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◆平成21年度 広島県エイズ中核拠点病院等
連絡協議会及び医療従事者研修会のご案内

目次：
平成２１年度広島県エイズ １
中核拠点病院等連絡協議
会及び研修会のご案内

開催日時：平成２１年６月１８日（木）14:00〜17:05
開催場所：広島市立広島市民病院 中央棟１０階講堂
住所：広島市中区基町7-33 TEL：(082)221-2291

『お薬情報Ｖｅｒ．４』発行

◇中核拠点病院連絡協議会（関係者のみ）
14:00〜挨拶
14:10〜報告、質疑応答
①広島県からの報告
②受療協力医療機関アンケート調査結果報告
③広島県エイズ受療協力医療機関からの報告
④ブロック拠点病院からの報告
広島大学病院 エイズ医療対策室長 高田 昇

１

診療の中で行うＨＩＶ検査に 2.3
ついて
広島県内 HIV検査・相談
できるところ

4

◆県内医療従事者等研修会（公開）
15:40〜症例報告
「伝染性単核症から血球貧食症候群を合併した原発性HIV感染症の一例」
県立広島病院エイズ支援室長 竹内啓祐
15:50〜講演
「HIV感染症を見逃さないために」
広島大学病院エイズ医療対策室長 高田 昇
◆県内医療従事者等研修会(15:40〜)は公開となっております。
是非ご参加ください。お問い合わせ:エイズ医療対策室（5581/5351）

◆『お薬情報Ｖｅｒ．４』〈2009年2月1日現在〉発行
『おくすり情報』が
第4版になりました。
HIV感染症の治療は進
歩と変化が非常に早い
ため、2005年2月に第3
版を出版して以来、新
薬の出現や薬剤の剤形
変更等さまざまな変化
がありました。

『おくすり情報』には薬剤を服用する際の注意
点、食事との関係、保存法、副作用に関する情報
が入っています。
患者様に向けてわかりやすくなっていますの
で、患者様に説明する際に医療者の皆様にも是非
ご活用頂ければと思います。
（薬剤部

薬剤師

太刀掛咲子）

※この『おくすり情報Ver.4』をご希望の場合は、
エイズ医療対策室までご遠慮なくご連絡下さい。
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◆診療の中で行う
ＨＩＶ検査について
6月1日〜7日まではHIV検査普及週間で
す。 HIV検査は保健所では無料検査を
行っていますが、病院では保険診療とし
てHIV検査を行うことも可能です。
保険診療としてHIV検査を行う場合には、以下が
条件となります。
①手術前医学管理
②輸血凝固因子製剤使用後
③間質性肺炎などエイズを疑う症状がある場合
④性感染症が診断された場合
ま た、病 歴 や 症 状 か ら HIV 感 染 が 疑 わ れ れ ば、
「HIV感染疑い」との病名とし、「HIV検査」を行
い、その検査が診療報酬の保険請求で減額されるか
否かは、審査機関の判断となります。
以下にHIV感染を疑うべきであり「HIV感染疑い」
という病名を付けてもおかしくない疾患・状態を以
下に挙げます。
・繰り返す帯状疱疹
・伝染性単核球症に類似した症状
・リンパ節腫大
・赤沈の亢進
・血小板減少症
・白血球減少症、リンパ球減少症
HIV検査を実施するにあたって、平成5年7月13日
厚生省エイズ結核感染症課長からの通知「HIV検査
の実施について」では、以下を条件としてあげられ
ています。
①本人の同意を得て検査を行う。
②プライバシーの保護に十分配慮する。
③検査前後のカウンセリングを行う。
④適切な医療を提供する（あるいは紹介する）。

HIV検査は2段階の検査が必要となり、HIV陽性が確定
するには、スクリーニング検査と確認検査を行う必要があ
ります。
昨年日本エイズ学会及び日本臨床検査医学会では、
このスクリーニング検査に感度が十分に高いHIV-1抗原と
HIV-1/2抗体の同時測定系の検査法を用いることが推
奨されました。
また、確認検査ではHIV-1のウエスタンブロット法と
HIV-1核酸増幅検査(RT-PCR法)の両者を同時に実施
することが推奨されています。
当院でHIV検査をオーダーする場合の手順について
説明します。（詳しくは右ページをご覧下さい。）
①ナビゲーションマップの「オーダ」→「検体検査」を選び
ます。
②｢感染症・ウィルス｣のタブをクリックします。
③「ウィルス」のタブをクリックし、スクリーニング検査の時
は「HIV-1,2(CLIA)」を、スクリーニング検査で陽性もしく
は保留と出た場合に行う確認検査は「HIV-1抗 （WB）」
「HIV-2抗体(WB)」「HIV-RNA定（TaqManPCR定量）」の
3つをオーダします。
確認検査の結果の見方は以下のとおりです。
HIV-1 RNA 定量
陽性
陽
性
HIV1抗体
（WB）

HIV-1

保
留
陰
性

検出せず

急性
HIV-1

HIV-2抗体(WB）が陰性
であれば、2週間後に
HIV-2抗体(WB）を再検
査。再検査で陰性であ
れば非感染者。陽性で
あればHIV-2感染者。

HIV感染を早期に発見することは、その患者の予後
とQOLに影響するだけでなく、今後の感染者の増加
を阻むことの一助になります。

⑤妊婦検査の結果を記入しない。
⑥就学時、就職時検査は実施しない。
ちなみに本人の同意は、「書面による同意」は要
求されていません。また、本人が意識障害により同
意が取れない場合には保護者や家族の同意が必要に
なります。

検査結果の見方が分からない、HIV陽性の告知を
どうすればいいか分からない、など、HIV検査に関
するご質問はエイズ医療対策室(5351)もしくは、輸
血部長室(5581)までお気軽にご連絡ください。
（エイズ医療対策室

看護師

鍵浦

文子）
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◆ＨＩＶ検査オーダー手順
① ナビゲーションマップの「オーダ」→「検体検査」を選びます。

②「感染症・ウィルス」のタブをクリックします。

③ 「ウィルス」のタブをクリックし、スクリーニング検査の時は「HIV-1,2(CLIA)」を、スクリーニング検査で陽性もしく
は保留と出た場合に行う確認検査は「HIV-1抗体（WB）」「HIV-2抗体(WB)」「HIV-RNA定量（TaqManPCR定量）」
の3つをオーダします。

スクリーニング検査

確認検査
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広島県内 HIV検査・相談のできるところ (無料・匿名）
検査をご希望の場合は事前に電話予約してください。
◎はHIV検査普及週間の臨時検査日です。★は予約無しで検査が受けられます。
電話番号

検査実施日

実施時間

迅速検査

広島県西部保健所

0829-32-1181

第3水曜日

10:00-11:30

○

広島県西部保健所広島支所

082-513-5521

第1水曜日
（4月は第3水曜日、
5月は第2火曜日）

9:00-11:00

○

広島県西部保健所呉支所
広島県西部東保健所
広島県東部保健所

0823-22-5400
082-422-6911
0848-25-2011
084-921-1311

広島県北部保健所

0824-63-5181

9:00-11:00
9:00-11:30
9:00-16:30
9:00-15:30
17:30-19:00有
13:00-15:00

○
○
○

広島県東部保健所福山支所

第2水曜日
第1・第3火曜日
第2・第4水曜日
第2火曜日
6月・12月のみ
第2水曜日
毎週月曜日

18:00-20:00

毎週水曜日

9:00-11:00

◎★6 月3 日（ 水）
女性専用日

14:00-17:30

○

毎週木曜日
◎★6 月4 日（ 木）

14:00-17:30
9:00-11:00
17:00-19:30
9:00-11:00
13:30-16:00
9:00-11:00
9:00-11:00
9:00-11:00
9:00-11:00
13:30-15:00
13:30-15:00
9:00-11:00
9:00-11:00
9:00-11:00
13:00-16:00
9:00-11:00
13:30-16:00

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

第1火曜日

9:00-11:00
17:00-19:00
9:00-11:00
第1 9:00-11:00
第3 17:40-20:30

−
−
−

広島市中保健センター

082-504-2528

◎★6 月5 日（ 金）
毎週月曜日
◎6 月1 日（ 月）
毎週金曜日
◎6 月4 日（ 木）
毎週火曜日
◎6 月1 日（ 月）
◎6 月3 日（ 水）
毎週木曜日
◎6 月3 日（ 水）
◎6 月5 日（ 金）
第1・第3木曜日
毎週火曜日

広島市東保健センター

082-568-7729

広島市南保健センター

082-250-4108

広島西保健センター

082-294-6235

広島市安佐南保健センター

082-831-4942

広島市安佐北保健センター

082-819-0586

広島市安芸保健センター

082-821-2808

広島市佐伯保健センター

082-943-9731

呉市保健所
(すこやかセンターく れ）

0823-23-3525

呉市東保健センター

0823-71-9176

◎6 月4 日（ 木）
第3水曜日

福山市保健所
(すこやかセンターふく やま ）

084-928-1127

月3回（水曜日）

広島県エ イズ 日曜検査
(県立広島病院内）

広島県エイズホットライン
082-242-0812

◎6 月1 日（ 月）

毎月第2・第4日曜日

○
○
○

○

第4 14:30-16:30

−

13:00-16:00

○

ＨＩＶ検査についての相談所
広島県健康対策課

082-513-3070

毎週月曜日〜金曜日

8:30-17:00

広島市保健医療課

082-504-2622

毎週月曜日〜金曜日

8:30-17:00

広島県エ イズ ホッ トライン

082-242-0812

毎週土・日曜日
（第1除く）

9:00-16:00

広島エ イズ ダイア ル（ 相談のみ）

082-541-0812

毎週水曜日

10:00-13:00

毎週土曜日

18:00-21:00

