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第１０回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都をふりかえって
2020年も、前年に引き続き龍谷大学和顔館で、第10回AIDS文化フォーラムin京都を開催予定でし
た。しかし、2020年初頭から新型コロナウイルス感染症が広がり、感染予防のために対面でのフォーラム
開催は断念せざるを得なくなりました。そして、全体会のみ、Web開催といたしました。
龍谷大学深草キャンパスの顕真館という立派な講堂を、Web配信場所としてお借りし、ZOOMを使っ
て各地の方々を結んだフォーラムを行い、YouTubeで発信いたしました。また開催後もアーカイブとして
公開しました。
フォーラムのテーマは昨年に引き続き、“「つなぐ」「つながる」今、できること”にいたしましたが、コロナ
禍の中で、とてもふさわしいテーマと考えました。そして全体会のテーマは「HIVから学ぶ、新型コロナウ

イルス感染症への対応～持続可能な共生を目指して」にしました。フォーラム発足当初からの主要メン
バーで、多くのHIV陽性者の診療を行い、かつ現在大阪市立総合医療センターにて、新型コロナウイル
ス診療最前線で活躍中の白野倫徳先生に基調講演をお願いし、その後横浜から岩室紳也先生にも加
わっていただき、対談を行いました。人と人が新型コロナウイルスでつながれなくなる中で、いまこそ一
人ひとりの思いを、支え合い、尊重される社会を作りたい。Only oneが大切にされる、多様性と関係性
で支え合う、愛情・関心・褒め言葉があふれる地域づくりをしたいという思いを
新たにいたしました。
ライブ、アーカイブ併せて、800名以上の方々にご視聴いただきました。
今までAIDS文化フォーラムで語り合っていた事柄が、新型コロナウイルス感

染症対応にも同じように活かせると実感いたしました。
それでは、開催の記録をご覧ください。
AIDS 文化フォーラム in 京都 運営委員会
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第10回AIDS文化フォーラムin京都プログラム
日時：10月11日（日）14時～16時
テーマ： 「つなぐ」「つながる」今、できること
１．開会式
開会イベント： テーマソング演奏 江藤天音
開会の挨拶、各地のAIDS文化フォーラムからの応援メッセージ
２．全体会
「HIVから学ぶ、新型コロナウイルス感染症への対応～持続可能な共生を目指して」
①基調講演：
「新型コロナウイルス対策とエイズ〜変わったことと変わっていないこと〜」
大阪市立総合医療センター 感染症内科 医師 白野倫徳
②対談
白野倫徳（大阪市立総合医療センター 感染症内科）
岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）
中川拓也（京都府健康対策課）
大野聖子（京都第一赤十字病院 感染制御部）
３．閉会式
閉会の挨拶
＊YouTubeライブ配信後、アーカイブで公開

主催：AIDS文化フォーラムin京都運営委員会
共催：京都府、京都市
会場提供：龍谷大学深草キャンパス顕真館
協賛：ヴィーブヘルスケア株式会社、塩野義製薬株式会社
AIDS文化フォーラムin横浜、京都の企画は、（公財）エイス予防財団の助成金の支
援を受けて実施しました。
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開会式
司会： 京都第一赤十字病院看護専門学校/赤十字
京都ユース 堀之内 潤、 本山智衣
開会の挨拶： 事務局長 大野聖子
テーマソング演奏： 江藤天音（東京から）
各地のAIDS文化フォーラムiからの応援メッセージ：
陸前高田

佐々木亮平、

横浜

伊東和子、

名古屋

籠谷倫親、

佐賀

古川潤哉

江藤天音さん
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陸前高田

横浜

名古屋

佐賀

新型コロナウイルス対策とエイズ
〜変わったことと変わっていないこと〜
白野倫徳（大阪市立総合医療センター感染症内科 医師）

発 生 し、外 国 人
や性産業従事者

10年目を迎えたエイズ文化フォーラム in 京都ですが、一 な ど に 対 す る ス
貫して、HIV・エイズに対する予防啓発および陽性者支援を ティグマが生まれ
二つの軸として取り組んできました。そして節目の10回目と ました。
なる今回は、例年以上に盛大なものとなることが期待されて

このような感染

いました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大に 症に対するスティ
伴い、イベント開催による感染リスク、会場となる大学キャン グマは、エイズが

パスの使用困難もあり、開催が危ぶまれました。運営委員会 報 告 さ れ て か ら
で熱く議論し、最終的には、コロナ禍にあっても本フォーラム 40 年 近 く た っ た
でメッセージを発信していくことの重要性を考慮し、「新型コ 現在においても、
ロナウイルスとエイズ」に焦点を当て、全体会だけという形で 変 わ っ て い ま せ
開催されました。

ん。世 界 保 健 機

2019年12月に中華人民共和国湖北省武漢市において原 関（WHO）は 新
因不明の肺炎患者が多発していることが報告され、2020年1 型コロナウイルス
月に新型コロナウイルスによる感染症であると確認されまし に対するスティグ
た。この感染症は瞬く間に日本を含む世界中に拡大しまし マ の 原 因 を、1）
た。東京オリンピック・パラリンピックが延期されたり、全国に 新 し い、未 だ 不
緊急事態宣言が発出され、さまざまな経済活動が停止したり 明な点が多い疾
と、社会に多大なる影響を及ぼしました。医療現場では、指 患である、2）私たちはしばしば未知のものを恐れる、3）その
定された一部の医療機関のみで感染者を受け入れることと 恐怖を「他者」と関連付けるのは容易である、と分析していま
なりましたが、受け入れ医療機関は負担が増え、他の救急 す。スティグマは感染者を心理的に追い込み、診断、治療の
医療や手術を制限するなどしたため、医療崩壊が叫ばれま 妨げとなるほか、疫学調査で本当のことを言いにくくなるな
した。感染者やそのケアにあたる医療従事者に対するスティ ど、公衆衛生上の対策の妨げにもつながります。医療従事
グマも社会問題化しました。医療現場から外に目を向ける 者や支援者へのスティグマは、疲弊、モチベーションの低下
と、経済的打撃から生じうるうつ病や自殺の増加、家族関係 につながります。インターネットのなかった1980年代には、情
の変化による暴力や虐待の増加、休校によって生じる学業 報が少ないため不安を抱く人が多かったり、根拠のない噂が
の遅れやネット依存の問題、活動が制限されるために起こる ゆっくり広がったりした社会背景があるでしょう。一方、現在
高齢者の認知機能の衰えなど、さまざまな社会問題が生じ ではインターネットにより瞬時に正確な情報にアクセスできる
ました。現在においても、社会は未知のウイルスに対してあ 反面、情報があふれすぎて取捨選択が困難であり、誤った
まりにも脆弱であったことが浮き彫りとなりました。

情報・根拠のない噂はSNSなどを通じて瞬時に拡散します。

さて、世界初のエイズ患者さんが米国で報告されたのが 1980年代とはまた違った困難さを抱えています。
1981年でした。当時、「ゲイ男性の間で流行する奇病」という

私たちはこれからの時代、どのようにして感染症と付き合っ

位置づけで、ゲイ関連免疫不全(GRID)と呼ばれた時期があ ていけばいいのでしょうか。コロナ禍により、自分で考えて動
りました。4つのH：Homosexuality among males（男性同性 く人とそうでない人の格差がますます拡大したように思いま
愛）、Hemophilia（血 友 病）、Heroin use（ヘ ロ イ ン 使 用）、 す。「三密」を避けるとかマスクをするとかいうのは誰もが知っ
Haitian origin（ハイチ人由来）と、差別的な文脈でこれら4種 ていることです。でも、自分の生活環境に当てはめてどう行
類に該当する人がエイズの危険因子である、と語られたこと 動すればいいか、分かっているようで分かっていない人も多
もありました。新しい感染症に対する不安はその後も長く続 いように思います。政治家、メディア、そして私たち専門家
き、日本においても、ある程度感染経路や感染力の程度が も、漠然としたメッセージを示すだけでなく、もっと具体的な
明らかとなっていたにも関わらず、1986～88年にかけ、松本 感染例やその対策を示し、一緒に考えていかなければなり
事件、神戸事件、高知事件などの「エイズパニック」の事案が ません。自分は今何ができるか、何をしてはいけないか、考
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えて動かなければなりません。自分の行動がどう影響するか、 ニア大学ロサンゼルス校地理学教授ジャレド・ダイアモンド氏

想像することも大切です。若い人は、自分自身は感染しても は「エイズ禍は、コミュニティーの結束を高め、市民の活動を
軽症で済むでしょう。でも、たとえば大学生なら、大学でクラス 後押しすることになった。」と述べています。エイズ禍をきっか
ターが発生すると、授業や課外活動が制限されます。風評被 けに、「エイズ文化フォーラム in 横浜」が生まれ、その精神が
害にあったり、就職にも影響したりするかもしれません。職場 京都を始め各地に受け継がれています。コロナ禍の今、人と
であれば、休むことで迷惑をかけることになりますし、職場が 人のつながりがより大切になっています。適切な感染対策を
風評被害を受けるかもしれません。家庭や職場に年配の人 講じたうえで対面したり、オンラインシステムを活用したりし
や持病がある人がいれば、感染させると命に関わるかもしれ て、つながりを維持していかなければなりません。エイズ禍か
ません。そういったことを想像すれば、自分がどう行動すべき ら学び、あらためてコミュニティーの結束を高め、コロナ禍に
か見えてくるはずです。思考停止に陥り、すべての行動を制 立ち向かっていきましょう。
限する必要はありませんが、感染リスクを少しでも減らすため
にはどのように利用すればいいか、どのような場合は利用す 団体連絡先：白野 倫徳
べきではないか、自分で考えて行動することが求められま 大阪市立総合医療センター感染症内科
〒534-0021大阪市都島区都島本通2-13-22
す。
TEL 06-6929-1221 Email shirano@wonder.ocn.ne.jp
世界的ベストセラー「銃・病原菌・鉄」の著者で、カリフォル

対談
白野倫徳（大阪市立総合医療センター 感染症内科）

ンドーム、ノーセックス、個人用注射器）の遮断・回避

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）

を、まずするべきでした。このことが偏見・差別をう

中川拓也（京都府健康対策課）

み、正確な理解を妨げたと思います。これを新型コロナ

大野聖子（京都第一赤十字病院）

ウイルスに当てはめると「感染機会」の回避（面会・会
食禁止、夜の街営業自粛、３密回避、ソーシャルディス

岩室さん

HIV対策の歴史において、「感染機会」と「感染経路」
が別々に議論されていたため、感染予防が混乱した経験
があります。感染予防の方法としては「感染機会」（男
性同性間、不特定多数との性交渉、ハッテン場、静注薬
物使用）の除去、禁止ではなく、本来「感染経路」（コ

タンス）ということが正確な理解を妨げてはいないで

しょうか。本来「感染経路」（空気の流れの創出、咳・
会話エチケット、飲食・タバコ直前の手指衛生、キスエ
チケット）が重要です。つまり、当分持続するであろう
新型コロナウイルス感染症に対して、課題の根本原因・
リスクは何かを考え、それに対しどう対策しどう克服す
るかが大切と思います。
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新型コロナウイルスは、他人ごと（特定の個人のリスク それには絆が必要と、過去の薬物依存の対応の中でも学
が高い）と考えると偏見・差別につながります。逆に、 びました。それを現在新型コロナウイルスで実感してい
自分ごと（誰もが抱えているリスク）と考えると明日は ます。
わが身と思い冷静に対応することができるのです。つま
り自分を蚊帳の外においているか蚊帳の中にちゃんと位

白野さん
やはり市民の力は大きいと思います。新型コロナウイル

置づけているかの差がすごく重要と思います。
また、リスクコミュニケーションとよく言われますが、
相互の理解が大切で、その上に責任の共有、さらに信頼

スは町中で広がる感染症なので、市民一人一人の力が欠
かせないと思います。

の構築が求められています。さらに公衆衛生分野では、 大野さん
健康づくりに大事な物は、信頼、つながり、お互い様、 ソーシャル・キャピタルは東日本大震災の大変な災害の
この3つが揃っていること（ソーシャル・キャピタル） 中で発揮されたと、伝えられていますが、どのようにし
といわれています。

て機能させたのでしょうか。

白野さん

岩室さん

行政の個別対応にはどうしても限界があります。これま 被災地でもHIVでも肝心なのはフェイスツーフェイスと
でHIV領域で行政や医療機関が対応できないことには、 思います。信頼をつくるにはこれしかありません。
当事者を団体含む市民団体などが（このフォーラムのよ
うに）対応に当たってきました。

まとめ
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 中 だ か ら こ そ、つ な が る こ と

中川さん

（ソーシャル・キャピタルの育成）が重要で、そのため
現在、行政はクラスター対応などのハイリスクアプロー には、感染対策の方法を正しく理解、実行した上で、工
チを行っていますが、根本原因を探って、フォーラムな 夫して、つながることを模索し続けることが大切と思
どでみんなで考えていくことが重要と思います。そして う。

閉会式
司会： 京都第一赤十字病院看護専門学校/赤十字京都 ンの開発が必要ですが、最後に必要なものが、今回の
ユース 堀之内 潤、 本山智衣
閉会の挨拶： 中川拓也（京都府健康対策課）

フォーラムの中で語られた、「信頼・つながり・お互い
様」で支え合うことと思いました。今新しい暮らし方が
必要といわれており、社会的距離を置くことが肝要です

が、心の距離が離れてしまわないようにすることが重要
現在、新型コロナウイルス感染対応を行っています と思います。目指すのは皆様の共生と思います。今後も
が、その中で患者さんや医療従事者などへの偏見・差別 フォーラムでそのことを皆で考えて行きたいと思います
が見られているように思います。それは新型コロナウイ し、来年こそはフェイスツーフェイスのフォーラムがで
ルス感染症のために人々の中に不安が広がっているせい きることを願ってやみません。

かと考えます。それを取り除くために、治療薬やワクチ
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アンケート結果

居住地

年齢

参加者からの声

職業
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第10回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都を支えた人たち
代表幹事

高折 晃史

京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学教授
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Web 配信担当
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武士

プラー

ポンキワラシン

ＡＩＤＳ文化フォーラムin横浜運営委員の皆様
ＡＩＤＳ文化フォーラムin陸前高田運営委員の皆様
ＡＩＤＳ文化フォーラムin佐賀運営委員の皆様
ＡＩＤＳ文化フォーラムin名古屋運営委員の皆様
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ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都10年をふりかえって
AIDS文化フォーラムin京都の目的は、エイズの予防と理解を深めることで、「エイズ問題の啓発」「多
様性を理解すること」「ともに生きること」を大きな柱としています。
1994 年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第 10 回国際エイズ会議」が横浜で開催された
のをきっかけに、同年、市民による市民のためのフォーラム「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜」が発足しま
した。全国各地でＨＩＶ/ＡＩＤＳに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に若
者に向けての啓発の場として市民の手ですべての人に開かれ、毎年 8 月に開催し定着しています。そ
して、AIDS文化フォーラムは現在、京都、陸前高田、佐賀、名古屋へと広がっています。
関西では現在もＨＩＶ新規感染者数がまだまだ多い状況です。京都は、学生層が多く集う町であり、

また日本古来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあるので、
若者により多様な交流の生まれる場所です。 2011 年に、横浜のバックアップの基、第１回ＡＩＤＳ文化
フォーラム in 京都を開催いたしました。以来、関西地区で活動されている方々、そして遠く全国からも
多数ご参加いただき、盛大なフォーラムを毎年継続して開催しています。
当フォーラムは、主催は運営委員会、そして京都府と京都市が共催で開催しています。当事者（若
者・同性愛者・陽性者）、予防・陽性者支援に関わっている人、自治体・医療関係者・教育関係者・研究
者、さらには薬物からの回復に携わっている人々が運営委員となり、会議を重ねてフォーラムを作りあ
げました。事務局は初回より、京都YMCAが担当くださっています。会場は、第1回目は花園大学と龍
谷大学で、以後2回目から8回目までは長きにわたり同志社大学で開催いただきました。そして第9回か
ら会場が龍谷大学深草キャンパスに変わりました。各大学の多大なる御協力の元、明るく開放的な環
境の中で開催することができています。当フォーラムは、口演・展示プログラムの発表者がすべてボラン
ティアの市民のフォーラムとして開催しており、当日のサポートスタッフとしても、多くの方々がボランティ
アで参加くださっています。また多くの協賛・協力もいただいています。
毎回のフォーラムでは、口演、展示プログラム併せて60前後と多くの申し込みがあり、毎回のべ 1００
0人以上の方にご来場いただき、盛大に開催することができました。 講演やワークショップ、展示など
多様なプログラムを通して、性の多様性やＨＩＶを理解していくこと、HIV/AIDSが決して他人ごとではな
いこと、さらに薬物からの回復を含めて、共に生きることを学ぶことがで
きました。また、全国の活動に関わる方々やボランティアがこのフォーラ
ムで一堂に会することにより、それぞれの活動紹介や情報交換、活発
な意見交換の場にもなったのではと考えます。
10周年を記念して、今までご参加いただいた発表者の方々や運営委
員に、各々の活動のご紹介と、今までの活動を通じて、現在直面する
新型コロナウイルス対応へのメッセージを寄稿していただきました。皆
が力を合わせて、この大災害とも言える新型コロナウイルスを乗り越え
て、再び一堂に会せることを願ってやみません。
AIDS 文化フォーラム in 京都 運営委員会
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会場

テーマ

全体会

講演者（敬称略）

口演数

展示数

3

6

龍谷大
学大宮 エイズを知ろう、エ 市民に是非知ってほしいセク 大阪府立大学 東優子、京都文教
学舎東 イズで学ぼう
シュアリティーの多様性
大学 佐藤知久
黌

31

16

HIV陽性者のいま～AIDS
日本HIV陽性者ネットワーク・ジャン
同志社
ププラス
エイズを知ろう、エ GOES ON
第2回 大学尋
イズで学ぼう
アメリカにおけるゲイの人権に 大阪・神戸アメリカ総領事館総領
真館
ついて
事 パトリック・ジョセフ・リネハン

33

21

同志社
大学寒 エイズを知ろう、エ HIVとカミングアウト～「伝え
第3回
梅館/ イズで学ぼう
る」を考える
良心館

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャン
ププラス

46

25

同志社
エイズを知ろう、エ 「Future Japan」アンケート調
第4回 大学尋
イズで学ぼう
査報告会
真館

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャン
ププラス 高久陽介
放送大学 井上洋士

44

22

46

16

37

18

36
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さらば、哀しみの青春ー夜回
花園大学 水谷 修
り先生からのメッセージ
花園大 ADS文化フォーラ
学無聖 ムがやってきた
館
fromよこはま
第1回

赤ちゃんが教えてくれたHIV～ 石田 心、
妊娠時の検査でHIV感染がわ ヘルスプロモーション研究センター
かって～
岩室紳也
若者向け性感染症予防教育 ヘルスプロモーション研究センター
のあり方
岩室紳也

この10年で、HIV陽性者をとり
同志社
エイズを知ろう、エ まく環境はどのように変化した
第5回 大学尋
ぷれいす東京 生島嗣
イズで学ぼう
か、社会の認識はそれに追い
真館
ついているのか
HIVと共に生きるとは？～若
手医師のHIV診療～これまで
関西HIV臨床カンファレンス
の経験、これからのHIV診療
同志社
第6回 大学尋 レッドリボン大作戦 の進むべき道
真館
ミッツ マングローブ！”AIDS
文化フォーラムin京都”で何を ミッツ マングローブ他
語る？
アディクションからの回復に必 国立精神・神経医療研究 センター
要なもの
松本俊彦

同志社
第7回 大学尋 レッドリボン大作戦 はるな愛さん登場！”AIDS文
真館
化フォーラムin京都”で何を語 はるな愛、谷口キヨコ他
る？

3年間でHIV陽性者の生活の
同志社
何が変わり、何が変わらない
第8回 大学尋 レッドリボン大作戦
にか～Future Japanのウエブ
真館
調査結果から

Future Japanプロジェクト 井上洋
台風で2
士、
日目は
日本HIV陽性者ネットワーク・ジャン
中止15
ププラス 高久陽介

龍谷大
「つなぐ」「つなが
第9回 学和顔
る」今、できること
館

エイズ予防財団 白阪琢磨、枚方
自分のこととして考えよう～性
保健所長 白井千香、ヘルスプロ
感染症・HIV」
モーション研究センター 岩室紳也

龍谷大
第10
「つなぐ」「つなが
学顕真
回
る」今、できること
館

白野倫徳（大阪市立総合医療セン
ター 感染症内科）、岩室紳也（ヘ
「HIVから学ぶ、新型コロナウ
ルスプロモーション推進センター）、
イルス感染症への対応～持
中川拓也（京都府健康対策課）
続可能な共生を目指して」
大野聖子（京都第一赤十字病院
感染制御部）

39

17

19

13

（注）それぞれのプログラムの内容は、下記分類の複数に

口演発表プログラムの内容内訳

当てはまる物も多いですが、一番アピールしたい領域として
一つ選びました。

共に生き
予防 文化 薬物
る

セクシュアリ
ティー

教育

保健・医療・福
世界のエイ
若者
祉
ズ

1回

5

6

1

1

4

5

5

5

1

2回

3

4

2

1

4

5

7

9

1

3回

8

7

2

1

4

6

7

15

2

4回

7

6

2

2

2

6

10

8

1

5回

10

6

4

0

5

6

9

5

1

6回

3

9

3

4

5

5

4

4

0

7回

2

8

4

3

4

5

5

5

1

8回

3

7

3

3

5

4

4

6

1

9回

3

5

3

5

5

6

4

5

1

10回

1

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

45

58

24

20

38

48

55

62
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10年間口演発表プログラム(357）の内容比率
世界のエイズ
若者

17%

共に生きる

2% 13%
予防

16%
15%

7%
6%

保健・医療・福祉

13%
教育

14

11%

文化

薬物

セクシュアリティー

第1回 花園大学と

龍谷大学大宮学舎東黌

第2回 同志社大学尋真館

地下鉄駅にもポスター貼付

事務局の面々

会場受付

第3回 同志社大学良心館
メモリアルキルト

宗教とエイズ

上村茂仁先生 デートDVについて
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第4回 同志社大学尋真館

開会の挨拶 大野聖子医師

閉会式

青年赤十字奉仕団

第5回 同志社大学尋真館

全体会 ぷれいす東京

セックスレスカウンセラー

生島 嗣さん

愛花さん

江藤天音さん トークショーとミニコンサート

感染17年の振り返りとこれから
洪

16

久夫さんと古川潤也さん

ピア・エデュケーション

紅紐さん ネイルアート

SWASHさんも発表

受付ではお弁当販売も
ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの皆様

陸前高田から展示発表

これからのHIV検査の方向
京都市・川畑拓也先生、中瀬克也先生

HIV陽性者の長期合併症を考える
関西HIV臨床カンファレンス

生徒の心を聞き出し、人生が輝く

ケア・カフェばざーる

セクシュアリティー基本講座

似顔絵コーナー

ミニシンポジウム

つながろう！ユース連絡会

東優子先生

広がるAIDS文化フォーラム

３つの事例 椎名雄一先生

デザイナー池田勝俊さんによる

HIVと在宅療養・介護を考える

体の性の様々な発達：DSDｓ
ネクスDSDジャパン

（公財）エイズ予防財団

ジェックス株式会社
コンドーム提供
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第6回 同志社大学尋真館

開会式

全体会１ 関西HIV臨床カンファレンス

秘忍者 ジミー・ハットリ君

事務局の風景
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人はなぜ依存症になるのか

性感染症から若者を守りたい

松本俊彦先生

連 利隆先生

薬剤師ミキティとアロマを体験しよう

写真展「世界の子供達」

法円坂メディカル

中川裕次さん

サポートスタッフの皆様 これから始動です。

第6回 同志社大学尋真館

全体会２ ミッツ・マングローブ登場

HIVと在宅療養・介護を考える

第7回 同志社大学尋真館

全体会１ アディクションからの回復

現役男優だからこそ見える性の大切さ

エイズ教育実践の検証と課題
安藤晴敏先生

全体会２ はるな愛さん登場！

閉会式
同志社大学

野村裕美先生

スタッフ

に必要なもの 松本俊彦先生

第8回 同志社大学尋真館

全体会 3年間でHIV陽性者の

男同士で結婚式を挙げて14年

何が変わり、何が変わらないのか

そう＆カッシー

PLANET
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僕がゲイ牧師でよかったこと

受付 台風で日曜は中止に

閉会の挨拶 高折晃史代表幹事

平良愛香さん

第9回 龍谷大学深草キャンパス和顔館

全体会 自分のこととして考えよう

生き抜く力を育む性・HIV/AIDS予防教育とは

エイズを知ろう！ エイズで『人間

～性感染症・HIV

岩室紳也先生

関係を』学ぼう！山田雅子先生

当事者だからこそ話せる本当の姿

多様性を認め自分らしく健康で生きら

アディクションと偏見、そしてコミュニ

～薬学生がつなぐ交流の場～

れる社会づくり SHIP

ティへ～講演とえんたく
龍谷大学犯罪学研修センター

摂南大学・木津川DARC

にじ色ライフプランニング入門
パープル・ハンズ講演

20

ユースサービス協会

関西クイア映画祭

エイズ文化フォーラムin京都10年に寄せて
高折晃史 （京都大学医学部附属病院 血液内科
AIDS文化フォーラムin京都 代表幹事）

のみならず、京都府・京都市
といった行政の方々や、なに

エイズ文化フォーラムin京都10周年、おめでとうございま より幅広い分野から（ここでは
す！（自分で言うのもなんですが）

全て述べませんが）の多くの

第10回エイズ文化フォーラムin京都は、残念ながらコロナ禍 ボランティアの方々の参加に
のためWeb配信となりましたが、その記録集を、10周年の記 支えられ、2011年に龍谷大学
念誌にしようという運営委員の発案で、この文章を寄稿してい 大宮キャンパスで第1回が開
ます。ここでは、本フォーラムの代表として、本会が開催に 催 さ れ ま し た。そ の 後、同 志
至った経緯を皆さんにお話ししたいと思います。

社大学、龍谷大学深草キャンパスと場所を変え、少しずつ、

私が京都大学病院の助手に着任した2000年頃、京都市内で でも着実に発展してきました。テーマは、医療から、福祉、感
は５つのエイズ拠点病院が、独立してHIV診療を行っていま 染者、セクシュアリティー、薬物、宗教、若者、啓発、等々（落
した。当時グラクソスミスクライン(GSK)社（現ViiV）の社員で としていたらすみません！）多岐にわたることは、皆さんの知
あった木下浩一さんの引き合わせで、これら5病院の医師、薬 るところです。
剤師が顔を合わせて、HIV診療に関して連携する会が始まり

エイズという疾患を通して、このような多様な人々と多様な

ました。それが、やがて症例検討会となり、そこからさらに年1 テーマでめぐり逢い、話し合い、つながることは、本フォーラム
回の研究会をすることになりました。何回かの研究会のあと、 のテーマ、目的、そして目標であり、本当に素晴らしいことだ
エイズ文化フォーラムin横浜から、市民参加型のフォーラムを と思っています。
京都でも開いてはという提案があり、横浜のバックアップの上 これまでの10年を土台に、さらに飛躍し多くの人をつなげる
で、本会の第1回目はスタートしました。

フォーラムであり続けることを心より祈っています。

京都YMCAを拠点として、医師や薬剤師という医療関係者

令和2年12月

エイズ文化フォーラム in 京都10周年に寄せて
～エイズと40年取り組んで思うこと～
白阪琢磨（国立病院機構大阪医療センター）

チンも視野に入って来ました。
さて、人間のDNAを調べるとレト

まずは、ご苦労様でした。そして10周年おめでとうござい ロウイルスの断片と考えられる遺伝
ます。来年はエイズの最初の報告から40年を迎えます。小生 子が多く見つけられています。ヒト
は、その年に研修医となり、不治の病、致死の病と呼ばれて は今までに何度もレトロウイルス感
いたAIDSに人間がどう取り組んで来たかを医師として見てき 染を繰り返してきたのかもしれませ

ました。エイズの発見からこれまでの治療関連の歴史を振り ん。こ れ まで もHIV やAIDS との 共
返りますと、２年後に病原体HIVが発見され、遺伝子解析結 存が強く求められてきました。ヒト
果からレトロウイルスと推察され、6年後には抗体検査が可能 は感染症をよく知り適切な対応を
となり、同年、世界最初の抗エイズ処方薬AZTが登場しまし する事で乗り越えてきました。感染
た。15年経過した1996年頃に現在の多剤併用療法が登場 者も非感染者も人が差別する事無く、偏見を持たずに共に
し、その後の目覚ましい薬剤開発によって、最近では効果に 生きることが重要であるとHIV/AIDSは教えています。
優れ、副作用も少ない毎日1錠の配合錠の服用で治療が可

エイズ文化フォーラム in 京都が教え気付かせてくれた事

能となりました。この偉大な成果には、ノーベル賞の対象と は多くあります。これまで有難うございました。そして、これか
なったPCRという遺伝子増幅技術を筆頭に科学の進歩が大 らもよろしくお願いします。共に生きていきましょう。
きく貢献しました。これはHCVの治癒をもたらし、新型コロナ
ウイルス感染症では検査に活かされ、今では、治療薬、ワク
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AIDS文化フォーラムの経験を新型コロナウイルス対策に活かす
岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）

会づくりとは何かを考え
続けるようになっていまし

AIDS文化フォーラム in 京都が10年続いたこと、本当にう た。
れしく、ありがたく思っています。AIDS文化フォーラム in 横

HIV/AIDSで偏見や差

浜が始まった1994年、敢えて「in 横浜」としたのも、全国で 別が助長された背景を
AIDS文化フォーラムを開催したいという思いからでした。しか 探ると、ゲイコミュニティ
し、いざ企画運営となるとなかなか二の足を踏んでしまうのも の中での感染拡大をどう
当然のことでした。

受け止めていいかに戸

ところが11年前、AIDS文化フォーラム in 横浜の打ち上げ 惑い、結果的に「感染機
で夜回り先生こと水谷修さんが「京都でやろう」とその場で京 会」に着目した報道や啓
都市長の門川大作さんに直接電話をしていただいたことが 発活動が繰り返されていました（図１）。実は石田さんもその
きっかけに、いろんな方々がつながることになりました。まず ような情報のため、HIV/AIDSは全く他人ごとだと考えていま
は当時京都第一赤十字病院におられた大野聖子先生、林 した。一方で、偏見や差別に基づく情報にさらされていた岩
滋先生をお尋ねし、快諾をいただき、京都YMCA、花園大学 室自身、正直なところ石田さんと出会うまで、刺青での針や
をはじめ、多くの方々に支えていただき第1回目を迎えること 墨の共有でHIV感染が起こるという発想がありませんでした。
ができました。その後も会場を移し、新たなメンバーも加わ 考えてみれば当たり前のことですが、「刺青」という岩室に
り、京都らしいAIDS文化フォーラムに参加させていただくの とって別世界のことについてきちんと考え、学び、伝えること
を毎年楽しみにしています。

を怠っていたことを大いに反省したものでした。感染予防を

中でも忘れられないのが私の患者さんの石田心さんと登壇 周知徹底するためには、何より科学的な見地から「感染経
させていただいたプレイベントでした。石田さんは妊娠時の 路」を確認し、それを遮断、回避する方法を丁寧に伝えるし
検査でHIV感染が明らかになった患者さんで、感染経路は かありません。

刺青と考えられました。石田さんの感染が判明した2000年代

では、今現在世界中で猛威を振るっている新型コロナウイ

半ばであっても、HIV感染は人に言えない、医療者からも偏 ルスの対策はどうでしょうか。残念ながらHIV/AIDS対策の苦
見や差別の目で見られるのではないかと当事者の方がすご い経験に学ぶことなく、夜の街、ホストクラブといった「感染機
く不安な気持ちで受診される状況でした。しかし、HIV/AIDS 会」のリスクが強調されています。流行語大賞をとった「3密」
に関わる医療関係者は1990年代に薬害で感染した「いいエ という言葉の中に「感染経路」は含まれていません。本当に
イズ」と性行為で感染した「悪いエイズ」という偏見や差別を 必要な科学的見地からの「感染経路」の確認と、それらの遮
助長した苦い歴史に学んでいました。すなわち、医療者は単 断、回 避 方 法 が 周 知 徹 底 さ れ て い な い の は 初 期 の頃 の
に医療技術を提供することを求められているだけではなく、 HIV/AIDSと同じです。その結果、新型コロナウイルスに感染
患者さんが生きてきた経緯、歴史、文化に耳を傾け、そのこ したことを苦にして自死される方も出ていますし、夜の街や接
とを尊重し、その人と共に歩み、考えつつ、当事者の方が病 待を伴う飲食店に対して排除や誹謗中傷が横行していま
と前向きに、積極的に向き合える、生きやすい地域づくり、社 す。緊急事態宣言で政府や行政が求めている人と人の交流

図 1 感染予防の二つの方法「感染機会」と「感染経路」
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HIV/AIDSの場合

新型コロナウイルスの場合

男性同性間性的接触、ハッテン場、新宿２丁目
風俗産業、不特定多数との性交渉
偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

夜の街、ホストクラブ、接待を伴う飲食店
３密、カラオケ、ライブハウス、喫煙所、GO TO
偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」の除去 排除

「感染機会」の除去 排除

ノーセックス、コンドーム、U=U
刺青時の針や墨の共有禁止
科学的見地からの

排気に向けた空気の流れの創出、不織布マスク
口に物を入れる直前の手指衛生
科学的見地からの

「感染経路」の遮断 回避

「感染経路」の遮断 回避

の遮断は単に感染機会を減らしているだけで、感染経路をど バコの回し飲みはやめました」とのことでした。間接キスを楽

う遮断すればいいかという情報はほとんど伝えられていませ しんでいたようですが、新型コロナウイルス感染予防のため
ん。そして結果的に、経済的に多くの人が困窮に追い込まれ にそのお店の従業員とお客さんたちが考えた感染経路の遮
ているのも、一人ひとりが生きている、生きてきた文化を尊重 断策でした。
できない社会があるからではないでしょうか。

感染症と共に生きる地域をつくるためには、公衆衛生の基本

岩室はその夜の街に入り、感染予防の啓発を続けています であるソーシャル・キャピタルの醸成という視点が不可欠で
が、そこで新たに学んだことが多々あります。一つを紹介する す。一人ひとりがつながり、お互いの生き方を、文化を尊重
と、喫煙可のお店でタバコを取り出す直前にタバコに触れる し、お互い様の機運を醸成し、最終的には信頼関係の構築
指先をアルコール消毒する必要があることを伝え、後日その を目指す、まさしくAIDS文化フォーラムが歩んできたプロセス
お店にお邪魔したところ、レズビアンのお客さんが多い店 を全国に広げることが求められています（図２）。AIDS文化
だったようで、「岩室さんの話を聞き、お客さんや従業員のタ フォーラム in 佐賀を立ち上げた古川潤哉僧侶のご縁で学ん
だ言葉です。「絆」と書いて「つながりや結びつきの意味の「き

図 2 ソーシャル・キャピタルの三要素

ずな」という読みの他に、手かせ、足かせ、束縛という迷惑の

意の「ほだし」という読み方があるそうです。これからも、一人

お互い様の
つながり
だから生まれる

信頼

ひとりが「きずな」と「ほだし」の中でつながり続ける、生きやす
い社会づくりに向かって、できる人が、できることを、着実に
積み上げ、より生きやすい社会を、一緒に目指し続けましょ
う。

規範（互酬性）

つながり

お互い様

連絡先： 紳也’s HP http://iwamuro.jp 厚木市立病院泌尿
器科 〒243-8588 厚木市水引1-16-36 ）

つながっているから

絆（きずな：つながり、むすびつき）

絆（ほだし：手かせ、足かせ、束縛、迷惑）

エイズ文化フォーラムin京都10周年に寄せて
〜HIV・AIDSから私たちが学んだこと〜
山中京子（コラボレーション実践研究所 大阪府立大学名誉 ８年間程カウンセリング活動に
教授）

従事しました。その後大阪府立

エイズ文化フォーラムin京都１０周年、おめでとうございます。 大学に移り、HIV医療体制の研
「エイズ文化フォーラム」という名前を聞く度に、この名前が体 究や様々な専門職への研修を
言する活動のコンセプト、「HIV/AIDSは確かに１つの疾患で 担当し、2019年の定年退職後
はあるがこの社会、文化に根を張る１つの現象でもある。だか は引き続き専門職への研修を
ら医療だけでなく、社会で、地域で、様々な人が関わる必要 行いつつ、再び大阪で自治体

があり、その多様な人々が出会う場としてフォーラム（公共の の専門相談員としてHIV陽性者
集会場、討論会場）が必要だ。」（山中の勝手な解釈かもしれ のカウンセリングに関わってい
ません）を思い出し、「そうだ、そうなのだ」と大きく頷いていま ます。
す。この場を準備し続けてくださって本当にありがとうございま
す。

これらの経験の中から、私は常々HIV/AIDSが私たちに教
えてくれたこととして、特に保健・医療領域に関して以下の３

ここで私自身とHIV/AIDSの関係を振り返ると、1987年に起 点を考えています。１点目は病気とは身体だけでなく人の全
こった神戸パニックからHIV/AIDSについて一般市民がもっと 体に関わる経験だということです。確かに、身体症状という形
正しい知識を持つ必要があると痛感し、正しい知識を一般市 で変化は起こりますが、それがその人の気持ち、周囲の人と
民に広げようと考えた有志とともに1990年ごろに「国際エイズ の人間関係、仕事等の社会的活動、その人の夢や人生設
プロジェクト」を立ち上げ、求められればどこにでも（企業、自 計、人としての尊厳や権利にまで影響を及ぼすことを明確に
治体、市民の勉強会、公民館など）に講演に出かけて行きま 教えてくれました。当事者にとってこんなことはずっと前から
した。1993年からは東京都でHIV陽性者の専門相談員になり 分かっていたことだろうと思いますが、医療を提供する側がこ
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のような当事者の経験を明確に理解し、その上で医療の提供 様々な困難さを理解することが治療、ケア、支援の場で求めら

に当たることが必要なことを教えてくれたのです。HIV医療で れました。近年日本の社会は今までになく性の多様性を受け
は1990年代の初期から「包括医療体制」という言葉が用いら 入れる方向に変化しつつあります。2015年に渋谷区で始まっ
れていました。日本人の死亡原因の一位であるガンについて たパートナーシップ宣誓制度は2020年末で74自治体にまで
身体的苦痛のみならず精神心理的・社会的苦痛に対応する 広がり、2019年には同性婚を求める裁判も全国５カ所の地裁
包括的な緩和ケアの重要性を国が明確に提唱しだしたのは で始まっています。HIV医療はそれらの社会の動きに先行し
2012年の第２期がん対策推進基本計画からです。HIV医療は て性の多様性を理解し、受け入れて差別のない医療を確立し
医療全般に先んじて包括的医療ということを学んだのだと思 てきたと言えるでしょう。
います。そして２点目がHIV/AIDSの人の全体に関わる経験を

この３点はHIV/AIDSが私たちに教え、それを私たちが身に

している当事者を治療、ケア、支援するためには多様な専門 つけてきたことであり、そのことはいままでHIV/AIDSに関わっ
性をもつチームが必要だということです。振り返れば、プロテ てきた者として胸を張れることだと思っています。これからもこ
アーゼ阻害剤が開発され多剤併用療法が導入される前には のレガシーを大切に受け継いでいきたいです。
致死的疾患に向き合うための心理的ケアの重要性が認識さ

さて、最後になりますが、今COVID-19という新たな感染症

れカウンセラーが、1997年の多剤併用療法の導入時には服 に直面している私たちがHIV/AIDSでの学びを活かせることを
薬アドヒアランスの向上のために薬剤師が、そして高額な多剤 １つ挙げるとしたら、COVID-19の感染者を「感染源」として忌
服用を経済的に可能にする障害者手帳申請に対応するため 避し、感染したことを批判するのではなく、その人の身体的、
にソーシャルワーカーが、HIV医療に参画していきました。 心理的、社会的な経験の全体を理解し、必要な支援を提供
2006年には「HIV診療における外来チーム医療マニュアル」 することだと思います。今は特に医療供給の逼迫も大きな課
が作成され、同年診療報酬でもチーム医療加算が創設され、 題ですが、自分の今後の病状の不安、周囲の家族や同僚へ
多職種によるチーム医療がHIV医療におけるスタンダードと の心配や申し訳なさ、周囲の人から向けられる差別的な対応
なっていきました。前述した2012年の第２期がん対策推進基 への戸惑い、傷つき、仕事や生活への復帰の不安、経済的
本計画では初めてチーム医療の推進が積極的に明記されま な不安などをかかえるCOVID-19の感染者に対応する心理・
した。ここでもHIV医療は医療全般より一足先に戸惑いつつ 社会的問題への相談体制が必要ではないかと考えます。医
チーム医療を実践し、それを確実に形にしてきたのです。３点 療供給体制の安定と同時にCOVID-19の感染者への包括的

目は人の重要な一部としてのセクシュアリティーとその多様性 支援が少しでも早く提供されることを希望します。
に医療もしっかり向き合う必要性を明確に認識させてくれたこ
とです。性感染症であるために性行為を切り離して考えること 連絡先： コラボレーション実践研究所
ができないのは当然ですが、日本におけるHIV陽性者の約７ 〒659-0022兵庫県芦屋市打出町１−16打出駅前ビル201号
割の感染経路が男性の同性間性的接触によるものであること 室 collabo.practice@gmail.com
から、男性の同性愛者の心理、人間関係、社会生活における

第9回スタッフ一同
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“ AIDS 文化フォーラム in 京都 ”10周年を祝して
連 利隆

HIV感 染者/AIDS 患者さ ん の口

太成学院大学歯科衛生専門学校 非常勤講師

腔管理を担当させて頂くようにな

大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 教員

り、また、私は厚生労働省 歯科の

地方公務員災害補償基金大阪市支部 認定審議会委員

エイズ研究班の末席を汚すことに

元 大阪市立総合医療センター 口腔外科部長

もなって、さらに多くのことを学ば

元 大阪市健康局 健康推進部顧問

せて頂きました。
それ以来大阪市立総合医療セ

この度は“ AIDS 文化フォーラム in 京都 ”が10周年をお ンターの定年退職まで18年間に
迎えになり誠におめでとうございます。

渡り、HIV感染者/AIDS患者さんと付き合ってまいりました。そ

多職種の、またいろいろな立場の人がHIV感染者と共に して、その経験の中でエイズ予防すなわち性感染症の予防

“AIDS”を社会の表舞台に押し出して真剣に向き合う力強い には子供の性教育が非常に重要であると感じるようになり、
イベントです。その素晴らしい時間に僅かではありますが関 性教育に興味を持ちました。
わらせて頂いた者と致しまして心よりお祝い申し上げます。
①私のAIDSとの関わりと活動について

大阪市を定年退職後、縁あって兵庫県立柏原病院(現 兵
庫県立丹波医療センター)に非常勤で勤務することになりまし

私は口腔外科を専門領域とする歯科医師です。初めてHIV た。そして、赴任してまもなく、丹波市歯科医師会や薬剤師
感染者を診察したのは1993年8月のことでした。大阪市立総 会、丹波市市民講座、その他地域のイベント等で「口からエ
合医療センターの前身の1つであった大阪市立城北市民病 イズをみる」といったテーマで講演をさせて頂き、微力ですが
院に勤務しておりましたが、ある日大阪市保健所から電話が AIDSの啓発に結びつく多くの機会に恵まれました。
あり、「HIV感染者(50歳代 男性)の方が、激しい歯痛で苦し

そんな中、某公立中学校の養護教諭の先生から3年生の

んでおられますが、どの歯科医院でもHIV感染を理由に診察 学生に「AIDS(エイズ)ってなぁに?」の授業を依頼されました。
を断られ保健所に来られました。そちらで何とか診てもらえな その先生は性教育に大変熱心な方で、高校生でセックスデ
いでしょうか?」と困り果てた様子でした。もちろん直ちに来院 ビューするケースが多いことから、中学3年生の時に“性そし

して頂いて対応致しました。

て性感染症”についてしっかりと教えておきたいとのお考えで

1993年といえば、人類の前にAIDSが出現して約10年が経 した。
過した頃で世界的に感染者が急増していました。わが国で

丁度私の思いを具現化するチャンスとなりまして、その後3

は1985年に日本人として初めてAIDS患者が確認されたエイ ～4年間に渡り、単にエイズの解説だけでなく性教育に話を
ズパニックから8年が経過し、薬害HIV訴訟中、またHAART 広げた授業をさせて頂く機会を得ました。
が発表される3年前で、現在以上にAIDSに対する偏見、差別

性教育の重要なポイントは、その場限りの“性のお話” “エ

が大変強い時代でした。私自身、その時点ではHIV/AIDSに イズの説明”の授業ではなく、生徒達に「自分に身近なこと」
ついてとくに詳しいわけではありませんでした。

と感じさせることだと言われています。しかし、日本の性教育

しかし、その患者さんの治療を行いながら、わが国のHIV感 は従来の「寝た子を起こすな」的消極的な姿勢で、性教育が
染者の増加と、その一方で偏見、差別によって感染者への 道徳教育にすり替えられて『性』 に近づけないようにしてきた
医療の提供に問題が発生しているのではないか? との懸念、 こと、その結果性感染症に対する正しい教育がなおざりに

そして、とくに歯科医療の提供に強い不安を感じました。さら なっていることが問題点として長年に渡り指摘されてきまし
に、もし一般歯科診療所での診療拒否が多発すれば、勢い た。
公立病院の歯科口腔外科に患者さんが集中するだろうこと
は明らかで、その準備が不可欠だと感じました。

私が生徒達に伝える性教育の内容は、まずエイズに関して
“怖い病気”ではないことを医学的に平易に解説し、同時に

この地球上に新しく現れたHIV感染症に対する医療提供の 偏見・差別・無関心が最も怖いことであって、正しい知識が最
不安や戸惑いの状況は、病態は異なりますが正に現在の新 も有効なワクチンであることを伝えます。次に、性行為は常に
型コロナウイルスの感染拡大と医療の危機と重なります。

予期せぬ妊娠、性感染がつきまとい、人工中絶は女性の身

さて、私は、この症例を契機に口腔外科臨床の傍らHIV/ 体に負担を与え、「人生」「健康」に影響し、時に人権侵害に
AIDSについての勉強と情報収集に動きました。そして、4か 繋がることを、また、コンドームの使用は避妊目的だけでなく
月後の1993年12月に大阪市立総合医療センターが開設さ 性感染の予防に重要で、欧米ではコンドームの拒否は女性
れ、エイズ中核拠点病院の指定を受け、予想通り多数のHIV への性暴力・虐待とされていることを伝えます。そして、男女
感染者/AIDS患者さんが来院するようになりました。当科は 交際の最も根っこの部分に立ちもどって、人を好きになるこ
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と、愛することとはどういうことか? 「愛とは自分より相手を想う

HIV感染症と新型コロナウイルス感染症を考える時、厳しい

こと」であることを強く伝え、交際のルールやエチケット、さら 神様の悪戯を感じます。
にDVにも触れます。最後にLGBTです。性的少数者に関し

HIV感染症は「慢性～」、新型コロナウイルス感染症は「急

ても文科省の対応は遅れています。自分の性異和を感じる 性～」といったイメージがありますが、HIV感染症では、神様
年齢が小学6年生～高校1年生で約50%、中学1～2年生が最 はよりによって細胞免疫の司令塔であるCD4陽性リンパ球を
多との報告がありますので、子供向きにLGBT、性の多様性 標的にされました。そして、通常長期の無症候期があり、その
について説明し、LGBTは全く異常でも病気でもないことを伝 間症状が無くても感染力があり、ついにCD4陽性リンパ球の
えます。

破壊が進むと免疫不全(AIDS)に至って治療をしなければ生

授業のあと、生徒からの感想文を頂戴しました。生徒たちは 命にかかわります。また、自然治癒はなく新規患者さんの約
私の話を実に真剣に聴いて下さり、スポンジに水が吸い込ま 30%が「いきなりAIDS」です。ワクチンもありません。予防はコ
れるように「自分に身近な問題」としてまっすぐ受け入れて下 ンドームの使用が主体ですが、性感染症ですから性欲に関
さり、それぞれの感想文は生徒達の体温が感じられる素晴ら わる点が予防へのハードルでしょう。

しいものでした。その気持ちが高校、大学、社会人になって 一方、新型コロナウイルスは自然治癒がみられ、ワクチンも開
も心の片隅にシミのように残っていてほしいと思っています。

発されました。ただ、神様は発症時にウイルス量のピークをも

そして、このように「エイズへの理解～性感染症の予防」に熱 たらし、その2～3日前から感染力を持ち、さらに無症状の感
心で、授業の開催に結びつける養護教諭の先生に敬意を表 染者も多く、それらが感染が猛威を振るう原因になっていま
します。

す。そして、とくに高齢者や基礎疾患の合併で重篤な肺炎を

②AIDS文化フォーラムin京都への参加

きたし生命にかかわります。感染経路は飛沫、接触感染で、

丁度中学3年生への授業を受け持っている頃、“ AIDS 文 日常生活の中で容易に感染します。3密を避け、ユニバーサ
化フォーラム in 京都 ”から何か歯科医師の立場で話をして ルマスク、手指消毒、孤食等の励行にも慣れてきましたが、こ
はどうか、と参加のお声を掛けて頂きました。挑戦することに れらもある意味禁欲的で苦痛な生活と言えます。
致しましたが、歯科医療に特化した専門的な内容では一般

今後、新型コロナウイルスを克服しても、将来、また再び必

の方に興味はなく、フォーラムの開催意義からもAttractive ず神様の“悪戯ウイルス”が出現するでしょう。
ではないため、その中学生への「口腔とAIDSの関係」と「性感

今回、喉元を過ぎても終わりにせず、現在の経験をよく咀

染症と性教育」授業の経験をお話させて頂くことにしました。 嚼して政治、医療、福祉、、、すべての分野で備えを確立し
2014年から2017年の4年間、お役に立てたかどうか分かりま てほしいものです。 最後になりましたが、“ AIDS 文化フォー
せんが、私は“ AIDS 文化フォーラムin 京都 ”で大変有意義 ラムin 京都 ”が益々発展され、『90-90-90』の達成に寄与さ
で楽しい時間を過ごさせて頂き感謝致しております。
③新型コロナウイルスで思うこと

スタッフの風景
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れますことを心より祈念申し上げます。

感染症は社会を映す鏡
高久陽介 （NPO法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンプ けでは人間は感染症と闘うこと
プラス 代表理事 ）

も共存することもできません。い

開催10周年おめでとうございます！そして、ありがとうござ まは、多くの人たちがこのコロナ
います。こうした規模の大きな啓発イベントを長く継続されて 禍を通して、感染症と向き合う
いることに、ひとりのHIV陽性者として本当に心強く思ってい には、これまでの社会のありよう
ます。

や、人の営み、多様なバックグ

この10年間をHIV陽性者の視点から思い返してみると、より ラウンド、それぞれの心のありよ
良い治療薬がいくつか登場し、日々の服薬の負担がだいぶ うが大きく関わっているといった
減ったことがまず大きな変化として挙げられます。また、治療 ことを、まさに学んでいる最中な
によって他者への感染リスクがゼロになる（U=U）ことが明らか のだと思います。

になり、相手に感染させてしまうかもしれないという心理的な
負担も軽減されています。

AIDS文化フォーラムが、決し
て専門的になりすぎることなく、

しかし、日本ではまだまだHIVの基本的な理解が浸透して 様々な角度から、HIVについて考える機会を提供し続けてく
いないという調査結果もあり、また医療・福祉や就労といった ださっていることは、とても大きな意味を持っています。フォー
生きていく上で必要な場面での差別事例も未だに根強くあり ラムに参加した経験は、きっとコロナウイルスを前にしても、
ます。ゲイコミュニティなど特定の領域を除けば、日本でHIV 少し冷静に、そして多面的に、この状況を捉えるチカラになり
はあまり身近ではなくマイナーな感染症であることも関係して 得るからです。
いると思います。今後もぜひ、HIVの啓発活動を一緒に続け
ていきましょう！

熱気を帯びた会場に集まることはまだまだ難しそうですが、
今後も何らかの形でフォーラムを継続していただけたら嬉し

現在のコロナウイルスにまつわる様々な状況を見るにつ いです。
け、改めて「感染症は社会を映す鏡」だと実感しています。感

また機会があれば、ぜひ私も参加したいと思っています！

染経路や病態といった基本を知ることは必要ですが、それだ

シンガーソングドクター江藤天音
①活動紹介
沖縄出身のシンガーソングドクターの異名を取り、女医として
の生活と平行して音楽活動を続け、2013年に「あまねうた」で
メジャーデビュー。
現在は音楽活動のほか、俳優としても舞台を中心に精力的
に活動している。

②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
テーマソングの「ひだまりの場所」を提供したことをきっかけ
に、第1回の開催時よりミニライブ＆講演会を開催。
第10回は自宅よりZOOMで「ひだまりの場所」」を披露。
③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

連絡先

音楽活動や俳優活動を通して、新型コロナウイルスの啓蒙活 大阪市立総合医療センター 感染症内科
動に貢献していこうと思います。

白野倫徳
〒 534-0021 大 阪 市 都 島 区 都 島 本 通 2-13-22 TEL 066929-1221
E-mail shirano@wonder.ocn.ne.jp
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会場提供者から 同志社大学
野村裕美（同志社大学社会学部社会福祉学科 准教授）
10周年、おめでとうございます。本学では、主に会場提供と
いう形でご協力させていただきました。キャンパス内の整備
や建物等の工事と重なり、不自由な形での会場提供をお願
いする年度もございましたが、学内さまざまなキャンパス（今
出川キャンパス、室町キャンパス、新町キャンパス）をご活用
いただきましたことで、学内関係者にこの活動が目に触れる
こととなったことは大きな意義があったと思います。私事であ
りますが、毎年、フォーラムの当日は、学童保育が休みで
あったこともあり、会場管理責任者の私は当時小学校低学年
の娘を大学に一緒につれだって出校していました。その娘
も、もう高校生となりました。娘が、エイズ啓発の出店のお手
伝い体験、ネイルアートや似顔絵の素晴らしいスキルに触
れ、またさまざまな方々と出会い、交流できた体験は、物事
は杓子定規に考えて解決することばかりではなく、自分の
知っていること・思いついたことの、その先に、もっともっとま

だいたものを含め、思い出深いものが３つあります。一つは、
ワールド・カフェという対話手法を学びに行った研修で出会
い、コラボすることができた、WARLD LOGさん（1000人の人
と対話の場を開くことを目指して活動していた関西の学生集
団）との「多様性を考える～ワールド・カフェ」の開催、フォー
ラムプレ企画としてバザールカフェと共催した坂本香監督の
映画「トークバック」上映会の実施、フォーラム外での活動で
したが、学生が希望して参加したエイズキャンドルパレードへ
の参加です。たくさんの人数の動員とはいきませんでした
が、まさしく、「やってみたい」という本人たちからの声に呼応

する形で実ったものでした。参加してみないか、と声をかけて
も、今、なかなか参加につながることが難しくなっています。
社会問題を共に考える同志を増やすためにどのように相手
の主体性に働きかけることができるのかに悩んでいました
が、「対話」「応答」「ともに歩く」にその解決の糸口があること
に大きな気づきをいただきました。心より感謝申し上げます。

だ知らないことがあるかもしれない。知ろうとすることに限りは 連絡先

同志社大学社会学部社会福祉学科 野村裕美

なく、知りたいと思い続けることが大切である。そんな世界の 〒602-0047上京区新町今出川上ル 同志社大学新町キャ
広がりを教えてくれたと思っております。

ンパス内

会場校として関わりながらも、自ら企画にも関わらせていた メール ynomura@mail.doshisha.ac.jp

多様性を考える～ワールドカフェ
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会場提供者から 龍谷大学
安食 真城（龍谷大学 宗教部）

う、支 え あ う た
めのAIDS文化

記念すべき10回大会は、新型コロナウイルス感染症の感染 フォーラムを開
防止のため、異例のオンライン開催となりました。たくさんの 催 さ れ た 意 義
来場者や関係者が意見を交わし情報交換をすることができ は 大 き い と 思
なくなったことは残念ではありましたが、第1回、第9回に引き い ま す。ス タ ッ
続いて龍谷大学を会場として提供させていただけたことは、 フのみなさまの
すばらしい経験でした。

ご尽力に敬意

８年ぶりに龍谷大学での開催となった第９回大会は、AIDS を 表 し お 礼 申
やHIVの可視化、薬物依存からの回復、LGBTQ＋など多様 し上げます。

な性に関する取り組みを進めたい本学にとって、またとない
学びとネットワーク作りのチャンスであり、私自身、ワクワクし 連絡先：京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学宗教部
た気持ちで当日を迎えました。全体会のほか、たくさんの syukyobu@ad.ryukoku.ac.jp
ブースや分科会は自主的に運営され、その内容は本当に刺
激的で想像を超えていました。特にフォーラムでのたくさん
の出会いから次のステップにつながっていったことは大きな
成果となりました。
一転してオンライン開催となった第１０回。配信会場は、
様々な立場のスタッフの方々が知恵を絞り、「何としても開催
するぞ」という熱意に包まれていました。そして全国の登壇者
とつながってライブ配信をしておられる様子を間近で拝見
し、確かに人と人の物理的な距離は必要かもしれませんが、
人と人の関係性は密接でなければならないということをあら
ためて感じました。こんな時こそ、知りあう、学びあう、認めあ
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各地のAIDS文化フォーラムから
陸前高田

その先の未来へ ～京都から10年、東日本大震災から10年～
AIDS文化フォーラムin陸前高田（実行委員 佐々木亮平）
◆世界AIDSデーは「人と人とのつながり」を考える日

◆「はまかだ」が未来へつなげる
京都の皆さんが10年間続けてこられたご経験は、必ず次の

2000年に国立公衆衛生院で開催されたAIDS対策研修にて 世代、その先の未来へつながります。陸前高田市でも震災
岩室紳也先生、北山翔子さんとお会いし、「正しい知識だけ 後、「はまってけらいん（集まって）、かだってけらいん（話しま
では人は行動できない」ことを知りました。翌年の世界AIDS しょう）」という運動を10年間、続けています。正しい答えや解
デーから未来型コンドームの達人として活動をスタート、2005 決策を出すためではなく、お互いに対話を重ねる中で、気が
年第12回ABF横浜の大江浩さんをお招きし、(社)陸前高田青 つけば元気になったり、新しいアイディアが生まれ、そうする
年会議所と共に陸前高田市でライブ型のイベントを始めまし ことでノーマライゼーションという言葉のいらないまち（ともに
た。以来、6年間、世界AIDSデーは「人と人とのつながり」を考 生きる～誰もが住みやすいまち）になることを目指していま
す。
える日として開催し続けていました。
COVID-19誕生の前夜、2019年11月に陸前高田市で、宮

◆「ぼくらにできること」を実感したABF京都

「2011.3.11」東日本大震災により、それまであった日々を一 崎豊久さんと「二次元もリアル」という、はまかだをしましたが、
瞬にして失い、深い悲しみや先行きの見えない大きな不安に ウィズコロナの世界となった今、生きづらさがあるからこそ、二
まち全体が襲われました。そんな中、2013年第3回ABF京都 次元も含めて、お互いを認めあうことのできる雰囲気を、改め
での発表に力にいただき、ABF陸前高田として3年ぶりに復 てこれからも大切にしていきたいと思います。
活することができました。震災前、金野政利・美奈（兄妹）さん
が、岩室先生の講演を聞き、作詞作曲した「ぼくらにできるこ 連絡先 岩手医科大学
019-651-5111（内線5410） rhsasaki@iwate-med.ac.jp
と」というテーマソングがあったのですが、それぞれができるこ
とをすればいいのだと、多くの皆さんから教えていただきまし
た。

2013年11月奇跡の一本松

2013年11月第1回ABFin陸前高田

2019年11月第7回ABFin陸前高田
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2014年11月第2回ABFin陸前高田

高田松原津波復興祈念公園 2019年9月22日利用開始

各地のAIDS文化フォーラムから
横浜
AIDS文化フォーラムin横浜（事務局長 高村文子）
AIDS文化フォーラムin京都10周年おめでとうございます。そ
して、毎年ありがとうございます。
AIDS文化フォーラムは、1994年8月に横浜で開催された第
10回国際エイズ会議の開催を機に、市民版エイズ会議として
始まりました。それから毎年夏に横浜で開催し27年が経って
います。
京都での開催が決まったのは2010年の夏、第17回AIDS文
化フォーラム in 横浜の打ち上げの時でし た。in 京都で も、
AIDS文化フォーラムが大切にしている、「文化」の二文字、誰
もが参加できる「無料」開催、「ボランタリー」な運営など、共通
の理念で開催されています。京都での開催が決まる以前か
ら、横浜の会場には、関西からは京都からの来場者が多く参
加していました。企画の中心に関わった方々が、AIDS文化
フォーラムin横浜に参加し、共感してくださっていたことで、京
都でも共通した思いで開催できているのではないかと思いま
す。
AIDS文化フォーラムの二つ目の開催地として、京都で開催
ができたこととは、とても大きな意味がありました。
その一つは、横浜までは行けないけれど京都だったら参加
できる人たち。次に、横浜までは行けないけれど京都だった
ら発表者・出展者ができる人たち。そして、地元で活動できる
ボランティアの人たち。京都で開催することで、京都を中心と
した地域、そしてその地域にいる人たちにとって大きなメリット
になりました。
これに加えて、横浜の人たちにとってもメリットがありました。
それは、主催者としてではなく、来場者や発表者、出展者、
ボランティアとしてin横浜の運営メンバーが参加できたことで
す。主催者として多くの方々との出会いや気づきがあるAIDS
文化フォーラムですが、in京都があることで、フォーラムの進

行や運営に気を取られることなく、参加することができました。
そして、京都独自の運営に触れることが刺激になり、横浜で
の運営方法に活かすことができました。また、地元を離れた
京都でなら参加したい、発表できるという人にとってもいい機
会になりました。また、夏には参加できないけれど秋なら参加
できるという人もいて、複数会場、年間複数開催のメリットはた
くさんありました。 さらには、京都での開催の成功が、佐賀、
陸前高田、名古屋など各地での開催にもつながったのです。
京都の最初の開催は2011年東日本大震災の年でした。10
年目は新型コロナウイルスの世界的な脅威の中という、忘れ
られない年になりました。各地の開催が危ぶまれましたが、オ
ンライン開催という新しい方法にチャレンジすることで、横浜と
京都とそれぞれが主催するAIDS文化フォーラムを開催できま
した。そして離れていても、各地域のAIDS文化フォーラムを
つなぐことができました。
先の見えないエイズの脅威に対して、今を生きる私たちが
それぞれに知恵を出し合い明日への希望をつなぐために始
まったAIDS文化フォーラムです。これからも、様々な社会変
化にたいして知恵を出し合って、誰もが一人の人間としての
尊厳を保ち、共に生きていけることを目指す集いとして、エン
パワーしあっていきましょう！
連絡先 AIDS文化フォーラムin横浜事務局
〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 横浜YMCA内
Tel 045-662-3721(代) Fax 045-651-0169
E-mail abf@yokohamaymca.org
URL https://abf-yokohama.org/
facebook AIDS文化フォーラムin横浜

2019年8月第26回

2013年8月第20回AIDS文化フォーラムin横浜

各地のフォーラム集合

2020年8月第27回AIDS文化フォーラムin横浜
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各地のAIDS文化フォーラムから
名古屋
AIDS文化フォーラムin名古屋 （秘忍者ジミーハットリ）
AIDS文化フォーラムin京都10周年誠におめでとうございま
す。
私がAIDS文化フォーラムの存在を知り、初めて参加したの
が2015年10月3日の第4回AIDS文化フォーラムin京都でし
た。何も考えずただ着ぐるみを作り、なんの知識もないまま
『AIDS撲滅運動』をしてしまっていた私にとって『HIV感染拡
大防止運動』という運動の尊さを教えてくれたフォーラムでし
た。
一番記憶に残っているのは岩室先生と安藤先生の対談形
式のプログラムです。医師という立場と学校の先生という立場
で性教育について熱く語り合う姿を見て、なんでAIDS文化
フォーラムなのに性教育について語っているのだろうか？と
疑問に感じていましたが、話を聞く中でAIDS文化フォーラム
の『文化』という部分の奥深さを感じとても胸が熱くなりました。
このAIDS文化フォーラムに参加していなければ、私は間違っ
た知識のまま『AIDS撲滅運動』を続けていたかもしれません
し、もしかしたら活動自体を続けていなかったかもしれませ
ん。
私にそんなキッカケを与えてくれたAIDS文化フォーラムin京
都にはとても感謝していますし、横浜、陸前高田、佐賀の皆さ

んと共に歴史や文化を作っていけることを誇りに思います。
これからも誰かに気付きやキッカケを与えたり、誰かの居場所
や救いになったりする陽だまりの様に暖かい京都のAIDS文
化フォーラムの益々のご発展を祈念しております。

佐賀
AIDS文化フォーラムin佐賀（運営委員会・スタッフ一同）
10周年、誠におめでとうございます。横浜で永年続いてきた
AIDS文化フォーラムを初めて他都市で定期開催として定着さ
せた功績は、佐賀をはじめとする後発のフォーラム開催の礎
であり、称賛に値します。また、市民フォーラムは継続が難し
いため、10年間各回の開催に関わってくださった全ての皆様
に改めて敬意を表します。
佐賀は横浜、京都に比べて格段に都市の規模が小さいた
めフォーラムの規模も小さいですが、それでも開催、運営に
は多くの方々のご尽力が必要であることを考えると、発表数
の多い京都における調整の難しさはかなりのことと思います。
その上で、台風による急遽の日程短縮や、今年のコロナ禍に
よるオンライン開催など、困難に対する適切な対応には、安
全に配慮しつつもどうにか開催したいという皆様の思いが熱く
感じられます。
2020年6月に第6回を開催予定であった佐賀は、新型コロナ
感染症による最初の緊急事態宣言が準備期間と重なったた
め開催を断念し中止と致しました。今年も従来の形での開催
は難しい状況ですが、近い将来、また各地の会場で皆様とお
目にかかれることを願いながら、あらゆる感染症から差別や
排除がなくなる真の共生の社会を目指して取り組んでいきた
いと考えております。
AIDS文化フォーラムin佐賀

http://abfs.red

2016年6月AIDS文化フォーラムin佐賀
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京都府
①活動紹介

③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

第1回目から共催として参加しています。運営委員会にも健 現在、新型コロナウイルス感染対応を行っていますが、その
康対策課の職員が毎回参加しています。事務的には、府内 中で患者さんや医療従事者などへの偏見・差別が見られて
の学校や医療機関へフォーラムの広報として、案内やポス いるように思います。それは新型コロナウイルス感染症のた
ター・チラシの配布を行いました。また京都府北部の住民の めに人々の中に不安が広がっているせいかと考えます。そ
方々に対して、プレイベントを北部で開催したり、北部からの れを取り除くために、治療薬やワクチンの開発が必要です
送迎バスを出して、当日の参加の支援を行いました。さらに が、最後に必要なものが、今回のフォーラムの中で語られ
フォーラムの開催資金として、第2回～第8回は京都府地域 た、「信頼・つながり・お互い様」で支え合うことと思いました。
力再生プロジェクトの、第9回は京都府の地域交響プロジェク 今新しい暮らし方が必要といわれており、社会的距離を置く
トの支援を行いました。

ことが肝要ですが、心の距離が離れてしまわないようにするこ

②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容

とが重要と思います。目指すのは皆様の共生と思います。今

１）京都府保健所のエイズ等予防教育の発表

後もフォーラムでそのことを皆で考えて行きたいと思います

第1回目は保健師さんが中学生むけのエイズ予防の模擬 し、来年こそはフェイスツーフェイスのフォーラムができること
授業を発表。以後毎回、「エイズ予防啓発パネル及び京都 を願ってやみません。
府の保健所が健康教育で使用している資材」を展示・紹介し
ました。

連絡先：京都府健康福祉部健康対策課感染症対策担当

保健所が行っている予防教育では、HIV/AIDSについて考 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
え、正しい知識を持ってもらえるよう、感染経路や予防の方
薮ノ内町 Tel:075-414-4723 Fax:075-431-3970
法、感染者数などの情報をはじめ、身近な恋愛や性のことに
E-mail:kansen@pref.kyoto.lg.jp
ついてもテーマとしています。
２）閉会式の司会

京都府ホームページhttp://www.pref.jp/kentai/stopaids

毎回、閉会式の司会を担当しました。第10回の全体会では

対談として参加いたしました。
3）京都府エイズ等予防啓発ボランティアグループ『紅紐（べ
にひも）』
京都府が養成している若者のボランティアグループで、パ
ネル展示やレッドリボンのネイルアートなどを通じて、若者か
ら若者へのメッセージを送ってくださいました。ネイルアート
は、学校法人京都理容美容専修学校さんやサンスター株式
会社さんにもご協力いただきました。ネイルアート中、来場者
一人ひとりの手を握り、エイズについて話一緒に考えました。
毎回100名弱の参加がありました。
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京都市
１ 活動紹介

３ 今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

京都市においては，ＨＩＶ／エイズをはじめとする感染症対
策に取り組んでいます。ＨＩＶ／エイズ対策については，検査
や相談だけでなく，保健師が学校に直接出向いての出前教
室や啓発イベントなど積極的に行っています。また，令和３
年度には，多くの若年層の皆様に正しい知識を知っていた
だきたいという思いから，独自の啓発動画及びリーフレットを
作成しました。

感染症のパンデミックが発生すると，人類は古くから感染者
や別の社会集団に対して差別等を行ってきた歴史がありま
す。
今回の新型コロナウイルス感染症の流行においても，患者
や医療従事者などへの偏見・差別などが発生しました。偏見
や差別を防ぐためには，一人ひとりが他人事としてではなく，
自分事として考え，行動することが必要です。

ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都には，第１回目から共催として
今後，感染症と共に生活する社会をつくるためには，今回
参加しています。運営委員会にも医療衛生企画課の職員が
のフォーラムのお話にもあった公衆衛生の基本である「ソー
毎回参加するほか，ＡＩＤＳ文化フォーラムの広報として，市
シャル・キャピタル」の醸成という視点が不可欠と考えます。
内の学校等に案内やポスター・チラシの配布や京都市地下
一人ひとりが今，できることを考え，「信頼・つながり・お互い
鉄駅構内へのポスター掲示を行いました。
様」で支え合える社会を目指し，皆様と一緒に取組をすすめ
２ ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都での参加内容
ていきたいと思います。
【発表プログラム（ＨＩＶ及び性感染症の検査について）】

連絡先：京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画
課

第１回目から川畑 拓也さん（（地独）大阪健康安全基盤研
究所）と中瀨 克己さん（吉備国際大学）と一緒に，京都市の 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65
保健師が各自報告と対談を行いました。その他，京都，大 京都朝日ビル7階
阪，岡山の状況と，現在行っている活動を紹介し，今後の進
Tel：（075）222-4421 Fax：（075）222-4062
むべき道を模索いたしました。
京都市ホームページ： https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/
【展示プログラム】
category/36-6-2-0-0-0-0-0-0-0.html
毎回，検査についての展示を行っています。京都市で実施
しているＨＩＶ検査の場所，流れを写真で説明し，実際に検
査を受けた方の感想や検査理由も一緒に展示しました。参
加者の皆様には，検査が無料・匿名で保健師や医師に相談
しながら受けられる等，具体的な流れについてイメージして
いただけたのではないかと思います。「こんなに（多種類）の
検査を実施しているんですね。」，「ＨＩＶとＡＩＤＳの違いは考
えたことはなかったです。」，「利用者目線で分かりやすいで
す。」等の感想をいただきました。
【ＨＩＶ即日検査の実施】
約１時間３０分後に結果が判明するＨＩＶ検査を無料・匿名
で実施し，毎回５０名前後の方に検査を受けていただいてい
ます。ＡＩＤＳ文化フォーラムをきっかけに，初めて検査を受け
る方も多く，より身近にＨＩＶ検査を感じていただく機会になっ
たのっではないかと考えています。
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京都市エイズ予防啓発
キャラクター
「あかりん」

事務局から 京都YMCA
神崎 清一（第1回～第6回京都ＹＭＣＡ総主事）

浅井 陽子（京都ＹＭＣＡ）

横浜に出張したおりに、横浜YMCA田口総主事(当時)
に誘われて、たまたま開催中であつたAIDS文化フォーラ
ムin横浜に１日だけ参加しました。それから数日後田口さ
んから電話があり、「京都でもフォーラムを開催してはどう
か、ついては岩室先生が京都の相談に来られる」とのこ
と。

2011年、8月にプレイベント、そして10月に「第１回AIDS文
化フォーラムin京都」が開催されました。AIDS文化フォーラム
in横浜の熱い想いから生まれた京都でのフォーラムの事務
局を京都YMCAが担当することになり、はじめて運営委員会
に出席させていただいた時のことを鮮明に思い出します。
「HIV／AIDS」という言葉は知っていても、自分とは遠いとこ
ろにあることだと思っていたHIV／AIDS。啓発を促すだけで
なく、エイズ問題を様々な角度から学び、多様性を理解し、
共生していくために“フォーラムを開催しよう！”というその場
に集われた方々のキラキラと輝くまなざしに圧倒されました。
何もわからないゼロからのスタートでしたが、医療や行政ある
いは教育の関係者・陽性者や様々な当事者・NPO関係者・
学生等がそれぞれの立場でお互いを尊重しながら意見を交
換して作り上げていくフォーラムの事務局を第7回まで担当さ
せていただき、一期一会であっても確かにつながることがで
きる出会いを知り、たくさんのことを学ばせていただきました。

それからは大野さんをはじめとした多くの皆さんとの出会
いと、大きな熱意によって歩みだしたフォーラムでした。
事務局をお預かりさせて頂いた時間は、私にとって刺激
的であり、学びの多い時間でありました。それはフォーラム
の内容は勿論ですが、運営委員会の時間、準備をするな
かでの様々なやり取り。フォーラム当日の参加者、ボラン
ティアとのふとした会話。それぞれ新しく得た財産でした。
HIV/AIDSを知り学ぶことで、性のことを知り考え、多様性
を学びました。
YMCAでは、人が人として生きることは、他者を認め尊敬
し合うことであり、その事が平和を創りだすと考えていま
す。まさに気付きと実践の場所でありました。
そして今あらためて、私にとって本フォーラムの意義は、
人との出会いと人が変えられる瞬間があるということが一番
ではありますが、もう一つ大きな財産と可能性を教えられこ
とがありました。
それは京都府、京都市並びに教育委員会の行政機関
の皆さん、医療機関をはじめとした専門分野の方々、会場
提供やボランティア派遣をしてくださった大学などの教育
機関、助成財団や支援団体の皆さん、医薬品メーカーを
はじめとした企業の皆さん、社会人や学生ボランティア、
事前準備だけでもとお手伝いくださったボランティア、当日
は参加できないけど会場へ沢山のお花を届けてくださっ
た方、毎年フォーラムの会場で集まることを楽しみにされ
ている方などが創りあげた事業でありプログラムであること
でした。

発表者・来場者・横浜・陸前高田・陸前高田・名古屋そし
てスタッフのみなさまに感謝しつつ、いつか「以前“エイズを
知ろう、エイズで学ぼう”っていうフォーラムがあったんだっ
て」と、誰もが他人事でなく自分事として捉えることが当たり
前になる日まで、多彩なプログラムのフォーラムが続くように
と願っています。

連絡先 公益財団法人 京都ＹＭＣＡ
〒604-8083京都市中京区三条通柳馬場東入中之町2
Tel 075-231-4388 Fax 075-251-0970

このことを知ってもらうことの方策として数多くの協賛、後
援のお願いをしたことも特徴であったかと思います。

今SDG sで言われているように、社会を変えることができ
るのは行政機関、企業、そして私たち民間団体や市民一
人一人が協働することが必要とされていますが、本フォー
ラムが一つのモデルではなかったかと思います。
その時々に応じた運営が生み出され、フォーラムが実施
されてきたことに感謝いたします。

本当に
お世話になり
ました！

更に、10年をそれぞれの時宜やお立場で導いてくださっ
た皆さん、お支えくださった皆さんに心より感謝いたしま
す。

運営委員一同

35

関西HIV臨床カンファレンス
はじめに

田暁宏、大阪市立総合医療センター感染症内科 白野倫徳

エイズ文化フォーラムin京都、活動10周年おめでとうござい ③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
ます。

私自身、HIVの診療を始めてから18年になり、関西HIV臨床

このフォーラムに医療関係者、製薬会社、教育関係者や カンファレンスに入会してから15年以上が経過しています。今
NGO・NPO団体、宗教関係者、当事者など、様々な方が参加 回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対峙するの
する事によってHIVにかかわる諸問題を共に考え、分かち合 は、HIVに対峙する時と非常に近いと感じています。
い、話あう機会を得ました。また様々な立場の人が参加するこ COVID-19は病気そのものもですが、同様に、むしろそれ以
のフォーラムでは多様な意見を聞く事ができ、この多様性を 上に恐ろしいのが感染の不安から自分の周囲から患者、感
理解する事ができるようになりました。様々な意見交換ができ 染している可能性のある人を排除しようとする目に見えない力

るとても貴重な場だと考えています。これからも益々のご発展 だと思います。これは我々がこれまでHIVの診療をしていく中
を祈念しております。

で感じていた『スティグマ（烙印）』と全く同じです。

①活動紹介

我々は、HIVに対するスティグマを解消する為に何が必要な

関西HIV臨床カンファレンスは1995年10月、HIV感染症診療 のかを多くの時間をかけて議論してきました。その中で正確な
レベルの向上と各医療機関の連携をめざし、6人の内科医が 情報を提供し、『正しく恐れる』事が重要であり、対峙すべきは
中心となって設立されました。当時はHIV診療を行っている医 『ウイルスを持っている人』ではなく『ウイルスそのもの』である
師自体が少なく、この会はよりよい治療を行うための症例検討 と説明してきました。現在の『U=U』はその代表的なものでは
から始まりました。その後、HIV治療に様々なチーム医療の必 ないかと考えます。HIV陽性者の方々が『普通に』医療を受け
要性が認識されるに従い、薬剤師部会・歯科医師部会・カウ る事ができる様に我々は啓発活動を行ってきました。この活
ンセリング部会・看護部会など、HIVに携わる医療職を網羅す 動は医師だけではできま せん。薬剤師、看護師、カウンセ
る大きな組織に発展してまいりました。また、関西の多くの ラー、社会福祉士、歯科医師、行政職、NGO/NPO団体、当
NGO・NPOと連携、意見交換を行う事により我々の診療をより 事者等、様々な背景をもつ人々が時期毎に変わっていく問題
深めることができるようになりました。現在は会員数200名の大 点を共有し、各々が主体的に考え意見を出し合う中で互いの
きな組織になっています。

考えを理解し尊重する事が醸成されてきたと思っています。

当会で最も考えていたのはHIVに対しての教育、啓発活動で COVID-19に対しても同じ事が言えるのではないかと考えま
あり、正しいHIVの知識を持つ医療職の人材育成と共に、当 す。COVID-19に関しての正確な情報を提供し、今自分が置
事者を含めたHIVにまつわる諸問題を提起し語り合うポータ かれていのはどの様な状況なのか、どこに問題点があり、解
ルサイト的な役割を果たす事ができればと考えています。

決するためには何が必要なのかを多職種で共有する事により

医師部会・看護部会・薬剤師部会・カウンセリング部会・歯科 各々が主体的に考え、行動が可能になってくるのではないか
部会がそれぞれ症例検討会や交流会を開き、新しい知識を と考えます。実際、私はCOVID-19に対しての感染対策を高
得るようにしています。今年度はコロナの影響で活動自体が 齢者施設に説明して回っていましたが、共通認識を持つこと
縮小しましたが、来年度はまた皆で盛り上げていこうと思いま により不安が解消され、施設内で情報を共有する事が進んだ
す。

という喜びの声を多く聞くようになりました。また、それは我々

②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容

にとっても新たな繋がりを作る事ができ、より多くの意見を聞く

AIDS文化フォーラムin京都には2013年より後援組織としてご 事が出来るようになったのです。
協力させていただいております。また、2015年からは台風で

COVID-19と対峙するのは長期戦になります。これからはこ

中止となった2018年を除き、演題として毎年医療中心の内容 れまでこのエイズ文化フォーラムin京都で培われてきた『多職
を提供、参加されている方々との意見交換を行うようにしてき 種による』『正しい情報提供と議論』が生かされ、皆がこの感染
ました。

症を乗り越えていく様になればと思います。

今後も医療従事者中心の団体として、可能な限り提供を続け
ていきたいと考えています。

連絡先： 関西HIV臨床カンファレンス事務局
2019年 第9回 パネルディスカッション『性感染症のアップ 〒540-0006 大阪市中央区法円坂2－1－14
国立病院機構 大阪医療センター 臨床研究センター内
デート』
発表者：そねざき古林診療所古林敬一、南奈良総合医療セ 電話 : 06-6942-1331 (内線3344) FAX : 06-6946-3652
E-mail：hivinfo@kansai-hiv.com
ンター感染症内科 宇野健司、兵庫医科大学血液内科 澤
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法円坂メディカル
①活動紹介 大阪府、兵庫県に10店舗ある調剤薬局グルー
プです。HIV陽性患者の登録は700名以上あり、HIV感染症
薬物療法認定薬剤師、HIV感染症専門薬剤師、今後取得す
る薬剤師などが、 AIDS文化フォーラムin京都はもちろん、
AIDSウィークス大阪、関西HIV臨床カンファレンスなどの活動
に参加しております。また、大学や高校に出向き「HIV感染
症」や「性感染症」の講義を定期的に行っております。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
第4回 2014年10月5日 在宅療養における服薬援助のポイ
ント
第5回 2015年10月4日 院外処方の実際

第6回 2016年10月2日 薬剤師ミキティとアロマを体験しよ
う。アロマワックスバー作り
第7回 2017年10月1日 薬剤師ミキティと管理栄養士コラボ 薬局体験を通じて、より薬局を身近に感じていただければと
企画

食事について考えよう あなたのその食事続けて大 思い活動してまいりました。新型コロナウイルスの重症化に

丈夫？

は、基礎疾患の有無が大きく関わっております。管理栄養士

第8回 2018年9月30日 薬剤師ミキティ サコタンとプチ調剤 による栄養相談によって健康の維持、管理することで、重症
薬局体験

化リスクコントロールに活かせるのではと考えます。

第9回 2019年10月6日 薬剤師とプチ調剤薬局を体験して 連絡先 〒540-0012
みよう

大阪市中央区谷町4丁目3-1FKDビル 3F

③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

tel : 06-4790-7600 fax: 06-4790-7639

ATAC in NARA
１０周年誠におめでとうございます。
新型コロナウィルスにより多くの分断を経験しています。
今も続いています。悲しいことです。
さて、その中でこのたび素敵なフォーラムを開催していただ
いた皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
医療関係者として、コロナ対策で全く運営委員活動が出来
なくて申し訳ありませんでした。反省しております。
また、参加団体として参加出来なくて申し訳ありませんでし
た。今後ともどうかよろしくお願いいたします。
（活動紹介）
エイズ・結核・がん・乳がん・免疫力亢進のリンパマサージな
どをテーマにして活動しておりますが、

再度の確認が必要と考えます。

今回は接触感染の防止のために参加を取りやめました。残 これからは空気感染対策です一番大切なことは換気対応で
念でした。
次回は２０周年ですかね

す。
連絡先 ：東京都結核予防会顧問

頑張れ。

労働衛生コンサルタントオフィス畠山代表

接触感染対策は大丈夫でしょうか。

畠山雅行

飛沫感染対策は大丈夫でしょうか。
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赤十字京都ユース
①活動紹介
赤十字を母体とする若者のボランティア団体です。
全国車いす駅伝競走大会の運営や、献血の呼びかけ、青少
年の育成など、赤十字事業の推進及び、保健衛生や社会福
祉等の向上のために活動しています。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
私たちは、年齢や立ち場などが近い者同士で学び合うピア・
エデュケーションという手法を用いたワークショップを開催して
きました。その中で、エイズの基礎知識を学ぶだけでなく、言
いにくいことを相手に伝えるにはどうすれば良いかなどを語り

合いながら、自分や未来の大切なひとをエイズ、性感染症か
ら守るチカラを身につけるプログラムを実施しました。当フォー
ラムには、第1回から参加、第9回では性について気軽にトー
クできるカフェの運営、また第10回はweb開催となりましたが司 コラボし、予防を行動に移すこと、正しく恐れることなど、啓発
会を務めさせていただきました。

動画をYouTubeにて配信しました。

③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
新型コロナウイルスにおいて、若者間での感染拡大が大き 連絡先：赤十字京都ユース 京都市東山区三十三間堂廻り
な問題となっています。若者の行動を変えるのは若者、まさに 町644 日本赤十字社京都府支部内 TEL 075-541-9326
ピア・エデュケーションが重要と考え、活動で築いたコミュニ
ティにも助けられながら、ロックバンド、ココロオークションさんと

カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク
①活動紹介
1995年から、感染拡大や偏見・差別をなくそうとHIV/AIDSの
正しい最新の情報を広める啓発活動を続けています。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
例年、啓発グッズ等の展示を行い、人と出会い、話をし、人と
つながることを大切にしてきましたが、今回はコロナ禍の中、
現地での展示もかなわず、残念でした。
③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
コロナ禍の中であっても、人と人とが断絶するのではなく、困
難な状況の中でも「一緒に考え、そこから始める」という事を
忘れずに、ZOOMなどWEBツールを利用しつつ、活動を続
けます。たとえどんな状況にあってもできる事をできるだけ行
い、人と人との繋がりを絶たず、協働の道を探る姿勢を保つ
事が肝要。このような情勢だからこそ、今まで以上に人と人と 〒135-8585 東京都江東区潮見2-10-10 日本カトリック会
の繋がりが大切であり、必要だということを感じた今年のAIDS 館
文化フォーラムin京都でした。

Tel.03-5632-4414 Fax03-5632-7920

連絡先：

E-mail: hivaids@cbcj.catholic.jp

カトリック中央協議会 社会福音化推進部 HIV/AIDSデスク

URL:http://www.cath-aids-desk.jp/
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BASE KOBE /(一社)LGBT理解増進会
① 活動紹介
HIVに関する予防啓発、陽性者支援

newTOKYO | 新しい生活様式が求められる今、 新宿二丁目

ピアサポートミーティングの開催(神戸市、岡山市)

を楽しむための #SAVEthe2CHOME ガイドラインが公開！

若者の貧困とセックスワーク

（the-new-tokyo.com）

シェルターを利用した自立支援
② AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
数回、参加させて頂きました。
１０回目に当たる今回は、リモートで参加させて頂きました、

③ 今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
コミュニティ活動の一環として新宿２丁目振興会様とのコラ
ボで、お店でできる新型コロナ対策について公衆衛生医師の
岩室紳也さんに監修をして頂きガイドラインを配布し、ネットで
公開しました。
連絡先：.〒650-0015 神戸市中央区多聞通１-３-１１ハイツ
神戸313 BASE KOBE事務局
BASE KOBE / (一社)LGBT理解増進会 繁内幸治

医療ソーシャルワーカー有志
①活動紹介

③今までの活動で新型

医療ソーシャルワーカーは、保健医療機関において、社会 コロナ ウイ ル スに活 か
福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済 せること
的、心理的、社会的問題の解決、調整を患者さんの主体性 「ソーシャルワーカーの
やプライバシーを尊重しつつおこなう職種です。

専門職は、人間の福利

様々な医療機関に配置されていることが多く、入院・外来問 （ウェルビーング）の増
わず、療養中の方々の相談にのり一緒に考えさせていただい 進を目指す」中で、コロ
ています。

ナ禍での支援は、一層

また、HIVの領域では、各医療機関などで、患者、家族の相 重要になってきていま
談・支援の他、介護・福 祉・医療機関で、正し く理解し た上 す。今の状況から波及する様々な困難がある中、その人らし
で、受け入れをスムーズにしていただくよう、出前講座を企 く生きていくために、ソーシャルワークをおこなっていきたいと
画・運営等も行っています。
②AIDS文化フォーラムin京都では、実行委員として参画させ
ていただいています。

思います。
HIVの支援から学んだ、当事者、NPO,医療スタッフ、大学
関係者、行政などが自身の枠にとらわれず一緒に考え、とも

また、毎年「生活を支える制度やサービスについて考える」を に作り出す姿勢は、今、この世の中でこそ、生かしていきたい
テーマに複数の医療ソーシャルワーカーで発表をさせていた と思うことです。
だいています。

連絡先：医療ソーシャルワーカー有志代表

その他のプログラムでも、シンポジストとして参加していま 京都大学医学部附属病院 地域ネットワーク医療部
す。

医療ソーシャルワーカー 隈村 綾子
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メモリアル・キルト・ジャパン
①活動紹介
AIDSで亡くなった人たちに向けて、その存在を忘れないとの
思いから生まれたAIDSメモリアルキルト。90×180ｾﾝﾁの布に
はその人の名前や思い出のものが縫い付けられ、統計上の
数字では表せない生きた記録となっています。メモリアル・キ
ルト・ジャパン(MQJ)はキルトを作る人のサポートやキルト展示
などで、メモリアルキルトを通してHIVのかかえる問題を共に考
えていきます。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
メモリアルキルトの展示と、HIV陽性者の支援となるテディベ

ア基金の紹介、売り上げを基金に寄付できるテディベア作りの
ワークショップを行ってきました。メモリアルキルトが作られてき
た歴史は日本のHIVに関わる問題の歴史でもあり、薬害エイ
ズを闘ってきた当事者や連なる仲間たちの生きた記録でもあ 日常的に感染予防策を取り合うことで共存していく大切さを伝
ります。それぞれの方々を想いながら、テディベアを作ってい えていくこと。テディベア作りもステイホームで楽しくできるボラ
く時間は楽しく、出来上がったものが基金に貢献できる、自分 ンティアのひとつであることをこれからも紹介していきます。
にできることでつながっていく体験ともなります。

連絡先 〒600−8871 京都府京都市下京区西七条北東野
町39−1 寺口方
③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
感染症であることで差別される社会構造が生まれることの tel/fax 075-325-1950 mail info@mqj.jp
問題を、ひとり一人がお互いの関係性を尊重し守り合う、

公益財団法人 京都市ユースサービス協会
①活動紹介

フレットを配布しな

青少年が社会の担い手として成長するために，社会参加と が ら，若 者 と 共 に
自主的な活動の機会を提供し，必要な支援を行っていく 考え，予防啓発に
「ユースサービスの理念」にもとづき活動しています。

取り組んでいま

京都市内7カ所の青少年活動センターを，京都市の指定管 す。
理者として運営しています。

③今までの活動で

各青少年活動センターは，それぞれ施設，設備に特徴が 新型コロナウイルス
あり，個性的な利用，事業活動をしています。

また，厚生労働省や京都市の委託を受けて，京都若者サ

に活かせること

これからも続くコロナ禍の中で，若者も戸惑いを感じなが

ポートステーションや子ども若者総合相談窓口を設置し，職 ら，学生生活の継続や就職活動，生きる上で必要な収入の
業的自立支援やニート，ひきこもり不登校等の相談，社会的 確保など様々な問題を抱えながら生活しています。マスコミ
自立に向けた支援を行っています。

等で取り上げられていない事も多い中，感染拡大を抑える事

②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容

の啓発と共に，フォーラムを通じて，若者の現状を広く伝えら

第1回のフォーラムで「恋愛を通じて若者の性と生を考える れればと思います。
～恋愛塾がやってくる～」と題し，10代のリアルな恋愛観を 連絡先 （公財）京都市ユースサービス協会
テーマに話し合う参加型のワークショップ“恋愛塾”を行い， 〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町
若者，青少年を対象にボランティアと共に企画，運営を進め 262 京都市中央青少年活動センター内
てきました。

TEL 075-213-3681 ／ FAX 075-231-1231 ／ Email of-

最近ではAIDSとどう付き合っていくのが良いのか，若者た fice@ys-kyoto.org ／ H P http://www.ys-kyoto.org

ちの目線でパネルを作成したり，ＤＶや性感染症予防のリー
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現役AV男優有志の会
①活動紹介

な知識が

2014年から、現役のAV男優の有志により、性感染症予防の 必 要 で
啓蒙と、AVを性行為の見本にしないようにというメッセージを す。ま た、
伝えることをメインとする講演活動を開始しました。AIDS文化 「感 染 し
フォーラムには、横浜をはじめ、京都、佐賀、名古屋で参加し な い」だ
てきました。現在は、YouTubeやSNSも活用しながら個人レベ け で は な
ルで活動を続けています。

く、感染し

②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容

てしまっ

講演形式にて、AVの撮影現場で行われている性感染症予防 た 場 合
の取り組みを説明し、定期的な検査を最重要事項として仕事 に、「自分

に取り組んでいると話してきました。また、AVに映っている性 か ら 感 染
行為は、第三者（視聴者）に向けて行われているもので、二者 させない」ことも感染拡大予防には必要なことなので検査が重
間で完結することが前提となっている一般人の性行為とは違う 要になってきます。性感染症の検査と同様に、PCR検査も
ものであり、アクション映画やサスペンスドラマと同様に、現実 100％の精度ではないので検査頼りになりすぎないよう、日頃
世界と切り離して楽しんでもらいたいというメッセージも伝えて の体調管理と正確な知識の定期的更新も欠かせません。そし
きました。そして、性行為を通して、他者とつながる悦びや怖 て、感染症になってしまった人が、肉体だけではなく経済と精
さ、自身と向き合う大切さも、実体験に基づく感想を中心に話 神の面でも支えを必要としているだろうことが予想され、出来る
してきました。

範囲で関わったり、助けたり、寄り添うことをしていけたらと考え

③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

ています。

感染症を正しく恐れるには、感性経路と、その予防法の正確 連絡先

窓口：森林原人 moribayashigenjin@gmail.com

摂南大学 医療薬学研究室
①活動紹介
訪問研修：京都府下の介護施設を対象にHIV/AIDSについ
ての講義とグループワークを実施
地域研究：地域で毎年健康プログラムを行い、高齢者の方
の健康をサポートしている
薬物依存回復支援：依存症経験者との交流会を開催
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
【ミニシンポジウム】介護施設における訪問研修の活動報告

を行った。介護職から、様々な視点で介護の現状とHIV陽性
者の受入問題について報告してもらい、HIV陽性者と介護を
つなぐためには何が課題となるのかをフロア全体で話し合っ
た。
【イベント】依存症からの回復の道を歩んでいる人に目を向
け、支えあえる社会になることを目指し、参加者に依存症の ト結果では、正しい知識の定着はHIV陽性者に対する偏見
回復過程にはどんな苦労や努力があるのかを知ってもらう機 や差別の減少につながることが分かっている。そのため、
会を作った。

我々が行っている介護施設に対する訪問研修を振り返ること

③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

で、コロナ感染症においても問題となっている偏見や知識不

現在、コロナ感染者に対する偏見や誹謗中傷を度々耳 足を補うためのなにかが見いだせるのではないかと考える。
にするが、これはHIVについて正しい知識がまだ知られてい 連 絡 先 摂 南 大 学 薬 学 部 医 療 薬 学 研 究 室 高 田 雅 弘
ないころを彷彿させる。我々が実施した訪問研修のアンケー （takada@pharm.setsunan.ac.jp）
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そう＆カッシー
①活動紹介
横浜に住んでいるゲイカップルです。
2004年に名古屋のLGBTイベントNLGRで結婚式を挙げまし
た。2019年に居住している横浜市でパートナーシップ宣誓書
受領制度が開始されたので登録してみました（画像）。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
第3回の京都フォーラムで「男同士で結婚式を挙げて9年～
変わったこと、変わらないこと」で発表デビューさせて頂き、そ
れから連続6回参加させていただきました。
③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
普通に生活しているだけで、特に新型コロナウイルス対応に
生かせるようなことはないと思います。
単身世帯×2の法律的な関係性のない同居関係なので、問
題なく収束までやり過ごせることを祈っています。
感染者に対する罰則については反対しております。
連絡先

sou21century@gmail.com (そう)

※個人宅のため住所・電話の公表はご容赦ください。

古川潤哉（お坊さんが行う性教育授業「生と性と死を考える」）
①活動紹介
浄土真宗本願寺派の僧侶です。ホスピスへの関わりから
HIV/AIDSの理解と支援への取り組みに携わり、医療や教育
現場の方々と思春期の性、セクシュアリティの悩みに関わる
学校性教育にご縁を持ち、主に佐賀県の中学、高校で「生と
性と死を考える」というお話をしています。大人に期待される
美しいいのちの話ではなく、現実に生きる中での苦悩の1つ
として生死の中に性を捉える話です。

②参加内容
10周年、誠におめでとうございます。横浜のご縁から龍谷
大の学生さんらと共に京都の立ち上げに関わることができた
こと、とても嬉しく懐かしく思います。「生と性と死を考える」の
模擬授業、「宗教とAIDS」の発表の場を毎年頂いております
が、洪久夫さんと開催した「感染して17年、これまでとこれか 作ることが結果的に最大の予防効果をもたらすと考えます。
ら」を京都新聞に取りあげて頂いたことを洪さんがとても喜ん 感染を隠す必要が無く、差別されることなく治療が受けられ
でいたのを感慨深く思い出します。（洪さんは2018年にガン ることが担保される社会でなければ検査もできません。
で逝去）

あらゆる感染症において感染を悪とせず共に生きる方向を

③新型コロナウイルスに活かせること

目指す。このフォーラムの趣旨そのものだと感じます。

予防も大切ですが、感染したと安心して公表できる社会を 連絡先 古川潤哉 http://furujun.info junya@joseiji.org
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木津川ダルク
10周年に感謝しております。
①活動紹介
近くにはキャンプ場なども多く、自然豊かでゆったりとしたエ
リアで回復プログラムに取り組むことにより、初期の解毒トリート
メントから自分自身の再出発を見つける場所として最適です。
コンセプトとしては、家庭的な雰囲気で回復のプログラムを提
供していきます。回復は強制的に身につけることはできず、最
終的には自分自身で気づき、考え、自分自身で回復を手に
する喜びを得ることが鍵だと考えます。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
第3回からダルクとして関わらしていただき、薬物依存、HIV、
LGBTの生きづらさを感じている当事者からのメッセージ、海
外での薬物問題の取り組みの紹介やドキュメンタリー映画「ア
ノニマス・ピープル」の上映会などを行ってきました。また、ボラ 回されず落ち着きを保ち、有益な情報を共有し感染防止に役
ンティアスタッフとしても関わらしていただき、出番や役割を与 立てること。
えていただけたことに感謝しております。
連絡先
③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること

619-0214 京都府木津川市木津内田山117

緊急事態宣言中であっても人とのかかわりやつながりを保ち TEL&FAX 0774-51-6597
孤立しないことがいかに大切であり、平時から不安や悩みを E-mail Kizugawa.darc@gmail.com
気楽に話せる関係を作っていること。垂れ流される情報に振り

山田雅子（川口学園 看護科 ）
①AIDS文化フォーラム㏌横浜で、HIV/AIDSについてまだよ 会いたい人に会えない社会にして
くわからないという方や初めての参加という方に向けての『す しまいました。この感染症でまさか
きまミニ講座』をやっています。

医療従事者である自分が差別を受

②AIDS文化フォーラム㏌京都でもHIV/AIDSの初心者向け ける側に立たされるとは夢にも思っ
講座をやらせていただいています。京都は１講座90分ありま ていませんでした。身近なところで
すので参加者の方の疑問や気になることをお聞きして講座 予防策を伝えようと試みても受け入
の内容に反映できるところが好きです。

れられなかったり、徹底されなかっ

③ 私はHIV/AIDSについて教科書に書かれている内容に たりすることもあり、大きな集団での
不満があって知識と情報を求めて参加したのがAIDS文化 感染予防の難しさを痛感しています。

フォーラム㏌横浜でした。

それでも私は各地のAIDS文化フォーラムを通してたくさん

医療の 側 面だ け では 語り き れ ない、人 権や、セクシ ャ リ の人が発信するメッセージを受けとめ、自分で考えることの
ティ、人の意識の問題そして文化…実に多くのことを知り、考 大切さや、人とのつながりを力に変えて行動にうつすことが
える場と時間でした。そして直面したのは人の差別意識や他 できることを知っています。自分ひとりにできることは微々た
人ごと意識の厚い壁でした。この活動をするようになって多く るものですが、知ること受けとめること考えること伝え合うこと
の人と知り合い、いつしかHIV/AIDSという感染症を糸口に を諦めずに活動し続けようと今思っています。しばらくはオン
人が生きることの諸々を考えさせてもらっていました。

ラインに形を変えたりしながらもAIDS文化フォーラムはたくさ

去年、COVID-19という新たな脅威が私たちの生活を脅か んの人の輪をこれからも広げるに違いありません。このつな
し始めました。性感染を主とするHIV/AIDSと比べたら人間関 がりはウイルスには絶対に分断させられない『絆』だと確信し
係への影響もマイルドなのではないかと思っていたらそれは ています。
全くの見当違いで、新型コロナウイルスは私たちを分断し、

連絡先：yamada@wasedasokki.jp
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HIV検査 今とこれから
①活動紹介
2011年の第１回からAIDS文化フォーラムin京都に参加して
います。第1回目は、地元京都市を含め自治体でHIV検査に
携わる３名＋岡山県から参加した山陽大学の学生９名＆教
員１名で行いました。団体ではありませんが、このコーナー
は、エイズを考える上で大切なHIV公設検査に関わる３名と
大学生＋教員が受け持ちました。その後も担当者の所属が
変わったり、異動に伴う変更や4年目からは岡山からの学生
の参加ができなくなったりしましたが、一貫してHIV検査を
テーマに参加を続けています。
②AIDS文化フォーラムin京都での参加内容
2011,12,13これからのHIV検査の方向性は？—有用で、そ
して安心して受けられるHIV検査とは？—、14 HIV検査 今と
これから、15これからのHIV検査の方向、16 HIV検査、今とこ
れから、17 年からは急増する梅毒を含めて、HIVおよび性感
染症の検査を考える、18台風のため中止、19 HIVおよび性
感染症の検査、をテーマとしています。
内容は３者からの報告を基本としていました。
まず、京都市の行う検査と関連する取り組みについてで
す。HIV/STD検査相談の成果や思春期の青少年向け性感
染症予防の取り組み、等を利用者からのアンケート集計結果
を交えて紹介。また、夜間や土日検査の拡充など市民が受
けやすい検査体制への拡充や外国人の方等どなたでも受け
やすい検査体制を整備するとともに，安心して利用して頂け
るよう相談支援体制の整備について報告しています。
次にMSM向けの検査相談事業についての紹介です。大阪
において地域の診療所医師の協力のもと、CBO（MASH大
阪）との協働でゲイ・バイセクシャル男性に特化した広報を実
施することで、HIV/STIの検査機会を提供し成果をあげてい
ること、いきなりAIDSという発見の遅れた症例割合が全国より
は少ないものの東京よりは高率であった際の対策、公的検査
でも一部の即日検査で梅毒を加えるなどの対応を報告して
います。また、大阪府のエイズ発生動向や急増後は梅毒の
動向も加えています。
３番目は、色々な切り口で日本や諸外国のHIV検査をめぐ
る動き等について紹介しています。アジアや他国で自発的な
検査相談がどのように行われているか、またパートナーを通
じた検査や健康管理への働きかけ（パートナー健診等）感染
者の相手へ検査を勧めたりリスクについて知ってもらったりす
る働きかけ、その欧米や日本での取り組み、HIV検査 我が
国の歴史、あるいは、ご参加の皆さんに、梅毒報告数が増え
ているが、啓発方法としてはハイリスク層と広く一般市民に向
けた啓発のどちらの優先度が高いと思うかを問いかけたこと
もありました。
当初の３年間ですが、山陽学園大学の看護学生4名による
検査やHIVについて友人へのインタビューや、「学生２０人に
聞いてみました」として報告したアンケートの結果に加え、看
護学部と他学部の学生の違いや自ら気づいたこと等を紹介
しました。学生の率直な意見や発見に対し、参加者の皆様に
大変関心を持って頂き、また色々と励ましの言葉も頂きまし
た。学生には貴重な機会になったようで、感想をご紹介する
と、「『正直答えにくいことばっかりだけど、こうやって聞いてく
れたからアンケートに答えている時だけだけど、エイズについ
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2014年山陽大学学生による報告の様子

2014年 山陽大学学生による報告の様子
て考える機会がもてた』ということを言ってもらえたのが自分の
中での一番の収穫だと思います。」「学生の意見を読み上げ
るたびに『えー』『おー』とよい反応があってうれしかった。」
「最初は専門家ばかりだからクイズの答えや意見をわかるん
じゃないかって思っていたが、大学生の誤解をおもしろそうに
聞いていた。」などです。
③今までの活動で新型コロナウイルスに活かせること
公的な検査の考え方、特に「自発検査」やパートナー検
査、新型コロナウイルス感染症では接触者検査の考え方や
実務上の課題、またこれら検査に伴うプライバシーの保護や
勧められた人はどのような不安を感じるかといった想像力は、
HIV検査・梅毒検査を考えてきた経験が大いに役立っている
と思います。我が国ではまだあまり広がっていませんが、リス
クの低い大勢の人が受ける検査（スクリーニング検査）に伴う
課題、例えば陽性反応的中率が低く間違って陽性となる人
への対応が重要なことや検査を始める際に陽性となった人
への対応を、プライバシーの保護を含めて十分整えておく必
要があることはHIV検査と共通しています。更に今ワクチンの
普及によって問題が解決するかのような風潮がありますが、
HIV感染症での経験を生かせればと思います。
HIV感染症では治療が進展してもHIVに関連した差別はな
くならず、疾患のイメージが持つ力とその持続性は多くの対
策の障害となっています。梅毒でも似た問題があります。新
型コロナウイルス感染症で、感染拡大の場が職場や家庭へと
変化していてもなお、接待を伴う飲食のネガティブなイメージ
が疾患から想像される状況が続いているように感じます。新
型コロナウイルス感染症についても、AIDS文化フォーラムin
京都が提唱する「疾患を文化として捉えること」が必要だと思
います。
2019年担当者
西本美穂（京都市健康安全課）、川畑拓也（(地独)大阪健康
安全基盤研究所）、中瀨克己（吉備国際大学）
連絡先 吉備国際大学 中瀨 ktsuminakase@gmail.com

運営委員から AIDS文化フォーラムin京都の10年
木下浩一（NPO法人CHARM）

事者も含めて様々な立場、考えの人が自由に自分の発表が

「AIDS文化フォーラムin京都」が10年を迎えました。立ち上 でき当事者も気軽に参加できる「場」の提供にしたいと。現在
げから関わらせて頂いた者として、感慨深いものがあります。

がそのようになっているかどうかはともかく、HIV/AIDSの周辺

私がHIV/AIDSと深く接したのは、2000年の第７回AIDS文化 の問題の発表も増え、京都府さん・京都市さんが共催です
フォーラムin横浜からです。初めて“HIV陽性者”と呼ばれる人 が、行政の立場と異なる発表も多くあります。
を間近にしての印象は「どこにでもいそうな普通の人」でした。

市民対象でありますが、陽性者や様々な当事者にとっても

当初想像していた病人の姿とは違う事に戸惑うと共に、「こん 居心地の良い場であればと思っています。
な（普通の）人達が何故特別視されるのだろう？」との思いが

最後に薬害エイズ大阪原告団団長だった石田吉明さんの

湧いて来るのを感じました。また当時はHIV診療の地域差も 言葉「病者が病者でいられる社会」が現実のものとなりAIDSが
大きく、首都圏など大都市よりも患者の少ない地域の方がより 単なる象徴的な言葉になることを願ってやみません。

偏見が強いのだという事も知りました。岩室紳也先生をはじめ
とする多くの多種多様な登壇者の話を聞きながら、正確な知 半井達弥（京都府保健環境研究所）
識を持つ重要性を感じた瞬間でした。

第10回AIDS文化フォーラムin京都がコロナ禍の中、webでは

自分にも何か出来ないか？という思いと、多くの魅力的な人 ありましたが無事開催できましたこと、大変喜んでおります。
達との出会いが、医療者・行政担当者交流会、そしてAIDS文
化フォーラムin京都の設立へと繋がった様に思います。

私は、京都府のHIV/AIDS対策の担当者として第1回目から
フォーラムに関わり、現在は、新型コロナウイルスの検査業務

医 療 従 事 者・行 政 担 当 者・陽 性 者・NPO 等、実 に 様 々 な に従事しています。
方々と知り合いましたが、共通するのは、皆さ ん“熱い心を

人が感染症と向きあってきた歴史の中で、その対策には、人

持っている”という所でした。これらの知己を得られたことは、 権への配慮が必要不可欠であることを頭では理解しながら、
私の生涯の財産となっています。

現実に未知のウイルスが出現したときには、恐れから、そのよ

現在でもHIV/AIDSに対する国民の意識は、なかなか思う様 うな意識が薄くなりがちです。HIV/AIDSもそうでしたが、この

に高まっていないと感じます。AIDS文化フォーラムin京都の役 フォーラムでは、当事者の声を直接聞き、意見交換しながら
割は、まだまだ終わる訳には行きません。

理解を深め、気がつけば人への配慮がやわらかく身につく貴

これからもAIDS文化フォーラムin京都を、何卒宜しくお願い 重な機会だと感じています。多様性があり、人と人とが繋がれ
致します。

る仕組みも内包しているのがフォーラムの特色のひとつと思い
ます。その良さを活かしながら、フォーラムが続き、ますます発

高畑吉博（HIV陽性者支援団体 さぽーと京都代表）

展されますよう、今後ともよろしくお願い申し上げます。

第10回AIDS文化フォーラムin京都も終えることができまし
た。私も最初の企画段階から主催者側で関わってきていま 林 滋（薬剤師）
す。11年前、岩室紳也先生から京都でもAIDS文化フォーラム もう10年、いや、やっと10年でしょうか。
をやらないかというお声かけを受けて、HIV/AIDSに関わりの 岩室先生から京都フォーラム開催を打診された日を懐かしく
ある数人の人たちが集まって話し合いをもったことから始まり 思います。
ました。この時集まった人たちも自分の知ってる人に声をかけ 諸事情が重なり今回は、ほとんど関わることが出来ませんでし
て、言わば人の繋がりでできたものです。京都府さん・京都市 たが、立ち上げメンバーとして10回という伏目を迎えることが
さんも同様でした。

でき嬉しく思います。

京都は大阪の隣、陽性者数も比較的多くないということもあ 今後のフォーラムに対する希望ですが、次の10年は若いメン
り、個々にHIV/AIDSの活動をしている人がいても、横断的な バーが継続していただけると幸いです。
繋がりはありませんでした。京都という土地柄もあるのか誰々
さんの紹介という形で広がっていったのが現在の形です。

白野倫徳（大阪市立総合医療センター感染症内科 医師）

結果的にAIDS文化フォーラムin京都を通じていろんな人と人

10年目を迎えたエイズ文化フォーラム in 京都ですが、一貫

が繋がれたというのが大きな成果だと思います。今までご協力 して、HIV・エイズに対する陽性者支援および予防啓発を二
いただいた方々に感謝を申し上げます。

つの軸として取り組んできました。私は現在大阪の病院で勤

11年前に集まった時に私が思ったのは、学園祭のようなもの 務していますが、その前は京都大学医学部の検査部・感染制
にしたいということでした。学会や一方的な啓発ではなく、当 御部の大学院生だったことや、以前からエイズキャンドルパ
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レードに参加していたご縁で、立ち上げ時から運営メンバー 所でもありました。

として関わらせていただきました。

薬剤師はどうしても医薬品という「モノ」を中心に考えがちな

私は臨床医としてHIV・エイズ患者さんの診療に関わってい ところがあります。AIDS文化フォーラムin京都で学んでくれた
るだけでなく、関西HIV臨床カンファレンスの理事として医療 学生達は、HIV/AIDSを考えることを通して「ヒト」を中心に考
従事者向けの啓発・教育に関わったり、大阪を中心に活動す える力をつけてくれました。AIDS文化フォーラムin京都は、そ
る特定非営利活動法人CHARMの理事として陽性者支援の れに関わる人たちを色々な意味で育ててくれたと思います。
さまざまなプログラムに関わったりしています。また、HIV検査 コロナ禍や時代の流れでAIDS文化フォーラムin京都の今後
会場であるChotCASTでHIV検査の結果告知を行ったり、特 の有り様は変わっていくと思いますが、これからもAIDS文化
定非営利活動法人アフリカ支援アサンテナゴヤの活動で年 フォーラムin京都から沢山の学びがあることを期待していま
に1回、ケニアで医療ボランティアを行っていたりしています。 す。
その関係で、エイズ文化フォーラム in 京都での私の役割
は、陽性者支援や予防啓発に関わるさまざまな市民団体と 大野聖子（第7回より事務局長）
臨床現場をつなぐことだと考えておりました。

この10年間でもHIV感染症・エイズの治療は飛躍的な進歩

（京都第一赤十字病院

感染制御部医師 2020年4月より嘱託）

1997年に当院がエイズ拠点病院になり、病院側からの要請

を遂げ、合併症がなくコントロール良好な場合、感染していな でHIV診療を開始しました。当時エイズ予防財団が医療従事
い人と同程度まで長生きできるようになりました。各種診療ガ 者向けのカウンセリング研修会を（2泊3日シーズンオフの観
イドラインで推奨される抗HIV治療は、服薬錠数は1日1～3 光地で）開いてくださっており、9月の軽井沢の研修に参加い
錠、服薬回数も1日1～2回とシンプルになり、副作用や相互 たしました。最初の講義が、山中京子先生の「性の多様性に
作用の問題もずいぶん軽減されてきています。

ついて」でした。目からうろこで、しかしこの講義を伺って、当

一方、陽性者自身の高齢化、生活習慣病、がん、メンタル 院でもHIV診療ができると確信しました。この研修には、日本
ヘルスなど、さまざまな問題も浮き彫りになってきました。地域 の第一線で診療されている医師・看護師・薬剤師・カウンセ
での陽性者受け入れも必要となってきていますが、思いのほ ラー・MSWが参加されており、その人的ネットワークがその後
か進んでおらず、依然として生きづらさを抱えている陽性者も のHIV診療を大きく支えてくださいました。HIV診療はカウン
大勢おられます。このような問題は、医療機関や行政機関だ セリングの必要性と共に、チーム医療の必要性を教えてくだ

けが努力しても解決できるものではなく、市民団体も含めたさ さいました。
まざまな立場の方々の連携が重要となります。

2005 年 に 神 戸 で ア ジ ア・太 平 洋 地 域 エ イ ズ 国 際 会 議

さまざまな立場の方が集い、交流できるエイズ文化フォーラ （ICAAP）が開催されました。当時東南アジアではHIVの急増
ムは、そのためにも大切な場所です。テーマソングにある「ひ に対し、国をあげて対応し、成功をおさめていました。しかし
だまりの場所」のようなフォーラムになるよう、これからも尽力し 日本のHIV新規患者数はまだどんどん増加しており、拠点病
ていきたいと考えております。

院の連絡会議では、5年後には患者さんが5倍になるので拠
点病院は準備をするようにと言われていました。原因ウイルス

高田雅弘（摂南大学薬学部医療薬学研究室）

がわかり、予防法もわかっているのに、なぜ病院で患者さん

私がHIV/AIDSと深く関わるようになったのは、国立病院の を待たねばならないのかと疑問に思いました。ICAAPで若者
薬剤師として勤務していた2000年10月に国立京都病院薬剤 への予防にはピア・エデュケーションが非常に有用と聞き、日
科に転勤し、新しく担当した病棟で当時のS医長のご指導で 本赤十字社京都府支部に相談し、青年赤十字奉仕団の皆
HIV/AIDSの勉強を始めたのがきっかけでした。HIV/AIDS担 様にピア・エデュケーションを実施いただけることになりまし

当薬剤師として、陽性者さんと関わりながら感じたことは、この た。そしてその活動は2011年より全国の青年赤十字奉仕団
疾患は他とは違い医薬品の知識だけでなくセクシャリティや に広がっています。
社会的背景など陽性者さんを取り巻く問題点を理解すること

予防と言えば、AIDS文化フォーラムin横浜ということで、そ

や、MSWやカウンセラーなど関係職種との広い連携が必要 の頃から毎年参加し、勉強させていただいていたところ、
だということでした。

2010年8月に京都でも開きませんかとお誘いを受けました。と

その後、大学の教員になり担当学生の研究テーマを考えた うてい無理と思いましたが、あれよあれよいう間に人材が集ま
時、迷わずHIV/AIDS を取り上げるこ とにし ました。学生達 り、京都YMCAが事務局を引き受けてくださり、京都府と京都
は、HIV/AIDSを考えるために薬学的知識だけでなく、チーム 市が共催してくださることになり、翌2011年に第1回AIDS文化
医療、人権、セクシャリティ、社会的背景や介護問題など多く フォーラムin京都が開催されました。当時奇跡だと言われて
の事を学び、多くの人たちと交流を深めてくれました。私の いたのを覚えています。さらにその奇跡は続き、なんと10回
AIDS文化フォーラムin京都の10年間は運営委員やサポート

スタッフとして参加してくれた多くの学生達との共育の場
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目を迎えることができました。

HIVは本当に不思議な疾患と思います。その感染は世界中

で多くの問題を引き起こしましたが、それに対する対策が のまま新型コロナウイルス対応にも活かせるのではないかと

きっかけで、多くの大切な事柄を学ぶことができました。陽性 期待しています。
者への理解、性の多様性の理解は、それぞれがお互いを尊

AIDS文化フォーラムが、今後も市民のフォーラムで、多種

重し合える寛容な、かつつながりを持った社会の必要性へと 多様な課題について活動をされている人々や当事者が集
広がりました。またそれは、薬物からの回復にも通ずるもの まって、市民と共に話し合える場を、今後も提供できればと
があります。そして、このようにしてHIVから学んだ事柄は、そ 願ってやみません。

プレイベント

第4回

第5回

第6回

第7回

日時
場所
講演名
演者（敬称略）
9月 同志社大学寒梅館
トークバック上映会と
同志社大学社会福祉学部 野村裕美
22日 クローバーホール
カフェトークバック
精神保健福祉士 松浦千恵
11月
京都府府立看護学校
エイズと共に生きる
あかた ちかこ
21日
9月 京都府立府民ホール ワトト・コンサートツアー2015
WaToTo
"OH, WHAT LOVE"
29日
アルティ
8月
福知山市大江町
セクシュアリティー～みんなち
BASE KOBE代表
1日
総合会館
がってみんないい～
繁内幸治
8月
セクシュアリティー～みんなち
BASE KOBE代表
京都市北文化会館
3日
がってみんないい～
繁内幸治
『性的指向・性自認に係る
8月
全国ＬＧＢＴ理解増進ネットワーク
26 舞鶴市総合文化会館 児童生徒に対する理解と支援
会議 代表世話人 繁内幸治
日
について』

龍谷大学深草キャン
9月
第9回
パス 紫光館
4階
29日
法廷教室

これからの依存症予防教育
依存症は回復可能な問題

国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所薬物依存研究部部長
松本 俊彦
えんたく

ワトト・コンサート
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AIDS文化フォーラムin京都 趣意書
背 景
1994年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第10回国際エイズ会議」が横浜で開催されまし
たが、国際会議に並行して草の根市民版エイズフォーラムが立ち上げられました。以降、市民の手で
すべての人に開かれた場として「AIDS文化フォーラムin横浜」が毎年8月に開催され、全国各地で
HIV/エイズに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に若者に向けての啓
発の場として定着しています。
関西は現在HIV新規感染者数が急増している地域で、その中で京都は、学生層が多く集う町であ
り、また日本古来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもありま
す。
今回、横浜の思いと経験を受けついで京都でも「AIDS文化フォーラムin京都」を開催しようと組織
（運営委員会）を設立いたしました。エイズの問題に取り組むにあたり、日常のさまざまな領域に関わ
る必要があり、そのことを文化としてとらえ「AIDS文化フォーラム」と名付けています。

AIDS文化フォーラムin京都の目的
Ⅰ．エイズ問題の啓発
①市民に開かれたフォーラムによって、エイズが抱える問題を社会に浸透させる。
②エイズ問題について、人間として必要な文化の領域からのアプローチを試みる。
③特に若い世代へ、エイズに関する有益となる情報を提供する。
④学校教育について考える機会とし、特に性教育に関してオープンになることを期待する。

Ⅱ．多様性を理解する
①性と文化、性教育、性のあり方等を考える機会とする。
②異なった意見や考え方を大切にする。

Ⅲ．ともに生きる
①エイズは日本を超え地球規模の問題であり、ともに考え問題を分かち合い、ともに生きる世界
の実現に努める。
②HIV陽性者の支援・交流の機会とする。
③人間のうちにある差別や偏見をなくし、人権を大切にするよう努める。

（２０１１年１月３１日）
主催：ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都 運営委員会
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「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」 運営委員会規約
１． 名称
この会は「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」運営委員会と称する。(以下、「運営委員会」と略す）
２． 趣旨
1994年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第10回国際エイズ会議」が横浜で開催されましたが、国際会議
に並行して草の根市民版エイズフォーラムが立ち上げられました。以降、市民の手ですべての人に開かれた場とし
て「AIDS文化フォーラム in横浜」が毎年8月に開催され、全国各地でHIV/エイズに取り組む団体・個人の発表・交流
の場として、また多くの市民、特に若者に向けての啓発の場として定着しています。
関西は現在HIV新規感染者数が急増している地域で、その中で京都は、学生層が多く集う町であり、また日本古
来の文化が根 付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあります。
今回、横浜の思いと経験を受けついで京都でも「AIDS文化フォーラムin京都」を開催しようと組織（運営委員会）を
設立いたしました。
３． 目的
Ⅰ．エイズ問題の啓発
①市民に開かれたフォーラムによって、エイズが抱える問題を社会に浸透させる。
②エイズ問題について、人間として必要な文化の領域からのアプローチを試みる。
③特に若い世代へ、エイズに関する有益となる情報を提供する。
④学校教育について考える機会とし、特に性教育に関してオープンになることを期待する。
Ⅱ．多様性を理解する
①性と文化、性教育、性のあり方等を考える機会とする。
②異なった意見や考え方を大切にする。
Ⅲ．ともに生きる
①エイズは日本を超え地球規模の問題であり、ともに考え問題を分かち合い、ともに生きる世界の実現に努め
る。
②HIV陽性者の支援・交流の機会とする。
③人間のうちにある差別や偏見をなくし、人権を大切にするよう努める。
４．構成
運営委員会は、エイズ問題に関心を持つ諸団体および個人で組織する。
運営委員会に代表幹事１名と幹事を若干名おく。なお、代表幹事ならびに幹事は運営委員会で選任する。
５．運営費
フォーラムの運営に必要な経費は、運営委員からの拠出金ならびに寄付金及び助成金をもってまかなうものとす
る。
６．運営委員会の役割
「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」開催の主催者となり、このフォーラム開催に関して最終責任を負う。
７．運営委員会幹事の役割
「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」開催にむけて運営委員会を円滑にすすめる。
８．事務局の設置と役割
運営委員会の事務局を京都ＹＭＣＡ内に設置し、事務局長１名をおく。
事務局ならびに事務局長は運営委員会との連絡調整を行い、フォーラムの円滑な運営を助ける。
９．年度及び任期
運営委員会の年度および会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
運営委員および幹事の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。
初年度はこの規約の制定日から翌年３月３１日までとする。
10．その他この規約に定めるものの他、運営委員会に関して必要な事項は運営委員会の議を経て定めるものとする。
（付則）この規約は、2011年３月４日から施行する112011年５月12日改正
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ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都
主

催： ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都運営委員会

共

催： 京都府

後

援： 舞鶴市

京都市
京都府教育委員会

京都市教育委員会 （公財）京都ＹＭＣＡ

京都第一赤十字病院

日本赤十字社京都府支部

（公財）エイズ予防財団

（一社）京都府医師会

（一社）京都府歯科医師会

（一社）京都府薬剤師会

（一社）京都私立病院協会

（一社）京都府病院協会

（公社）京都府介護支援専門員会

京滋ＨＩＶカンファレンス

ＮＰＯ法人ネットワーク医療と人権

関西ＨＩＶ臨床カンファレンス

同志社大学社会学部社会福祉学科
龍谷大学

同志社大学社会福祉教育・研究支援センター

龍谷大学人権問題研究会 龍谷大学犯罪研究センター 龍谷大学ボランティ

ア部・NPO活動センター
（公財）京都ＹＷＣＡ
西日本区京都部

花園大学

花園大学後援会

（公社）京都府青少年育成協会

（一社）京都府専修学校各種学校協会

ンター （公財）京都市国際交流協会
都キリスト教協議会
京都新聞
社京都総局

ワイズメンズクラブ国際協会

（公財）京都市ユースサービス協会

京都府レクリエーション協会

（一社）ガールスカウト京都府連盟

社会福祉協議会

花園大学同窓会

京都ＹＭＣＡボランティアビューロ

京都青少年ゆめネットワーク
ト京都連盟

（公社）京都府看護協会

（公財）大学コンソーシアム京都

（公財）京都私学振興会

（公社）日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）
ＰＬＡＮＥＴ

朝日新聞京都総局

ＮＨＫ京都放送局
読売新聞京都総局

京都リビング新聞社

（公財）京都府国際セ

（社福）京都府社会福祉協議会
ＫＢＳ京都

（社福）京都市
ＪＩＣＡ関西

カトリック新聞社

ＦＭ８０２

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都運営委員会は
ボランティアスタッフで構成されています。

第2回～第8回は京都府地域力再生プロジェクト支援事業
第9回は京都府の地域交響プロジェクト支援事業
ＡＩＤＳ文化フォーラムin佐賀・横浜・京都・陸前高田の企画は
(公財)エイズ予防財団の助成金の支援を受けて実施しました

京

エフエム京都

毎日新聞京都支局

会場提供： 同志社大学、龍谷大学、花園大学
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（一社）日本ボーイスカウ

産経新聞

（過去10年間）
ありがとうご
ざいます。

ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都を支えた人たち
代表幹事

高折 晃史

京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学教授
京都大学医学部附属病院 副病院長

幹

事

事務局

上田 良弘

洛西ニュータウン病院 内科部長兼顧問

大野 聖子

京都第一赤十字病院 感染制御部 医師嘱託

白野 倫徳

大阪市立総合医療センター感染症内科 医長

高畑 吉博

ＨＩＶ陽性者支援団体 さぽーと京都 代表

林

薬剤師

滋

髙田 雅弘

摂南大学 薬学部薬学科 教授

加藤 武士

一般社団法人 回復支援の会 木津川ダルク 代表

神﨑 清一

京都ＹＭＣＡ 総主事（第1回～第6回）

加藤 俊明

京都ＹＭＣＡ 総主事（第7回～）

京都ＹＭＣＡ

〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２

tel. 075-231-4388 fax 075-251-0970 E-mail: information@hiv-kyoto.com URL:http://hiv-kyoto.com
運営委員

木下 浩一

半井 達弥

中川 拓也

千葉 圭子

丹治 和美

下山 美穂

奥野 豊勝

・サポーター

熊谷 明美

田畑 正太

岩城 紘幸

宮本 優里

橘 昌利

堀

小林

東出 理沙

藤原 千尋

長谷川 巧

秋江 友子

西田恵理子

石橋るみ子

安藤えつ子

小澤知嘉子

岡本由紀子

荒賀 陽子

廣瀬かおり

西本 美穂

牧野 元子

淀

尾崎 淳子

小嶋

薫

野 朱実

國府 宙世

川﨑

崇

哲

吉山真紀子
上領 孝枝
小田切孝子

金銅 良明

隈村 綾子

藤川 満

水野菜穂子

小林 万里

野村 裕美

安食 真城

道元 徹心

畠山 雅行

寺口 淳子

池田 勝俊

辻森あゆみ

金井

井村 春樹

来住 知美

今出 賢紀

西本 修哉

小林 マキ

光武 泰子

時光 泰子

前田眞理子

河野 智子

加藤 明子

須藤 恵美

山本奈菜子

左近 篤子

高木 歩美

藤原 久子

辻井 幸彦

里

山田 和世

佐野友妃子

山田二三男

小林 和博

新井 清久

下條 永展

須上 敦史

佐藤 文寛

濵田 佳穂

岡本 直子

小川 翔子

小南 歩唯

髙谷 朋土

佐野 結子

藤田 恵子

阿部 華林

出納 一樹

内野 賢大

森

加藤 崇思

長谷川宥介

三好 貴徳

竹中 香織

小松 知貴

西田 結衣

松岡 桃子

松田美沙樹

金子 誠

辻井 美輝

前川 弘輝

貝田奈美季

竹内 勇磨

谷和 紗月

生田 彩乃

石田実乃莉

白川翔太郎

肥後 盛一

小西 由真

永井 里美

藤村 颯紀

中川 由理

日丸 全士

乙坂 優次

乙坂 正子

前

桂 厚子

五十嵐由紀

金澤 市郎

河合久美子

河原 祥博

河原 正浩

北野裕紀子

倉見 直樹

坂井

坂下 昌史

竹田 博和

堤

中原 一晃

廣澤 恭子

船木 順司

古田 裕和

森田 茂実

安平 知史

山本 幸仁

藤原

迫田 直樹

椹木 翔子

棚原みずき

母袋 由晃

月下 星志

細川 陸也

岩田 歩子

朴

和田 里穂

今井凜太郎

ぜん

堤 亮然

松居 和子

中野 慶子

肥後 盛一

ﾀﾐﾔ ﾘｮｳｺ

神﨑 清一

浅井 陽子

久保田展史

藤尾 実

山本 知恵

關つぐみ

沈

岩室 紳也

古川 潤哉

籠谷 倫信 （順不同・敬称略）

登

巧

宏

中島 真妃

匡裕

忍

修

康濬

諭美

昇

志炫

英子

雄次

中村 美紀

＊さらにサポートスタッフとして、毎回大勢の方々がご協力くださいました。
ＡＩＤＳ文化フォーラムin横浜運営委員の皆様

ＡＩＤＳ文化フォーラムin陸前高田運営委員の皆様

ＡＩＤＳ文化フォーラムin佐賀運営委員の皆様

ＡＩＤＳ文化フォーラムin名古屋運営委員の皆様
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ご協賛に感謝申し上げます
協賛企業・団体 一覧(順不同、敬称略)

ヴィーブヘルスケア株式会社

塩野義製薬株式会社

ギリアド・サイエンシズ株式会社

中外製薬株式会社

バイエル薬品株式会社

CSLベーリング株式会社京都支店

武田薬品工業株式会社

共和薬品工業株式会社

大日本住友製薬株式会社

藤本製薬株式会社

日本血液製剤機構株式会社

シャイヤー・ジャパン株式会社

協和発酵キリン株式会社

鳥居薬品株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

セルジーン株式会社

MSD株式会社

大塚製薬株式会社

小野薬品工業株式会社

ブリストル・マイヤーズ株式会社

田辺三菱製薬株式会社

日の丸漢方株式会社

日本新薬株式会社

アボット・ジャパン株式会社

優美印刷

関西HIV臨床カンファレンス

公益財団法人エイズ予防財団

アステラス製薬株式会社

ファイザー株式会社

帝人ファーマ株式会社

三和管株式会社

流体計画株式会社

竹田製パン株式会社

石切参道商店街味噌煎餅宝玉堂

株式会社エイ・エス・ビー

有限会社インシュアランス京都

コカ・コーラウエスト株式会社

三友工業株式会社

株式会社ビーエス

有限会社石川

祇園郁佳

株式会社京ボウ

ジェックス株式会社

オカモト株式会社

株式会社TENGAヘルスケア

有限会社 新巧社
ワイズメンズクラブ西日本区京都部
京都ワイズメンズクラブ

京都パレスワイズメンズクラブ

京都ウエストワイズメンズクラブ

京都めいぷるワイズメンズクラブ

京都キャピタルワイズメンズクラブ

京都プリンスワイズメンズクラブ

京都センチュリーワイズメンズクラブ

京都ウイングワイズメンズクラブ

京都洛中ワイズメンズクラブ

京都エイブルワイズメンズクラブ

京都グローバルワイズメンズクラブ

京都みやびワイズメンズクラブ

京都トップスワイズメンズクラブ

京都トゥービーワイズメンズクラブ

京都東稜ワイズメンズクラブ

京都ウェルワイズメンズクラブ

京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブ

北京都フロンティアワイズメンズクラブ

個人協力一覧(順不同、敬称略)
桂 厚子

加藤 栄二

廣島 義夫

新井 美子

高井 早苗

森 健一

杉本 仁郎

三保 俊幸

多賀 久貴

佐々木 稔

上原 康

石若 義雄

合田 太一

中村 泰之

岩室 紳也

乙坂 優次

白阪 琢磨
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ひだまりの場所
作詞：井筒日美／江藤天音 作曲：江藤天音
言葉じゃうまく言えなくて
涙と一緒に飲み込んだ
こんなにそばにいるのにね
星よりもずっと遠かった
打ち明けてすべて失くしてしまっても
自分への嘘で泣くよりいいだろう
ずっとそばで逃げたくない
満ちることのない月よ
そっと傷ついた心に
やさしく触れ ありのままの 僕を解き放つ君は
どんなずぶぬれの僕でも
あのひだまりのように包んでくれる
心が叫びだしそうで
消せない願いがあふれ出す
孤独な心と体は
自分で自分を許せない

現実の壁に押し返されても
自分の心にまっすぐ生きよう
はがゆくてもあきらめない
満ちることのない月よ
きっと踏み出していけるよ
ずっとそばに 変わらないで いてくれたから僕は
やっと自分を愛せるよ
あのひだまりのような君のそばで
打ち明けてすべて失くしてしまっても
自分への嘘で泣くよりいいだろう
ずっとそばで逃げたくない
満ちることのない月よ
そっと傷ついた心に
やさしく触れ ありのままの 僕を解き放つ君は
どんなずぶぬれの僕でも
あのひだまりのように包んでくれる

