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エイズ治療・研究センターについて 

エイズ治療・研究開発センター（AIDS Clinical Center, ACC）は、薬害エイズ訴訟の和解をふ

まえ、被害者救済の一環として平成９年４月１日、国立国際医療センター病院（当時）に設置され

ました。ACCは外来・病棟・治療開発室・医療情報室の４部門からなり、国内外の HIV 感染症治

療・研究機関との連携のもと、HIV 感染症に対する高度かつ最先端の医療提供とともに、新たな診

断・治療法開発のための臨床研究・基礎研究を行っています。また、日本における HIV 感染症診療

の水準向上を図るために、最先端の医療情報の提供や、医療従事者に対する研修を行っています。 

 

ACC 研修と ACC e-learning について 

ACC 研修は、1997年から開催している HIV感染症の診療を担う医療従事者の育成と、そのネット

ワーク構築を目的とした研修です。COVID-19 の流行を受け、令和３年度からオンライン化を進め、

ACC e-learningが開始されました。多くの教育用のオンデマンド動画をご用意しております。 

令和 4 年度 ACC e-learning 各コース構成 

ACC e-learningは、HIV診療に携わる医療従事者を対象とした講義内容です。 

一般視聴および認定コース（５コース）設けており、すべて無料でご受講いただけます。 

 一般視聴 

認定コース（基礎コース）に登録されているオンデマンド動画をご視聴いただけます。 

※ 視聴後の修了証の発行はいたしかねます。 

 

 認定コース 

所定のオンデマンド動画をすべてご視聴いただいた後、ライブ講義の受講およびライブ講義受

講後のレポートをご提出頂いた方に対して修了証を発行いたします。 

 

＜総合＞ 

基礎コース HIV感染症診療の基礎について短時間で学べるコース 

アドバンストコース 

（職種別） 

職種毎の専門的な知識により理解を深め、技術を高めるコース 

（※基礎コース修了者のみ受講可能） 

 

＜テーマ別＞ 

周産期小児コース 
HIV感染女性の妊娠・出産及び小児の診療・ケアについて学ぶコ

ース 

心理職（カウンセラー） 

コース 
心理職向け基礎コース 

地域支援者コース 
長期療養時代の HIV感染者の療養支援、医療機関との連携につい

て学ぶコース 
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令和 4 年度 ACC e-learning お申し込み方法 

一般視聴は随時お申し込みを承っておりますので、２．申し込みフォームよりお申し込みくださ

い。 

認定コースは、前期（４－９月）と後期（１０－３月）の２回に分けて募集・開催します。 

前期・後期それぞれの期中でオンデマンド動画視聴、ライブ講義の受講、レポート提出の一連の

課題を修了することで修了証を発行いたします。なお、同一のコースを２年連続で受講することは

できません。 

 

１．申込期間＜認定コース＞ 

 基礎コース・アドバンストコース 

前期：2022年 5月 13日～2022年 5月 27日 前期募集は終了しました。 

前期（再募集）：2022年 7月 1日～2022年 7月 15日 再募集は終了しました。 

後期：2022年 10月 11日午前 10時～2022年 10月 28日午後 17時まで（予定） 

 

 テーマ別（心理職・カウンセラー／地域支援／周産期・小児） 

2022 年 7月 1日～2022年 7月 22日 

2022 年 8月 1日～2022年 8月 15日 募集は終了しました。 

 

２．申し込みフォーム 

 一般視聴（※ 視聴期間は令和５年３月末まで） 

申込先：https://forms.office.com/r/zBQ7qgM2zz 

 

 認定コース 

申込先：https://forms.office.com/r/H4TcV9KeC6 

 ※ 日本エイズ学会等へ単位認定を希望し、本 ACC e-learning修了認定を目指す方向け。 

 ※ 各コースの定員を上回った場合には、選考のうえ受講可否を募集期間終了日より 

   約１～２週間程度でご連絡申し上げます。 

 

３．推薦状のご提出 

医療従事者および HIV診療に関連する業務へ従事している証明として、一般視聴および認定コ

ース申込者の皆さまへ推薦状の提出をお願い申し上げております。 

お申し込み後に事務局より、推薦状等に関するご案内を申込時のメールアドレス宛てへお送り

しますのでご確認をお願いいたします。 

本 ACC e-learningは、推薦状内容を拝見したうえで受講開始の決定および学習サイトへの登

録を行います。 

 

※ 令和４年度内に推薦状をご提出された場合は、別コース申し込み時のご提出は不要です。 

  

https://forms.office.com/r/zBQ7qgM2zz
https://forms.office.com/r/H4TcV9KeC6
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４．認定コース ライブ講義の日程 

基礎コースとアドバンストコースは、A日程・B日程でライブ講義を開催します。 

お申し込みの際に、参加を希望するライブ講義の日程を入力してください。 

 

＜前期＞ 募集は終了しました。 

コース名 A日程 B日程 

基礎コース 2022年 7月 12日（火） 2022 年 9月 13日（火） 

アドバンストコース（歯科） 2022年 7月 13日（水） 2022 年 9月 14日（水） 

アドバンストコース 

（医師/薬剤師/看護師） 
2022年 7月 14日（木） 2022 年 9月 15日（木） 

 

＜後期＞ 

コース名 A日程 B日程 

基礎コース 2022年 12月 13日（火） 2023 年 2月 14日（火） 

アドバンストコース（歯科） 2022年 12月 14日（水） 2023 年 2月 15日（水） 

アドバンストコース 

（医師/薬剤師/看護師） 
2022年 12月 15日（木） 2023 年 2月 16日（木） 

 

＜テーマ別＞ 募集は終了しました。 

コース名 日程 

周産期小児コース 2022 年 10月 6日（木） 

心理職（カウンセラー）コース 2022 年 10月 13日（木） 

地域支援者コース 2022 年 10月 20日（木） 

 

５．登録完了のお知らせと ID・パスワードの発行 

申込内容を確認後、事務局（seminar@acc.ncgm.go.jp）より学習サイト URL、ログイン用 ID お

よび初回パスワードを記載したご案内メールをお送りいたします。 

お申し込みから受講開始までは約１～２週間程度お時間を頂戴しますが、通知連絡がない場合

には、ACC e-learning事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

※ 学習サイトのログイン可能期間は、事務局よりログイン IDおよび初回パスワードのご案

内時より令和５年３月３１日までとしています。 

  

file://10.50.13.39/common/01_%E7%A0%94%E4%BF%AE%E9%96%A2%E9%80%A3/01_ACC%E7%A0%94%E4%BF%AE/00-06_e-Learning/02_%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85/R4/seminar@acc.ncgm.go.jp
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認定コースの受講要領 

１．オンデマンド動画視聴 

各コースで指定されたオンデマンド動画をご視聴ください。 

ライブ講義開催の約２週間前の指定する期日の午前１０時までに、指定のオンデマンド動画すべ

ての視聴をお願い申し上げます。 

 期日までに視聴が完了しない場合は、ライブ講義が受講できませんのでご了承ください。 

 

２．ライブ講義受講 

お申し込みいただいた日のライブ講義へご参加ください。 

 

３．レポート提出 

ライブ講義の受講後、事務局よりレポート様式およびレポート内容をご案内いたします。約１週

間後の指定する期日までにレポートを作成のうえご提出ください（厳守）。 

期日までにご提出頂けなかった場合、修了証を発行はいたしかねます。 

 

対象者・定員等 

各コースの詳細は、シラバスをご覧ください。 

 

基礎コース 

対象｜診療経験に乏しい、あるいはこれから初めて HIV 感染症診療に携わる医療従事者 

職種｜全職種 

定員｜40名 

取得できる単位｜ 

日本エイズ学会 認定医・指導医：10 点 

日本病院薬剤師会 認定薬剤師、専門薬剤師：申請時 5単位／更新時 12単位 

アドバンストコース（職種別） 

概要｜職種毎の専門的な知識についてより理解を深め、技術を高めるコース 

対象｜2021年度または 2022年度に基礎コースを修了した者のうち、 

HIV 感染者の診療や対策に継続的に従事する者 

職種｜医師／薬剤師／看護師／歯科医療従事者（※職種ごとにプログラムが異なります） 

定員｜医師・薬剤師合わせて 18名／看護師 6名／歯科医療従事者 5名 

取得できる単位｜ 

日本エイズ学会 認定医・指導医：10点 

日本エイズ学会 認定看護師・指導看護師：15点（※１） 

日本病院薬剤師会 認定薬剤師、専門薬剤師：申請時 3.5単位／更新時 7単位 

 

（※１）応用レベル研修の単位申請には、基礎コースおよびアドバンストコース（看護師）の 

受講修了をもって申請が可能。（２年以内に両コースの受講が必要） 
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周産期小児コース 

概要｜HIV感染女性の妊娠・出産及び小児の診療・ケアに特化したコース 

対象｜HIV感染者の診療、特にリプロダクティブヘルスに関するケアに従事する者 

職種｜全職種 

定員｜50名 

取得できる単位｜なし 

心理職（カウンセラー）コース 

概要｜HIV 感染症診療に携わる心理職・カウンセラーを対象に、HIV 感染症の基礎知識、HIV 陽

性者の心理とメンタルヘルスについて学ぶ基礎コース 

対象｜HIV感染症診療に従事するか従事する可能性のある臨床心理士・公認心理師等 

職種｜臨床心理士・公認心理師等 

定員｜10名 

取得できる単位｜公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会が定める資格更新ポイント（※２） 

 

（※２）協会が定める開催要件を満たした場合に限り、事務局より後日申請いたします。 

地域支援者コース 

概要｜長期生存時代の HIV感染者の療養支援、医療機関との連携について学ぶコース 

対象｜HIV感染者の療養支援に従事する（その可能性のある）MSW、実務担当者 

職種｜全職種 

定員｜なし 

取得できる単位｜ 

日本エイズ学会 認定看護師・指導看護師 基礎レベル研修：5点 

 

推奨受講環境 

本 ACC e-learning受講に伴う通信費、通信機器は各自でご用意ください。 

ライブ講義では、ZOOMまたは Microsoft Teamsアプリをご利用のうえご参加をお願い申し上げま

す。 

 

＜パソコンでサポートされているオペレーティングシステム＞ 

macOS Xと macOS 10.9以降 

Windows 10* 

Windows 8 または 8.1 

Windows 7 

Ubuntu 12.04以降 

Mint 17.1以降 

Red Hat Enterprise Linux 6.4 以降 

Oracle Linux 6.4以降 

CentOS 6.4以降 

Fedora 21以降 

OpenSUSE 13.2以降 

ArchLinux（64ビットのみ） 

 

＜サポートされているタブレットとモバイルデバイス＞ 

Surface PRO 2または Win 8.1以降 

iOS と Androidデバイス 

Blackberryデバイス 

  



＜スマホでサポートされているオペレーティングシステム＞ 

iOS 8.0以降 

フロントまたはリアカメラを使用したビデオの送受信 

iPhone 4以降、iPad Pro、iPad Mini、iPad 2以降、iPod touch第 4世代、iPhone 3GS(フロ

ントカメラなし) 

iPadOS 13以降 

Android 5.0x以降 

 

＜サポートされているブラウザ＞ 

Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+ 

Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+ 

Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+ 

注：インターネットエクスプローラー（IE）は、Zoom がサポートしていないのでご利用はお控

えください。 

個人情報の取り扱いについて 

個人情報の取扱い 

ACC e-learningサイトの運営（以下、「本サービス」といいます）において、利用者の皆様（以

下、「会員」といいます）から提供いただく個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する

法律および関連法令を遵守し、以下規約に基づき適正に対応します。 

 

第１条 個人情報の定義 

本サービスにおける個人情報とは、個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月

日、住所をはじめ電話番号、電子メールアドレスなど個人が保有する番号・記号その他の符号、画

像もしくは音声により当該個人と識別できるものとします。当センターでは組み合わせることによ

って個人が識別できるものも個人情報として取り扱います。 

 

第 2条 利用目的 

当センターは、取得した個人情報を以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。 

本サービスの提供および運営のため 

HIV 感染者、AIDS患者への医療提供を目的とし、他の医療機関等との連携を図るため 

講座開講や申し込み状況に関するメーリングリスト配信、本規約またはサービス内容の変更な

ど各種ご案内のため 

会員への本人確認、本人認証のため 

お問い合わせへのご対応のため 

利用動向の調査、統計、分析のため 

新サービス、新機能の開発のため 

システムの維持・改善、不具合対応のため 

2項 当センターは、前項の利用目的を、関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変

更することがあり、変更した場合には会員に通知又は公表します。 
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第 3条 個人情報の第三者提供 

当センターは、以下の場合を除き会員の同意を得ずに取得した個人情報を第三者に提供することは

ありません。 

法令に基づく場合 

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困

難であるとき 

公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同

意を得ることが困難であるとき 

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき 

 

第 4条 個人情報の適正な取得と提供の任意性 

当センターは、会員本人の同意を得たうえで適正に個人情報を取得します。会員がサービスを利用

する上で当センターに提供する個人情報の項目は任意ですが、必要となる項目を提供しない場合、

または偽りその他の不正の手段によって個人情報を提供する場合、求めるサービスを受けられない

ことがあります。 

 

第 5条 個人情報の安全管理 

当センターは、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管

理が図られるよう、当センターの職員に対し、必要かつ適切な教育・管理・監督を行います。ま

た、当センターは、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報

の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。但し、本サービスを利用するにあた

って取得して頂くアカウント、パスワードの管理は、利用規約に従って、会員の自己責任で管理し

て頂くものとします。 

 

第 6条 個人情報の開示 

当センターは本サービスの運営に関し、会員から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示

を求められたときは、会員ご本人からのご請求であることを確認の上で、会員に対し、遅滞なく開

示を行います（当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。）。但し、個人情報

保護法その他の法令により、当センターが開示の義務を負わない場合は、この限りではありませ

ん。 

 

第 7条 個人情報の利用停止等 

当センターは、会員から、会員の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り

扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由によ

り、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去（以下、「利用停止等」）を求められ

た場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、会員ご本人からのご請求であ

ることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨を会員に通知します。但し、

個人情報保護法その他の法令により、当センターが利用停止等の義務を負わない場合は、この限り

ではありません。 

 

第 8条 Cookie（クッキー）その他の技術の利用 

本サービスではウェブサイト閲覧動向等の情報を収集・分析し、それらの結果を元にサイトコンテ

ンツの向上を図ることを目的に Cookie及びこれに類する技術を使用していますが、これらにより

収集されたデータは個人を特定できるものではなく、プライバシーを侵害することはありません。
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また、Cookieはご自身で無効にする設定を行う事が可能です。無効化を設定した場合の利用者の損

害等について、本サービスおよび当センターは一切の責任を負うものではありません。 

 

第 9条 セキュリティに関して 

会員の情報は会員のプライバシー保護及び、セキュリティの為パスワードで保護されています。当

センターは第三者によるデータ転送から個人情報等を保護する為、業界標準の SSL暗号を使用しま

す。 

 

第 10条 利用規約の改正について 

当センターは個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、

利用規約の一部または全部を改定する場合がございます。重要な変更がある場合には、サイト上で

お知らせします。 

 

第 11条 本サービスの利用および個人情報の取り扱いに関する問合せ 

本サービスの利用および運営上の個人情報の取り扱いに関するご意見・お問合せ等がございました

ら、こちらまで、お問い合わせください。 

著作権について 

サイト内のコンテンツ（文章・資料・画像・音声等）は、特に記載のない限り国立国際医療研究

センター エイズ治療・研究開発センターまたは第三者が保有します。 

営利・非営利を問わず、内容を許可なく複製、転載、販売などに二次利用することを禁じます。 

 

よくあるご質問（FAQ） 

 

＜お申込みに関するご質問＞ 

 申し込みから受講開始までの期間を教えてください。 

＞ 推薦状の確認から学習システム登録まで約１～２週間程度お時間を頂戴しております。 

 

 オンデマンド講義のみの受講は可能ですか？ 

＞ 日本エイズ学会等へ単位申請を希望しない方は、一般視聴をお申込みください。 

  一般視聴では、基礎コースのオンデマンド動画をご覧いただけます。 

 

 ACC e-learningになる以前に ACC対面研修で基礎コースを受講しました。アドバンストコース

からの受講はできますか？ 

＞ ACC対面研修をご受講済みの場合であっても、アドバンストコースからのご受講はお受け 

  いたしかねます。HIV 感染症の治療は日々変化しており、講義内容も随時見直しを行いま 

  すので、基礎コースよりご参加をお願い申し上げます。 

  原則としてアドバンストコースの受講資格は、基礎コースの修了認定の翌年度末までとし 

  ています。 
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 医療従事者ではないが、受講できますか？ 

＞ 医療従事者向けの講義内容でございますので、事務局までご相談ください。 

 

＜受講に関するご質問＞ 

 受講に係る費用は無料ですか？ 

＞ 無料でご受講いただけます。途中でコース受講を中断した場合もキャンセル料は発生致し 

  ません。ただし、オンデマンド動画の視聴やライブ講義への参加にかかる通信料は受講生 

  にご負担いただきます。 

 

 基礎コースの全３４講義を見終わるのに、どのくらいの時間がかかりますか？ 

＞ １講義の学習所要時間は約１５～２０分です。全３４講義は約１１時間程度です。 

 

 受講の際に、スライド資料はダウンロードできますか？ 

＞ 大変申し訳ございませんが、資料のダウンロードはできません。 

  関連資料のリンクを掲載する予定です。 

 

＜推薦状に関するご質問＞ 

 推薦者についてのルールはありますか？ 

＞ 各施設の研修基準に合わせて適任とされる役職者よりご推薦をお願い申し上げます。 

 

 推薦状は手書きでしょうか？ 

＞ 施設名、所属部署、役職はゴム印等の捺印で構いません。 

  推薦者名につきましては、推薦者の自署により本紙作成をお願い申し上げます。 

 

 クリニックで働いており、部署名がない場合はどうすればよいですか？ 

＞ 「部署名無し」とご記入ください。 

 

 開業医で推薦者にあたる者がいない場合はどうすればいいですか？ 

＞ 自己推薦で自署名をご記入いただき、医師免許証のコピーをご提出ください。 

 

 推薦状が以前のフォーマットなのですが、利用できますか？ 

＞ ご利用いただけますが、個人情報の取り扱いについての同意欄がないため、 

  過去のフォーマットの推薦状をお送りいただく際には個人情報の取り扱いに関する可否を 

  お知らせください。 

  （例）個人情報の取り扱いついて、同意します。等 

 

＜レポート提出に関するご質問＞ 

 レポートとは具体的にどのようなものですか？字数指定はありますか？ 

＞ ライブ講義終了後、100字程度でライブ講義に対するご意見および ACC e-learning全体 

  に対するご意見をご頂戴しております。 

  

9 



4 

 

 

 以前参加したライブ講義のレポートを後から提出する事で認定となりますか？ 

＞ ライブ講義後にご提出いただくレポートは、各回提出期日（ライブ講義終了後より 

  １週間程度）を設定しております。 

  この期日を超過した場合には、修了認定をいたしかねます。 

＜単位認定に関するご質問＞ 

 認定要件について教えてください。 

＞ 各コースにより修了認定要件は異なります。シラバスをご確認ください。 

 

 認定資格を申請予定です。基礎コース受講により得られる点数について教えてください。 

＞ 基礎コースは、計１１時間（オンデマンド講義 9.5 時間＋ライブ講義 1.5 時間）の 

  講義構成です。日数で換算すると、２～３日に該当します。 

 

 単位申請に関するお問い合わせはどこにしたら良いですか？ 

＞ ACC e-learning受講後の単位申請に関するご質問は、申請先である学会へお問い合わせ 

  くださいますようお願い申し上げます。 

  また、学会への単位申請はご自身でのご申請をお願いいたします。 

お問い合わせ・照会先 

受講に際し、ご不明な点がございましたら以下の照会先までお問い合わせください。 

ライブ講義の選考基準や受講決定可否の経緯に関するご質問にはお答えいたしかねます。 

 

＜照会先＞ 

国立研究開発法人 国立国際医療センター 

エイズ治療・研究開発センター医療情報室 ACC e-learning事務局 

TEL：03-3202-7181（代表） 

Email：seminar@acc.ncgm.go.jp 
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2022年 4月 更新予定時期 2022年 10月

基礎コース コース責任者 ACC 田沼

動画+ライブ講義+レポート 総講義時間 11時間

医療者（全職種） 定員 40

R4KST1

日本エイズ学会　認定医・指導医 10点

日本病院薬剤師会　認定薬剤師、専門薬剤師　　　申請時5単位　更新時12単位

講義の概要とねらい

到達目標
・全34講義を視聴し、自分の専門領域で患者支援に必要なHIV感染症に関する知識を習得する。
・HIV感染症診療を取り巻く、多職種連携の患者支援のあり方を理解する。
・講義の受講を通して、新たな気付きや疑問を持ち、それについて考察できている。

プログラム
基礎コースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
OP001 HIV感染症　はじめに 岡 0:09:10
drhiv001 HIV感染症　HIV感染症概論 塚田 0:11:08
drhiv002 HIV感染症　HIV感染症の診断 塚田 0:09:50
drhiv003 HIV感染症　HIV感染症の告知 塚田 0:05:15
drhiv004 HIV感染症　初診時評価 安藤 0:14:52
drhiv005 HIV感染症　抗HIV療法導入 塚田 0:08:20
drhiv006 HIV感染症　抗HIV薬の特徴① 長島 0:15:24
drhiv007 HIV感染症　抗HIV薬の特徴② 長島 0:17:03
drhiv008 HIV感染症　抗HIV薬の薬剤選択 長島 0:16:36
drhiv009 HIV感染症　薬物相互作用の考え方 増田 0:12:02
drhiv010 HIV感染症　曝露後予防 水島 0:24:04
drhiv011 HIV感染症　曝露前予防 水島 0:21:52
drgb001 合併症　日和見疾患　総論① 安藤 0:10:30
drgb002 合併症　日和見疾患　総論② 安藤 0:10:22
drgb003 合併症　日和見疾患　総論③ 安藤 0:12:51
drgb004 合併症　A型肝炎 上村 0:05:46
drgb005 合併症　B型肝炎 上村 0:12:25
drgb006 合併症　C型肝炎 上村 0:13:37
drgb007 合併症　アメーバ赤痢 渡辺 0:23:37
drgb008 合併症　ヒトパピローマウイルス（HPV） 塩尻 0:11:49
drgb009 合併症　梅毒 塩尻 0:11:49
drgb010 合併症　淋菌感染症・男性尿道炎 塩尻 0:11:49
drgb011 合併症　血友病　概論① 上村 0:16:07
drgb012 合併症　血友病　概論② 上村 0:11:06
nr001 CN/看護　HIV感染症診療における看護師の役割 池田 0:09:28
nr003 CN/看護　HIV診療　入院時の対応 髙波 0:12:08
nr004 CN/看護　HIV診療　外来受診時の対応 栗田 0:17:49
nr008 CN/看護　療養支援　患者教育と服薬支援 髙波 0:00:00
med001 薬剤　HIV診療における薬剤師の役割① 増田 0:13:35
med002 薬剤　HIV診療における薬剤師の役割② 増田 0:14:32
scl001 社会　HIV診療における社会資源の活用 ソルダノ 0:15:15
psc001 メンタルヘルス　HIV診療における心理職の役割① 小松 0:18:18
psc002 メンタルヘルス　HIV診療における心理職の役割② 木村 0:10:47
com001 総合　薬害HIV感染者の現状と救済医療 大金 0:16:40

（計34講義）
基礎コースII(ライブ講義)

総合　多職種の講師数名によるQ&A セッション 担当講師 1:15:00
レポート提出 研修参加の感想や意見 有り 1枚程度
実施スケジュール
基礎コースI(動画) 通年 （前半4-9月、後半10-3月）
基礎コースII(ライブ講義) 年4回 第１回目　2022年  7月12日（火）　15:30ｰ16:45

第２回目　2022年  9月13日（火）　15:30ｰ16:45
第３回目　2022年12月13日（火）    15:30ｰ16:45
第４回目　2023年  2月14日（火）    15:30-16:45

備考

2022/3/24 (2022/5/6確認) 作成者 上條 (田沼)

「基礎コースI(動画)」と「基礎コースII(ライブ講義)」の受講と「レポート提出」をもって基礎コース修了を認定す
る

各団体　認定単位数

初めてHIV感染症診療に携わる医療従事者、既にHIV感染症診療に携わっている医療従事者を対象に、最新のHIV感染症の基礎知識や治療について学ぶ。

作成日・最終更新日

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件



2022年 4月 更新予定時期 2023年 4月

アドバンストコース コース責任者 ACC 渡辺

動画＋ライブ講義＋レポート 総講義時間 7時間45分

医師 定員 18名（医師と併せて）

R4ADT1

日本エイズ学会　認定医・指導医　　10点

講義の概要とねらい

到達目標
・抗HIV療法および頻度の高い日和見疾患や性感染症のガイドラインを理解する
・HIV感染者の治療を開始し、維持療法が可能となる
・頻度の高い日和見感染症や性感染症について、診断・治療・治療後のフォローが可能となる
・治療困難症例について、適切な時期に専門家へ相談できる

プログラム
アドバンストコースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
drhiv013 安定期の管理 塚田 0:08:28
drhiv014 「治療失敗」時の対応 塚田 0:09:15
drgb013 ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)① 青木 0:15:55
drgb014 ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)➁ 青木 0:26:38
drgb015 結核・非結核性抗酸菌症① HIV 感染者における結核 渡辺 0:13:51
drgb016 結核・非結核性抗酸菌症② HIV感染者における非結核性抗酸菌症 渡辺 0:17:00
drgb017 結核・非結核性抗酸菌症③ 抗酸菌治療における注意点 渡辺 0:14:26
drgb018 結核・非結核性抗酸菌症④ 抗HIV療法の開始時期と免疫再構築症候群 渡辺 0:19:54
drgb019 サイトメガロウイルス感染症 水島 0:19:40
drgb020 HHV8感染症 水島 0:19:32
drgb021 中枢神経合併症① 柳川 0:08:51
drgb022 中枢神経合併症② 柳川 0:17:08
psc003 HIV感染症診療におけるメンタルヘルスケア 田沼 0:07:40
com002 薬害エイズ事件と裁判和解 柿沼 0:16:52
com003 HIV医療体制の確立とACC設置 柿沼 0:16:00
com004 ピアサポート〜HIV陽性者への支援とその背景 生島 0:21:03
com005 ピアサポート〜MSMへの理解とその背景 生島 0:26:50
com007 COVID-19のインパクトのなかでのMSMへの検査普及の取り組み 岩橋 0:18:04
com008 コミュニティセンターaktaが取り組むこと ー MSM対策の地域連携のハブ機能 岩橋 0:25:37
per001 女性とHIV 田沼 0:09:11
per002 挙児希望者への対応 田沼 0:09:34
per003 母子感染対策 田沼 0:15:40

（計22講義）
アドバンストコースII(ライブ講義)

職種別 日和見疾患 照屋 1:30:00
総合 多職種合同による事例検討（グループワーク） 担当講師 1:00:00

レポート提出 研修参加の感想や意見 有り 1枚程度
実施スケジュール
アドバンストコースI(動画) 通年（前半、後半）
アドバンストコースII(ライブ年4回 第１回目　2022年7月14日（木）　午前　職種別　午後　総合グループワーク

第２回目　2022年9月15日（木）　午前　職種別　午後　総合グループワーク
第３回目　2022年12月15日（木）  午前　職種別　午後　総合グループワーク
第４回目　2022年2月16日（木）　午前　職種別　午後　総合グループワーク

備考

2022/4/15 （2022/5/6確認） 作成者 渡辺恒二 (田沼順子)

「アドバンストコースI(動画)」と「アドバンストコースII(ライブ講義)」の受講と「レポート提出」を
もってアドバンストコース修了を認定する

各団体　認定単位数

抗HIV療法、頻度の高い日和見疾患や性感染症の診療について、ガイドラインに沿って解説するとともに、実際に起こり得る状
況に応じた対応方法を学びます。ガイドライン理解と、実際の診療現場で役立つ知識の習得をめざす。

作成日・最終更新日

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件



2022年 10⽉ 更新予定時期 2023年 4⽉

アドバンストコース コース責任者 ACC 杉野

動画+ライブ講義+レポート 総講義時間 9時間

看護師（基礎研修修了かつHIV看護経験2年以上） 定員 6名

R4ADT1

⽇本エイズ学会 認定看護師・指導看護師 応⽤レベル研修 15点（基礎研修と合わせて）

※本アドバンストコースは、⽇本エイズ学会が指定する応⽤レベル研修に相当します。

講義の概要とねらい

到達⽬標
・HIV看護の専⾨的な知識を習得し、根拠に基づいたケア実践ができる。
・HIV感染症患がおかれた環境や⼈間関係、価値観などが理解できる。
・これまでの看護経験とHIV看護の専⾨的臨床判断を融合させ、包括的な看護が展開できる。
・多職種の役割を理解しチーム医療の⼀員として活動できる。

プログラム
アドバンストレベルコースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間

drhiv013 安定期の管理 塚⽥ 0:15:00
drhiv014 「治療失敗」時の対応 塚⽥ 0:15:00
nr002 HIV看護 応⽤ セルフケア⽀援 ⾕⼝ 0:15:00
nr005 薬害HIV感染者の患者理解 阿部 0:15:00
nr006 薬害HIV感染者の看護 外来編 ⼤杉 0:15:00
nr007 薬害HIV感染者の看護 ⼊院編 ⽯川 0:15:00
nr009 HIV看護 サポート形成⽀援 鈴⽊ 0:15:00
nr010 患者対応のポイント 池⽥ 0:15:00
nr011 HIV看護 問診の取り⽅ ⾕⼝ 0:15:00
nr012 継続看護 杉野 0:15:19
psc003 HIV感染症診療におけるメンタルヘルスケア ⽥沼 0:07:40
psc008 薬害HIV感染者とその家族への⼼理⽀援 霧⽣ 0:16:15
psc009 セクシュアルマイノリティへの⼼理⽀援 霧⽣ 0:23:53
psc010 ⼥性への⼼理⽀援 霧⽣ 0:13:38
com002 薬害エイズ事件と裁判和解 柿沼 0:16:52
com003 HIV医療体制の確⽴とACC設置 柿沼 0:16:00
com004 ピアサポート〜HIV陽性者への⽀援とその背景 ⽣島 0:21:03
com005 ピアサポート〜MSMへの理解とその背景 ⽣島 0:26:50
com006 感染管理 〜標準予防策について〜 杦⽊ 0:12:35
com007 COVID-19のインパクトのなかでのMSMへの検査普及の取り組み 岩橋 0:18:04
com008 コミュニティセンターaktaが取り組むこと ー MSM対策の地域連携のハブ機能 岩橋 0:25:37
per001 ⼥性とHIV ⽥沼 0:09:11
per002 挙児希望者への対応 ⽥沼 0:09:34
per003 ⺟⼦感染対策 ⽥沼 0:15:40

（計24講義）
アドバンストコースII(ライブ講義)

職種別 ロールプレイ ⾕⼝・鈴⽊・杉野 1:10:00
総合 多職種合同による事例検討（グループワーク） 杉野・池⽥ 1:30:00

レポート提出       研修参加の感想や意⾒ 有り 1枚程度

実施スケジュール
アドバンストコースI(動画) 通年（前半、後半）
アドバンストコースII(ライブ講義) 年4回 第1回 2022年7⽉14⽇（⽊）午前 職種別 午後 総合グループワーク

第2回 2022年9⽉15⽇（⽊）午前 職種別 午後 総合グループワーク
第3回 2022年12⽉15⽇（⽊）午前 職種別 午後 総合グループワーク
第4回 2023年2⽉16⽇（⽊）午前 職種別 午後 総合グループワーク

備考
応⽤レベル研修の単位申請には、原則基礎コース+アドバンストコース両⽅の受講修了をもって申請可能。（2年以内に受講）
2021年度基礎コース修了者は、2022年度アドバンストコース申込可能。

2022/4/15 （2022/5/6確認） 作成者 杉野 ⽥沼

「アドバンストコースⅠ(動画)」と「アドバンストコースⅡ(職種別ロールプレイ＋多職種合同グループ
ワーク）」の受講と「レポート提出」をもって修了認定とする

各団体 認定単位数

講義とロールプレイによる疑似体験、グループワークの構成とする。HIV看護の専⾨的な知識の獲得と患者⾯談のスキルの習得、また多職
種の役割を理解しチーム医療の⼀員として活動するスキルを学ぶ。

作成⽇・最終更新⽇

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件

その場合、単位付与の移⾏措置として2022年度アドバンストコース研修終了時点に基礎コース10点→応⽤レベル研修15点に単位が変更付
与となる。



2022年 7⽉ 更新予定時期 2023年 4⽉

アドバンストコース コース責任者 ⾼鍋 雄亮

動画＋ライブ講義＋レポート 総講義時間 ３時間45分

⻭科医療従事者 定員 5名

R4ADT1

なし

講義の概要とねらい

到達⽬標
・薬害エイズ事件の歴史と、HIV感染者の背景に関して理解する。
・⻭科診療に必要なHIV感染症に関する知識を習得する。
・講義受講と動画視聴にて、⻭科診療時の感染対策に関する知識を習得する。
プログラム
⻭科コースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
com002 総合 薬害エイズ事件と裁判和解 柿沼 0:16:52
com003 総合 HIV医療体制の確⽴とACC設置 柿沼 0:16:00
com004 総合 ピアサポート〜HIV陽性者への⽀援とその背景 ⽣島 0:21:03
com005 総合 ピアサポート〜MSMへの理解とその背景 ⽣島 0:26:50
com007 総合 COVID-19のインパクトのなかでのMSMへの検査普及の取り組み 岩橋 0:18:04
com008 総合 コミュニティセンターaktaが取り組むこと-MSM対策の地域連携の岩橋 0:25:37
den001 ⻭科 総論① ⾼鍋 0:08:52
den002 ⻭科 総論② ⾼鍋 0:23:29
den003 ⻭科 各論① 丸岡 0:19:36
den004 ⻭科 各論② 丸岡 0:28:11
den005 ⻭科 動画（準備・診療・⽚付け） ⾼鍋/河合/近藤 0:16:57

（計11講義）

⻭科コースII(ライブ講義)
医師・⻭科医師によるQ&Aセッション ⾼鍋/近藤/⽥沼 1:00:00

レポート提出 研修参加の感想や意⾒ 有り 1枚程度
実施スケジュール

⻭科コースI(動画) 通年（前半、後半）
⻭科コースII(ライブ講義) 年4回 第１回⽬ 2022年7⽉13⽇（⽔） 16:00−17:00

第２回⽬ 2022年9⽉14⽇（⽔） 16:00−17:00
第３回⽬ 2022年12⽉14⽇（⽔）  16:00−17:00
第４回⽬ 2022年2⽉15⽇（⽔） 16:00−17:00

備考

2022/4/11 （2022/5/6確認） 作成者 ⾼鍋 雄亮 (⽥沼)

「⻭科コースI(動画)」と「⻭科コースII(ライブ講義)」の受講と「レポート提出」を
もって⻭科コース修了を認定する

各団体 認定単位数

HIV感染症診療に携わる⻭科医療従事者を対象に、HIV感染症に関する歴史・背景と⽀援⽅法、⻭科診療時に必要な知識
を学ぶ。

作成⽇

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件



2022年 4⽉ 更新予定時期 2023年 4⽉

アドバンスコース コース責任者 NCGM 増⽥

動画+ライブ講義+レポート 総講義時間 7時間45分

薬剤師 定員 18名（医師と併せて）

R4ADT1

⽇本病院薬剤師会 認定薬剤師・専⾨薬剤師 申請時3.75単位 更新時最⼤7.25単位

講義の概要とねらい

到達⽬標
・HIV感染症の管理について理解する。
・⽇和⾒感染症の治療、管理について学習する。
・HIV感染症とメンタルヘルスについて理解する。
・HIV感染症と薬害について学ぶ。
・HIV感染症患者のサポートについて学習する。
・HIV感染⼥性の妊娠、出産による安全性を確保するため、周産期の対応について学習する。

プログラム
アドバンストコースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
drhiv013 安定期の管理 塚⽥ 0:08:28
drhiv014 「治療失敗」時の対応 塚⽥ 0:09:15
drgb013 ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)① ⻘⽊ 0:15:55
drgb014 ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)➁ ⻘⽊ 0:26:38
drgb015 結核・⾮結核性抗酸菌症① HIV 感染者における結核 渡辺 0:13:51
drgb016 結核・⾮結核性抗酸菌症② HIV感染者における⾮結核性抗酸菌症 渡辺 0:17:00
drgb017 結核・⾮結核性抗酸菌症③ 抗酸菌治療における注意点 渡辺 0:14:26
drgb018 結核・⾮結核性抗酸菌症④ 抗HIV療法の開始時期と免疫再構築症候群 渡辺 0:19:54
drgb019 サイトメガロウイルス感染症 ⽔島 0:19:40
drgb020 HHV8感染症 ⽔島 0:19:32
drgb021 中枢神経合併症① 柳川 0:08:51
drgb022 中枢神経合併症② 柳川 0:17:08
psc003 HIV感染症診療におけるメンタルヘルスケア ⽥沼 0:07:40
com002 薬害エイズ事件と裁判和解 柿沼 0:16:52
com003 HIV医療体制の確⽴とACC設置 柿沼 0:16:00
com004 ピアサポート〜HIV陽性者への⽀援とその背景 ⽣島 0:21:03
com005 ピアサポート〜MSMへの理解とその背景 ⽣島 0:26:50
com007 COVID-19のインパクトのなかでのMSMへの検査普及の取り組み 岩橋 0:18:04
com008 コミュニティセンターaktaが取り組むこと ー MSM対策の地域連携のハブ機能 岩橋 0:25:37
per001 ⼥性とHIV ⽥沼 0:09:11
per002 挙児希望者への対応 ⽥沼 0:09:34
per003 ⺟⼦感染対策 ⽥沼 0:15:40

（計22講義）
アドバンストコースII(ライブ講義)

職種別 ⽇和⾒疾患 照屋 1:30:00
総合 多職種合同によるグループワーク 担当講師 1:00:00

レポート提出 研修参加の感想や意⾒ 有り 1枚程度
実施スケジュール

アドバンストコースI(動画) 通年（前半、後半）
アドバンストコースII(ライブ講義) 年4回 第１回⽬ 2022年7⽉14⽇（⽊） 午前 職種別 午後 総合グループワーク

第２回⽬ 2022年9⽉15⽇（⽊） 午前 職種別 午後 総合グループワーク
第３回⽬ 2022年12⽉15⽇（⽊）  午前 職種別 午後 総合グループワーク
第４回⽬ 2023年2⽉16⽇（⽊） 午前 職種別 午後 総合グループワーク

備考

2022/4/15 （2022/5/6確認) 作成者 増⽥純⼀ (⽥沼)

「アドバンストコースI(動画)」と「アドバンストコースII(ライブ講義)」の受講と「レポート提出」を
もってアドバンストコース修了を認定する

各団体 認定単位数

HIV感染症に従事している実務経験者を対象とし、HIV感染症の管理、⽇和⾒感染症治療、周産期対応など、治療だけでなくHIV感染症ケア全般
について、より実践的な内容を学習する。

作成⽇・最終更新⽇

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件



2022年 8⽉ 更新予定時期 2023年 ４⽉

周産期⼩児コース コース責任者 ACC 杉野

動画+ライブ講義＋レポート 総講義時間 3時間

全職種 定員 50名

R4SS

なし

講義の概要とねらい

到達⽬標
・HIV感染症の基本知識が取得できる。
・HIV⺟⼦感染予防対策の実践に必要な産科・⼩児・助産の知識や技術を習得できる。
・⾃施設にHIV妊婦が受診した場合の受け⼊れ体制について検討できる。
・妊娠や出産を希望するHIV感染者への⽀援について理解できる。
プログラム
周産期⼩児コースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
OP001 はじめに 岡 0:09:10
drhiv001 HIV感染症概論 塚⽥ 0:11:08
per001 ⼥性とHIV ⽥沼 0:09:11
per002 挙児希望者への対応 ⽥沼 0:09:34
per004 HIV感染妊婦の産科管理 定⽉ 0:27:47

HIV感染妊婦から出⽣した児の管理① 
周産期・⼩児コース⼩児科資料映像：分娩時の⺟⼦感染症処置と新⽣児蘇⽣法

per006 HIV感染妊婦から出⽣した児の管理② ⽥中 0:12:25
per007 HIV感染妊婦の周産期ケアと分娩（病棟） ⼭⼝ 0:12:35
per008 周産期・⼩児コース助産師資料：HIV患者出産における助産師の動き ⼭⼝ 0:15:50
per009 HIV感染妊婦と出⽣児に対する⽀援 杉野 0:12:03

（計10講義）
周産期⼩児コースII(ライブ講義)

事前質問＆当⽇質問のQ&A形式 杉野/定⽉/⽥中/⽥沼 1:00:00
レポート提出 参加した感想や講義への意⾒ 有り 1枚程度
実施スケジュール
周産期⼩児コースI(動画) ライブ講義2カ⽉前より開講 2022年8⽉開講
周産期⼩児コースII(ライブ講義) 年1回 応募多数の場合、臨時で追加する 2022年10⽉6⽇（⽊）14:30−15:30

備考
施設単位での研修受講の希望があれば、この期間以外での研修受講できるようにする。（例えば⾃由視聴+ライブ講義）
講義資料・・・HIV⺟⼦感染予防マニュアル・HIV感染妊娠に関するガイドライン

2022/4/12 （2022/5/6確認） 作成者 定⽉みゆき （⽥沼）

「周産期・⼩児医療コースⅠ(動画)」と「周産期・⼩児医療コースⅡ(ライブ講義)」の受講と「レポート提出」
をもって修了認定とする

各団体 認定単位数

⽇本でのHIV⺟⼦感染予防対策のマニュアルやガイドラインに基づき、HIV感染症の産科、⼩児科領域の知識について、動画視聴とライブ講義質
疑応答を組み合わせて学ぶ。⽇本ではHIV感染妊婦のケアを経験する機会が限られているが、実際の分娩場⾯の動画を視聴してもらうことで、臨
場感のある研修を実現している。

作成⽇・最終更新⽇

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件

per005 兼重 0:05:57



2022年 10⽉ 更新予定時期 2023年 4⽉

⼼理職（カウンセラー）コース コース責任者 ACC ⽊村

総講義時間 5時間

定員 10名

R4PSY

公益財団法⼈ ⽇本臨床⼼理⼠資格認定協会が定める資格更新ポイント申請予定

※ ⽇本臨床⼼理⼠資格認定協会が定める開催要件を満たした場合のみ申請予定

講義の概要とねらい

到達⽬標
・講義の受講を通して，HIV感染症の⼼理⽀援における基礎的な知識を習得する。
・HIV感染症患者に特徴的な⼼理社会的な患者背景を理解し，その⼼理⽀援について考えることができる。
・HIV感染症の⼼理臨床における新たな気づきや疑問を持ち，それについて考察できる。

プログラム
⼼理職コースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
OP001 はじめに 岡 0:09:10
drhiv001 HIV感染症概論 塚⽥ 0:11:08
nr001 HIV感染症診療における看護師の役割 池⽥ 0:09:28
med001 HIV診療における薬剤師の役割① 増⽥ 0:13:35
scl001 HIV診療における社会資源の活⽤ ソルダノ 0:15:08
psc001 HIV診療における⼼理職の役割①HIV感染症と精神疾患 ⼩松 0:18:18
psc002 HIV診療における⼼理職の役割②⼼理職の役割 ⽊村 0:09:38
psc003 HIV感染症診療におけるメンタルヘルスケア ⽥沼 0:07:40
psc004 HIV診療における⼼理⽀援の実際 ⼩松 0:18:10
psc005 HIV診療における⼼理⽀援概論 ⼩松 0:12:01
psc006 HIV感染症患者の⼼理①治療過程 ⽊村 0:19:16
psc007 HIV感染症患者の⼼理②ライフサイクル ⽊村 0:17:41
psc008 薬害HIV感染者とその家族への⼼理⽀援 霧⽣ 0:16:15
psc009 セクシュアルマイノリティへの⼼理⽀援 霧⽣ 0:23:53
psc010 ⼥性への⼼理⽀援 霧⽣ 0:13:38
com001 薬害HIV感染者の現状と救済医療 ⼤⾦ 0:18:30

（計16講義）
⼼理職コースII(ライブ講義)

HIV感染症⼼理臨床における架空の事例検討 ⽊村 1:30:00
レポート提出 研修参加の感想や意⾒ 有り 1枚程度
実施スケジュール
⼼理職コースI(動画)  ライブ講義2カ⽉前より開講 2022年8⽉開講
⼼理職コースII(ライブ講義) 年1回 2022年10⽉13⽇（⽊）14:00ｰ15:30

備考

2022/4/1 (2022/5/6確認) 作成者 ⽊村 聡太 （⽥沼）

「⼼理コースI(動画)」と「⼼理コースII(ライブ講義)」の受講と「レポート提出」をもって⼼理
コース修了を認定する

各団体 認定単位数

HIV感染症診療に初めて携わる⼼理職，およびHIV感染症の⼼理臨床に携わって間もない⼼理職を対象にしたコースである。HIV
感染症の⼼理臨床全般における基礎知識を学ぶ。

作成⽇・最終更新⽇

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件

⼼理職

動画+ライブ講義+レポート



2022年 更新予定時期 2023年 4⽉

地域⽀援者コース コース責任者 鈴⽊

動画+ライブ講義(シンポジウム)+レポート 総講義時間 3時間

全職種 定員 なし

R4TS

⽇本エイズ学会 認定看護師・指導看護師 基礎レベル研修 5点

講義の概要とねらい

到達⽬標
・HIV感染症の治療、感染対策、⽀援内容について基礎的な知識を取得する。
・HIV感染症患者が利⽤できる社会制度を理解することができる。

・HIV感染症患者の地域⽀援の実際を学び、⾃施設で受け⼊れる際のイメージを持つことができる。
プログラム
地域⽀援者コースI(動画)
動画No. 講義名 講師 講義時間
OP001 HIV感染症 はじめに 岡 0:09:10
drhiv001 HIV感染症 HIV感染症概論 塚⽥ 0:11:08
nr012 HIV感染症患者の在宅療養⽀援 鈴⽊ 0:10:07
scl001 社会 HIV診療における社会資源の活⽤ ソルダノ 0:15:15
psc006 メンタルヘルス HIV感染症患者の⼼理② ⽊村 0:17:41
psc007 メンタルヘルス HIV感染症患者の⼼理① ⽊村 0:19:16
com006 総合 感染管理 標準予防策について 杦⽊ 0:12:35

（計7講義）
地域⽀援者コースII(ライブ講義)

シンポジウム 外部講師・⾕⼝・ 1:30:00
レポート提出 研修参加の感想や意⾒ 有り 1枚程度
実施スケジュール
地域⽀援者コースⅠ（動画） 通年 2022年8⽉開講
地域⽀援者コースⅡ（シンポジウム） 年1回 2022年10⽉20⽇（⽊）13:30ｰ15:00

備考

2022/4/19 （2022/5/6確認) 作成者 池⽥ （⽥沼）

地域⽀援者コースⅠ（動画）と地域⽀援者コースⅡ（シンポジウム）とレポート提出をもって
修了認定とする

各団体 認定単位数

HIV感染者の地域⽀援に必要な基礎知識や地域医療連携の実践例について学び、HIV感染者の地域医療の⽀援の実際に役⽴
てる。

作成⽇・最終更新⽇

開講時期

コース名

講義形態

対象

管理コード

修了認定要件

・HIV感染症患者の特徴を理解し、在宅療養に必要な⽀援を提供するために院内外の多職種の役割を理解することができ
る。
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