
東京都ＨＩＶ検査･相談月間
2017年6月1日（木）　6月30日（金）

知っていても、分かっていても
AIDS IS NOT OVER

HIV/エイズの検査や相談は、 匿名・無料

＊詳細は、「東京都HIV検査情報Web」を検索 東京都 エイズ

コンドームの正しい使用で、HIV感染は防げます
保健所等で受けられます。同時に他の性感染症検査も行っています。

エイズは

あなたから

変えられる。

ご存知ですか、たとえHIVに感染しても
早期の発見と治療で
今までとほぼ変わらない生活ができること。

HIVは感染しても症状がほとんどない。
感染を知るためには
HIV検査を受けること。

知っていても、分かっていても。
大切なのは、一人ひとりが
自分と向き合い、行動すること。



平成 29年度「東京都HIV検査・相談月間」の御案内
　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。

《通年実施の H I V 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。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２日（金）
17:30 〜 19:00

不要
（定員 20 名） 無

大田区保健所
03-5744-1263
会場：大田区役所本庁舎２階

６月４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７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 12 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 21 日（水）
13:30 〜 15:00 不要

有
（梅毒・淋菌・
クラミジア）

八王子市保健所
042-645-5195
会場：八王子市保健所

６月 24 日（土）
12:30 〜 15:30

必要
（定員 30 名） 無

品川区保健所
03-5742-9153
会場：品川保健センター

７月７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

７月 21 日（金）
16:00 〜 19:00

不要
（定員 30 名） 無

みなと保健所
03-6400-0081
会場：みなと保健所６階

７月 30 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）

即日検査の前後２週間平日 10:00 〜 17:00
070-1321-7757
会場：町田市文化交流センター

日　　時 事前予約 性感染症検査 問い合わせ先

６月１日（木）
９:00 〜 10:30

必要
（定員約 20 名）

有
（梅毒・Ｂ型肝炎・
クラミジア）

渋谷区保健所
03-3463-2416
会場：渋谷区保健所

６月５日（月）
９:00 〜 11:00

必要
（定員 28 名）

有
（梅毒・クラ
ミジア）

目黒区保健所
03-5722-9896
会場：目黒区保健所

６月６日（火）
13:30 〜 16:30 不要

有
（梅毒・淋菌・
クラミジア）

西多摩保健所
0428-22-6141
会場：西多摩保健所１階

６月７日（水）
18:00 〜 19:00 不要

有
（梅毒・クラ
ミジア）

世田谷保健所
03-5432-2441
会場：世田谷総合支所 健康づくり課分室

６月７日（水）
18:30 〜 19:30

必要
（定員 25 名）

有
（梅毒・淋菌・
クラミジア）

中央区保健所
03-3541-5930
会場：中央区保健所

６月８日（木）
18:00 〜 19:00

不要
（定員 50 名）

有
（梅毒・Ｂ型肝炎・
クラミジア）

新宿区保健所
03-5273-3859
会場：新宿都税事務所１階

７月６日（木）
15:00 〜 16:30

不要
（定員 50 名）

※男性限定

有
（梅毒・Ｂ型肝炎・
クラミジア）

新宿区保健所
03-5273-3859
会場：新宿都税事務所１階

６月１日（木）〜
９月 30 日（土）

港区内の指定医療機
関（21 か所）にて
実施（各定員 20 名）。
詳細は港区HP参照。

有
（梅毒・淋菌・
クラミジア）

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（木）〜 30 日（金）
月〜金　15：30 〜 19：30
土・日　13：00 〜 16：30

HIV 通常検査と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）

TEL 03-3377-0811
（月〜金　15：30 〜 19：00）
（土・日　13：00 〜 16：30）
FAX 03-3377-0821

（聴覚障害の方はFAXでの申込み可）
詳細はこちらから
http://www.tmsks.jp/

（ネット予約可）

【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

　　　　　　　　　　　　　　 ※駐車場は利用できませんので、車での来所はご遠慮ください。
日　　時 内　　容 問い合わせ先

６月３日（土）、10 日（土）、
17 日（土）、24 日（土）

12：00 〜 15：00

HIV 即日検査
（先着 80 名）（予約不要）

TEL 090-2537-2906
（日祝を除く　9：30 〜 17：00）

…夜間検査 …休日検査
※通常検査は、約一週間から二週間後に結果がわかります。※即日検査で当日中に判定できない場合は、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。

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 HIV/ エイズ電話相談
03 －3292 －9090

「感染しているのではないか」といった不安や、
「正しい予防が知りたい」など、匿名でさまざ
まな相談ができます。
受付時間 （月～金）     9：00 ～ 21：00
　　　　　（土日祝）　14：00 ～ 17：00

「Words of Love
～ Let’s talk about HIV/AIDS ～」
You Tube で配信

「HIV/ エイズってなに？」、「コンドームには
正しい使い方があった」、「HIV 検査と相談の
できるところ」、「いろいろな性感染症」など、
HIV/ エイズの正しい知識や感染予防などをわ
かりやすくお伝えしています！
番組の詳細は http://wordsoflove.jp/


