
HIV／エイズ相談対応団体リスト

参照：HIV検査相談マップ（https://www.hivkensa.com/mb/soudan/）

HIV/エイズについて

曜日 毎日

時間 24時間

電話番号 045-335-4343
団体名 社会福祉法人 横浜いのちの電話

曜日 月から金
（祝祭日を除く）

時間 10:00 - 13:00
14:00 - 17:00

電話番号 0120-177-812
03-5259-1815（携帯電話の方）

団体名 公益財団法人 エイズ予防財団

曜日 月から金
（祝祭日を除く）

時間 9:00 - 21:00
曜日 土･日･祝日

時間 14:00 - 17:00
電話番号 03-3292-9090
団体名 東京都（東京都エイズ電話相談）

曜日 月、水、金（祝日、年末年始除く）

時間 10:00 - 16:00
電話番号 048-764-3030
団体名 埼玉県エイズホットライン

曜日 火

時間 19:00 - 22:00
電話番号 0120-812-606
団体名 NPO法人レッドリボンさっぽろ

曜日 火

時間 19:00 - 21:00
電話番号 073-474-3222
団体名 エイズサポートネットわかやま

曜日 水

時間 18:00 - 21:00
電話番号 045-201-8808
団体名 AIDSネットワーク横浜

曜日 木

時間 18:00 - 20:00
電話番号 052-831-2228



HIV／エイズ相談対応団体リスト

団体名 HIVと人権・情報センター 中部（名古屋）

曜日 金

時間 18：00 - 20：00
電話番号 06-4708-3137
団体名 HIVと人権・情報センター 関西

曜日 土

時間 15:00 - 18:00
電話番号 045-201-8808
団体名 AIDSネットワーク横浜

曜日 土

時間 16:00 - 19:00
電話番号 03-5685-9644
団体名 ライフ・エイズ・プロジェクト

曜日 土（第2・第4）
時間 18:00 - 21:00

電話番号 022-766-8699
団体名 東北HIVコミュニケーションズ

曜日 日

時間 9:00 - 16:00
電話番号 082-242-0812
団体名 広島県エイズホットライン（広島エイズダイアル）

曜日 日

時間 13:00 - 17:00
電話番号 03-3361-8909
団体名 ぷれいす東京

曜日 第4日
時間 14:00 - 17:00

電話番号 043-290-4278
団体名 エイズ・サポート千葉

HIV陽性者の方

曜日 月から金

時間 10:00 - 16:00
電話番号 03-5228-1239
団体名 社会福祉法人はばたき福祉事業団

曜日 月から土

時間 13:00 - 19:00



HIV／エイズ相談対応団体リスト

電話番号 0120-02-8341
団体名 ぷれいす東京（厚生労働省委託事業）

曜日 月

時間 16:00 - 19:00
電話番号 03-5259-0619
団体名 HIVと人権・情報センター 東京

曜日 月・水（祝祭日を除く）

時間 19:00 - 21:00
電話番号 06-6358-0638
団体名 HIVサポートライン関西（CHARM）

曜日 第1・3日
時間 13:00 - 15:00

電話番号 0120-812-606
団体名 NPO法人レッドリボンさっぽろ

ピア電話相談

曜日 木、土

時間 12:00 - 19:00
電話番号 090-7993-9447
団体名 りょうちゃんず

法律相談（感染経路等の限定はなし）

曜日 月～金（予約制）

時間 12:00 - 24:00
電話番号 03-3383-5556
団体名 NPO法人アカー（動くゲイとレズビアンの会）

HIV陽性の同性愛者専用

曜日 火・水・木 ※祝日を除く

時間 20:00 - 22:00
電話番号 03-3380-2269
団体名 NPO法人アカー（動くゲイとレズビアンの会）

パートナー・ご家族の方

曜日 月から金

時間 10:00 - 16:00
電話番号 03-5228-1239
団体名 社会福祉法人はばたき福祉事業団

曜日 月から土

時間 13:00 - 19:00
電話番号 0120-02-8341



HIV／エイズ相談対応団体リスト

団体名 ぷれいす東京（厚生労働省委託事業）

曜日 月

時間 16:00 - 19:00
電話番号 03-5259-0619
団体名 HIVと人権・情報センター 東京

曜日 月・水（祝祭日を除く）

時間 19:00 - 21:00
電話番号 06-6358-0638
団体名 HIVサポートライン関西（CHARM）

曜日 第1・3日
時間 13:00 - 15:00

電話番号 0120-812-606
団体名 NPO法人レッドリボンさっぽろ

同性愛者の方

曜日 火・水・木 ※祝日を除く

時間 20:00 - 22:00
電話番号 03-3380-2269
団体名 NPO法人アカー（動くゲイとレズビアンの会）

曜日 第1水
時間 21:00 - 23:00

電話番号 050-5539-0246
団体名 同性愛者医療・福祉・教育・カウンセリング専門家会議

曜日 第2・4土
時間 19:00 - 21:00

電話番号 03-5259-0750
団体名 HIVと人権・情報センター 東京

男性同性愛者（ゲイ）専用

曜日 土

時間 19:00 - 21:00
電話番号 03-5386-1575
団体名 ぷれいす東京

外国語を使われる方

曜日 毎日

時間 9:00 - 23:00
電話番号 03-5774-0992
団体名 Tokyo English Life Line（英語）
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曜日 月から金

時間 10:00 - 15:00
電話番号 03-6233-9266
団体名 AMDA国際医療情報センター

（原則として、やさしい日本語での対応）

曜日 月、水、金

時間 10:00 - 17:00
電話番号 050-3424-0195
団体名 シェア＝国際保健協力市民の会（SHARE）（英語）

曜日 木

時間 10:00 - 17:00
電話番号 080-3723-5798
団体名 CRIATIVOS（ポルトガル語、スペイン語）

曜日 火

時間 16:00 - 20:00
電話番号 06-6354-5901
団体名 CHARM（スペイン、ポルトガル語、英語）

曜日 水

時間 16:00 - 20:00
電話番号 06-6354-5901
団体名 CHARM（タイ語）

曜日 木

時間 9:00 - 16:00
電話番号 080-3791-3630
団体名 TAWAN（タイ語）

曜日 木

時間 16:00 - 20:00
電話番号 06-6354-5901
団体名 CHARM（フィリピン語、英語）

曜日 第1土
時間 12:00 - 15:00

電話番号 03-5259-0256
団体名 HIVと人権・情報センター 東京（英語）

曜日 土

時間 17:30 - 22:00
電話番号 080-3791-3630
団体名 シェア＝国際保健協力市民の会（SHARE）（タイ語）

※TAWANが担当
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曜日 火、水

時間 9:00 - 12:00 /
13:00 - 17:15

電話番号 045-316-2770
団体名 多言語ナビかながわ（英語）

曜日 月、木

時間 9:00 - 12:00 /
13:00 - 17:15

電話番号 045-316-2770
団体名 多言語ナビかながわ （タガログ語）

曜日 月、木

時間 9:00 - 12:00 /
13:00 - 17:15

電話番号 045-316-2770
団体名 多言語ナビかながわ （中国語）

曜日 木、金

時間 9:00 - 12:00 /
13:00 - 17:15

電話番号 045-316-2770
団体名 多言語ナビかながわ （ベトナム語）

曜日 水、金

時間 9:00 - 12:00 /
13:00 - 17:15

電話番号 045-316-2770
団体名 多言語ナビかながわ （スペイン語）

曜日 月から金

時間 9:00 - 12:00 /
13:00 - 17:15

電話番号 045-316-2770
団体名 多言語ナビかながわ（やさしい日本語）


