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東京都の HIV 感染者・AIDS 患者情報
平成 26 年 6 月 30 日から平成 26 年 9 月 28 日まで (平成 26 年第 27 週から平成 26 年第 39 週まで)
☆

HIV 感染者・AIDS 患者の報告数は 146 件で、内訳は HIV 感染者 111 件、AIDS 患者 35 件である。

☆

推定感染経路は、同性間性的接触が 112 件、異性間性的接触が 21 件、母子感染が 1 件、その他が
12 件である。

☆

年齢は、感染者は 20 歳代、30 歳代の順で多く、患者では 30 歳代、40 歳代の順に多い。

☆

国内での感染は 128 件である。

＜東京都の患者･感染者報告数＞
区分

(平成 26 年 11 月 21 日現在データ)

平成 26 年 6 月 30 日～26 年 9 月 28 日
（平成 26 年第 27 週～第 39 週）
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」に基づき、東京都に報告された感染者・
患者の状況です。平成25年は、1 週から52 週まであり、それぞれの週ごとに感染者・患者が報告されています。

参

考

＜全国の患者・感染者報告数＞
区分

患者
感染者
合計

（単位:件）

平成 26 年 6 月 30 日～26 年 9 月 28 日
（平成 26 年第 27 週～第 39 週）
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累積報告数
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6,788
14,324
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7,516
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21,112

2,997

24,109

（平成 26 年 11 月 21 日厚生労働省エイズ動向委員会発表）
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東京都の HIV 感染者・AIDS 患者及び相談・検査の月別動向
1. HIV 感染者・AIDS 患者の月別報告数
およそ 1 日 1.6 件の報告

平成 26 年 7 月から平成 26 年 9 月までの HIV 感染者・AIDS 患者報告数は、146 件（HIV 感染者
111 件、AIDS 患者 35 件）であり、およそ 1 日 1.6 件のペースで報告があった。
昨年同時期の報告数 124 件と比較すると、22 件(HIV 感染者 14 件増、AIDS 患者 8 件増）多い報
告数であった。

2．相談件数の推移（「東京都 HIV/エイズ電話相談」（03－3292－9090）による相談件数）

平成 26 年 7 月から 9 月までの東京都 HIV/エイズ電話相談件数は 3,817 件で、月平均 1,272 件であっ
た。平成 26 年 4 月から 6 月までの月平均 1,144 件と比べて 128 件増加し、昨年同時期の月平均 960
件と比べて 312 件の増加となっている。
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3. HIV 検査
①

多摩地域保健所における HIV 検査件数と陽性率

平成 26 年 7 月から 9 月の多摩地域保健所の HIV 検査件数は 1,397 件で、月平均 466 件であった。昨年同時期の月
平均 465 件と比べ 1 件増加した。また、平成 26 年 7 月から 9 月の陽性者数は 8 件あり、陽性率は 0.57％であった。
昨年同時期の陽性率 0.22%、また平成 25 年の陽性率 0.21％と比べると高くなっている。

②

特別区保健所における HIV 検査件数と陽性率

平成 26 年 7 月から 9 月の特別区保健所の HIV 検査件数は 2,784 件で、月平均 928 件であり、昨年同時期の月
平均 844 件と比べ 84 件増加した。また、平成 26 年 7 月から 9 月の陽性者数は 13 件で、陽性率は 0.47％であっ
た。昨年同時期の陽性率 0.28％、また平成 25 年の陽性率 0.34％に比べると高くなっている。

③

東京都南新宿検査・相談室における HIV 検査件数と陽性率

平成 26 年 7 月から 9 月の東京都南新宿検査･相談室の検査件数は 2,494 件で、月平均 831 件であった。昨年同
時期の月平均 847 件と比べ 16 件減少した。また、平成 26 年 7 月から 9 月の陽性者数は 26 件で、陽性率は 1.04％
であった。昨年同時期の陽性率 0.91％、また平成 25 年の陽性率 0.86％と比べると高くなっている。
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トピックス
○

HIV/エイズ啓発番組「Words of Love～Let’s talk about HIV/AIDS～」をユーストリームで配信！
お笑い芸人ハイキングウォーキングさんの MC で、HIV/エイズへの理解を深めていく番組です。ア
ーカイブ(ユーストリーム)や YouTube からご覧いただけます（平成 27 年 3 月末まで）。
※YouTube はセミナー部分のみ
第 1 回 「エイズの知識と予防・検査」
第 2 回 「HIV/エイズ 若い世代に知ってほしいこと、若い世代にできること」
ゲスト：東京保健医療大学 医療保健学部看護学科
准教授 渡會 睦子 先生
東京都エイズ・ピア・エデュケーター
渡辺 潤
さん
東京都エイズ・ピア・エデュケーター
中谷 典子 さん
第 3 回 「HIV/エイズと働く世代」
ゲスト：特定非営利活動法人 ぷれいす東京
代表
生島 嗣
さん
第 4 回 「ともに生きるために」 （11 月 28 日（金曜日）開催のライブイベント配信）
第 5 回 「セクシュアルマイノリティーと HIV」 （12 月 13 日（土曜日）24 時～ 配信）
ゲスト：杏林大学 保健学部看護学科 教授 大木 幸子 先生
特定非営利活動法人 日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス
代表理事 高久 陽介 さん
配信ページの URL や番組出演のアーティスト等、詳細はこちらから▼
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/ustream.html

○ 東京都エイズ予防月間を実施（11 月 16 日から 12 月 15 日まで）
東京都では、世界保健機関（WHO）が「世界エイズデー」と定めた 12 月 1 日を中心とする 1 ヶ月間を「東
京都エイズ予防月間」と定めています。
月間中は、通常行っている検査体制を拡大するとともに、池袋エイズフェス’14（11 月 23 日）
、HIV/エイ
ズ啓発ライブイベント“Words of Love～Let’s talk about HIV/AIDS～”
（11 月 28 日）
、東京都エイズ予防月
間講演会「働く世代に多い HIV/エイズ」
（12 月 9 日）を開催しました。
★東京都南新宿検査・相談室 HIV通常検査（匿名・無料・電話又は携帯サイトからの予約制）
ホームページ http://www.tmsks.jp/
【予約検査】
予約受付番号 03-3377-0811
予約受付時間 月～金（祝日を除く）：午後3時30分から午後7時まで
土・日（祝日を除く）：午後1時から午後4時30分まで
検査受付時間 月～金（祝日を除く）：午後3時30分から午後7時30分まで
土・日（祝日を除く）：午後1時から午後4時30分まで
※耳や発声が不自由な方のみ、ファクシミリでの予約申込みができます。
ファクシミリ 03-3377-0821 （予約受付時間は上記と同じ）
★東京都多摩地域検査・相談室 HIV即日検査（匿名・無料・予約制及び先着順）
【予約検査】
予約受付番号 080-2022-3667
予約受付時間 月～金（祝日を除く）：午前10時から午後4時まで
検査受付時間 土曜日（祝日を除く）：午前10時
【先着順検査】 検査受付時間 土曜日（祝日を除く）：午前12時から午後3時まで
問い合わせ先 090-2537-2906（日・祝・年末年始除く午前9時30分から午後5時まで）
★東京都HIV/エイズ電話相談
電話 03-3292-9090
（月～金：午前9時から午後9時まで、土･日･祝日：午後2時から午後5時まで）
※エイズに関する相談・検査（匿名・無料）は各保健所へ（一部性感染症検査も同時に可）
【発行】東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課エイズ対策係
郵便番号163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
電話 03-5320-4487 ﾌｧｸｼﾐﾘ 03-5388-1432 e-mail S0000312@section.metro.tokyo.jp
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