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　HIV 感染症診断・治療・看護マニュアルをインターネット上で公開しており、当院の HIV 診
療支援センターが管理している北海道 HIV/AIDS 情報のホームページ（http://www.hok-hiv.
com/）よりダウンロード可能である。
【北海道 HIV/AIDS 情報　資料冊子のダウンロード　HIV 感染症診断 ・ 治療 ・ 看護マニュアル WEB

版　https://www.hok-hiv.com/for-medic/download/manual.html 】

　なお、マニュアルの記載内容は執筆時の情報に基づいている。HIV/AIDS の情報は日々進歩し
ており、HIV/AIDS に関する情報を提供する国内・海外の主な外部サイトについて「３、HIV/
AIDS の関連サイト」でも紹介しているが、すべての情報が最新とは限らないため、インターネッ
トの情報は留意する必要がある。

　北海道大学病院　HIV 診療支援センターが管理している HIV/AIDS についてのホームページ。
　このサイトは、HIV/AIDS に関する情報や、北海道内の相談窓口・検査・エイズ治療拠点病院
などについての情報を提供すること、また北海道内を中心とした研修会などのお知らせをするこ
とを目的とし、一般の方や医療従事者向けの情報を掲載している。

北海道 HIV/AIDS 情報 （http://www.hok-hiv.com/） について2
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このサイトには主に下記の項目がある。

　なお、当サイトには歯科・透析・福祉ネットワークの紹介ページがあり、各ページで登録申
請書がダウンロード可能である。またサイトには北海道内のブロック拠点病院 スタッフ紹介や
HIV 相談室利用案内、医療従事者向けに針刺し損傷時の対応についてなども掲載している。

　北海道大学病院のサイトにも北海道 HIV/AIDS 情報へのリンクが貼られている。
病院サイト TOP ページ上、 「診療科等」 ⇒ 「センター ・ 部門」 ⇒ 「HIV 診療支援センター」

⇒ 「北海道 HIV/AIDS 情報」

(1) 日本語サイト

・ 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター　エイズ治療 ・ 研究開発センター

　「救済医療室」、「一般の皆様へ」、「医療従事者の皆様へ」、「研修会情報」などのコンテン
ツがある。また、抗 HIV 薬の曝露後予防内服（PEP）についても掲載している。

URL：http://www.acc.ncgm.go.jp/

・ 独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター ： 東北ブロック AIDS/HIV 情報ページ

　「はじめての方へ」、「患者さんへ」、「医療従事者のみなさま」などのコンテンツがある。
患者さん向けに、お薬の部屋・栄養管理の部屋・外来看護の部屋・カウンセリングの部屋な
どがある。

　　　URL：http://www.tohoku-hiv.info/

・ 新潟大学医歯学総合病院 ： 関東甲信越 HIV/AIDS 情報ネット

　「HIV/ エイズ診療のご案内」、「HIV 抗体検査について」、「カウンセリングの案内」などを
掲載している。また「制度のてびき」が PDF 版でダウンロード可能である。

　　　URL：https://www.med.niigata-u.ac.jp/ifc/welcome.html

・ 石川県立中央病院 ： エイズ治療北陸ブロック拠点病院

　「診療案内」、「相談案内」、「HIV/ エイズの基礎知識」、「検査案内」、「サポート体制」、「研
修会等開催予定」などのコンテンツがある。

　　　URL：http://www.hokurikukyoten.jp/hiv/

HIV/AIDS の関連のサイト3

HIV の基礎知識 一般の皆様へ 医療従事者の皆様へ

・ HIV とエイズについて
・ HIV 感染からエイズ発症まで
・ HIV 治療について
・ 患者さんの日常生活について
・ HIV の感染予防について
・  北海道 ・ 日本 ・ 世界の HIV

状況

・ 相談窓口のご案内
・ 検査について
・ 受診される方へ
・ 北海道大学病院について
・ 歯科治療について

・ 検査のススメ ・ 結果説明
・  カウンセリングの活用について
・ 針刺し損傷時の対応について
・ 歯科治療について
・ HIV/AIDS 出張研修について
・ 透析ネットワークについて
・ 福祉サービスネットワーク
・ 研修会 ・ 講演会について
・ 資料 ・ 冊子のダウンロード
・ お知らせ



・ 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　エイズ治療開発センター

「受診者のみなさまへ」、「医療従事者のみなさまへ」などのコンテンツがある。外国人の
患者さん向けに英語・スペイン語・ポルトガル語のページも用意されている。また Twitter
での情報発信も行っている。

　　　URL：https://nagoya.hosp.go.jp/cares/

・ 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

　「一般・患者のみなさま」、「医療関係のみなさま」、「HIV 感染症基礎知識」、「HIV/AIDS
先端医療開発センターについて」になどのコンテンツがある。また「HIV 診療のためのリソー
ス」から冊子のダウンロードが可能である。

URL：https://osaka.hosp.go.jp/department/khac/

・ 広島大学病院 ： 中四国エイズセンター

　「一般・患者の皆様へ」、「ケア提供者の皆様へ」、「HIV エイズ検査について」、「出前・オ
ンライン研修のご案内」、「薬・服薬の防災対策」、「PEP 処方のご案内」など多くのコンテン
ツがあり、様々な情報が掲載されている。また病院受診＆服薬をサポートする管理アプリ「せ
るまね」がダウンロート可能である。

　　　URL：http://www.aids-chushi.or.jp/

・ 国立病院機構　九州医療センター　AIDS/HIV 総合治療センター

　「センターのご案内」、「HIV 基礎知識」、「一般・患者の皆様」、「医療・介護・福祉従事者
の皆様」、「薬害 HIV 被害者救済」などのコンテンツがある。

　　　URL：http://www.kyumed.jp/kansensho/

・ 厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業　拠点病院診療案内

冊子「拠点病院診療案内」の web 版。全国のエイズ治療拠点病院の情報が掲載されている。
　　　URL: http://hiv-hospital.jp/

・ 厚生労働省 ・ エイズ治療薬研究班

この研究班の供給する薬剤情報と薬剤申請方法などが掲載されている。
　　　URL：https://labo-med.tokyo-med.ac.jp/aidsdrugmhlw/portal

・ 公益財団法人エイズ予防財団

HIV・エイズに関する啓発ビデオがあり啓発用パンフレット・グッツなども依頼すること
ができる。また Twitter での情報発信も行っている。

　　　URL：http://www.jfap.or.jp/

・ エイズ予防情報ネット （API-Net）

HIV/ エイズの基礎知識や世界・日本の状況、マニュアル・ガイドラインなど HIV/ エイ
ズに関する様々な情報が掲載されている。

　　　URL：http://api-net.jfap.or.jp/
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・ 日本エイズ学会

　「学術集会・総会」、「学会認定制度」などが掲載されている。学会誌は PDF にてダウンロー
ドが可能である。

　　　URL：https://jaids.jp/

・ HIV 検査 ・ 相談マップ

　 　全国の HIV 検査や相談を受けられる施設について検索することができる。検査イベント
情報や HIV の基礎知識も掲載している。

　　　URL：http://www.hivkensa.com/

・ HIV マップ

「HIV お役立ちナビ」、「あんしん HIV 検査サーチ」、「HIV/ エイズガイド」のコンテンツなど、
多くの情報を掲載している HIV/ エイズの総合情報サイト。

　　　URL：http://www.hiv-map.net/

・ 社会福祉法人はばたき福祉事業団　北海道支部

社会福祉法人はばたき福祉事業団北海道支部が運営しているサイト。北海道支部について、
わたしたちの活動、HIV 相談事業についてなどを掲載している。また HIV 陽性者のための
パンフレット「たんぽぽ　北海道版」のダウンロードが可能である。

　　　URL：http://habataki-do.jp/

(2) 海外サイト (English Website)

・ Joint United Nations Programme on HIV/AIDS （UNAIDS）

国連合同エイズ計画のサイト。世界の HIV/AIDS の状況を確認できる。
　　　URL：http://www.unaids.org/

・ World Health Organization(WHO)

世界保健機関のサイト。
　　　URL：http://www.who.int/en/

・ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

米国疾病対策予防センターの HIV に関するサイト。
　　　URL：https://www.cdc.gov/hiv/default.html

（HIV 相談室　田村　恵子　2022.07）

21. ＨＩＶ感染症とインターネット情報


