


平成 28年度「東京都HIV検査・相談月間」の御案内
HIV検査の必要性や予防の大切さ、偏見・差別のない社会づくりについて考えましょう。

　HIV検査は、保健所によって検査方法が異なるので、感染の機会があってから検査までに必要な期間（60日または 90日）が異なります。
検査を受ける際は必ず各保健所にお問い合わせください。

《東京都HIV検査・相談月間中は、通年実施の検査に加えて以下の検査を実施します。》

○通年実施の検査については、各保健所等にお問い合わせください。各問い合わせ先については下記URLを御参照ください。

東京都HIV検査情報Web　http://tokyo-kensa.jp/
【HIV即日検査】 【HIV通常検査】

日　　時 事前予約 性感染症検査 問い合わせ先

６月１日（水）
16:00 〜 19:00

不要
（定員 70 名） 無

江東区保健所
03-3647-5879
会場：城東保健相談所

６月２日（木）
9:00 〜 10:30

必要
（定員 30 名） 無

みなと保健所
03-6400-0081
会場：みなと保健所

６月３日（金）
9:00 〜 9:30

必要
（定員 30 名） 無

千代田保健所
03-5211-8173
会場：千代田保健所

６月３日（金）
9:00 〜 10:00

必要
（定員 40 名）

有
（クラミジア・
梅毒・淋菌）

練馬区豊玉保健相談所
03-3992-1188
会場：豊玉保健相談所

６月５日（日）
13:00 〜

（予約時に指定）
必要

（定員 70 名） 無
NPO法人アカー（中野区より委託）
03-6382-6190
会場：中野区保健所

６月５日（日）
13:30 〜 15:30

不要
（定員100名） 無

東新宿こころのクリニック（町田市より委託）
070-1321-7757
５月 23 日（月）〜６月 17 日（金）
までの 10:00 〜 17:00
会場：町田市健康福祉会館

６月 13 日（月）
13:30 〜 14:30

必要
（定員 70 名） 無

池袋保健所
03-3987-4244
会場：池袋保健所

６月 15 日（水）
13:30 〜 15:00 不要

有
（クラミジア・
梅毒・淋菌）

八王子市保健所
042-645-5195
会場：八王子市保健所

６月 25 日（土）
12:30 〜 14:00

必要
（定員 50 名） 無

品川区保健所
03-5742-9153
会場：品川保健センター

７月１日（金）
16:00 〜 19:00

不要
（定員 70 名） 無

みなと保健所
03-6400-0081
会場：港区生涯学習センター（ばるーん）

日　　時 事前予約 性感染症検査 問い合わせ先

５月 26 日（木）
18:00 〜 19:00

不要
（定員 50 名）

有
（クラミジア・
梅毒・Ｂ型肝炎）

新宿区保健所
03-5273-3859
会場：新宿都税事務所 １階

６月１日（水）
18:00 〜 19:00 不要

有
（クラミジア・
梅毒）

世田谷保健所
03-5432-2444
会場：砧総合支所 ２階フロア

６月２日（木）
９:00 〜 10:30

必要
（定員約 20 名）

有
（クラミジア・
梅毒・Ｂ型肝炎）

渋谷区保健所
03-3463-2416
会場：渋谷区保健所

６月６日（月）
９:00 〜 11:00

必要
（定員 28 名）

有
（クラミジア・
梅毒）

目黒区保健所
03-5722-9896
会場：目黒区保健所

６月７日（火）
13:30 〜 16:30 不要

有
（クラミジア・
梅毒・淋菌）

西多摩保健所
0428-22-6141
会場：西多摩保健所

６月７日（火）
14:00 〜 17:00

不要
（定員 30 名）

有
（クラミジア・
梅毒・淋菌）

南多摩保健所
042-371-7661
会場：南多摩保健所

６月８日（水）
18:30 〜 19:30

必要
（定員 25 名）

有
（クラミジア・
梅毒・淋菌）

中央区保健所
03-3541-5930
会場：中央区保健所

６月 23 日（木）
15:00 〜 16:30

不要
（定員 50 名）

※男性限定

有
（クラミジア・
梅毒・Ｂ型肝炎）

新宿区保健所
03-5273-3859
会場：新宿都税事務所 １階

６月１日（水）〜
９月 30 日（金）

港区内の指定医療機関
（20 か所）にて実施
（各定員 20 名ずつ）。
詳細は港区 HP 参照。

有
（クラミジア・
梅毒・淋菌）

みなと保健所
03-6400-0081

【東京都南新宿検査・相談室】（JR新宿駅南口　徒歩３分）
日　　時 内　　容 問い合わせ先

６月１日（水）〜 30 日（木）
予約時間等は表面参照

HIV 通常検査に加えて、梅毒検査を同時
に実施
希望者にはクラミジア・淋菌同時検査を実
施（尿検査のため、検査日の前日までに尿
採取セットの受け取りが必要）  　（予約制）

東京都南新宿検査・相談室
TEL 03-3377-0811
FAX 03-3377-0821

（耳や発声が不自由な方は FAX
での申込み可）

【東京都多摩地域検査・相談室】（東京都立川保健衛生仮庁舎内　JR南武線 西国立駅　徒歩９分）
日　　時 内　　容 問い合わせ先

６月４日（土）、11 日（土）、
18 日（土）、25 日（土）

12：00 〜 15：00

HIV 即日検査の定員を拡充して実施
（予約不要・先着 80 名）

東京都多摩地域検査・相談室
TEL 090-2537-2906

（日・祝日を除く　9：30 〜 17：00）

…夜間検査 …休日検査

※通常検査は、おおむね一週間後から二週間後に結果がわかります。※即日検査は、検査日当日に結果をお伝えできますが、当日中に判定できない場合もあります。
その場合は各保健所が指定した日に結果をお知らせします。

※性感染症検査は、検査日当日ではなく、各保健所が指定した日に結果をお知らせします。

6月16日にHIV/エイズの正しい知識や感染予防などをわかりやすくお伝えする啓発番組をインターネット配信します！

詳しくは、ホームページに掲載　　　　　　　　　　　　　　

問い合わせ先　東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課エイズ対策担当
　　　　　　　電話 :03-5320-4487　ファクシミリ :03-5388-1432
　　　　　　　e-メール:S0000312@section.metro.tokyo.jp
東京都福祉保健局　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/
ホームページ　kansen/aids/

東京都の梅毒情報　　

梅毒が
増えています！　

平成 27 年は過去最多
女性の 20 歳代と
異性間性的接触の割合が増加

H25 H27

梅毒の検査は、
都内保健所で
HIV 検査と同時に
匿名・無料で実施

梅毒の情報は、

東京都感染症情報
センター HP

『梅毒の流行状況』、

厚生労働省 HP
『梅毒に関するＱ＆Ａ』

を検索
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