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大阪エイズウィークス2016
市民のエイズへの関心を高めて感染拡大を防ぐとともに、
感染した人々も安心して暮らせる社会の実現を目指す週間

知っていても、分かっていても
AIDS IS NOT OVER
（平成28年度世界エイズデーキャンペーンテーマ）



セックスでの感染 母子感染 血液を介しての感染

妊娠・出産・授乳で　母から子へコンドームを使わないセックスで

あなたから相手へ　相手からあなたへ

輸血や、薬物使用の際の注射器の共有で

あなたから相手へ　相手からあなたへ

日本国内で圧倒的に多いのが、性行為に
よる感染です。HIVは主に血液や精液、
膣分泌液に多く含まれていて、性行為中
に性器や肛門、口などの粘膜や傷口を
通って感染します。他の性感染症と同様
に、コンドームの正しい使用はHIV感染
を予防する、最も有効な手段です。

母親がHIVに感染している場合、妊娠中
や出産時、また授乳時に赤ちゃんに感染
することがあります。現在の日本では、
母親がHIV感染症の治療薬を服用すること
や母乳を与えないことで、赤ちゃんへの
感染を１パーセント以下に抑えることが
できます。

HIVが存在する血液の輸血や、依存性薬
物（覚せい剤など）の使用における注射
器具の共有などが原因で感染します。
日本国内で献血された血液は厳重な検査
により最高水準の安全が確保されていま
すが、HIV感染の可能性を完全には排除
できません。

HIV の感染経路　主な感染経路は３つ

こんな事ではHIV は感染しません！

ノミや蚊に刺される 洋式トイレの便座 キス 握手・抱擁・ボディタッチ同じ鍋や皿の料理を食べる

飲み物を回し飲みする

HIV は感染力が弱く、日常生活においては性行為以外で感染することはありません。性行為での HIV 感染を防ぐためには、コン
ドームを使用することが重要です。また、HIV に感染した人が早期に治療を開始することにより他の人への感染を防ぐこともで
きます。

感染しているかどうかを知るには？
HIV 感染に特徴的な症状はありません。HIV に感染したかどうかを調べるためにはHIV 検査を受けるしかありません。
HIV 検査は全国の保健所などで無料・匿名で受けられます。裏表紙に大阪府内の検査・相談機関リストを掲載しています。



2015年の1年間の報告者数
日本で1,434人、大阪では221人

HIV はエイズの原因となるウイルスのことで、感染すると、からだを病気から守っている免疫力を低下
させていきます。感染して２～４週間後に発熱、リンパ節の腫れ、頭痛など、風邪に似た症状が出る場合が
ありますが、ほとんどの人には症状がありません。感染後６～８週間で血液中にHIVの抗体ができますが、
自覚症状のないまま数年間の潜伏期間（無症候期間）に入ります。症状が出なくても、HIV は感染している
人の血液・精液などに含まれているので、これらが直接からだの中に入れば感染する可能性があります。

HIV
エイズ（後天性免疫不全症候群）は、HIV に感染することによっておこる病気です。HIV に感染し免疫力が
低下すると、本来なら自分の力で抑えることのできる病気を発症するようになってしまいます。抵抗力が
落ちることで発症する疾患のうち、代表的な 23 の疾患のいずれかを発症するとエイズ発症と診断されま
す。重症の場合、後遺症などが残ることもあるため、早く感染に気づき、治療を始めることが重要です。

エイズ
AIDS

エイズの登場から30 年以上・・・
この間に治療方法は大きく進歩した
エイズ発症を抑える薬が開発され
早期に治療を始めて服薬を続ければ
日常生活を支障なくおくれるようになった

でもまだ人々は
エイズに対する正しい知識が不足し
そこから生まれる偏見や差別があり
予防行動やHIV 検査受検は不十分

HIV/ エイズは、まだ終わっていない
だから、一人ひとりが
HIV/ エイズについて正しい知識を持ち
それぞれの立場から
「予防、検査、治療、支援、理解｣について
具体的行動をとることが重要だ！

３割の人は発症して感染を知る
報告者の約 3 割はエイズを発症してか
ら感染がわかった人たちです。早く感染
を知り、適切な治療を受ければ、感染前
と変わらない日常生活を送ることがで
きるようになりました。最近では１日１
回１錠の服用ですむ薬もあります。早く
治療を始めることで、他の人への感染を
防ぐこともできます。

発症する
前に感染が
わかった人 70％

30％

2015 年厚生労働省エイズ動向委員会報告
をもとに作成

どの年齢層でも
どの年齢層でも幅広く分布しています。
発症する前に感染していることがわ
かった人は 20～30 歳が多いのですが、
発症してから感染していることがわ
かった人は 20 歳以上に幅広く分布し、
30～40 歳代の特に 40 歳代に多い傾向
が続いています。

20 代
26％

30 代
30％

40 代
28％

50 代
10％

2015 年厚生労働省エイズ動向委員会報告
をもとに作成

報告者の９割以上が男性
日本では、HIV（エイズの原因となるウイ
ルス）に感染している人の 9 割以上が
男性です。でも女性だって無関係ではあ
りません。その男性は彼氏、夫、父、祖父、
息子、友達・・・など身近な人・大切な
人かもしれません。

男性 95％

5％

2015 年厚生労働省エイズ動向委員会報告
をもとに作成



平成 28 年度
大阪府 HIV 感染者等歯科診療連携体制構築
事業における協力歯科診療所向け研修会

主催：大阪府歯科医師会　共催：大阪府

11 月 19 日（土） 15:00 ～ 17:30
HIV 感染者の地域での歯科診療受け入れを拡充するため、
歯科医師・歯科衛生士等の医療従事者に対し、HIV 感染症等
に関する知識や感染予防等に関する研修会を行います。

講義 1 「HIV 感染症の基礎知識と感染対策 （仮）」
　　　講師 : 大場雄一郎
　　　 府立急性期・総合医療センター 総合内科部長

講義 2 「地域で HIV 陽性者の歯科診療を行うために （仮）」
　　　講師：有家巧
　　　 大阪医療センター 口腔外科科長

講義 3 「スタッフの立場から見る HIV 陽性者の歯科診療 （仮）」
　　　講師：溝部潤子
　　　 医療法人社団皓歯会

対　象：診療に従事する歯科医療従事者
　　　  　（歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士ほか）
定　員：200名　／　参加料：無料

会　場：大阪府歯科医師会館
　　　　大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目3番27号
　　　　☎06-6772-8885
　　　　http://www.oda.or.jp/
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御堂筋オータムパーティー 2016 ～御堂筋ランウェイ～
「大阪エイズウィークス 2016」ブース出展

共同出展：公益財団法人エイズ予防財団、エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）、 THE BODY SHOP、エフエム大阪

（大阪エイズ啓発キャラクター）

アイやん

なうっち

11 月 20 日（日） 14:00 ～ 16:00

大阪のメインストリート御堂筋を会場に繰り広げられる
『御堂筋オータムパーティー2016～御堂筋ランウェイ～』
に、「大阪エイズウィークス 2016」のブースを出展！！
エイズの事をもっと知って頂くための情報資材の配布や
展示の他、アンケートに回答すると抽選でプレゼントが
もらえるエフエム大阪のコーナーや、THE BODY SHOP の
チャリティハンドトリートメントのコーナーもあります！
会場：御堂筋オータムパーティー 2016
御堂筋ランウェイ（久太郎町３～新橋）
ブースは、新橋北交差点の北東側に出展
midosuji-runway.com

2016
大阪エイズウィークス 2016 は、市民のエイズへの関心を
高めて感染拡大を防ぐとともに、感染した人々も安心して
暮らせる社会の実現を目指す週間です。12 月 1 日の世界
エイズデーを含む11月19日（土）～12月11（日）の期間に、
団体・企業・行政・メディア等が、気軽に参加できるものから
深く学べるものまで、各種のイベントや企画を実施しま
す。（※一部の企画は上記期間外の実施となります。）
ここでご紹介している企画以外にもいろんな取り組みが
実施されます。詳しくは、ホームページをご覧ください
http://osaka.aids-week.com/



第 23 回 HIV/ エイズレッドリボンキャンペーン 12/1 世界エイズデー強化 7 days

chotCAST なんば日曜即日検査でのハンドトリートメント

11 月 3 日（木） ～ 12 月 25 日（日） 
ザ・ボディショップでは 1997 年から毎年店頭キャンペーンを行
い、エイズ啓発活動に取り組んでいます。「ENRICH OUR 
PEOPLE 関わる全ての人々を、より豊かに」を大切にし HIV/ エイ
ズに対する偏見や差別をなくすための情報発信を続けています。
今年は 11 月３日（木）～ 12 月 25 日（日）までの 53 日間、

「第23回 HIV/エイズ レッドリボンキャンペーン」を行います。
店頭のクリスマスツリーにレッドリボンのオーナメントや
メッセージカードを飾ったり、募金やチャリティ付きレッド
リボングッズ（ピンバッジや THE HOPE チャーム レッドリ
ボンなど）の販売や、コンドームの配布などを行います。

THE BODY SHOP

主催：THE BODY SHOP

11 月 25 日（金） ～ 12 月 1 日（木）
さらに関西店舗限定で「12/1 世界エイズデー強化７days」を
実施！ 世界エイズデーに向けたカウントダウンの 1 週間！ !
期間中、店頭でアクティビストカードを用いたレッドリボン
ツリーづくりや、チャリティハンドトリートメントを実施いたし
ます。また、店内フォトスポットで撮影しＳＮＳに写真を投稿
して頂いた方にはサンプルをプレゼント !!

12 月 4 日（日） 14:00 ～ 15:30 
さらにさらに、12 月 4 日（日）の chotCAST なんばの日曜日
即日検査でもハンドトリートメントを行ないます！

LETTEr ARTS EXHIBITION 2016
『性』をテーマにした 11 ギャラリー合同企画展

主催：LETTEr ARTS 実行委員会

今年もレッテルアーツ・エキシビションの開催決定！
年に１回大阪のギャラリーをネットワークして開催される

『性』をテーマにした展覧会の数々。今年もどんな作品に出合え
るか興味津々です！展示以外にもトークショーやパーティ、コ
ンドームの配布などを行いますので、性について、そしてエイズ
について皆で考える機会になれば幸いです。

対象者： 展示内容によっては年齢制限があります。
連絡・問い合わせ：レッテルアーツ代表（三村康仁）
　　　　　　　　☎090-8375-2332
http://www.letter-arts.com

◆Bar Liseur（リズール）　『文学からのＥＲＯＳ（仮題）』　http://www7b.biglobe.ne.jp/~liseur/
　11 月 26 日（土）～ 12 月 10 日（土） 18:00~24:00（月・火曜休）
　大阪市中央区南船場 4-11-9 コムズビル B1F 　　☎06-6282-7260
◆光画社スタジオ「漠＋宙」　『光画社　暗黒大陸』　　http://fss-kougasha.com
　11 月 28 日（月）～ 12 月 3 日（土） 17:30~22:30（会期中無休）※最終日パーティあり
　大阪府東大阪市新喜多 1-6-9  　　☎070-5049-7299
◆BEATS GALLERY　『MALE AND FEMALE、性について』　http://beats-gallery.com/
　11月30日（水）～12月4日（日） 水～金15:00~21:00/土12:00~21:00/日12:00~18:00（月・火曜休）
　大阪市西区江戸堀 3-7-14 江戸堀西ビル 3F 　　☎06-6450-8190
◆pad gallery　『X EXHIBITION』　　　　　　　　http://pad-gallery.com
　11月30日（水）～12月11日（日） 水～金16:00～22:00/土・日13:00～18:00（月・火曜休）
　大阪市北区堂山町 5-17 数寄ビル  　　☎なし
◆TAMAEDO GALLERY　『SEXER』　　　　　　http://tamaedo.jimdo.com/
　12 月 1 日（木）～ 10 日（土） 14:00~21:00（会期中無休）　 　　　[ 中島 ]
　大阪府大阪市旭区中宮 2-7-4 2F  　　☎090-7099-6037
◆騒ギニ乗ジテ Gallery Bar　『北加賀屋♥大秘宝展』　http://sawaginijoujite-osaka.jimdo.com/
　12月1日（木）～18日（日） 平日19:30~25:30/土・日14:00~25:30（会期中無休）
　大阪市住之江区北加賀屋 1-6-1 カガ第一ビル 1F 　　☎06-6616-7838
◆乙画廊　『西塚幻想病院「水槽園」』　　　　　　　http://oto-gallery.jpn.org/
　12月2日（金）～10日（土） 平日11:00~18:00/土11:00~17:00（日曜休）
　大阪市北区西天満 2-8-1 大江ビルヂング 101 　　☎06-6311-3322
◆Pulp　『赫い星の女』　　　　　　　　　　　　　　　http://pulpspace.org/
　12月2日（金）～10日（土） 平日15:00~21:00/土・日13:00~20:00（12月６日休）
　大阪市西区南堀江 1-14-14-103  　　☎090-7767-3926
◆10W gallery　『ラブホ図鑑 2016』　　　　　　　　　http://www.10w.jp/
　12 月 3 日（土）～ 9 日（金） 13:00~19:00（会期中無休）
　大阪市中央区平野町 1-6-8 メロディハイム平野町 10F ☎06-4707-4356
◆立呑みギャラリー新聞女　『エロは地球を救う』　　http://shinbunonna.com/
　12 月 3 日（土）～ 16 日（金） 月～土 19:00~23:30（日曜休）
　大阪市浪速区元町 1-2-2 波芳ビル 1F  　　☎なし
◆SUNABA GALLERY　『－蕾緊縛－やめられない展』　http://sunabagallery.com/
　12 月 10 日（土）～ 14 日（水） 14:00~20:00（水曜のみ 18:00 まで）
　大阪市浪速区日本橋 4-17-15  　　☎080-6145-7977

11 月 26 日（土） ～ 12 月 18 日（日）   会期はギャラリーにより異なります。

http://www.the-body-shop.co.jp/values/stop_aids/



HIV/ エイズ電話相談（特設）
主催：特定非営利活動法人 HIV と人権・情報センター
共催：大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば

【ギャラリー･ウィーク】アート展覧会 【マーケット･デー】アート･バザー
世界エイズデーアート･チャリティー･マーケット 2016

主催：チャリマ！実行委員会　　協力：MASH 大阪、community center dista

11 月 30 日（水） ～ 12 月 12 日（月） 17:00 ～ 22:30
“ アート ” を通じて「世界エイズデー」をいろんな方々に知っ
ていただく試みです。community center dista の壁面で
LGBT アーティストたちによるアート作品を展示します。
また、来場者にコンドームのパッケージに赤いマジックでイラ
ストやメッセージを書いていただき、壁面にレッドリボンの形
に貼っていく《参加型アート》を設置します。

参加料：無料（どなたでもご利用いただけます。）
告知ブログ：http://charima.blog.jp

12 月４日（日） 17:00 ～ 22:30
※オリジナルグッズへのカンパにより、それぞれの設定金額の
　50% を MASH 大阪へ寄付します。

会場：
community center dista
大阪市北区堂山町 17-5 巽ビル 4F

お問い合わせ：
☎06-6361-9300
http://www.dista.be/

大阪検査相談・啓発・支援センター 
chotCAST なんば 見学会

主催：特定非営利活動法人スマートらいふネット

12 月 6 日（火） ＆ 12 月 8 日（木） 14:00 ～ 17:00
HIV 検査施設では西日本最大規模の「chotCAST なんば」
検査で使用する面接室・採血室・HIV 感染予防の啓発のた
めのオープンスペースなどの施設見学と受検者数の動向や陽
性判明数などの概要説明をおこないます。

会場：chot CASＴなんば
大阪市浪速区難波中 1-6-8
イチエイ総合ビル 3F

お問い合わせ：
  ☎06-6632-0632
   （スマートらいふクリニック）
  ☎06-4256-8681
   （コミュニティセンター）

http://www.chotcast.com/
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11 月 28 日（月） ～ 12 月 2 日（金） 18:00 ～ 20:00
毎週金曜日18 時～ 20 時におこなっている電話相談を世界
エイズデー前後の 5 日間に拡大して臨時開設いたします。
感染についてのご不安や結果が陽性となった場合の今後、
検査についての疑問などございましたら、お気軽にお問い合
わせ・ご相談ください。（相談無料）

☎06-6635-3332
（HIV と人権・情報センター関西支部）
http://www.chotcast.com/



12 月 1日は「世界エイズデー」12月 1日は「世界エイズデー」12月 1日は「世界エイズデー」

※ＣＭイメージ画像

エイズ予防週間
主催：エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）

11 月 28 日（月） ～ 12 月４日（日）
 

大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市では、
「エイズ予防週間実行委員会」を組織し、「世界エイズデー」
（12 月 1 日）を軸とした１週間（11 月 28 日～ 12 月４日）を
「エイズ予防週間」と位置付け、エイズに関する正しい情報や
知識等の普及啓発活動等に取り組んでいます。
今年度は、街頭キャンペーン等の実施の他、以下のとおり、
映画館や街頭ビジョンにおいてＣＭ放映を行うことを予定
しています。

ＣＭ放映予定：
※現在、放映手続中のため、放映期間等は変更となる場合があります

11 月 23 日（水） ～ 12 月 9 日（金）
あべのアポロシネマ
大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1
なんばパークスシネマ
大阪市浪速区難波中 2-10-70
 いずれも、「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」
 の上映前（映画予告編の前）に放映予定（一部上映回を除く）

11 月 28 日（月） ～ 12 月 4 日（日）
阪急ターミナルビジョン「BIG MAN」
阪急電鉄「梅田」駅構内

保健所や検査所なら無料・匿名で
ＨＩＶ/エイズの相談や検査を受けることができます。

ＨＩＶ／エイズの相談・検査場所やＨＩＶ／エイズに関する情報

●大阪エイズ情報ＮＯＷ

●ＨＩＶ検査・相談マップ
（大阪エイズ啓発キャラクター）

なうっち

アイやん

調べてみる
なう

大阪 エイズ

ＷＥＢで検索

知っていても、分かっていても
AIDS IS NOT OVER

大阪エイズ啓発キャラクター

なうっち

アイやん

関西エイズ対策協議会（KAC）
シンポジウム @dista
主催：特定非営利活動法人関西エイズ対策協議会

第１回 関西 HIV・薬剤 Workshop
主催：特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾
後援：一般社団法人大阪府薬剤師会

12 月 10 日（土） 16:00 ～ 18:00
増加する HIV 感染症患者の長期治療をサポートする保険
薬局薬剤師の育成と HIV 感染症患者を受け入れる保険薬局
の拡大を目的として保険薬局薬剤師を対象としたワーク
ショップを開催します。症例検討を通じて患者サポートス
キルの向上を目指します。
特別招聘医師講演
 白阪琢磨（大阪医療センター感染症内科）
　「抗 HIV 治療の進歩と院外調剤薬局に期待すること」
症例検討（グループ討議）
 中村美紀（きらめき薬局）
 前川敏美（なの花薬局）
 根岸由実（ジャパンファーマシー薬局）

※本企画は日本薬剤師研修センター登録企画です。

対　象：保険薬局薬剤師、薬学生
定　員：50 名
参加料：無料
問合せ：参加をご希望の方は下記まで
　　　　　お問い合わせください。
　　　　　☎06-6942-7307
　　　　　mediens.info@gmail.com
特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾（野見山）

会　場：大阪医療センター
　　　　緊急災害医療棟 2F 研修室
　　　　　 大阪市中央区法円坂 2-1-14

12 月 18 日（日） 14:00 ～ 16:00
日本の HIV 感染症に関する問題に取組む上で、海外の取組み
を参考にすることは重要であると思われます。しかし、言語や
専門的な知識の問題などから、海外の取組みを自分で調べ、
十分理解することは決して簡単なことではないでしょう。
そこで、米国の HIV 検査や海外の予防対策のガイドライン
はどうなっているかを学べるシンポジウムを開催すること
にしました。また、それらの内容を踏まえて、日本の今後の取
組みについても考えることができればと思います。

【発表１】「米国における HIV 検査手順の変更について」
　　　発表者：川畑拓也 (KAC 理事、大阪府立公衆衛生研究所 )

【発表２】「予防対策　WHO などの海外のガイドラインについて」 
　　　発表者：大北全俊 (KAC 理事、東北大学大学院医学系研究科 )

【クロストーク、質疑応答】

予約：不要
参加料：無料
お問合せ：
kansaiaidstaisaku@gmail.com

会場：
community center dista
大阪市北区堂山町 17-5 巽ビル 4F
☎06-6361-9300

FM OSAKA
HIV/AIDS 啓発プロジェクト

LOVE+RED
毎週土曜日 21:00 ～ 21:30 オンエアー！

毎 週、多 彩 な ゲ ス ト を お 迎 え し、真 面 目 に 楽 し く、
HIV/AIDS の理解を深める 30 分。
理解を深めることはもちろん、考え、行動に移すことを目指
し、様々な角度から向き合い・掘り下げていきます。
大阪エイズウィークス 2016 の期間は、参加団体の企画や
活動の紹介などもおこないます。
番組へのメッセージも大募集しています！

詳しくは「LOVE+RED」特設 HP をチェック！

http://lovered.jp /

工事中



主唱：公益財団法人エイズ予防財団
賛同団体・個人 ( 順不同）: 特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター / 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター /
特定非営利活動法人関西エイズ対策協議会 /特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾 /Café Bar an opportunity 実行委員会 /特定非営利活動法人スマートらいふネット/ 
SWASH（Sex Work And Sexual Health）/ 特定非営利活動法人 CHARM / Positively/ 特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権 / MASH 大阪（Men And Sexual 
Health OSAKA）/ メモリアル・キルト・ジャパン / LETTEr ARTS 実行委員会 / 大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば / コミュニティセンター dista/
エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）/大北全俊［東北大学」/大畑泰次郎［開成法律事務所］/川畑拓也［大阪府
立公衆衛生研究所］/岳中美江 /日高庸晴［宝塚大学看護学部］/東優子［大阪府立大学］/ FM OSAKA / THE BODY SHOP
後援：エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）/一般社団法人大阪府医師会 /一般社団法人大阪府歯科医師会 /
公益社団法人大阪府看護協会 /一般社団法人大阪府薬剤師会
協賛：株式会社アルバコーポレーション /オカモト株式会社 /株式会社サニー /鳥居薬品株式会社 /ヴィーブヘルスケア株式会社
■お問い合わせ：大阪エイズウィークス連絡会 事務局　担当：辻（公益財団法人エイズ予防財団 大阪事務所）　06-6942-1331（内線 6350）

大阪エイズウィークス2016

場所 実施曜日 受付時間 検査項目 電話番号

chot CAST なんば

（大阪市浪速区
  難波中１-6-8
  イチエイ総合ビル
  3階）

火曜日

木曜日

★土曜日

★日曜日

18：00～20：00(先着50名)

・HIV（抗原抗体検査）
・希望があれば梅毒、
  Ｂ型肝炎も
※結果は1週間後に
　手渡し

06-6632-0632

火曜・木曜日
18：00～20：00
土曜日
14：00～16：00

・HIV（即日検査・抗体
  検査）
・希望があればＢ型
  肝炎（即日検査）も

14：00～ （先着50名）
※13：30から整理券を配布します。
　なくなり次第受付終了となります。
14:00～（事前予約制  定員50名）
※検査日の 6 日前から当日正午までに下記 
　アドレスより予約をおこなってください。
（スマートフォン）
http://www.npo-jhc.com/namba-kensa/
（フィーチャーフォン）
http://www.npo-jhc.com/namba-kensa/m/

06-4256-8681

14：00～16：00

chotCASTなんば （大阪検査相談・啓発・支援センター）

【お問い合わせ先】 大阪府健康医療部医療対策課   電話：06-6944-9156、 大阪市保健所感染症対策課    電話：06-6647-0656

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

大阪府
　HIV通常検査(抗原抗体検査）(匿名・無料・予約不要、梅毒・クラミジアの検査も受けられます。) ※結果は 1 週間後に手渡し
　★HIV 即日検査（抗体検査）のみ実施。

　池田保健所　　（池田市満寿美町3-19） 毎月第 1・2 火曜日 13：30 ～ 14：30 072-751-2990

　吹田保健所　　（吹田市出口町19-3） 毎月第 2・3・4 金曜日 9：30 ～ 10：30 06-6339-2225

★茨木保健所　　（茨木市大住町8-11） 毎月第1･2･4木曜日 13：00 ～ 14：00 072-624-4668

　寝屋川保健所　（寝屋川市八坂町28-3） 毎月第 1・3 水曜日 9：30 ～ 10：30 072-829-7771

　守口保健所　　（　　　　　　　　　　　　） 毎月第 2・4 月曜日 10：00 ～ 11：00 06-6993-3131

★四條畷保健所　（四條畷市江瀬美町1-16） 毎月第 1・3 月曜日 9：30 ～ 10：30 072-878-1021

　八尾保健所　　（八尾市清水町1-2-5） 毎月第 2・4 木曜日 9：30 ～ 10：30 072-994-0661

★藤井寺保健所　（藤井寺市藤井寺1-8-36） 毎週水曜日 9：30 ～ 10：30 072-955-4181

　富田林保健所　（富田林市寿町3-1-35） 毎月第 1・3 水曜日 13：30 ～ 14：30 0721-23-2681

　和泉保健所　　（和泉市府中町6-12-3） 毎月第 2・4 水曜日 9：30 ～ 11：00 0725-41-1342

　岸和田保健所　（岸和田市野田町3-13-1） 毎月第 1・3 火曜日 13：30 ～ 14：30 072-422-5681

★泉佐野保健所　（泉佐野市上瓦屋583-1） 毎月第 1・3 月曜日 13：00 ～ 14：00 072-462-7703

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

大阪市
　HIV通常検査(抗原抗体検査）(匿名・無料・予約不要、梅毒・クラミジアの検査も受けられます。) ※結果は 1 週間後に手渡し
　★HIV 即日検査（抗体検査）のみ実施。

　北区役所（保健福祉センター） 毎週月･火･木･金曜日  9：30 ～ 11：00
06-6313-9882

　   (北区扇町2-1-27) 毎週水曜日 14：00 ～ 15：30

　中央区役所（保健福祉センター） 毎週火・水・木曜日 9：30 ～ 11：00
06-6267-9882

　  （中央区久太郎町1-2-27） ★毎月第 1 金曜日 14：00 ～ 15：00

　淀川区役所（保健福祉センター） 毎週月曜日 14：00 ～ 15：30
06-6308-9882

　  （淀川区十三東2-3-3） 毎週火曜日 9：30 ～ 11：00

場所検査日 結果通知受付時間 電話番号 備考

　すべて無料・匿名で受検できます。予約は不要です。

12月1日（木） ★即日（15:00～16:30）13：30 ～ 15：00 072-661-9332

06-6659-9882★即日（採血の約1時間半後）17：30 ～ 19：00
12月5日（月）

12月6日（火）
12月12日（月）18：00 ～ 20：00 072-287-8120

072-960-3805★即日18：00 ～ 19：30

12月9日（金）

高槻市保健所

大阪市西成区保健福祉センター

東大阪市中保健センター

堺市東保健センター

大阪市淀川区保健福祉センター 12月16日（金）17:00～19:0017：00 ～ 19：00 06-6308-9968

先着30名。検査結果が要確認になった場合は1週間後に結果返却。

検査項目（HIV) 先着30名

検査項目（HIV・梅毒・クラミジア（尿））

同時検査の、クラミジア・梅毒・B型肝炎・C型肝炎は１週間後に手渡し

検査項目（HIV・梅毒・クラミジア（尿））

場所 実施曜日 受付時間 検査項目 電話番号

東洋ビル 4 階
（堺区北花田口町3-1-15）

堺市保健医療センター１階
（堺区甲斐町東3-2-6）

奇数月
第3水曜日
★毎月
第1土曜日

★偶数月
第4木曜日

18：30～20：00

10：30～12：00
（先着20名）

10：00～11：00
（先着20名）

HIV（抗体検査）
※結果は1週間後に手渡し

HIV（即日検査・抗体検査）

HIV（即日検査・抗体検査）

堺市保健所
感染症対策課
072-222-9933
（開庁時間のみ）

　HIV夜間・即日検査（匿名・無料・予約不要）

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

　堺保健センター　　　（堺区甲斐町東3-2-6） 毎月第 2 木曜日 9：00 ～ 11：00 072-238-0123

　中保健センター　　　（中区深井沢町2470-7） 毎月第 3 月曜日 9：00 ～ 11：00 072-270-8100

　東保健センター　　　（東区日置荘原寺町195-1） 毎月第 4 火曜日 9：00 ～ 11：00 072-287-8120

　西保健センター　　　（西区鳳南町4-444-1） 毎月第 1 金曜日 9：00 ～ 11：00 072-271-2012

　南保健センター　　　（南区桃山台1-1-1） 毎月第 3 水曜日 9：00 ～ 11：00 072-293-1222

　北保健センター　　　（北区新金岡町5-1-4） 毎月第 2 火曜日 9：00 ～ 11：00 072-258-6600

　ちぬが丘保健センター（堺区協和町3-128-4） 毎月第 1 水曜日 13：30 ～ 15：30 072-241-6484

　美原保健センター　　（美原区黒山782-11） 毎月第 4 木曜日 13：30 ～ 15：30 072-362-8681

堺市
　HIV通常検査(抗体検査)(匿名・無料・予約不要、梅毒・クラミジアの検査も受けられます。) ※結果は 1 週間後に手渡し

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

　東保健センター　（東大阪市南四条町1-1） 毎月第 1・3 木曜日 9：30 ～ 11：00 072-982-2603

　中保健センター　（東大阪市岩田町4-3-22-300） 毎月第 2・4 水曜日 9：30 ～ 11：00 072-965-6411

　西保健センター　（東大阪市高井田元町2-8-27） 毎月第 2・4 月曜日 9：30 ～ 11：00 06-6788-0085

東大阪市
　HIV通常検査(抗体検査)(匿名・無料・予約不要、梅毒・クラミジアの検査も受けられます。) ※結果は 1 週間後に手渡し

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

★豊中市保健所　　（豊中市中桜塚4-11-1）
毎月第 1 火曜日

13：00 ～ 14：00 06-6152-7316
毎月第 3 木曜日

豊中市
　★HIV即日検査(抗体検査)（匿名・無料・予約不要）

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

　高槻市保健所　　（高槻市城東町5-7） 毎週金曜日 9：30 ～ 10：30 072-661-9332

高槻市
　HIV通常検査(抗原抗体検査）(匿名・無料・予約不要、梅毒・クラミジアの検査も受けられます。) ※結果は 1 週間後に手渡し

場所 実施曜日 受付時間 電話番号

　枚方市保健所　　（枚方市大垣内町2-2-2） 毎週火曜日 10：00 ～ 11：30 072-807-7625

枚方市
　HIV通常検査(抗原抗体検査）(匿名・無料・予約不要、梅毒・クラミジアの検査も受けられます。) ※結果は 1 週間後に手渡し

大阪府におけるHIＶ検査・相談場所

臨時HIV検査情報 全国の検査・相談場所

HIV 検査情報サーチ

HIV 検査相談マップ

平成28年10月31日に移転しました。
守口市京阪本通2-5-5（守口市新庁舎８階）

12月4日(日)の chotCASTなんば・日曜日即日検査では、検査の待ち時間にTHE BODY SHOPのハンドトリートメントが受けられるよ！
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