平成２８年９月吉日
各位
平成２８年度厚生労働行政推進調査事業費補助金・エイズ対策政策研究事業
「HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究」
研究代表者：独立行政法人 国立病院機構名古屋医療センター
エイズ総合診療部長 横幕 能行

平成２８年度 第２回 東海ブロック多職種合同 HIV 研修会のご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃は HIV 診療に対し格別のご協力を
賜わり厚くお礼申し上げます。
このたび名古屋医療センターにおいて下記のとおり平成２８年度第２回東海ブロック多職種合同
HIV 研修会を開催することにいたしました。
HIV 感染症は早期診断により確実な生命予後が得られるにもかかわらず、がん検診とは異なり近
年啓発の声は少なくなり、残念ながら当院未治療初診 HIV 陽性者のエイズ発症率は 40%を超えて
います。このような状況下では、全ての医療機関はエイズ発症者の治療に従事する蓋然性を考え対
応スキルを獲得する必要があります。今回、エイズ発症例に対する治療介入の実際を知っていただ
くために私どもの診療経験を共有したいと考え、別紙の様にプログラムを準備いたしました。
HIV に関する医療・保健・福祉に関する知識や最新情報を多職種の方に幅広く提供できるよう企
画しておりますので、ご周知、またご参集くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
記
目的：
「エイズ発症例への対応力は医療機関の総合力の試金石」であることを知る
日時：平成２８年１０月２３日（日曜日） １０時〜１６時（９時３０分受付開始）
場所：独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 外来管理棟
〒４６０-０００１ 名古屋市中区三の丸四丁目１番１号（別紙「研修会場・注意事項」参照）
内容：別紙「研修案内」参照
対象：東海ブロックで HIV 感染症診療に関与、もしくは興味を持っている医療従事者、報道関係者、
教育関係者
参加費：無料
申し込み方法：別添の用紙に必要事項を記載の上 FAX にてお申し込みください（先着：１００名）
形式：午前に全体会（症例検討①）
、午後にグループワーク（症例検討②）
以上
問い合わせ先：
○申し込みに関する問い合わせ
愛知県健康福祉部保健医療対策 結核・肝炎グループ
電話：052-954-6626
FAX：052-954-6917
メール：kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

○研修に関する問い合わせ
(独)国立病院機構 名古屋医療センター
担当：熊倉 裕美子
電話：052-951-1111(内線 6223)
FAX：052-963-3970
メール：hiv_cares@nnh.hosp.go.jp
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平成２８年度 第２回東海ブロック多職種合同 HIV 研修会の目的
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エイズ発症例への対応力は医療機関の総合力の試金石です。
HIV 感染により高度に細胞性免疫が低下した結果、多様な日和見感染症を発症しているのがエイ
ズ発症例です。疾病の治療を一診療科で全て担うことは多くの場合不可能です。一医療機関では対
応できない病状を呈していることもあります。発症疾患に応じて適切な標準予防策を講じなければ
なりません。また、残念ながら、差別・偏見が強い社会状況を考慮して診療にあたる必要があり、
医療ソーシャルワーカーや臨床心理士、医事課の支援が必要になる場合が少なくありません。以上
より、HIV 感染症診療に従事する要件は、１）多（他）科連携、２）地域連携、３）プライバシー
保持、４）院内感染対策、５）多職種連携となります。しかしながら、これらは全ての疾病の診療
に共通に求められる医療機関の素養に属する要件で、何も HIV 感染症診療に特異的に求められる
ものではありません。
本研修は、エイズ発症例の診療経過を通じて「エイズ症例診療＝病院の総合力の勝負」と実感し
ていただけるように企画しました。午前の全体会（症例検討①）では、当院スタッフによるカンフ
ァレンス（再現）を通じてエイズ発症例の入院から退院までの対応を学びます。午後の症例検討②
ではグループワークを通じて治療（抗 HIV 療法）失敗時の対応を検討します。
また、昼食休憩後には、豊富な症例経験と HIV／エイズに深い見識をお持ちの横浜市立市民病院
感染症内科部長立川夏夫先生に HIV 診療の将来についてご講演いただきます。
ご参加、ご検討いただきますよう、お願い申し上げます。
＊日本エイズ学会および愛知県病院薬剤師会の共催（予定）です。
＊本研修会は、日本エイズ学会が認定する「学会認定医・指導医」「学会認定看護師・指導看護師」の認
定申請資格、HIV感染症研修会等での教育研修に該当します。（受講証発行）
＊本研修会は日本病院薬剤師会が認定する「HIV 専門・認定薬剤師認定講習会」
（認定:2.25 単位、更新:6
単位）
、日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師制度Ⅲ-2 領域「連携」(2.5 単位）およびⅤ-2 領域「疾
病・薬物療法」
（0.5 単位）
、日本薬剤師研修センター認定薬剤師制度(3 単位）を予定しております。

平成２８年度 第２回東海ブロック多職種合同 HIV 研修会
１０月２３日（日）スケジュール
時間
9:30 - 10:00

10:00 - 10:10

場所

研修内容

外来管理棟

受付

５階ロビー

・挨拶：愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課 主幹 竹島 雅之 様
・研修会の目的について：名古屋医療センター エイズ総合診療部長 横幕 能行
・オリエンテーション

症例検討会①
「エイズ発症例が入院した」
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
10:00 - 12:00

外来管理棟
５階 講堂

呼吸苦で呼吸器内科外来を受診した３０代

【担当】
名古屋医療センター
医

師 横幕 能行

看 護 師 羽柴 知恵子
薬 剤 師 加藤 万理
入院となった。入院から退院までの診療・支
臨床心理士 松岡 亜由子
援の実際を多職種の視点から学びます。
社会福祉士 浅海 里帆
男性がニューモシスチス肺炎の疑いで緊急

昼 食 休 憩

12:00 - 13:00

※中核拠点病院ネットワーク会議

【特別講演】
「2020 年の HIV 診療を予測する」

13:00 - 14:00

横浜市立市民病院感染症内科部長 立川 夏夫先生

【グループディスカッション】
症例検討会②
「ウイルス量が低下しない！」
外来管理棟
14:00 - 15:50

５階 講堂

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
症例検討会①で退院外来通院に移行した症例。外来で抗 HIV 療法を開始した。
治療開始３ヶ月後の外来診察時に行った検査でウイルス量が全く減少してい
ないことが明らかとなり、その後まもなく、全身状態の悪化により再入院とな
った。
「治療失敗」の可能性のある症例への対応をグループディスカッション
を通じて学びます。

15:50 - 16:00

表彰式・閉会

（研修会場・注意事項）

●研 修 会 場●
研修受付：10 月 23 日（日）9：30-10：00
国立病院機構名古屋医療センター
外来管理診療棟 講堂前ロビー
【病院案内図 下部の建物 5 階です】

【病院案内図】

地下鉄（名古屋駅から）桜通線（久屋大通りで乗換え） 東山線（栄で乗換え）
名城線、市役所で下車 1 番出口 (徒歩 1 分)

※研修当日は正面玄関が閉まっておりますので、夜間出入口をご利用ください※
●注 意 事 項●
１）

研修当日は、公共交通機関をご利用ください。

２）

昼食は、研修施設内の食堂・売店などをご利用ください。なお、弁当、ペットボト
ルなどを持参される場合は、午後の研修会場である「講堂」内にて飲食をお願いい
たします。

３）

当センター施設内は全面禁煙です。

４）

その他、研修当日に関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。

担 当 熊倉 裕美子
電 話 052-951-1111（PHS 6223）

研修申込 F A X 送信票
送信先：〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課 結核・肝炎グループ

FAX：0 5 2 – 9 5 4 – 6 9 1 7
平成28年度第2回多職種合同HIV研修会
御参加の方のみご返信願います。
名称：
住所：〒
所属施設・機関
連絡先℡：
e-mail address:
午前のみ参加希望の場合は
〇をつけてください

【お 名 前（職種）】

参加者御氏名と
午前希望研修

（

）

（

）

（

）

（

）

午前のみ参加
（特別講演を含む）

午前のみ参加
（特別講演を含む）

午前のみ参加
（特別講演を含む）

午前のみ参加
（特別講演を含む）

● 研修会へのご意見、ご希望ありましたらご記入下さい。

返信は 平成 28 年 10 月 17 日（月）までにお願いいたします。
なお、申込先着順で、定員に達し次第締め切りとし、参加不可能な場合のみ
10 月 19 日（水）までにご連絡差し上げます。

