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HIV、ヒト免疫不全ウイルス、エイズ、AIDS、後天性免疫不全症候群、免疫、日和見感染、性交、同性愛、母子感染 

 

 

 

 資料名 出版社 出版年 掲載ページ 所蔵 配架場所 

エイズ関連用語集 Ver5 中四国ｴｲｽﾞｾﾝﾀｰ 2009 http://www.aids-chushi.or.jp/word/yougo_ver5.pdf 

世界年鑑 共同通信社 毎年 

1984年以降、毎年記載が

あります。1年ずつ索引で

確認してください。 

尾張旭 参考室 

瀬戸 参考 

長久手 １番の棚 

日進 一般参考 

 

 

 

●HIV、エイズに関する本は、「493.1」または「493.8」に分類し、医学の棚に並べています。 

●尾張旭市立図書館では、朝見武彦文庫健康コーナーの棚に並べています。 

でも、棚から目的の本を探すのは意外と大変!! ここではとても便利な「パソコンでの検索」をご紹介します。 

１．蔵書検索をする 

今あなたが図書館にいるなら、館内の検索用パソコンを使ってください。図書館以外の場所にいるなら，  

下記 URLにアクセスします。入力ボックスに「１．HIV､ｴｲｽﾞに関係する言葉」で紹介した語を１つ入力します。 

 

●●●医学書選びのポイント●●● 

①出版年や版が新しい図書を選ぶ ②医師や専門家が執筆・監修しているものがよい  ③内容が偏っていな

いものがよい（個人的な考えを述べているものは要注意） ④同じテーマの本を、数冊比較してみる  

本の内容は、あなたにピッタリ当てはまるわけではありません。参考として利用しましょう。自己診断は禁物！ 

図書館によってデータベースの呼び方が異なります。ご不明な点は職員に問い合わせください。 

尾張旭 蔵書検索 http://lib.city.owariasahi.lg.jp/asp/WwKensakuKani.aspx 

長久手 本の検索 http://library.toshokan.nagakute.aichi.jp/f-hajimete.html  

瀬 戸   資料検索 http://www.lib.seto.aichi.jp/wehome/we/opac/kensaku.jsp  

日 進 蔵書検索 http://lib.city.nisshin.lg.jp/koukinou/index.html 

医 大 OPAC
オーパック

 http://www.opac.aichi-med-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 

ちょっとだけ心配   HIV 感染、エイズ 
 

メディカルパスについて  
 

図書館を上手に活用するための「調べ方ガイド」です。 

尾張旭市、瀬戸市、長久手町、日進市、愛知医科大学の図書館で利用できる資料を  

中心に、図書館員がお勧めする情報を掲載しています。お役立てください。 

なお、図書館員は医療相談には応じかねます。図書館利用に関するご質問であれば、

遠慮なくお申し出ください。 

★資料が貸出中等の場合があります。事前にお問合せいただくことをおすすめします。 

 

                                             

 

ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。 

 

パーソナルコンピューティング 

ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を

入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。 

平成 22 年 9 月末～12 月末の 

3 か月で報告された新規エイ

ズウイルス（HIV）感染者と新

規 AIDS患者の合計は 422 件。

過去最高となりました。残念な

がら近年は増加傾向です。 
 

HIV 感染を早期に発見し治療を開始

すれば、AIDS の発症を抑え、社会生

活を送ることも可能です。 

「心配だな」「大丈夫かな」「関心はあ

るけど何も知らない」…。 

この機会に学んでみませんか？ 

メディカルパス 
 

１．HIV、エイズに関係する言葉 

２．まず、辞書や事典で言葉の意味を調べてみましょう   

３．近隣公共図書館の 「本」 を使って調べてみましょう 

図書館をもっと身近に暮らしの中に 

自己診断は禁物です。診断・治療については必ず医師にご相談ください。 

http://lib.city.owariasahi.lg.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
http://library.toshokan.nagakute.aichi.jp/f-hajimete.html�
http://www.lib.seto.aichi.jp/wehome/we/opac/kensaku.jsp
http://lib.city.nisshin.lg.jp/koukinou/index.html
http://www.opac.aichi-med-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
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２．図書館員が選んだ本はコチラ 

[表の見かた] 

本のタイトル  出版社 出版年 著者 
表紙の 

写真 
図書館員からの推薦コメント 

図書館名  ○：「所蔵あり」 ×：「所蔵なし」 △：「貸出不可」 星が多いほど専門的 

 

■本を手にとる方法■ 

  方法１ 所蔵している図書館に出向いて利用する。 

  方法２ 他の図書館の本を借りることができます。お近くの公共図書館のカウンターにご相談ください。 

       （ただし、愛知医科大学所蔵の本については、借り受けができません。直接訪問してください。） 

 

 A 疾患の知識 

エイズの絵本 アーニ出版 2004 北沢
きたざわ

 杏子
き ょ う こ

 

 

小学校中・高学年向けの教育的絵本。どうしたらうつるのか、日常生活では何に気をつければよいの 

かが、わかりやすく書かれています。クイズ形式で楽しく知識を身につけることができます。 

尾張旭 × 瀬戸 ○ 長久手 × 日進 ○ 医大 × 難易度 ★ 

 

新エイズの基礎知識 岩波書店 1999 
山本 直樹／ 

山本 美智子 

 

児童向けの図書ですが、入門書として利用するのであれば大人にも十分対応しています。 

出版年がやや古いので、最近出版された別の資料と併せて利用してください。 

尾張旭 ○ 瀬戸 × 長久手 ○ 日進 ○ 医大× 難易度★ 

 

 

B 予防・不安・検査 

エイズ感染爆発と safe sexについて話します 朝日出版社 2006 本田
ほ ん だ

 美和子
み わ こ

 
 

近年、若い女性の感染者が目立つようになったことから、20代の女性 4人がエイズについて語り合う 

という内容です。症状と感染経路、日本の現状、予防と検査、感染が判明したらなど、全ての人に必要 

な知識を紹介しています。 

尾張旭 × 瀬戸 ○ 長久手 × 日進 × 医大× 難易度 ★★ 

 

図解ウイルス感染症がわかる本 

～暮らしの中の危険な病気を防ぐ！～ 
成美堂出版 2006 田口

た ぐ ち

 文章
ふみあき

 

 
表紙画像は

ありません 

HIV感染・エイズ発症から予防・治療法までポイントごとに簡単に説明しています。カラー図表が多く 

見た目にもわかりやすい内容です。エイズ抗体検査後、陽性と判断された場合の流れなど、人に聞

けない大事なこともフローチャートでわかります。 

尾張旭 × 瀬戸 × 長久手 × 日進 ○ 医大 × 難易度★★ 

 

 

C HIV感染者の暮らし 

HIV感染者の早期発見と社会復帰のポイント 

～プライマリケアにおける検査と病診連携～ 
医薬ジャーナル社 2010 岡

おか

 慎一
しんいち

 
 

「HIV感染の診断の現状はどうか？」「安定期の患者さんの生活は？」「病診連携は？」「就労はうまく

いっているのか？」など、感染者が生活していく上での現状と問題点について書かれています。 

尾張旭 ○ 瀬戸 × 長久手 ○ 日進 ○ 医大△ 難易度 ★★ 
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プロイ ～HIV母子感染孤児プロイへの手紙～ ポプラ社 2006 会田
あ い だ

 法
のり

行
ゆき

 
 
 

本書の舞台は、タイのチェンマイにある HIV母子感染孤児のための生活施設「バーンロムサイ」。 

そこで暮らす少女、HIV母子感染児プロイと写真家会田法行氏との２年間にわたる心の交流を描い

た写真絵本。 

尾張旭 ○ 瀬戸 ○ 長久手 ○ 日進 × 医大 × 難易度★ 

 

＜雑誌＞保健師ジャーナル 65巻 11号    医学書院 2009 

表紙画像は

ありません 

「地域に暮らす HIV陽性者の療養支援」という特集。国内の HIV感染者は 15,000人以上、エイズ発

症者は 5,000人以上。その方たちが豊かに暮らしていくための支援制度に焦点を当てて解説してい

ます。 

尾張旭 × 瀬戸 × 長久手 × 日進 × 医大 △ 難易度★★ 

 

 

D 診療・治療 

これでわかる HIV/AIDS診療の基本 

～プライマリケア医と病診連携のために～ 
南江堂 2009 白

し ら

阪
さか

 琢磨
た く ま

 
 

HIV感染症/AIDSの基本的知識に加え、HIV感染症を疑うコツ、診断方法、治療方法、医療費、 

傷病手当金など支援についても収録。皮膚症状のカラー写真があります。 

尾張旭 ○ 瀬戸 × 長久手 ○ 日進 × 医大× 難易度★★★ 

 

＜雑誌＞日本内科学会雑誌 98巻 11号    日本内科学会 2009 

表紙画像は

ありません 

「HIV感染症：流行の現状と最新の治療」という特集。P2745-2876。統計、診断、抗 HIV療法、社会保

障制度、新薬展望、パートナーケアなど。 

尾張旭 × 瀬戸 × 長久手 × 日進 × 医大 △ 難易度★★★ 

 

 

 
 

愛知県内図書館横断検索 愛蔵
あいぞう

くん  http://www.aichi-pref-library.jp/oudan/aichi_oudan_f.htm 

愛知県内の公共図書館（一部を除く）で利用できる資料を一度に検索できます。遠方の図書館しか所蔵し

ていなくても取り寄せることができますので、気軽にご相談ください。なお、検索結果の表示には時間が 

かかる場合があります。 

 

 

 

 
 

エイズ予防情報ネット http://api-net.jfap.or.jp/ 情報満載 

HIVマップ http://www.hiv-map.net/ 
分かりやすく幅広くまとめてあり

ます。 

HIV感染症治療研究会 http://www.hivjp.org/ HIV感染症治療の手引き  

HIV 感染症及びその合併症の 

課題を克服する研究班 

http://www.haart-support.jp/guideli

ne.htm 
抗 HIV治療薬ガイドライン 

日本エイズ学会 http://jaids.umin.ac.jp/ 学会誌を無料公開（最新号除く） 

はばたき福祉事業団 
http://www.habatakifukushi.jp/hiv_m

edical_welfare/ 

薬害エイズ関連 

 

４．愛知県内の公共図書館で所蔵している 「本」 を探すこともできます 

５．インターネットで調べてみよう                                         （URL確認日 2011.3.8.） 

http://www.aichi-pref-library.jp/oudan/aichi_oudan_f.htm
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Ａ 診療ガイドライン 

診療ガイドラインとは、世界中の専門家の助言がまとめてある「診療の手引書」です。病院の診断・治療に 

ついて学んだうえで受診すれば、医師とよりよいコミュニケーションをとることができるでしょう。 

 3 ページの「５．インターネットで調べてみよう」で紹介した、あれどこ便利帳、HIV 感染症治療研究会、HIV 感

染症及びその合併症の課題を克服する研究班のサイトで提供されています。 

 

Ｂ データベース検索 

（１）NDL-OPAC（雑誌記事索引）  提供：国立国会図書館 http://opac.ndl.go.jp/index.html 

医学だけでなくあらゆる分野の雑誌論文を検索できます。雑誌記事検索を選択し、検索ボックスに「1．HIV、

エイズに関係する言葉」で紹介した語を１つ入力して検索してみましょう。検索した雑誌論文の入手方法に

ついては、図書館職員にお尋ねください。 

 

（２）医中誌
い ち ゅ う し

Web
ウ ェブ

  提供：医学中央雑誌刊行会  http://www.jamas.or.jp/ 

国内の医学・薬学・歯学および看護学などの関連領域の定期刊行物を検索。医師や看護師が日常的に

使うデータベースで少々難しいですが、医学文献を調べたい方には最適。 医大でのみ利用できます。 

   詳しい使い方は、医大の図書館員に遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加図書館 

 
尾張旭市立図書館   0561－54－5544  尾張旭市東大道町山の内 2419 番地 5  

http://www.city.owariasahi.lg.jp/c_navi/sosiki/tosho/index.html   

 

瀬戸市立図書館   0561－82－2202  瀬戸市東松山町 1-2 

http://www.lib.seto.aichi.jp/  ※休館日は毎月第４水曜日です 

  

長久手町中央図書館 0561－63－8006  長久手町坊の後 114 番地 

http://library.toshokan.nagakute.aichi.jp/ 

  

日進市立図書館   0561－73－4123  日進市蟹甲町中島 3 番地 

http://lib.city.nisshin.lg.jp/ 

 

愛知医科大学医学情報センター（図書館）0561－61－5402 長久手町岩作雁又 21 

http://www.aichi-med-u.ac.jp/micl/index.html 

 

 

「めりーらいん」参加館は、

様々な活動を通じ、みなさま

の健康生活を応援します！ 

メディカルパス「ちょっとだけ心配  HIV 感染、エイズ」 

2011年 3月発行  編集・発行 めりーらいん事務局 

愛知医科大学医学情報センター（図書館） 

   愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又 21 

    TEL 0561‐61-5402 FAX 0561-62-3348 

http://www.aichi-med-u.ac.jp/micl/meliline/top.html 

６．「専門的な情報」を使って詳しく調べてみましょう 

 

専門的な情報を探すのは、少し難しいかもしれません。気軽に図書館職員までご相談

下さい。業務上知り得た個人のプライバシーを、私たちは絶対に口外しません。 
 

保健所ではエイズ検査を匿名で受けることができ、費用は無料です。 

また、国立病院機構名古屋医療センターには感染症科があり、HIV・エイズに特化した

診療を行っています。近隣では、愛知医科大学病院が「エイズ拠点病院」、公立陶生病

院が「エイズ治療協力医療機関」に指定されています。 

http://opac.ndl.go.jp/index.html
http://www.jamas.or.jp/
http://www.city.owariasahi.lg.jp/c_navi/sosiki/tosho/index.html
http://www.lib.seto.aichi.jp/
http://library.toshokan.nagakute.aichi.jp/
http://lib.city.nisshin.lg.jp/
http://www.aichi-med-u.ac.jp/micl/index.html

