
1．口演時間は座長に指示に従ってください。その他の詳細については、必要に応じて座長とご相談ください。 

2．発表データファイル名は下記の例に従って表記してください。 

（例）「SY1-3 -お名前」 　（シンポジウム1-3 番目の発表者-お名前） 

セッション名の記入例 

【教育講演】 「EL」 ＋ 「セッション番号」 例：EL1～EL3 

【特別シンポジウム】 「SSY」   例：SSY 

【シンポジウム1 ～15】 「SY」 ＋ 「セッション番号」 例：SY1～SY15 

【サテライトシンポジウム1 ～10】 「SS」 ＋ 「セッション番号」 例：SS1～SS10 

【サテライトワークショップ】 「SW」   例：SW 

【サテライト講演】 「SL」 ＋ 「セッション番号」 例：SL1～2 

【ランチョンセミナー1～9】 「LS」 ＋ 「セッション番号」 例：LS1～9 

【イブニングセミナー1～4】 「ES」 ＋ 「セッション番号」 例：ES1～4 

 

 

【一般演題（口演）の演者の方へ】 
1．発表時間は1演題15分（発表12分、討論3分）です。時間は厳重にお守りください。 

2．発表データファイル名は下記3. の例に従って表記してください。 

3．講演抄録集にはすべての発表演題番号が掲載されています。一般演題番号は次のように記号で示してあ

ります。 

（例）「O-1 -001-お名前」（一般演題の記号＋セッションNo. -演題番号-お名前） 

 

 

【一般演題（ポスター）の演者の方へ】 
1．ポスター発表者の方は、ご発表の10分前までに、担当ポスター前でご待機ください。 

2．ポスターは下記の作成要領に従って、作成してください。掲示板の左上に演題番号が標示されますので、

その右側に演題名・所属・氏名を表記してください。押しピンは事務局にてご用意します。 

3．ポスターは研究の目的、方法、結論が明確にわかるように作成してください。 

4．ポスター撤去時間以降に残っているポスターは、学会終了後、事務局にて処分させていただきますので、

ご注意ください。 

 

スケジュール 

 P -1 -79 

11月26日（水）  9：00～10:30 

11月26日（水）17：00～18:30 

11月27日（木）10：30～12:00

 

貼付 

発表 

撤去 

P-80-155 

11月27日（木）13：00～14：30 

11月27日（木）17：00～18：30 

11月28日（金）14：30～16：00
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1．すべての口演は、パソコン（パワーポイント）での発表となります。35mmスライド、ビデオでの発

表はできませんのでご注意ください。 

2．発表データは、パソコン本体あるいはメディア（CD-R、USBフラッシュメモリー）でご持参ください。 

3．会場内のパソコンはすべてWindows XPです。Macintoshで作成したデータは、本体お持ち込み

のみ（OS10以上）の対応とさせていただきますので、ご注意ください。 

4．アプリケーションソフトは、Microsoft PowerPoint（2000､2002､2003､2007）をご用意し

ます。 

5．特殊なフォントを使用されますと代替フォントに置き換えられ、レイアウトが崩れることがあります。

特殊なフォントをお使いになる場合には画像化し、オブジェクトとして貼り付けておいてください。ま

た、アニメーションや画面切り替えなどの効果は、動作の保障ができませんのでご了承ください。 

6．動画ファイルを使用される方は、不具合の生じることがございますので、ご自身のパソコンをお持ち

込みください。なお、パソコンをお持ち込みの場合でも、バックアップ用データをCD-R/USBフラッ

シュメモリーでご持参ください。 

7．パソコンをお持ち込みになる場合、映像出力端子はD-sub15pin が備わったものをご用意ください。

また、省電力機能、スクリーンセイバーはオフに設定してください。 

8．パソコンの解像度はXGA（1024×768）まで対応可能です。なお、発表は一面投射とします。 

9．演台上にモニターとキーボード、マウスをご用意しますので、発表スライドの操作はご自身でお願い

します。 

10．お預かりしたパソコンは発表終了後、返却します。 

11．全発表データは、発表終了後、事務局パソコンより削除します。 

【（シンポジウムなど）一般演題（口演）以外の演者の方へ】 
1．口演時間は座長に指示に従ってください。その他の詳細については、必要に応じて座長とご相談ください。 

2．発表データファイル名は下記の例に従って表記してください。 

（例）「SY1-3 -お名前」 　（シンポジウム1-3 番目の発表者-お名前） 

セッション名の記入例 

【教育講演】 「EL」 ＋ 「セッション番号」 例：EL1～EL3 

【特別シンポジウム】 「SSY」   例：SSY 
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【サテライトワークショップ】 「SW」   例：SW 

【サテライト講演】 「SL」 ＋ 「セッション番号」 例：SL1～2 

【ランチョンセミナー1～9】 「LS」 ＋ 「セッション番号」 例：LS1～9 

【イブニングセミナー1～4】 「ES」 ＋ 「セッション番号」 例：ES1～4 

 

 

【一般演題（口演）の演者の方へ】 
1．発表時間は1演題15分（発表12分、討論3分）です。時間は厳重にお守りください。 

2．発表データファイル名は下記3. の例に従って表記してください。 

3．講演抄録集にはすべての発表演題番号が掲載されています。一般演題番号は次のように記号で示してあ

ります。 

（例）「O-1 -001-お名前」（一般演題の記号＋セッションNo. -演題番号-お名前） 

 

 

【一般演題（ポスター）の演者の方へ】 
1．ポスター発表者の方は、ご発表の10分前までに、担当ポスター前でご待機ください。 

2．ポスターは下記の作成要領に従って、作成してください。掲示板の左上に演題番号が標示されますので、

その右側に演題名・所属・氏名を表記してください。押しピンは事務局にてご用意します。 

3．ポスターは研究の目的、方法、結論が明確にわかるように作成してください。 

4．ポスター撤去時間以降に残っているポスターは、学会終了後、事務局にて処分させていただきますので、

ご注意ください。 

 

スケジュール 

 P -1 -79 

11月26日（水）  9：00～10:30 

11月26日（水）17：00～18:30 

11月27日（木）10：30～12:00

 

貼付 

発表 

撤去 

P-80-155 

11月27日（木）13：00～14：30 

11月27日（木）17：00～18：30 

11月28日（金）14：30～16：00



開催概要

【作成要領】 
 

ポスター掲示 

演 題 
番 号 

（事務局用意） 

20cm

20cm

190cm

70cm

演　題　名 
所属・氏名 

【控室のご案内】 
※下記日程にて控室を用意しますので、必要に応じてご利用ください。 

特別講演 11月26日（水） 13:30～14:30 ルームA （B1F） 

教育講演1 11月27日（木） 　8:00～　8:30 会議室1  （3F） 

教育講演2 11月27日（木） 　8:00～　8:30 会議室2 （3F） 

教育講演3  11月27日（木） 　8:00～　8:30 会議室3  （3F） 

特別シンポジウム 11月27日（木） 16:00～17:10 会議室1 （3F） 

シンポジウム1 11月26日（水） 　8:00～　9:00 ルームA （B1F） 

シンポジウム2 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室1 （3F） 

シンポジウム3 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室2 （3F） 

シンポジウム4 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室3 （3F） 

シンポジウム5 11月27日（木） 　8:30～　9:30 ルームA （B1F） 

シンポジウム6 11月27日（木） 　8:30～　9:30 会議室1 （3F） 

シンポジウム7 11月27日（木） 　8:30～　9:30 会議室2 （3F） 

シンポジウム8 11月27日（木） 12:00～13:00 会議室4 （3F） 

シンポジウム9 11月27日（木） 12:00～13:00 ルームE （3F） 

シンポジウム10 11月27日（木） 10:00～11:00 会議室4 （3F） 

シンポジウム11 11月27日（木） 14:00～15:00 会議室1 （3F） 

シンポジウム12 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室1 （3F） 

シンポジウム13 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室3 （3F） 

シンポジウム14 11月28日（金） 　8:00～　9:00 会議室1 （3F） 

シンポジウム15 11月28日（金） 　8:00～　9:00 会議室2 （3F） 

 

サテライトシンポジウム1 11月26日（水） 13:00～14:00 会議室3 （3F） 

サテライトシンポジウム2 11月26日（水） 13:00～14:00 会議室4 （3F） 

サテライトシンポジウム3 11月26日（水） 13:00～14:00 ルームE （3F） 

サテライトシンポジウム4 11月26日（水） 17:30～18:30 会議室2 （3F） 

サテライトシンポジウム5 11月26日（水） 17:30～18:30 会議室3 （3F） 

サテライトシンポジウム6 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室2 （3F） 

サテライトシンポジウム7 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室4 （3F） 

サテライトシンポジウム8 11月28日（金） 12:00～13:00 会議室3 （3F） 

サテライトシンポジウム9 11月28日（金） 14:00～15:00 会議室1 （3F） 

サテライトシンポジウム10 11月28日（金） 14:00～15:00 会議室2 （3F） 

 

サテライトワークショップ 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室4 （3F）　 

 

サテライト講演1 11月26日（水） 15:00～16:00 会議室4 （3F） 

サテライト講演2 11月26日（水） 17:00～18:00 会議室4 （3F） 

 

生活・保健支援グループイベント 11月26日（水） 13:00～14:00 ルームF （3F） 



【作成要領】 
 

ポスター掲示 

演 題 
番 号 

（事務局用意） 

20cm

20cm

190cm

70cm

演　題　名 
所属・氏名 

開催概要

【控室のご案内】 
※下記日程にて控室を用意しますので、必要に応じてご利用ください。 

特別講演 11月26日（水） 13:30～14:30 ルームA （B1F） 

教育講演1 11月27日（木） 　8:00～　8:30 会議室1  （3F） 

教育講演2 11月27日（木） 　8:00～　8:30 会議室2 （3F） 

教育講演3  11月27日（木） 　8:00～　8:30 会議室3  （3F） 

特別シンポジウム 11月27日（木） 16:00～17:10 会議室1 （3F） 

シンポジウム1 11月26日（水） 　8:00～　9:00 ルームA （B1F） 

シンポジウム2 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室1 （3F） 

シンポジウム3 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室2 （3F） 

シンポジウム4 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室3 （3F） 

シンポジウム5 11月27日（木） 　8:30～　9:30 ルームA （B1F） 

シンポジウム6 11月27日（木） 　8:30～　9:30 会議室1 （3F） 

シンポジウム7 11月27日（木） 　8:30～　9:30 会議室2 （3F） 

シンポジウム8 11月27日（木） 12:00～13:00 会議室4 （3F） 

シンポジウム9 11月27日（木） 12:00～13:00 ルームE （3F） 

シンポジウム10 11月27日（木） 10:00～11:00 会議室4 （3F） 

シンポジウム11 11月27日（木） 14:00～15:00 会議室1 （3F） 

シンポジウム12 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室1 （3F） 

シンポジウム13 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室3 （3F） 

シンポジウム14 11月28日（金） 　8:00～　9:00 会議室1 （3F） 

シンポジウム15 11月28日（金） 　8:00～　9:00 会議室2 （3F） 

 

サテライトシンポジウム1 11月26日（水） 13:00～14:00 会議室3 （3F） 

サテライトシンポジウム2 11月26日（水） 13:00～14:00 会議室4 （3F） 

サテライトシンポジウム3 11月26日（水） 13:00～14:00 ルームE （3F） 

サテライトシンポジウム4 11月26日（水） 17:30～18:30 会議室2 （3F） 

サテライトシンポジウム5 11月26日（水） 17:30～18:30 会議室3 （3F） 

サテライトシンポジウム6 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室2 （3F） 

サテライトシンポジウム7 11月27日（木） 17:30～18:30 会議室4 （3F） 

サテライトシンポジウム8 11月28日（金） 12:00～13:00 会議室3 （3F） 

サテライトシンポジウム9 11月28日（金） 14:00～15:00 会議室1 （3F） 

サテライトシンポジウム10 11月28日（金） 14:00～15:00 会議室2 （3F） 

 

サテライトワークショップ 11月26日（水） 　8:00～　9:00 会議室4 （3F）　 

 

サテライト講演1 11月26日（水） 15:00～16:00 会議室4 （3F） 

サテライト講演2 11月26日（水） 17:00～18:00 会議室4 （3F） 

 

生活・保健支援グループイベント 11月26日（水） 13:00～14:00 ルームF （3F） 




