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第1日目　6月4日（木）

第1会場
［ ホール ］

第2会場
［ アイシアター ］

第3会場
［ 202会議室 ］ その他

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00
16：00

理事会

【会場】
203会議室17:00

17：30

18:00
18：00  イブニングセミナー 1

「⾻強度低下に及ぼすリモデリング亢進および酸化スト
レスの影響－病態に応じた薬剤選択の可能性とは－」

演者：斎藤 充　座長：真柴 賛
共催：中外製薬（株）／大正富山医薬品（株）

19：00
19:00

19:30 イブニングセミナー 1
情報交換会

【会 場】倉敷ロイヤルアートホテル
 『フィレンツェ』 　21:00
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第2日目　6月5日（金）

第1会場
［ ホール ］

第2会場
［ アイシアター ］

第3会場
［ 202会議室 ］

ポスター・展示会場
［ 本館1階ロビー ］

開会挨拶
9:00 9:00 『⾻系細胞評価』

I-1～I-4
座長：飯村 忠浩9:40

9:00 『⾻形態計測（組織）』
II-1～II-4
座長：真柴 賛9:40

9：00

企業展示

若手研究者賞
ポスター展示

9:45

シンポジウム1
「⾻バイオイメージングの

新たな展開」
   演者：今村 健志・中野 貴由・
   　　　長谷川 智香・
   　　　木村-須田 廣美・
   　　　大嶋 佑介・飯村 忠浩

   座長：飯村 忠浩・中野 貴由
11:45

10:00

11:00

12:00 12:00
ランチョンセミナー 1

「⾻粗鬆症の最新の話題」
演者：遠藤 直人　座長：森 史
　　共催：第一三共（株）13:00

12:00　　ランチョンセミナー 2
「⾻粗鬆症治療における基礎から得られた新たな

知⾒ －ビスホスホネート製剤を中⼼として－」
演者：網塚 憲生　座長：石井 優
共催：アステラス製薬（株）/
　 小野薬品工業（株）13:00

13:00

13:10 特別講演
「⾻軟⾻領域における

iPS細胞研究」
演者：戸口田 淳也
座長：曽根 　照喜14:1014:00

14:10
『動物モデル（薬剤効果）』

III-1～III-5
座長：宮腰 尚久15:00

14:10
『動物モデル（その他）』

IV-1～IV-4
座長：髙田 信二朗14:50

14:15

教育セミナー

演者：田中 伸哉・山本 智章
座長：三木 隆己・山本 智章

15:00
15:05
『バイオメカニクス・⽣体材料』

V-1～V-4
座長：中野 貴由15:4515:45

15:50
16:00

シンポジウム2
「⾻粗鬆症治療による⾻の

形態と質の変化」
　演者：網塚 憲生・山本 智章・
　　　　斎藤 充・真柴 賛

　座長：網塚 憲生・山本 智章

17:00

17:50
18：00

18:00 18:00　　イブニングセミナー 2
 「脆弱性を伴った⾻疾患に
対するテリパラチド治療」

演者：粕川 雄司　座長：遠藤 直人
　　　共催：旭化成ファーマ（株）19:00

18:00　　イブニングセミナー 3
「CKD合併を考慮した

⾻粗鬆症治療戦略」
演者：稲葉 雅章　座長：三木 隆己

　共催：ファイザー（株）19:00
19:00

19:30～21:00 懇親会　【会 場】倉敷アイビースクエア『アイボリー』 
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第3日目　6月6日（土）

第1会場
［ ホール ］

第2会場
［ アイシアター ］

第3会場
［ 202会議室 ］

ポスター・展示会場
［ 本館1階ロビー ］ その他

8:00 8:20
評議員会
【会場】

201会議室
8:50

9:00 9:00 9:00 9:00

『⾻評価（臨床） 1』
VI-1～VI-6

座長：伊東 昌子・岡野 徹

『⾻評価（臨床） 2』
VII-1～VII-7

座長：萩野 浩・野中 希一

企業展示

若手研究者賞
ポスター展示

10:00 10:00
10:00

10:05

シンポジウム3
「サルコペニアと⾻粗鬆症」
　座長：吉村 典子・原田 敦
　演者：原田 敦・村木 重之・
　　　　真田 樹義・金 憲経

11:00

12:0512:00

12:10　　ランチョンセミナー 3
「⾻粗鬆症・⾻形成促進薬」
演者：田中 伸哉 座長：伊東 昌子
共催：日本イーライリリー（株）
13:10

12:10　　ランチョンセミナー 4
「運動器疾患としての
⾻粗鬆症の予防と治療」

演者：宮腰 尚久 座長：稲葉 雅章
共催：MSD（株）13:10

12:50
13:00

骨量測定
【会場】

203会議室
13:15『⾻代謝（臨床）』

VIII-1～VIII-4
座長：三木 隆己13:55

13:50
14:00

14:00 14:00 『⾻折治療』
IX-1～IX-3

座長：岸本 英彰14:30

14:00

市民公開講座
「豊かな⽼いを⽬指して
－あなたの⾻は⼤丈夫？」

  演者：大成 和寛・脇本 敏裕
  司会：高尾 俊弘

14:30

総会・表彰式・閉会15:00

15:30 15:30

16:00

17:00

18:00


