
①感染力：HIV感染症の感染力は、B型肝炎やC型肝炎に比べて非常に弱く、歯科診療か
ら感染した事例はありません。また、お願いする患者さんは、治療によりウイルス量
が少なくコントロールされている方（検出限界以下）です。

②スタンダードプレコーション：申告できない患者さん、感染に気付いていない患者
さんが受診している可能性があります。そのためにも、標準予防策（スタンダードプ
レコーション）が大切になります。

③異常所見の精査依頼：口腔内に異常所見があった場合には、HIV感染症に関連した症
状の可能性もあり、対応に困るはずです。異常所見に気付いたら早目に大学病院な
どへ紹介し、初期対応を依頼してください。病診連携（大学病院への紹介）は応召義
務違反（診療拒否）ではありません。

④情報交換：ネットワークを活用することにより、患者さんの最新の情報（全身状態、
内服状況、注意点、等）を共有することが可能となります。；本来の目的です。

①病状照会：歯科医師を信頼してHIV感染を申告し、内科主治医と情報交換してもらう
ことで、安全で安心な歯科治療を受けることができます。

②利便性：口腔内管理を近所の歯科医院で行ってもらうことで、頻回の通院が可能と
なり、経時的な口腔内評価を行うこともできます。（かかりつけ歯科医）

③専門性：HIV感染症により唾液分泌が低下するため、う蝕や歯周病に罹患しやすい口
腔環境にあります。かかりつけ歯科医により、う蝕や歯周病の予防、口腔内所見から
病状の進行（カンジダ症等）の評価、PMTC＊等の専門的なメインテナンスを実践で
きます。

E-mail hiv-support@dent.niigata-u.ac.jp　TEL 025-227-2885
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野 〒951-8514　新潟県新潟市中央区学校町通2-5274

ご質問・情報提供希望は下記までお知らせください。

 

ネットワークはHIV/AIDS患者さんが安心して歯科治療を
受けられるのみではなく、歯科医師にとっても多くのメリットがあります。

抗HIV薬は非常に良く効きます。
（日本では内服開始半年以内に90％以上でウイルスは検出限界以下になります）
ウイルスが検出限界以下であれば、他の人にうつす危険はありません（U＝U）。
ネットワークでお願いする患者さんは検出限界以下の方です。
針刺し事故時は安心のために予防内服も可能です（配備病院）。
HIVよりももっと気にすべき微生物がいる可能性があります（標準予防策）。
また、もっと気にすべき全身状態があります（血友病等）。
連絡先：hiv-support@dent.niigata-u.ac.jp

歯科医師に

気付いて
欲しいこと

HIV/AIDS
患者さんに
気付いて
欲しいこと

歯科医療ネットワークへの参加は、決して強制ではありません。最終的には医院の
開設責任者である院長先生の考え方に依ります。ネットワークの必要性、重要性、
そして情報のないことの危険性、等を十分に理解した上で、受入れを決めるのは院
長先生です。

は じ め に

歯科医療ネットワークの
理解と拡充に向けて
歯科医療ネットワークの
理解と拡充に向けて

北関東・甲信越ブロック

後援：北関東・甲信越地方ブロックエイズ対策促進事業

＊PMTC : Professional Mechanical Tooth Cleaning
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拠点病院以外の救急指定病院

●厚生連村上総合病院（村上市） 0254-53-2141

●中条中央病院（胎内市） 0254-44-8800

●あがの市民病院（阿賀野市） 0250-62-2780

●厚生連豊栄病院（新潟市） 025-386-2311

●済生会新潟第二病院（新潟市） 025-233-6161

●魚沼市立小出病院（魚沼市） 025-792-2111

●南部総合病院（五泉市） 0250-58-6118

●県立津川病院（阿賀町） 0254-92-3311

●県立加茂病院（加茂市） 0256-52-0701

●厚生連長岡中央綜合病院（長岡市） 0258-35-3700

●町立湯沢病院（湯沢町） 025-780-6543

●県立十日町病院（十日町市） 025-757-5566

●厚生連柏崎総合医療センター（柏崎市） 0257-23-2165

●新潟労災病院（上越市） 025-543-3123

●厚生連上越総合病院（上越市） 025-524-3000

●厚生連けいなん総合病院（妙高市） 0255-72-3161

●厚生連糸魚川総合病院（糸魚川市） 025-552-0280

●厚生連佐渡総合病院（佐渡市） 0259-63-3121

針刺し・刺傷事故時の対応（新潟県）針刺し・刺傷事故時の対応（新潟県）HIV感染者の歯科医療情報交換会(2021)より
北関東甲信越ブロック

●暴露源の状態：要注意
　AIDS発症者*
　血中HIV-RNA量1500コピー以上*

●暴露の状況
　軽傷：非中空針、非採血針（歯科局麻針での刺傷等）
　重症*：太い中空針（輸血・採血後）
　　　　肉眼で血液の付着確認可
　　　　血管に刺した針
　　　　深い針刺し

予防内服にあたり確認すべき状況

→予防内服を行うか決断（本人）
　*1回目を刺傷事故後2時間以内（できるだけ早く）に内服が
　　推奨されています。

→内服薬は右記の病院にあります

平成22年9月9日付け基発0909第1号
厚生労働省労働基準局長通達「労災保険
におけるHIV感染症の取扱いについて」
により、抗HIV薬の投与について、針刺し
事故等の受傷後からの一連の処置として、
労災保険の保険給付として認められるこ
とになっています。

新潟県25病院（拠点病院7、その他の救急指定病院18）に
各2日分の薬剤を配置

新潟県の拠点病院

●新潟大学医歯学総合病院（新潟市） 025-223-6161

●国立病院機構西新潟中央病院（新潟市） 025-265-3171

●新潟市民病院（新潟市） 025-281-5151

●長岡赤十字病院（長岡市） 0258-28-3600

●県立新発田病院（新発田市） 0254-22-3121

●県立中央病院（上越市） 025-522-7711

●魚沼基幹病院（魚沼市） 025-777-3200

計25か所、県内各地に配置

●新潟県内予防内服薬配置病院分布図
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令和3年度 HIV医療講習会(お知らせ)
令和4年  2月3日㈭  15:00-17:00 （web）「HIV/AIDSの最新情報と歯科での対応」

詳細は新潟県歯科医師会 HIV医療講習会担当係(TEL:025-283-3030)までお問い合わせください。
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ご質問・情報提供希望は下記までお知らせください。

 

ネットワークはHIV/AIDS患者さんが安心して歯科治療を
受けられるのみではなく、歯科医師にとっても多くのメリットがあります。

抗HIV薬は非常に良く効きます。
（日本では内服開始半年以内に90％以上でウイルスは検出限界以下になります）
ウイルスが検出限界以下であれば、他の人にうつす危険はありません（U＝U）。
ネットワークでお願いする患者さんは検出限界以下の方です。
針刺し事故時は安心のために予防内服も可能です（配備病院）。
HIVよりももっと気にすべき微生物がいる可能性があります（標準予防策）。
また、もっと気にすべき全身状態があります（血友病等）。
連絡先：hiv-support@dent.niigata-u.ac.jp

歯科医師に

気付いて
欲しいこと

HIV/AIDS
患者さんに
気付いて
欲しいこと

歯科医療ネットワークへの参加は、決して強制ではありません。最終的には医院の
開設責任者である院長先生の考え方に依ります。ネットワークの必要性、重要性、
そして情報のないことの危険性、等を十分に理解した上で、受入れを決めるのは院
長先生です。

は じ め に

歯科医療ネットワークの
理解と拡充に向けて
歯科医療ネットワークの
理解と拡充に向けて

北関東・甲信越ブロック

後援：北関東・甲信越地方ブロックエイズ対策促進事業

＊PMTC : Professional Mechanical Tooth Cleaning
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http://www.dent.niigata-u.ac.jp/surgery2/hiv-dent-info/ 


