
日　程　表 第1日目・11月18日（金）/
November 18

施設名 アクトシティ浜松
会場

時間

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場
1F  大ホール B1F  中ホール 3F  31 会議室 4F  41 会議室 4F  43＋44 会議室

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

	 …臨床・Clinical
	 …基礎・Basic	Science
	 …社会・Social	Science
	 …コロナ・COVID-19
	 …English	Session
	 …同時通訳

臨・C
基・B
社・S

コロナ
Ⓔ

142 （ ）18

10：30～12：00

共催シンポジウム 1
『HIV 治療における「Patient 

Empowerment」を考える 
―日常診療での実践に 
向けた課題は何か―』

共催：ギリアド・サイエンシズ（株） 
メディカルアフェアーズ本部

12：10～13：10
ランチョンセミナー 1

『LTTS 達成のために BIC/
TAF/FTC が果たす役割に

ついて』
共催：ギリアド・サイエンシズ（株）

13：30～16：30

特別シンポジウム 1
『ウイルスゲノム・ 
耐性シンポジウム』

17：00～19：00

共催シンポジウム 5
『HIV-1 感染症の 

根治に向けて-2- 
新たな道のり』
共催：デンカ（株）

8：30～9：15

開会式
Eamonn Murphy

Gonçalo Lobo

9：15～10：15

プレナリーレクチャー
『25 years of the HIV DRP：

From Resistance to 
Persistence』

12：10～13：10
ランチョンセミナー 2

『患者さんの課題に 
アプローチ～生活習慣病と
HIV マネジメントの両立』

共催：MSD（株）

13：30～15：00

共催シンポジウム 2
『ViiV Medical Education 

Symposium 
ウイルス抑制後のHIV陽性者

のアンメット・ニーズを 
どうとらえるか』

共催：ヴィーブヘルスケア（株）

15：20～17：20

共催シンポジウム 4
『Long-Term Treatment 
Success～これからの HIV 
診療における課題と目標～』

共催：ギリアド・サイエンシズ（株） 
メディカルアフェアーズ本部

17：30～19：00
シンポジウム 4

『EACS Live discussion HIV 
診療の実臨床について議論する

EACSと日本エイズ学会の 
コラボレーション企画　EACS Live 

discussion Case-based 
discussion of the current clinical 

topics in HIV/AIDS care』
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

10：30～12：00

日本性感染症学会と 
日本エイズ学会の 
合同シンポジウム

『脆弱化するSTI 予防体制：
手持ちのツールを対策に 

生かすためには？』

12：10～13：10
ランチョンセミナー 3
『グローバルヘルスから 

スペースヘルスへ』
共催：国立研究開発法人 
国立国際医療研究センター

13：20～14：20

ワークショップ 1
『HIV 検査技術・検査施策』

14：20～15：20

ワークショップ 2
『コミュニティセンター NGO』

15：50～17：20

シンポジウム 2
『現代の社会情勢を踏まえた

これからの HIV 検査』

17：30～19：00

シンポジウム 5
『日本のセクシュアルヘルスと
予防啓発　検査＋Condom、

U=U、PrEP 
―これから考えていくべきこと

は何か？』

10：30～12：00

シンポジウム 1
『「断層の世代が支えた 
HIV 診療の向かうところ」
～HIV 診療の地域格差と 

世代交代を考える～』

12：10～13：10

ランチョンセミナー 4
『血友病における 

包括的診療の取り組み』
共催：CSL ベーリング（株）

13：20～15：20

共催シンポジウム 3
『HIV 感染症とAging』

共催：MSD（株）

15：50～17：20

シンポジウム 3
『性感染症制圧に向けた 

新たな取り組み： 
感染リザーバーを標的にした
公衆衛生対策とその課題』

17：30～19：00

HIV 感染症薬物療法 
認定・専門薬剤師 

認定講習会
『薬剤耐性を考慮した薬学的

管理と服薬支援の実践』

12：10～13：10

ランチョンセミナー 5
『血友病診療における 
多職種連携、地域連携』
共催：武田薬品工業（株）

17：30～19：00

HIV 感染症指導看護師
向けアドバンスト研修

『HIV 感染症指導看護師に
求められる役割と 
看護ケアの実際』

臨・C

基・B

基・B

臨・C

臨・C

臨・C Ⓔ

社・S

社・S

社・S

社・S

社・S

臨・C

臨・C

臨・C

臨・C 臨・C



日　程　表 第2日目・11月19日（土）/
November 19

施設名 アクトシティ浜松
会場

時間

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場
1F  大ホール B1F  中ホール 3F  31 会議室 4F  41 会議室 4F  43＋44 会議室

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

	 …臨床・Clinical
	 …基礎・Basic	Science
	 …社会・Social	Science
	 …コロナ・COVID-19
	 …English	Session
	 …同時通訳

臨・C
基・B
社・S

コロナ
Ⓔ

143 （ ）19

9：00～10：00
特別講演

『How the response to HIV 
changed global health 

forever』

10：10～11：40

シンポジウム 8
『基礎社会連携　 

無くならない感染症への 
偏見・差別 

～ハンセン病、HIV、 
新型コロナウイルスと、教訓は
何故いかされなかったか～』

11：50～12：50
ランチョンセミナー 6

『COVID-19 治療の最前線 
～ゼビュディの位置づけと 

対象患者について考える～』
共催：グラクソ・スミスクライン（株）

14：50～16：20

特別シンポジウム 2
『抗 HIV 薬の開発と 

40 年のあゆみ
～Dr. John C. Martin 

Memorial symposium～』

16：50～18：20
シンポジウム 11

『海外連携　2030 年のエイズ 
流行終結に向けた国際連携と 

ベストプラクティスの共有　
Sharing best practices across 

the border 
―Community involvement in 

HIV response―』
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

8：30～10：00

シンポジウム 6
『海外連携　新たなブレイクス
ルーを目指した HIV-1 基礎研
究の最前線：Cutting edge in 
HIV-1 research；pursuing 
breakthrough discoveries』
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成

10：10～11：40
シンポジウム 9

『基礎臨床連携　新たな 
ステージに向かう抗 HIV 治療 
―長期作用型抗HIV治療薬

の現状と未来― 
A new era for anti-HIV 

therapies 
―Updates on long-acting 

anti-HIV drugs―』

13：00～13：50

代議員総会・ 
会員総会・評議員会

13：50～14：10
シンフォニックセレモニー

14：10～14：25
学会賞受賞講演

14：25～14：40
会長講演

15：50～17：50

共催シンポジウム 7
『Scientific Engagement 

Satellite Symposium　 
長期療養時代における

PLWH の長期的な健康と
QoL 向上を目指した 

HIV 治療』
共催：ヴィーブヘルスケア（株）

18：20～18：45
オルガン小演奏会

9：00～11：00

共催シンポジウム 6
『薬剤師ワークショップ　 

長期療養を見据えた 
合併症と服薬マネジメント』
共催：ヤンセンファーマ（株）  
メディカルアフェアーズ本部 

HIV 感染症薬物療法認定・
専門薬剤師認定講習会

11：50～12：50

ランチョンセミナー 7
『HIV treatment up-to-date』

共催：ヴィーブヘルスケア（株）/ 
塩野義製薬（株）

15：50～17：20

ポジティブトーク 
セッション

『ポジティブトーク セッション 
2022～先だった人たちから 

引き継ぐバトン』

17:20～18:20

メモリアルサービス
『第 12 回世界エイズデイ　 

メモリアルサービス 
～生命をつなぐ～』

8：30～10：00

シンポジウム 7
『HIV 感染者のアドバンス・ 

ケア・プランニング』

10：10～11：40

シンポジウム 10
『東京近郊の PrEP の現状と

全国展開に向けて』

11：50～12：50

ランチョンセミナー 8
『HIV 治療におけるダルナビ

ル製剤のポジショニング』
共催：ヤンセンファーマ（株）

16：20～17：20

若手優秀演題による
ワークショップ 1

17：20～18：20

若手優秀演題による
ワークショップ 2

11：50～12：50

ランチョンセミナー 9
『患者満足度向上を目指して、
チーム医療が貢献できること』
共催：ギリアド・サイエンシズ（株）

14：50～16：20

日本エイズ学会認定 
講習会（看護師）

『コロナ時代の 
HIV 感染症患者への支援 

―臨床現場での取り組み―』

16：50～18：20

日本エイズ学会認定 
講習会（医師）

『中枢神経系日和見感染症を
極める!』

19：00～（新型コロナウイルス感染症の状況等によっては開催を見送ることがあります）
情報交換会

『薬剤耐性HIV検査・研究の
25 年間：1996 年から今日、 

そしてこれから』

Ⓔ

基・B
社・S

基・B Ⓔ

社・S

基・B Ⓔ

基・B
臨・C

臨・C

臨・C

社・S

臨・C

臨・C

基・B

基・B

臨・C

臨・C



日　程　表 第3日目・11月20日（日）/
November 20

施設名 アクトシティ浜松
会場

時間

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場
1F  大ホール B1F  中ホール 3F  31 会議室 4F  41 会議室 4F  43＋44 会議室

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

	 …臨床・Clinical
	 …基礎・Basic	Science
	 …社会・Social	Science
	 …コロナ・COVID-19
	 …English	Session
	 …同時通訳

臨・C
基・B
社・S

コロナ
Ⓔ

144 （ ）20

8：30～10：30

特別シンポジウム 3
『COVID-19　 

パンデミックの出口戦略』

10：40～12：10

特別シンポジウム 4
『エイズ予防指針アップデート： 
ポストコロナの予防指針とは』

12：20～13：20
ランチョンセミナー 10

『持効性注射剤：HIVと共に生
きる人々への新しい選択肢』
共催：ヴィーブヘルスケア（株）/ 

塩野義製薬（株）

13：30～13：50
閉会式

15：30～17：00

市民公開講座
『エイズ・HIV 感染症 

～差別との闘い～ 
エイズ・HIV 感染症を 
正しく理解しましょう』

8：30～10：30

共催シンポジウム 8
『薬薬連携構築に向けた 
薬剤師が取り組むべき課題　

HIV 診療支援における 
和衷協同のススメ 

～さらなる薬薬連携の推進に
向けて～』

共催：ギリアド・サイエンシズ（株）
HIV 感染症薬物療法認定・

専門薬剤師認定講習会

10：40～12：10

共催シンポジウム 9
『持効性注射剤による 

新しい HIV 感染症治療』
共催：ヴィーブヘルスケア（株）/ 

塩野義製薬（株）

12：20～13：20
ランチョンセミナー 11

『患者の自己申告とトラフ値の
みで治療戦略を立てる時代は
そろそろ終わりにしませんか？』

共催：中外製薬（株）

14：00～16：00

シンポジウム 
「治療の手引き」

『治療の手引き』
日本エイズ学会認定講習

（医師・看護師）
HIV 感染症薬物療法認定・

専門薬剤師認定講習会

9：00～10：30

シンポジウム 12
『療養支援　 

セクシャルマイノリティの 
心理的背景と 

心理・社会的支援』

11：00～12：00
ティータイムセミナー
『Personalized treatment 
based on EACS Guidelines』

共催：MSD（株）

12：20～13：20
ランチョンセミナー 12

『ICT 企業が挑む 
ヘルスケアの未来』

共催：SB 新型コロナウイルス検査センター（株）

14：00～16：00

シンポジウム 
「治療の手引き」

『治療の手引き』
日本エイズ学会認定講習

（医師・看護師）
HIV 感染症薬物療法認定・

専門薬剤師認定講習会

※サテライト会場
（第3会場のセッションを中継）

12：20～13：20

ランチョンセミナー 13
『多職種との医療連携の必要

性・その実態について』
共催：ノボ ノルディスク ファーマ（株）

15：20～15：30 pre-opening

コロナ

社・S

臨・C

臨・C

臨・C

社・S

臨・C


