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施設名 熊本城ホール
会場

時間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
2F シビックホール 3F 大会議室A1 3F 大会議室A4 3F 中会議室B1-B3

8:00

9:00 開会式　8:50～ 9:00
　　 　 　  9:00 ～ 10:30　　  　 　Ⓔ

Plenary Lecture 1
『HIV persistence and cure
（HIVの持続感染と治癒に向
けた治療法開発）』

9:00 ～ 10:30

共催シンポジウム 1
『長期療養時代の医療・行政・コ
ミュニティの協働態勢の構築』

共催：セコム医療システム㈱

9:00 ～ 9:40

一般演題（口演）1
『検査・相談1』
9:40 ～ 10:30

一般演題（口演）2
『検査・相談 2』

10:00

10:30 ～ 11:20

一般演題（口演）3
『抗HIV療法 1』

　　  　　10:40 ～ 12:10　　  　　Ⓔ
Symposium1

『Cutting edge research on 
HIV latency and persistence
（HIV 持続潜伏感染に関する最
先端研究）』

　　 　 　10:40 ～ 12:10　　 　 　Ⓙ
シンポジウム 2

『新しいHIV確認検査法を我々は
どのように使用していくべきか』

10:40 ～ 11:30

一般演題（口演）4
『薬剤師・薬局』

11:00

11:20 ～ 12:10

一般演題（口演）5
『抗HIV療法 2』

11:30 ～ 12:10

一般演題（口演）6
『副作用』12:00

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 1
ドルテグラビルが切り拓く
2剤併用治療の可能性

共催：ヴィーブヘルスケア㈱／塩野義製薬㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 2
長期療養時代のARTに求める
プロファイル
共催：ギリアド・サイエンシズ㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 3
抗ウイルス療法 cARTの未来
〜NRTI はどう使われる？〜
共催：共和薬品工業㈱

13:00

　　  　　13:30 ～ 15:00　　  　　Ⓙ
シンポジウム 3

『長期治療時代のメンタルヘル
スとアドヒアランス』

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

　　 　 　13:30 ～ 15:00　　 　 　Ⓙ
シンポジウム 4

『U=U時代の「性の健康」、
日本におけるコンビネー
ション HIV予防を考える』

13:30 ～ 14:30

ワークショップ 1
『老化・動物モデル』

13:30 ～ 14:10

一般演題（口演）7
『免疫再構築症候群』14:00

14:40 ～ 15:40

一般演題（口演）10
『免疫・ワクチン』

15:00

　　  　  　15:20 ～ 17:20　　　　Ⓙ
シンポジウム 5

『エイズ発症の困難症例にど
う立ち向かう？』

★日本エイズ学会認定講習会（医師）

　　 　 　15:20 ～ 17:00　　 　 　Ⓙ
ポジティブトークセッション
『Positive Talk 2019』

15:20 ～ 17:20

共催シンポジウム 2
『薬剤師ワークショップ 
「HIV感染症治療マネジメント
〜適正使用につなげる処方提案」』

共催：ヤンセンファーマ㈱

15:45 ～ 16:33

一般演題（口演）12
『抗ウイルス剤』

16:00

16:40 ～ 17:28

一般演題（口演）14
『薬剤耐性』

17:00

17:20 ～ 18:20

メモリアルサービス
18:00

19:00

19:00 ～

懇親会　於ラソールガーデン・熊本
Reception　LAZOR GARDEN KUMAMOTO

20:00

21:00

社・S

社・S

社・S

臨・C

臨・C

基・B

基・B

基・B

臨・C

臨・C

基・B

臨・C
検・CL
社・S

社・S
臨・C

基・B
臨・C

基・B
臨・C

臨・C
社・S

臨・C

日　程　表 第１日目・11月27日（水）
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施設名 熊本城ホール
会場

時間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
2F シビックホール 3F 大会議室A1 3F 大会議室A4 3F 中会議室B1-B3

8:00

9:00 開会式　8:50～ 9:00
　　 　 　  9:00 ～ 10:30　　  　 　Ⓔ

Plenary Lecture 1
『HIV persistence and cure
（HIVの持続感染と治癒に向
けた治療法開発）』

9:00 ～ 10:30

共催シンポジウム 1
『長期療養時代の医療・行政・コ
ミュニティの協働態勢の構築』

共催：セコム医療システム㈱

9:00 ～ 9:40

一般演題（口演）1
『検査・相談1』
9:40 ～ 10:30

一般演題（口演）2
『検査・相談 2』

10:00

10:30 ～ 11:20

一般演題（口演）3
『抗HIV療法 1』

　　  　　10:40 ～ 12:10　　  　　Ⓔ
Symposium1

『Cutting edge research on 
HIV latency and persistence
（HIV 持続潜伏感染に関する最
先端研究）』

　　 　 　10:40 ～ 12:10　　 　 　Ⓙ
シンポジウム 2

『新しいHIV確認検査法を我々は
どのように使用していくべきか』

10:40 ～ 11:30

一般演題（口演）4
『薬剤師・薬局』

11:00

11:20 ～ 12:10

一般演題（口演）5
『抗HIV療法 2』

11:30 ～ 12:10

一般演題（口演）6
『副作用』12:00

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 1
ドルテグラビルが切り拓く
2剤併用治療の可能性

共催：ヴィーブヘルスケア㈱／塩野義製薬㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 2
長期療養時代のARTに求める
プロファイル
共催：ギリアド・サイエンシズ㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 3
抗ウイルス療法 cARTの未来
〜NRTI はどう使われる？〜
共催：共和薬品工業㈱

13:00

　　  　　13:30 ～ 15:00　　  　　Ⓙ
シンポジウム 3

『長期治療時代のメンタルヘル
スとアドヒアランス』

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

　　 　 　13:30 ～ 15:00　　 　 　Ⓙ
シンポジウム 4

『U=U時代の「性の健康」、
日本におけるコンビネー
ション HIV予防を考える』

13:30 ～ 14:30

ワークショップ 1
『老化・動物モデル』

13:30 ～ 14:10

一般演題（口演）7
『免疫再構築症候群』14:00

14:40 ～ 15:40

一般演題（口演）10
『免疫・ワクチン』

15:00

　　  　  　15:20 ～ 17:20　　　　Ⓙ
シンポジウム 5

『エイズ発症の困難症例にど
う立ち向かう？』

★日本エイズ学会認定講習会（医師）

　　 　 　15:20 ～ 17:00　　 　 　Ⓙ
ポジティブトークセッション
『Positive Talk 2019』

15:20 ～ 17:20

共催シンポジウム 2
『薬剤師ワークショップ 
「HIV感染症治療マネジメント
〜適正使用につなげる処方提案」』

共催：ヤンセンファーマ㈱

15:45 ～ 16:33

一般演題（口演）12
『抗ウイルス剤』

16:00

16:40 ～ 17:28

一般演題（口演）14
『薬剤耐性』

17:00

17:20 ～ 18:20

メモリアルサービス
18:00

19:00

19:00 ～

懇親会　於ラソールガーデン・熊本
Reception　LAZOR GARDEN KUMAMOTO

20:00

21:00

社・S

社・S

社・S

臨・C

臨・C

基・B

基・B

基・B

臨・C

臨・C

基・B

臨・C
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社・S
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基・B
臨・C

基・B
臨・C

臨・C
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臨・C  → 臨床・Clinical
基・B  → 基礎・Basic Science
社・S  → 社会・Social Science
検・CL  → 検査・Clinical Laboratory
Ⓔ → English Session
Ⓙ → Japanese Session
　   → Simultaneous interpretation
　　    同時通訳

臨・C

臨・C

臨・C

臨・C

施設名 熊本城ホール
会場

時間

第５会場 ポスター・展示会場

3F 中会議室 C1-C2 3F 大会議室 A2-A3

8:00

9:00
 9:00 ～ 17:00

ポスター貼付
自由閲覧

Poster
Mounting

&
Viewing

10:00

11:00

12:00

12:20 ～ 13:20
ランチョンセミナー 4

薬害血友病患者の高齢化に
伴う諸問題

共催：サノフィ㈱
13:00

13:30 ～ 14:10

一般演題（口演）8
『日和見感染　1』14:00
14:10 ～ 14:50

一般演題（口演）9
『日和見感染　2』

15:00

15:20 ～ 16:10

一般演題（口演）11
『悪性腫瘍』16:00
16:10 ～ 16:40
一般演題（口演）13
『PEP/nPEP/PrEP』

17:00

18:00

19:00

19:00 ～

懇親会　於ラソールガーデン・熊本
Reception　LAZOR GARDEN KUMAMOTO

20:00

21:00

日　程　表 第１日目・11月27日（水）
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施設名 熊本城ホール
会場

時間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
2F シビックホール 3F 大会議室A1 3F 大会議室A4 3F 中会議室B1-B3

8:00

8:30 ～ 9:30

総会・評議員会9:00

9:30 ～ 9:50
学会賞受賞講演

10:00 　　　　9:50 ～ 10:10　　　　Ⓙ
会長講演 『HIV研究の未来』

　　　  10:15 ～ 10:50　　  　Ⓔ
Plenary Lecture 2

10:40 ～ 11:40

一般演題（口演）15
『生活習慣病 1』

11:00 　　  　11:00 ～ 12:30　  　　Ⓔ
Symposium 6

『bnAb, cellular immunity and 
their collaboration』
共催： 熊本大学ヒトレトロウイルス学

共同研究センター
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

11:00 ～ 12:30

共催シンポジウム 3
『HIV薬剤耐性における課題
〜潜在的な薬剤耐性リスクとその
疫学〜』
共催：ギリアド・サイエンシズ㈱

　　　  11:00 ～ 12:30　　  　Ⓙ
シンポジウム 7

『HIVとメンタルヘルス：予防とケ
アへの様々なアプローチと今後の
展開に向けて〜分野を超えて〜』

11:40 ～ 12:30

一般演題（口演）18
『生活習慣病 2』

12:00

12:40 ～ 13:40

ランチョンセミナー 5
HIV 感染領域におけるダルナビ
ル（DRV）の臨床的意義
共催：ヤンセンファーマ㈱

12:40 ～ 13:40
ランチョンセミナー 6

臨床試験が示す今後のHIV 診療の新たな展開への期待と課
題〜 2剤併用療法 (DTG+3TC) を HIV の実臨床でど
う活かすべきか〜
共催：ヴィーブヘルスケア㈱／塩野義製薬㈱

13:00

14:00
　　　　14:00 ～ 16:30　ⒺⒿ

特別シンポジウム
Special Symposium

New Age of Prevention 
with PrEP

「さぁ PrEP の時代だ」/
“Accelerate PrEP 
implementation in Japan”

14:00 ～ 15:15

ワークショップ 2
『構造と変異』

14:00 ～ 14:50

一般演題（口演）21
『看護』

15:00 14:50 ～ 15:30

一般演題（口演）24
『母子感染』

16:00

16:40 ～ 19:10

Scientific Engagement 
Satellite Symposia

「2019 年の今、改めて多剤
併用療法を考える」
〜その成り立ち、最近の
Clinical Trial、Guideline、
Real World Data、陽性者の
真のNeeds から紐解く〜
共催：ヴィーブヘルスケア㈱

　　　  16:40 ～ 18:40　  　　Ⓙ
HIV 感染症薬物療法認定・

専門薬剤師認定講習会
『これからの抗HIV療法を考える』

　　  　16:40 ～ 18:10　　  　Ⓙ
HIV 感染症指導看護師向け

アドバンスト研修
『HIV 感染症指導看護師の
役割と看護ケア（療養支援）
の評価』

17:00 17:00 ～ 19:00

共催シンポジウム 4
『HIV感染症と Aging』
〜最新！ HIV感染者の合併
症の現状と対策〜

共催：MSD㈱

18:00
　　  　18:10 ～ 20:10　　  　Ⓙ

日本エイズ学会
認定講習会（看護師）

『HIV感染症に関わる看護師
が知っておきたいアディク
ション看護』

18:40 ～ 20:10

共催シンポジウム 5
『血友病患者の QOL向上を
目指したチーム医療』
共催：CSLベーリング㈱

19:00

20:00

21:00

『Broadly neutralizing 
antibodies and HIV vaccine 
development』

基・B
臨・C

基・B

臨・C
社・S

社・S

基・B

臨・C

臨・C

臨・C

臨・C

日　程　表 第２日目・11月28日（木）
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施設名 熊本城ホール
会場

時間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
2F シビックホール 3F 大会議室A1 3F 大会議室A4 3F 中会議室B1-B3

8:00

8:30 ～ 9:30

総会・評議員会9:00

9:30 ～ 9:50
学会賞受賞講演

10:00 　　　　9:50 ～ 10:10　　　　Ⓙ
会長講演 『HIV研究の未来』

　　　  10:15 ～ 10:50　　  　Ⓔ
Plenary Lecture 2

10:40 ～ 11:40

一般演題（口演）15
『生活習慣病 1』

11:00 　　  　11:00 ～ 12:30　  　　Ⓔ
Symposium 6

『bnAb, cellular immunity and 
their collaboration』
共催： 熊本大学ヒトレトロウイルス学

共同研究センター
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

11:00 ～ 12:30

共催シンポジウム 3
『HIV薬剤耐性における課題
〜潜在的な薬剤耐性リスクとその
疫学〜』
共催：ギリアド・サイエンシズ㈱

　　　  11:00 ～ 12:30　　  　Ⓙ
シンポジウム 7

『HIVとメンタルヘルス：予防とケ
アへの様々なアプローチと今後の
展開に向けて〜分野を超えて〜』

11:40 ～ 12:30

一般演題（口演）18
『生活習慣病 2』

12:00

12:40 ～ 13:40

ランチョンセミナー 5
HIV 感染領域におけるダルナビ
ル（DRV）の臨床的意義
共催：ヤンセンファーマ㈱

12:40 ～ 13:40
ランチョンセミナー 6

臨床試験が示す今後のHIV 診療の新たな展開への期待と課
題〜 2剤併用療法 (DTG+3TC) を HIV の実臨床でど
う活かすべきか〜
共催：ヴィーブヘルスケア㈱／塩野義製薬㈱

13:00

14:00
　　　　14:00 ～ 16:30　ⒺⒿ

特別シンポジウム
Special Symposium

New Age of Prevention 
with PrEP

「さぁ PrEP の時代だ」/
“Accelerate PrEP 
implementation in Japan”

14:00 ～ 15:15

ワークショップ 2
『構造と変異』

14:00 ～ 14:50

一般演題（口演）21
『看護』

15:00 14:50 ～ 15:30

一般演題（口演）24
『母子感染』

16:00

16:40 ～ 19:10

Scientific Engagement 
Satellite Symposia

「2019 年の今、改めて多剤
併用療法を考える」
〜その成り立ち、最近の
Clinical Trial、Guideline、
Real World Data、陽性者の
真のNeeds から紐解く〜
共催：ヴィーブヘルスケア㈱

　　　  16:40 ～ 18:40　  　　Ⓙ
HIV 感染症薬物療法認定・

専門薬剤師認定講習会
『これからの抗HIV療法を考える』

　　  　16:40 ～ 18:10　　  　Ⓙ
HIV 感染症指導看護師向け

アドバンスト研修
『HIV 感染症指導看護師の
役割と看護ケア（療養支援）
の評価』

17:00 17:00 ～ 19:00

共催シンポジウム 4
『HIV感染症と Aging』
〜最新！ HIV感染者の合併
症の現状と対策〜

共催：MSD㈱

18:00
　　  　18:10 ～ 20:10　　  　Ⓙ

日本エイズ学会
認定講習会（看護師）

『HIV感染症に関わる看護師
が知っておきたいアディク
ション看護』

18:40 ～ 20:10

共催シンポジウム 5
『血友病患者の QOL向上を
目指したチーム医療』
共催：CSLベーリング㈱

19:00

20:00

21:00

『Broadly neutralizing 
antibodies and HIV vaccine 
development』

基・B
臨・C

基・B

臨・C
社・S

社・S

基・B

臨・C

臨・C

臨・C

臨・C

日　程　表 第２日目・11月28日（木）
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施設名 熊本城ホール
会場

時間

第５会場 第６会場 ポスター・展示会場

3F 中会議室C1-C2 3F 中会議室D1-D2 3F 大会議室A2-A3

8:00

9:00
9:00 ～ 10:30

自由閲覧
Poster 

Viewing10:00

ポスター発表
Poster Discussion

奇数／ Odd Number
10:30 ～ 11:30

偶数／ Even Number
11:30 ～ 12:30

11:00 11:00 ～ 11:50

一般演題（口演）16
『STI・STD』

11:00 ～ 11:40

一般演題（口演）17
『MSM』

11:40 ～ 12:30

一般演題（口演）20
『HIV予防』

12:00 11:50 ～ 12:30

一般演題（口演）19
『歯科』

12:30 ～ 15:20

自由閲覧
Poster 

Viewing

12:40 ～ 13:40

ランチョンセミナー 7
新時代のHIV感染血友病医療 
―新たな止血治療戦略―
共催：中外製薬㈱

13:00

14:00 14:00 ～ 14:40

一般演題（口演）22
『HIV感染症一般・その他 1（HAND・透析）』

14:00 ～ 14:40

一般演題（口演）23
『歯科診療』

14:40 ～ 15:20

一般演題（口演）25
『HIV感染症一般・その他 2（医療体制）』

14:40 ～ 15:30

一般演題（口演）26
『陽性者支援』

15:00

ポスター発表
Poster Discussion

奇数／ Odd Number
15:20 ～ 16:05

偶数／ Even Number
16:05 ～ 16:50

15:40 ～ 16:20

一般演題（口演）27
『HIV感染症一般・その他３（検査）』

15:40 ～ 16:20

一般演題（口演）28
『長期療養』

16:00

16:40 ～ 17:30

一般演題（口演）30
『薬剤耐性』

17:00 17:00 ～ 17:36
一般演題（口演）29
『アクセサリー遺伝子』

ポスター発表
Poster Discussion
17:00 ～ 18:30

17:30 ～ 18:30

一般演題（口演）32
『メンタルヘルス・薬物使用』

17:36 ～ 18:12

一般演題（口演）31
『宿主因子』

18:00
18:12 ～ 19:00

一般演題（口演）33
『リザーバー・プロウイルス』

18:30 ～ 19:30

自由閲覧
Poster 

Viewing

18:40 ～ 19:30

一般演題（口演）34
『情報提供・性行動』

19:00

20:00

21:00

臨・C

基・B

社・S

臨・C

社・S

社・S

社・S

臨・C

臨・C

臨・C

臨・C

基・B

基・B

社・S

社・S

社・S

基・B

臨・C

社・S

日　程　表 第２日目・11月28日（木）
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（ 　　）18

施設名 熊本城ホール
会場

時間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
2F シビックホール 3F 大会議室A1 3F 大会議室A4 3F 中会議室B1-B3

8:00

9:00 　　　　9:00 ～ 10:30　　　　Ⓙ
シンポジウム 8

『日本で same day ART initiationができ
る体制づくりを目指すためには？』

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

　　　　9:00 ～ 10:30　　　　Ⓙ
シンポジウム 9

『長期療養における薬害被害
者の課題』

　　　　9:00 ～ 10:30　　　　Ⓔ
JSPS Core-to-Core

Symposium
『Insight into HIV-1 variants 
circulating in Africa though Asia』
共催：熊本大学（日本学術振興会）

9:00 ～ 9:40

一般演題（口演）35
『服薬アドヒアランス』

9:40 ～ 10:20

一般演題（口演）38
『臨床薬理』

10:00

　　　  10:40 ～ 12:10　　　  Ⓙ
日本エイズ学会シンポジウム

『ケアカスケード 90・90・90、最初
の 90 を達成するための取組みは？
（エイズ予防指針に基づく対策の推
進シンポジウム）』

　　　  10:40 ～ 12:10　　　  Ⓙ
シンポジウム 10

『長期治療と生活習慣病：生活
習慣への医療者のかかわり』

　　　10:40 ～ 12:10　　　ⒺⒿ
特別企画

Special Program
『Current topics in antiviral 
research』

11:00

12:00

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 8
Patient-Reported Outcomes to 
Enhance HIV Research and Care
共催：ギリアド・サイエンシズ㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 9
HIV 感染者の長期合併症の
動向について

共催：MSD㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 10
HIV 感染症を正しく診断するために
共催：ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

13:00 13:00 ～ 16:00
第8回HIV/AIDSブロック・
中核拠点病院薬剤師連絡会　　　  13:30 ～ 15:20　  　　Ⓙ

シンポジウム
『治療の手引き』

★日本エイズ学会認定講習会
　（医師・看護師）

14:00

15:00

閉会式

15:40 ～ 17:10

市民公開講座
性感染症と社会の未来

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

臨・C
社・S

臨・C
社・S

臨・C

臨・C
社・S

臨・C

臨・C

日　程　表 第３日目・11月29日（金）
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（ 　　）18

施設名 熊本城ホール
会場

時間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
2F シビックホール 3F 大会議室A1 3F 大会議室A4 3F 中会議室B1-B3

8:00

9:00 　　　　9:00 ～ 10:30　　　　Ⓙ
シンポジウム 8

『日本で same day ART initiationができ
る体制づくりを目指すためには？』

ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

　　　　9:00 ～ 10:30　　　　Ⓙ
シンポジウム 9

『長期療養における薬害被害
者の課題』

　　　　9:00 ～ 10:30　　　　Ⓔ
JSPS Core-to-Core

Symposium
『Insight into HIV-1 variants 
circulating in Africa though Asia』
共催：熊本大学（日本学術振興会）

9:00 ～ 9:40

一般演題（口演）35
『服薬アドヒアランス』

9:40 ～ 10:20

一般演題（口演）38
『臨床薬理』

10:00

　　　  10:40 ～ 12:10　　　  Ⓙ
日本エイズ学会シンポジウム

『ケアカスケード 90・90・90、最初
の 90 を達成するための取組みは？
（エイズ予防指針に基づく対策の推
進シンポジウム）』

　　　  10:40 ～ 12:10　　　  Ⓙ
シンポジウム 10

『長期治療と生活習慣病：生活
習慣への医療者のかかわり』

　　　10:40 ～ 12:10　　　ⒺⒿ
特別企画

Special Program
『Current topics in antiviral 
research』

11:00

12:00

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 8
Patient-Reported Outcomes to 
Enhance HIV Research and Care
共催：ギリアド・サイエンシズ㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 9
HIV 感染者の長期合併症の
動向について

共催：MSD㈱

12:20 ～ 13:20

ランチョンセミナー 10
HIV 感染症を正しく診断するために
共催：ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

13:00 13:00 ～ 16:00
第8回HIV/AIDSブロック・
中核拠点病院薬剤師連絡会　　　  13:30 ～ 15:20　  　　Ⓙ

シンポジウム
『治療の手引き』

★日本エイズ学会認定講習会
　（医師・看護師）

14:00

15:00

閉会式

15:40 ～ 17:10

市民公開講座
性感染症と社会の未来

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

臨・C
社・S

臨・C
社・S

臨・C

臨・C
社・S

臨・C

臨・C

日　程　表 第３日目・11月29日（金）

212 （ 　　）19

施設名 熊本城ホール
会場

時間

第５会場 第６会場 ポスター・展示会場

3F 中会議室C1-C2 3F 中会議室D1-D2 3F 大会議室A2-A3

8:00

9:00 9:00～ 9:50

一般演題（口演）36
『医療体制・連携』

9:00～ 10:00

一般演題（口演）37
『症例報告』

9:00～ 11:00

自由閲覧
Poster 

Viewing
10:00 9:50～ 10:30

一般演題（口演）39
『医療者教育・支援』

10:00～ 10:50

一般演題（口演）40
『肝炎』

11:00 11:00～ 12:00

ポスター撤去
Poster 

Removal
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

臨・C社・S

社・S
臨・C

日　程　表 第３日目・11月29日（金）
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