
 

  

活動を応援します♪ 

皆様のご利用をお待ちし

ております！ 

ご案内：資料をご希望の際は、センターの HP から申込書をダウンロード、必要事項を 

記入の上、FAX などでお送りください。 

HP：http://www.yaaic.gr.jp/category/about/cen-act-about/pamphlet 

・ 送料は原則着払いとなります。（横浜市立の学校は無料です。） 

・ 他にも様々な種類の資料があります。詳しくは HP をご覧ください。 

・ サンプル送付も可能です。お気軽にご相談ください。 

・ 数に限りがありますので、ご希望に添えない場合もございます。 

   お問い合わせ：TEL：045-650-5421、FAX：045-650-5422 

◆横浜 AIDS 市民活動センターは、横浜市内で HIV・エイズ啓発活動（授業、研修、

イベントなど）に従事される方へ役立つ資料を無料で提供しています。 

横浜 AIDS市民活動センター ニュースレター 第 140号 （3150部 2015年 5月 15日発行） 

■ HIV検査が大切なわけ 

■ 三六判 16 ﾍﾟｰｼﾞ 

 「いま、エイズはどうなっている？」「エイズはど

んな病気？」「感染ルート」「治療」など、“検査が

大切なわけ”を解説。正しい情報を入手できるイ

ンターネットサイトや電話相談窓口も紹介。 

■ 誤解していませんか？ HIV/エイズ 
■ B７（ポケットサイズ） 16 ﾍﾟｰジ 

「エイズはもう過去の病気でしょう？」、「HIV に感

染？元気だからそんなことないよ。」など、誤解さ

れやすい 8 つの項目について解説しています。

他の性感染症とその特徴もコンパクトに説明。 

平成27年度 横浜市福祉保健センター等エイズ検査
○ 最新の情報等は横浜市ホームページでご確認ください。

横浜市　＞　健康福祉局　＞　横浜市保健所　＞　ＨＩＶ・エイズについて

○ 福祉保健センター、健康福祉局健康安全課への電話でのご相談、お問い合わせは次の時間にお願いします。

月～金　8:45～12:00、13:00～17:00 

○ 祝日、年末年始等（H27.12/26～H28.1/3）はお休みです。

○ 予約が必要な所については、電話等で必ず予約・確認のうえお越しください。

○ 匿名検査のため、証明書は発行できません。

○ 検査の結果は、１週間後に直接ご本人にお知らせします。（電話・郵送ではお知らせしません。）

※検査日の翌週が祝日・年末年始等の場合、結果が１週間以上かかる場合があります。(12/19土の結果は３週後等。)
※即日検査の結果は、検査当日です。（判定保留の場合、確認検査の結果は次回検査実施日です。）

実
施
日

予
 

約
検査受付時間

検査会場
(福祉保健センター等)

電話番号 FAX番号
所在地 交通手段（最寄駅/徒歩時間）

 9:00～ 9:30 泉 800-2445 800-2516
泉区
和泉町4636-2

相鉄線　いずみ中央駅 ５分

 9:00～ 9:30 青　葉 978-2438 978-2419
青葉区
市ケ尾町31-4

田園都市線　市が尾駅　 ８分

10:00～10:30 磯　子 750-2445 750-2547
磯子区
磯子3-5-1

ＪＲ線　磯子駅 ５分

 9:00～ 9:15 保土ケ谷 334-6347 333-6309
保土ケ谷区
川辺町2-9

相鉄線　星川駅 ２分

10:00～11:00 金　沢 788-7840 784-4600
金沢区

泥亀2-9-1

京急線　金沢文庫駅

京急線・ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ 金沢八景駅
12分

 9:00～ 9:30 港　北 540-2362 540-2368
港北区

大豆戸町26-1
東横線　大倉山駅 ７分

11:00～11:30 瀬　谷 367-5744 365-5718
瀬谷区
二ツ橋町190

相鉄線　三ツ境駅 10分

14:00～14:30 鶴　見 510-1832 510-1792
鶴見区
鶴見中央3-20-1

ＪＲ線　鶴見駅
京急線　京急鶴見駅

９分
７分

 9:00～ 9:30 旭 954-6146 953-7713
旭区
鶴ケ峰1-4-12

相鉄線　鶴ヶ峰駅 ７分

 9:30～10:00 神奈川 411-7138 316-7877
神奈川区
広台太田町3-8

東横線 反町駅 JR線 東神奈川駅

京急線　仲木戸駅
７分

10:00～10:30 戸　塚 866-8426 865-3963
戸塚区

戸塚町16-17
ＪＲ・市営地下鉄　戸塚駅 ２分

 9:30～10:00 栄 894-6964 895-1759
栄区

桂町303-19
ＪＲ線　本郷台駅 10分

16:00～16:30 南
※H28.1～移転予定

743-8242 721-0789
南区

花之木町3-48-1

市営地下鉄　蒔田駅

京急線　井土ヶ谷駅

５分

10分

 9:00～ 9:30 中 224-8332 224-8157
中区
日本大通35

ＪＲ線・市営地下鉄　関内駅
みなとみらい線　日本大通り駅

７分
４分

9:00～9:30 都　筑 948-2350 948-2354
都筑区
茅ケ崎中央32-1

市営地下鉄　センター南駅 ６分

不
要

 9:00～ 9:30 緑 930-2357 930-2355
緑区
寺山町118

ＪＲ線・市営地下鉄　中山駅 ５分

 9:00～ 9:30 西 320-8439 324-3703
西区
中央1-5-10

京急線　戸部駅
相鉄線　平沼橋駅

８分
10分

13:30～13:50 港　南 847-8438 846-5981
港南区

港南中央通10-1
市営地下鉄　港南中央駅 １分

火

予
約
不
要

18:00～19:30
※梅毒検査も

実施

横浜市夜間検査
(横浜AIDS市民活
 動センター）

中区尾上町3-39
尾上町ビル9階

ＪＲ線　関内駅北口
市営地下鉄　関内駅１番出口

１分

土
予
約
制

14:00～17:00
＜即日検査＞

横浜市土曜検査
(神奈川県結核予防

会中央健康相談所)
　　　(検査時間内専用

 　　　TEL:251-2374 )

南区
中村町3-191-7

市営地下鉄　阪東橋駅４番出口

京急線　黄金町駅
浦舟町バス停

11分

15分
５分

日
予
約
制

第２第４日曜
14:00～17:00
＜即日検査＞

横浜市日曜検査
(神奈川県予防医学

 協会中央診療所)
　　　(検査時間内専用

 　　　TEL:641-8515 )

中区
日本大通58

ＪＲ線　関内駅南口
市営地下鉄　関内駅１番出口
　

みなとみらい線

　日本大通り駅２番出口

５分

３分

夜間検査、土曜検査、日曜検査の検査内容についてのお問い合わせは、

横浜市健康福祉局健康安全課（TEL:045-671-2729、FAX:045-664-7296）にお願いします。

※【火曜検査】5/5・9/22・11/3・12/29 はお休みです。

※【土曜検査】8/8・12/26・1/2 はお休みです。　

※【日曜検査】12/27 はお休みです。

検査時間内専用

TEL 201-8830

予約専用

TEL 664-2525

 横浜市コールセンター
 8:00～21:00 年中無休

※検査日直前の平日(金曜)

　16:00までに予約
(金曜が休日の場合はその前日)

月

水

木

金

予
約
制

予
約
制

予
約
制

予
約
制

火

予
約
制

検索

市外局番は「045」

新しい啓発資料のご案内 

URL   http://www.yaaic.gr.jp/ 

 

発行：横浜 AIDS市民活動センター 
公益財団法人横浜ＹＭＣＡが横浜市から事業

を受託しています。 
 

〒231-0015横浜市中区尾上町 3丁目 39番

地尾上町ビル 9Ｆ ／TEL：045-650-5421 

FAX：045-650-5422／E-mail：info@yaaic.gr.jp 

平日：13：00～20：00／土・祝：10：00～17：00 

休館：日／火 

監修：横浜市健康福祉局健康安全課 

特集 HIV・エイズ、ココが気になる！Q&A 
感染経路のこと、予防のこと…、気になる疑問にお答えします！ 



 

参照： 

横浜市衛生研究所「HIV感染症について」 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/hiv.html 

エイズ予防情報ネット「HIV/エイズの基礎知識」 http://api-net.jfap.or.jp/knowledge/index.html 

「ともに生きるためのエイズ 当事者と社会が克服していくために」（玉城英彦、彩流社、2012年） 

右表のとおり、日本国内で最大の HIV 感

染経路は性的接触です。HIV を含む精液・

膣分泌液が性的接触により相手の性器な

どの粘膜の傷口を通り感染します。 

感染を防ぐ方法は、「性的接触をしな

い」、「コンドームを正しく使用する」。相手

のため、自分のために予防についてしっか

りと話し合える関係を築きましょう。 

 

HIV検査を受けることも大切です。 

（全国の保健所で無料・匿名） 

Q： 性的接触による HIV 感染確率は

どのくらい？ 

 

A：性的接触の際にコンドームを使用しな

かった場合、感染確率は平均 0.1～1％と

報告されています。ただし、感染がいつ起

こるかはわかりません。たった 1 回の無

防備な行為で感染することがあります。 

 

お互いに特定のパートナー 

であっても、過去のことは 

わかりません！ 

 

  

Q： HIVに感染している人を刺した 

蚊にさされたら、感染しますか？ 

 

A：蚊によって HIV に感染することはあり

ません！以下のことがわかっています。 

 

・HIV は蚊の体内で急速に感染力を失う。 

・前の人の血液は次の人に注入されない。 

 

蚊以外の吸血虫（のみなど）も同様です！ 

Q： HIVは弱いって本当？ 

A：本当です。HIV は人の体液の中でしか

生きられない非常に弱いウイルスで、空気

や水の中ではすぐに死んでしまいます。 

Q： HIVの起源は？ 

A：1981 年にアメリカでエイズという病気が世界で初めて公式に報告され、1983 年に

エイズの原因となる HIV が発見されました。しかし、発見されるよりもずっと前から HIV

は存在し、感染が広がっていったと言われています。 

起源はアフリカ中西部の類人猿であるという説が有力ですが、他にも様々な説がありま

す。世界中の研究者が解明に向けて研究を続けています。 

HIV・エイズ、ココが気になる！Ｑ&Ａ 
感染経路のこと、予防のこと…、気になる疑問にお答えします！ 

よくある質問 Ｑ＆Ａ 
学習会や研修でよく寄せられる質問に

ついて、解説します。 

Q： HIVに感染している人が周囲に 

いると分かった場合、どうすればよい 

ですか？ 
 

A：職場や学校などの社会生活では、本人の

申告がなければ、これまでと変わることはあ

りません。 

 もしも親しい人から「HIV に感染してい

る」と告知された場合、“病気を正しく理解し

適切に対応すること”が大切です。病院が遠

方で通院時間が必要な人、治療の副作用で具

合がよくない人、福祉支援が必要な人など、

それぞれの状況は異なります。本人の気持ち

を尊重しながら、サポートしましょう。 

1. HIVは免疫の司令塔を破壊する! 

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）は人の体内に入り込むと、免疫

機能の司令塔・リンパ球に取りつき、次々に破壊します。徐々に

免疫力が落ちていき、病原菌に対する抵抗力が弱くなります。そ

の結果、さまざまな感染症やがんなどを発症しやすくなります。

これらの病気の総称をエイズ（AIDS）といいます。 

 

2. 正しく理解しよう！HIVの感染経路 

 

3. 最も多いのは性的接触による感染！（2013 年の報告より） 

 

Point②  

HIV感染者の涙・汗・唾液な

どの体液にも HIVは含まれま

すが量はごくわずかで、感染源

にはなりません。せきやくしゃ

み、握手やハグ、トイレやお風

呂の共有など、日常生活で HIV

に感染することはありません。 

HIV が人から人へ感染するにはある程度のウイルス量が必要です。 

「HIVが多く存在する体液」は“精液・膣分泌液・血液・母乳”です。 

これらが、下記の「人間関係」において、下記の「行為」があったとき、体

内に入り込み HIV がリンパ球にたどりついた場合に感染が起こります。 

 

Point①  

HIV感染初期に風邪のような症状

が出る人もいますが、多くの人は感染

に気づきません。 

そのまま気づかずにいると数か月

から 10年程でエイズ 

発症に至ります。 

Point③  

日本で献血された血液は厳

重に検査され、最高水準の安

全性が確保されています。しか

し、感染直後の血液が検査に

反応せずにすり抜けてしまうこ

とが極めてまれにあるため、輸

血による感染の可能性を完全

に排除することはできません。 

HIV検査目的での献血は絶

対にやめてください。 

 

感染の仕組み 
HIV はどのような経路で感染拡大していく

のか、正しく理解し感染を防ぎましょう。 

HIVが多く存在する体液 人間関係 行為

精液・膣分泌液
恋人・夫婦など、

性的関係にある人たち
性的接触

覚せい剤などの薬物乱用者
まわし打ちによる
注射器の共用

献血者から
輸血を必要とする患者へ

輸血

血液・母乳 母から子へ 出産・授乳

血液

（厚生労働省「平成 25（2013）年エイズ発生動向」概要） 

 

他人事では 

ありませんね… 


