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第１回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都をふりかえって

     

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都　運営委員会

1994 年横浜で開催された国際エイズ会議をきっかけに、市民の手で市民のために AIDS 文

化フォーラム in 横浜が開かれました。そして以後毎年 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。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。

今回、関西の京都でも開催してはどうかというご提案を横浜の運営委員からいただき、ご

支援の元、開催の運びとなりました。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。

フォーラムの目的はエイズの予防と理解であり、Ⅰ．エイズ問題の啓発、Ⅱ．多様性を理

解すること、Ⅲ．ともに生きること、を大きな柱と考えました。そして第１回のテーマは「エ

イズを知ろう エイズで学ぼう」といたしました。

フォーラムの主催は運営委員会で、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・研究者が運営委員となり、会議を重ねてフォーラ

ムを作りあげました。京都府と京都市に共催していただき、事務局は横浜同様、YMCA が

担当しました。市民フォーラムの性格上、会場は無料提供、発表・展示の企画参加者はすべ

てボランティアです。また、当日のサポートスタッフとして多くの方々がボランティアで参

加してくださいました。

そして、多くの方々の協賛・後援をいただき第１回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都を開催

することができ、プレイベント、フォーラムあわせて３日間で延べ約 1400 名の方にご来場

いただきました。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

を知ることから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

ラムを通じて多くの人とつながるための交流プログラムも行ない、それぞれの活動紹介や情

報交換、活発な意見交換ができました。

テーマである「エイズを知る」こと、また「エイズを知ること」で多くの「学び」ができ、

今後も継続して開催することの意義と必要性を確認しました。

それでは、開催の記録をご覧ください。
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プログラム　無聖館　５階　ホール

10：00 ～ 12：00 講演 :「さらば、哀しみの青春　―夜回り先生からのメッセージ」

 講師：水谷　修 先生（花園大学客員教授、㈱水谷青少年問題研究所）

13：00 ～ 15：00 講演：赤ちゃんが教えてくれた HIV　～妊娠時の検査で HIV 感染がわかって～

HIV ／ AIDS は他人ごとと思っていたら…。感染告知から受け入れ、伝え、そして

子育てに奮闘するまでを主治医と振り返ります。

 講師：石田 心 さん・岩室 紳也 先生

15：00 ～ 17：00 講演：フロア参加型講演「若者向け性感染症予防教育のあり方」

 　　　～親、教師、保健師に共通する目標とは～

 講師：岩室 紳也 先生（公益社団法人地域医療振興協会、ヘルスプロモーション研究センター長）

パネル展示　無聖館　５階　ロビー

「エイズの現状」 花園大学サークルＪＯＹ（社会福祉学部社会福祉学科　五嶋彩香他）

「世界の HIV 患者への環境」 花園大学社会福祉学部社会福祉学科福祉介護コース（代表）宇高恵理

花園大学紹介

「悩み・苦しむ人の傍らに」 臨床僧の会・サーラ

エイズ啓発パネル展示

カトリック中央協議会 HIV ／ AIDS デスク活動報告

 ポスターやミニカードの配布
 レッドリボンのキーホルダーの紹介

※写真撮影はご遠慮ください。

※お食事は真人館地階の学生食堂をご利用ください。自適館１階の購買

コーナー、自販機もご利用ください。

※喫煙は指定の喫煙所でお願いいたします。

※プレイベント終了後、５時 30 分から 6 時 15 分まで、真人館地階・学

生食堂にて“ネットワーク Tea Party”を行います（会費：500 円）。

ぜひご参加ください。

AIDS 文化フォーラム in 京都　サポートスタッフ募集のお知らせ

フォーラムを開催するにあたり、ボランティアでサポートしていただけるスタッフを募集していま

す。仕事や学校の関係で何らかの形で具体的に AIDS や性の事などで学んでいる・関わっている方

だけでなく、「なんとなく興味がある」「何かをしてみたい…」という方も大歓迎です。理由も年齢

も問いません。是非一緒にフォーラムを盛り上げてください。

【日　　時】 2011 年 10 月 1 日（土）12：30 ～ 18：15、2 日（日）10：00 ～ 16：15
 ※両日参加できなくてもかまいません。

【場　　所】 ボランティアに興味がある方でオリエンテーションに参加できる方

 （年齢は問いませんが、中学生・小学生は保護者の了解が必要です。）

【活動内容】 会場準備／整理／受付など

※お申込の際に一応希望を伺いますが、年齢や経験・可能な時間など考慮し希望に

沿えない場合や別の活動内容をお願いする場合もあります。ご了承ください。

【そ の 他】 会場までの交通費・当日の食事代　全て自己負担です。

≪サポートスタッフオリエンテーション≫

8 月 28 日プレイベント終了後受付にお越しください。

9 月 9 日（金）19 時～（京都 YMCA）

9 月 16 日（金）19 時～（京都 YMCA）

いずれかのオリエンテーションに出席してください。
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【パネル展示】　無聖館　５階　ロビー

「エイズの現状」 花園大学サークルＪＯＹ

（社会福祉学部社会福祉学科　五嶋彩香他）

「世界の HIV 患者への環境」 花園大学社会福祉学部社会福祉学科

福祉介護コース（代表）宇高恵理

花園大学紹介

「悩み・苦しむ人の傍らに」 臨床僧の会・サーラ

エイズ啓発パネル展示

カトリック中央協議会 HIV ／ AIDS デスク活動報告

 ポスターやミニカードの配布
 レッドリボンのキーホルダーの紹介

●プレイベント●

【講　演】　無聖館　５階　ホール

１．講演 :「さらば、哀しみの青春

―夜回り先生からのメッセージ」

講師：水谷　修 先生
（花園大学客員教授、㈱水谷青少年問題研究所）

２．講演「赤ちゃんが教えてくれた HIV

～妊娠時の検査で HIV 感染がわかって～」

講師：石田　　心　氏

岩室　紳也　氏
（公益社団法人地域医療振興協会

ヘルスプロモーション研究センター長）

石田氏は、８年前にタトゥー（入れ墨）を体に入れた際、

HIV に感染。自身が子どもの頃に受けたエイズに関する教育、

感染告知、疾患の受容、子どもへの思い、家族の理解、今後の

講演活動等について、岩室氏（主治医）が医学的なことをフォ

ローしながら、トーク形式で講演。

３．フロア参加型講演

「若者向け性感染症予防教育のあり方　

～親、教師、保健師に共通する目標とは？～」

講師：岩室　紳也　氏

（公益社団法人地域医療振興協会

ヘルスプロモーション研究センター長）

・性教育は、若者の生きる力を育むための「手段」。

・情報提供だけの限界（成人の生活習慣病と同じで、

知識があるだけでは役に立たない）

・大切なのは、若者に対して「かかわり・つながり・さ

さえ」続ける環境（地域）づくり。つまり、若者同士、

そして周囲の大人がネットワークを作ることが重要。

・予防教育は学校が中心となって行い、できない部

分は他の関係機関と連携する。

・若者に対し、一人の大人が完璧に話せることは不可

能。だからこそ、多様な価値観、様々な角度からそ

れぞれの分野が発信することが重要。

水谷　修先生

門川大作京都市長も
登壇

岩室紳也先生

パネル展示

会場風景
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３．親、教師、保健師等に共通する目標について

①明確にできた 29

②まあ明確にできた 63

③あまり理解できなかった 3

④明確にできなかった 0

無回答 22

総計 117

４．あなたの役割や目標について

①明確にできた 32

②まあ明確にできた 66

③あまり理解できなかった 5

④明確にできなかった 0

無回答 14

総計 117

２．研修内容について

(1) 講演「赤ちゃんが教えてくれた HIV」

①よく理解できた 102

②ほぼ理解できた 11

③あまり理解できなかった 0

④理解できなかった 0

無回答 4

総計 117

(2)フロア参加型講演「若者向け性感染症予防教育のあり方」

①よく理解できた 87

②ほぼ理解できた 18

③あまり理解できなかった 0

④理解できなかった 0

無回答 12

総計 117

プレイベント午後の部（講演 2・3）アンケート結果

※講演 2・3 は京都府内の保健師および教育機関の養護教諭対象の性感染症研修会と兼ねています。

１．回答者について
(1) 所属、(2) 所在地

愛知 京都 広島 三重 滋賀 神奈川 大阪 東京 奈良 兵庫 和歌山 総計

①中学校 7 1 8

②高等学校 11 1 12

③大学・短大 8 1 9

④専門・各種学校 2 2

⑤行政 1 28 2 1 1 5 6 2 46

⑥保護者 3 3

⑦その他 26 1 2 2 1 1 33

無回答 3 1 4

総計 1 88 2 3 1 4 7 1 1 6 3 117

(3) 職種

①養護教諭 30

②保健体育教師 0

③その他教師 5

④事務職員 2

⑤保健師 39

⑥その他 28
学生、医師、看護師、助産師、臨床
検査技師、生活支援員等

無回答 13

総計 117

①よく

理解で

きた

90%

②ほぼ

理解で

きた

10%

①よく

理解で

きた

83%

②ほぼ

理解で

きた

17%

①明確に

できた
31%

②まあ明

確にできた
66%

③あまり明

確にできな

かった

3%

①中学校

7%

②高等学

校
10%

③大学・

短大
8%

④専門・

各種学校
2%⑤行政

41%

⑥保護者

3%

⑦その他

29%

所属

①明確にで

きた
31%

②まあ明確

にできた
64%

③あまり明

確にできな

かった

5%

(4) 研修会を知った方法（複数回答）

①京都府（市）からの通知 65

②インターネット 7

③チラシ 19

④新聞・ラジオ 1

⑤知人 18

⑥その他 18
横浜、職場、YMCA、エイ
ズ治療拠点病院　等
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１０月１日 （土）

部屋 12：30 ～ 13：00 13：15 ～ 14：45 15：00 ～ 16：30 16：45 ～ 18：15 19：00 ～

103

(103 号室）
開会式

～なぜ AIDS ？
～なぜ文化？
～なぜ京都？

1. 高校生ロック演
奏

（門真なみはや高
校ロック研究部）

2. テーマ曲発表
（シンガーソングド
クター江藤天音）

3. 「開会宣言」
（運営委員）

(103 号室）
「市民に是非知ってほしい
セクシャリティーの多様性
について」

（大阪府立大学　東優子・京
都文教大学　佐藤知久）
HIV の理解は性の多様性を知るこ

とから～今回重要課題として全体

会で取り上げます。

「薬害エイズと闘う」
( 家西　悟 )
82 年、日本で初めて旧厚生省に対

し、要望書を提出。

以来、「エイズ予防法」に反対し、

人権・薬害エイズ訴訟を提起。

当事者として、医療・支援・補償

などの取り組みを行っています。

「dumbtype《S/N》
記録映像上映会」

（渡邉あい子）
ダムタイプによって上演（1994~）

されたパフォーマンス作品です。

HIV への理解があったとは言えない

状況の中で、中心メンバーであった

古橋悌二さんのカムアウトから始ま

るこの作品は、観ているもののアイ

デンティティに揺さぶりをかけ、問

いかけ、愛を歌い、強烈なインパ

クトを与えたと15 年以上経った今

も伝説のように語られています。

懇親会

有料、事前申し

込み制

会費 4000 円

（学生 3000 円）

申込みは事務局

まで

101

「市民対象講座 HIV 感染症とは？」
（大阪医療センター　白阪琢磨）
HIV 感染症についてわかりやすく

解説します。

「HIV/AIDS 歯科診療」
（社団皓歯会　前田憲昭）

一般の歯科医が安心して行える

HIV 歯科診療について解説します。

104

「HIV の課題とその取り組み - サンフランシスコと京
都の経験から -」

（NPO 法人 CHARM 主催）
HIV を取り巻く様々な課題について包括的にどのように取り組んでいく

ことができるのかについて、サンフランシスコと京都の経験を聞き、行政、

市民団体、の立場から意見交換をします。

201

「世界のエイズ
～青年海外協力隊員からの報告」
( 佐野友妃子、古賀順子、水
野菜穂子）
ジンバブエ・ボツワナ・マラウイ

での活動を報告します。

「男性同性間の HIV 感染と
予防啓発への取り組み」

（名古屋市立大学市川誠一）
関西における男性同性間の HIV 感

染に対する予防啓発の取り組みを

紹介し、その成果と課題について

考えます。

203

「陽性者を支える制度やサ
ービスについて」

（医療ソーシャルワーカー）
HIV に感染をしていたら…。体調

や治療の他にも心配になることが

あるかもしれません。どんな制度・

サービスが利用できるのか、どこ

に相談することができるのかをご

紹介します。

「HIV 看護」
（エイズ拠点病院看護師）

HIV 陽性者への告知、外来、入院

の場面で、どのような関わりをし

ていけばいいのか、一緒に考えて

みませんか。

204

「思春期 PEER ☆長野式♪」
（From 長野県 HappyLife ☆
PEERS( サノチカ ))
地域のみんなで作る仲間ネットワー

ク！！保健所のプログラムと地域資

源を活かした、世代を超えたピアサ

ポート作りの実践報告（^ ー^ ）ｖ

205

「クィア映画と性の多様性」
（関西クィア映画祭・ひびの
まこと）
性をテーマにした関西最大の映画

祭「関西クィア映画祭 2011」が今

年も 9 月（大阪）10 月（京都）に

開催。「クィアって何？」「なぜ世

界中にクィア映画祭があるの？」

など映画祭の紹介と、過去上映作

品から中編映画を上映します。

「もっと伝わる？！ HIV/AIDS
意識喚起キャンペーン」

（世界エイズデー inNAGOYA
（WADN）実行委員会安井功）
テレビの CM や私たち市民による

街頭イベント、パレードなどのキ

ャンペーン。楽しく、リアリティ

をもってメッセージが伝わる方法

って何だろう。講師自身の活動経

験を紹介しつつ、参加者でワイワ

イ話し合います。

304

「" みんなで話そう " 学校で教えてくれな
いエイズのこと～若者による若者のための、

知って得する使える知識～」
（青年赤十字奉仕団）

若者による若者のための講座。自分のため、大切な人

のため、グループワークに参加しませんか？

「cross × cafe」
（赤十字看護学生）

ぶらりと立ち寄ってみて、気軽に

お話しませんか (* ｀ω )́

*3 階で京都市による無料、

匿名の HIV 即日検査を実施

します。

「受けてみよう！
ＨＩＶ即日検査」

受付 13：00 ～ 15：00
採血（８ml）でＨＩＶ抗体検査を

実施します。

結果は１～２時間で分かり、当日

直接お伝えします。
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●開　会　式●

～なぜ AIDS?、なぜ文化？、なぜ京都？～

１．ロック演奏（門真なみはや高校ロック研究部）

元気良く、高校生の演奏が始まりました。曲と曲の合間に

HIV/AIDS の予防についての高校生からの語りかけがありま

した。

２．テーマ曲発表（シンガーソングドクター　江藤　天音）

内科医であり、音楽活動もされている江藤天音さんが、今回

AIDS 文化フォーラムのテーマ曲「ひだまりの場所」を作って

くださいました。江藤天音さん自らがわざわざ東京から駆けつ

けて下さり、「ひだまりの場所」を歌ってくださいました。

※「ひだまりの場所」の歌詞は 55P に掲載

３．開会宣言

●全　体　会●

「市民に是非知ってほしいセクシャリティーの多様性について」

講師 大阪府立大学　東　　優子

 京都文教大学　佐藤　知久

HIV の理解は性の多様性を知ることから～今回重要課題として全体会で取り上げました。

現在、日常生活の中ではヘテロセクシャリズムが細部へ張り巡らされています。小さな現場

一つ一つにある「文化」のあり方はこの病気と私たちの関係を良い物にも悪い物にもします。

さまざまな立場の、それぞれの現場で、働きかけて行くべきレベルはいっぱいあります。個人、

コミュニティー、地域、地方、国家、世界レベルなど。個人的な領域としては自分、家族や親

戚、友達、学校、職場、よく行く店でなど。当たり前だった“フォーマット”を変えていくこ

とが必要です。理解や変化は個人 / コミュニティー / 社会のキャッチボールで起こっていきま

す。仲間と一緒にじっくり話してみませんか。
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みんなで話そう！学校で教えてくれないエイズのこと

～若者による若者のための、知って得する使える知識～

青年赤十字奉仕団

①団体紹介

青年赤十字奉仕団は、赤十字を母体とする若者のボランティア団体です。各都道府県で献血の呼

びかけや青少年育成など、それぞれの活動を展開しています。

②実施内容

ピア・エデュケーションとは、年齢や立ち場などが近い者同士で学び合うというものです。

いま、日本だけでなく、海外でも HIV/AIDS や性感染症の予防を呼びかけるためにピア・エデュ

ケーションという形がとられることが増えていて、世界的にも注目されています。

HIV やその他の性感染症を予防するには、パートナーの協力が重要ですが、なかなか友達や彼氏

／彼女に相談しにくいものです。そこで、あまり硬くなりすぎず、でもまじめに恋愛や性について

考えるきっかけを作り、言いにくいことをいかに相手に伝えるかということ学んでいくことで、う

まく恋愛するコツ、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

グラムを約 2 時間にわたり、グループワークを中心に楽しく進行していきました。

前半は性に関するクイズ、後半では、前半で得た知識を使えるものにすべく、コミュニケーショ

ンの大切さについて考える時間を設けました。

1 日 2 日ともに 50 名以上の参加者が集まり、グループワークも活発に行なわれました。

③連絡先

赤十字京都ユース

【住　所】　〒 605-0941　京都市東山区三十三間堂廻り町 644　日本赤十字社京都府支部内

【ＴＥＬ】　075-541-9326

【ＲＣＹ京都ＨＰ】　http://www.geocities.jp/rcykyoto/ 
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京都市 HIV 即日検査

京都市では，HIV（性感染症）検査と正しい知識の普及
啓発を中心に，エイズ対策に取り組んでいます。

【実施内容】

①受けてみよう！ HIV 即日検査

その日のうちに結果が判明する，HIV 抗体検査を無料・匿名で実施しました。

日　　時：10 月 1 日（土）　受付 13：00 ～ 15：00　検査結果説明 16：00 ～ 18：45

受付人数：69 人

使用教室：310 ～ 313

所　　感

・「予約不要」や「ついでに受検できる」といった気易さが多数の受検者につながり，今後の検

査体制の参考となった。

・受付時間が短時間であったため，受付時間終了後に受検希望者があり，受検できない方が数名

あった。

・検査会場の待合スペースを廊下にしたため，混雑する場面があった。

②パネル展：知っていますか？ HIV/AIDS のこと

HIV/AIDS の治療や検査についてのパネル展を実施し，併せて啓発パンフレットやレッドリボ

ンピンバッジ等を配布しました。

日　　時：10 月 1 日（土），10 月 2 日（日）

使用教室：306

所　　感

・自身のペースで観賞することができるため，改めて考えていただくことができる機会となった。

・準備していたパンフレット等も各々 50 ～ 100 部ほど取っていただき，パネル展のみで得られ

ない知識の拡充につながった。

・パンフレットやピンバッジを持ち帰っていただくことにより，来場できなかった方へも普及啓

発の機会となった。

京都市エイズ予防啓キャラクター

あかりん

　京都市　保健福祉局　保健衛生推進室　保健医療課

〒 604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地

Tel:(075)222-4421　Fax:(075)213-2527

関連 URL　http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/soshiki/8-5-1-0-0_12.html
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薬害 AIDS と闘う

日　　時 10 月 1 日 ( 土 )　　15：00 ～ 16：30　

場　　所 龍谷大学大宮学舎　205 号室

講　　演 家西　　悟

プロフィール『1989 年 薬害エイズ訴訟提訴、

1995 年 大阪 HIV 薬害訴訟原告代表となる 

1996 年 3 月和解が成立 ( 厚生大臣は菅直人さん )

1996 年 10 月衆議院総選挙奈良 1 区・近畿比例代表区から当選 

2004 年 参議院議員選挙比例区で当選』

司　　会 上田良弘（家西さんの元主治医）

聴講ﾒﾝﾊﾞｰ 約 20 名

講演内容 「薬害 AIDS と闘う」　

当初 AIDS 流行地はアメリカであった。

日本国内の血液 ( 献血血液 ) はＡＩＤＳフリーであった。日本の血友病患者は危険な輸

入製剤を使用されていた。当時輸入禁止や回収がまったくなされなかった。

国内の安全な血液から作られた製剤もあったがこれらを増産させるなど緊急非難的な

感染回避策がまったくとられなかった。被害がはっきりした 1985 年夏以後は「告知せ

ず」の方針で、感染被害事実が患者に隠され続けた。その結果二次感染など、家族を

巻き込み被害が拡大した。

1970 年代から 80 年代半ばまでに販売された、輸入非加熱濃縮製剤によって主に血友

病患者 1500 人以上が HIV に感染し、500 人以上が死亡した未曾有の薬害事件である。

家西悟さんが自ら AIDS に感染しながら、大阪 HIV 薬害訴訟原告団の代表として裁

判で闘ってきた周りの状況をスライドをまじえて講演していただきました。

講演後の講評など

1996 年の和解が成立してから 15 年以上を経過しているので、現在の若者たちにとって、

当時の状況を知っている割合も減っており AIDS にこのような薬害問題の存在があっ

たこと事態、若干風化しているようにも感ぜられた。

ワイズメンズクラブ西日本区京都部

　前　　　登

堤　　雄次



14

市民対象講座　HIV 感染症とは？

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター　白阪　琢磨

当院は大阪城や難波宮に隣接した地域医療支援病院。がん・心臓病・脳卒中、エイズやＣ型肝炎、

高度救急救命医療・災害医療など高度で総合的医療を提供。

HIV 感染症／ AIDS の基礎知識のコーナーを担当しました。

当院は平成 9 年に近畿のエイズ診療におけるブロック拠点病院の指定を受けてから、これまでの新

規受診患者数は累積で 2000 人を越えました。平成 9 年は HIV 感染症に対する効果的治療法である

HAART が広く利用され始めた年であり、現在では、本疾患は慢性疾患となったと実感できるように

なりました。

慢性疾患となったと言えども服薬継続、副作用、定期的通院、合併症等々、未だに治療は大変だと

思います。このコーナーでは、HIV 感染症／ AIDS の治療や疫学などの現状を伝え、正しい知識を得、

陽性者の理解と支援について、さらに増え続ける状況をどうすれば改善できるかのヒントを得て頂け

たらと思いました。

これまでは神奈川で行われていた AIDS フォーラムが今後、京都でも開催されるとのことで非常に

勇気づけられました。

また、来年もお会いしましょう！！！

龍谷大学　大宮学舎　東黌
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HIV の課題とその取り組み

 ―サンフランシスコと京都の経験から―

日程：10 月 1 日（土）午後 3:00―6:15　102 号室

HIV を取り巻く状況を良くし、それぞれの立場でできることを行っていくために医療機関、行政、

市民団体、がそれぞれの責任で行なうべきことをどのように実施し又は時にはお互いに協同すること

ができるのかについて話し合うことを目的とした。

発題者及び内容

１）サンフランシスコの HIV 対策の実際

演者：白野倫徳（大阪市立総合医療センター医師）

アメリカの中での HIV 対策では先駆的な役割を果たしてきたサンフランシスコで行なわれて

いる HIV の対策の現実を白野さんの視点で報告していただいた。情報提供、検査、診療と地域

支援と HIV に関わる全ての側面を有機的につないで様々なプログラムが存在するサンフランシ

スコの現状が映像を通して良く分かった。白野さん自ら経験した市民が気軽に受検できる検査も

紹介され、気軽に受検できる環境があることの重要性が分かった。

２）京都の HIV 対策と提供されているプログラム

①演者：中村正樹（京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課）

京都市の職員としてエイズ対策に基づいて実践してきた取り組みについて紹介していただい

た。多様な人たちに対応する情報提供の機会や HIV 検査受検の動機づけの工夫、受検者のニー

ズに応えた検査会場や時間帯の設定により、全国的に検査件数が減少した期間も件数は増加を

続けたことから受検者のニーズ把握とサービスを柔軟に変えていくことの必要性が理解できた。

②演者：ニコール　コマファイ（NPO 法人 CHARM 健康相談会担当）

NPO 法人 CHARM が京都市ユースサービス協会合同で主催した「健康フィエスタ」の紹介

を行い、京都市内の市民団体や行政機関との協働体制がどのようにつくられたかについて紹介

した。同プログラムの特徴は、市民団体と行政に加えて当事者グループ（エスニックコミュニ

ティ）が積極的に参加したことによって健康に関する意識が高まったことが指摘された。市民

団体と行政機関が協同し、継続することの重要性について強調された。

③演者：松浦千恵（バザールカフェスタッフ）

バザールカフェは、京都市内にある HIV や外国人支援に関わる市民団体が協働して 12 年前

に創り出した。HIV 感染やその他の理由で就職を続けることが難しい人の就労の場、陽性者が

安心して使える場、学生が多様な背景の人と自然に出会える場など様々な役割があることが紹

介された。従来の福祉制度の中ではできない取り組みを行っている。このような場が地域に存

在し他の団体や人々をつなぐ役割を担うことが重要である。

【ＮＰＯ法人ＣＨＡＲＭ】

〒 530-0031 大阪市北区菅栄町 10-19

電話番号 : 06-6354-5901（英語）, 06-6354-5902（日本語）, ファックス番号 : 06-6354-5902 

http://www.charmjapan.com/index.html

E-mail : office@charmjapan.com 
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世界のエイズ～青年海外協力隊からの報告～

主　催：元青年海外協力隊員

発表者：佐野友妃子（ジンバブエ・エイズ対策隊員）、水野奈穂子（マラウイ・栄養士隊員）、

古賀　順子（ボツワナ・栄養士隊員）

内　容：HIV/AIDS に関わる活動を行なった元青年海外協力隊による、派遣国での生活や活動を通

して見えた HIV/AIDS に関するそれぞれの視点からの報告を行なった。

まず始めに、世界のエイズの現状を、MDGs 等の国際社会の HIV/AIDS に対する取り組み

を例に、エイズ問題の深刻さ、その影響の大きさについて説明を行い、世界の地域毎の動向

をお話した。

元ジンバブエ隊員からは、一時期、感染率が 30％を超えたジンバブエ。どうしてここまで感

染は広まったのか。「HIV/AIDS 拡大の背景　感染のリスク要因」について、生物学、文化、

社会、宗教、経済、政治・歴史、構造・地理・産業等様々な要因が複雑に絡まっており、も

はや個人のモラルや性規範、知識の有無には治まりきらない問題であることをお話しした。

元ボツワナ隊員からは、エイズ対策では優等生とされるボツワナのその対策や Mr. Positive 

competition といった陽性者のコンテストなどユニークな取り組みについて、また、協力隊

での２年間現地の人と共に働き、生活した体験を元に、インターネットに載ってないボツワ

ナ人の性に関する文化や価値観について紹介した。

元マラウイ隊員からは、HIV/AIDS と栄養との関係について栄養士隊員として活動で行なっ

た症状に合わせた治療食の提案の活動の報告や、マラウイ人の栄養摂取の調査から見えて来

た考察、また、他職種隊員と共同で行なった栄養教育活動について紹介した。

参加者は 45 名。今回は内容がアフリカ地域に偏ったため、今後、他の地域で活動を行なっ

た講師の確保が可能であれば、地域によるエイズを取り巻く環境の比較も可能となるので検

討して行きたい。

連絡先：〒 605－ 0981　京都市東山区本町 15 丁目 749 番地

　　　　京都第一赤十字病院　佐野友妃子

スタッフミーティング
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陽性者を支える制度やサービスについて

１）医療ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカー（Medical Social Worker）は、病院の「医療福祉相談室」「医療社会

事業部」「地域医療連携室」などの部署に配属されています。

多くのワーカーが社会福祉系の大学を卒業し、社会福祉士の資格を有しています。

療養に伴う生活問題全般について相談に応じています。問題を整理し、解決方法を患者と一緒

に考えています。

２）「陽性者を支える制度やサービスについて」

１、医療ソーシャルワーカーとは（京都第一赤十字病院・辻井）

上記項目をご参照ください。

２、陽性者が利用できる制度・サービス（大阪医療センター・岡本）

①医療費

陽性者の医療費は、内服が開始されると 1 か月あたり約 50.000 ～ 70.000 円（健康保険 3

割負担の場合・病院や服薬内容によって多少異なります）と高額になります。大きな自己

負担額をサポートするため制度があります。

・高額療養費

・身体障害者手帳

・障害者医療

・自立支援医療（更生医療）

②生活費

仕事の継続が困難になった場合や、離職を余儀なくされた場合の生活費の保障制度があり

ます。

・傷病手当金

・障害年金

・生活保護

③就労

・雇用保険の支給延長

・障害者就労支援サービス

・障害者雇用枠

④相談・交流

家族やパートナーに相談しにくい内容を、各団体・機関の相談窓口があります。

３）京都第一赤十字病院・医療社会事業部・辻井幸彦

京都市東山区本町 15 丁目 749 番地　075-561-1121（代）
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思春期ピア☆長野式♪　活動報告

1）Happy Life ☆ PEERS（サノチカ）

長野県主催の思春期ピアカウンセラー養成講座を受け、活動している長野市内の大学生を中心

としたサークル。出展者のサノチカは、サークルサポーターです。

2）発表内容

ピアカウンセリング、ピアエデュケーション、ピアサポート・・・言葉はいろいろあるけれど、「ピ

ア」って何だろう？前半では、長野県の思春期ピア活動と、出展者の職業的背景から考察する「ピ

ア」の定義について考察しました。

中盤では、長野県内で展開している思春期ピアとピアサポーター、行政と若者と市民と医療、

いろんな人がつながって連携して活動している、思春期ピアの取り組みや、ポリシーについて魚

紹介しました。

現役大学生ピアからは、実際の活動事例や、感想について語ってもらいました。

長野市内の産婦人科クリニックで、妊娠した中高生に、出産や人工妊娠中絶、その後の生活や自

立について考えてもらえるために実施している「教育入院」。彼女たちが自己決定するためのプロ

グラムを、通院で体験した男子大学生のお話は、参加した助産師さんや保健師さんには、とても目

新しい内容だったのではないでしょうか。

終盤では、長野県でピア活動を支え、自身も活動するため、連携を取っているピアサポーター

の間で共有している活動モデルについてご紹介しました。キャンペーンやイベントではなく、細

く長く続いていく、地味だけど疲れない、草の根的啓発活動の提唱をさせて頂きました。

会場からは、

・「ピア」を育てても動いてもらえない。

・年月を経るごとに活動が先細ってしまう。

・大学生とのコミュニケーションが難しい。

・大学を卒業すると活動してもらえなくなるので意味がないのではないか。

等のご意見を頂き、長野県内で行われている対策について紹介致しました。

　お笑いあり、愚痴あり、共感あり、開き直りあり、の和気あいあいとした雰囲気で、ざっく

ばらんなトークができました。ご参加頂いた皆さん、ありがとうございました。

 

3）連絡先

junkers-life@hotmail.co.jp
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クィア映画と性の多様性

1）団体名　　関西クィア映画祭 実行委員会

「クィア」をキーワードに、「性」をテーマにした映像作品を集めて上映する関西で最大規模の

お祭り「関西クィア映画祭」を、ほぼ毎年開催しています。

2）発表・展示内容

・映画『トイレのレッスン』の上映

誰でも毎日使う、トイレ。駅、学校、職場、公園、人が集まる所ならどこでもある、トイレ。

必要な時に行かない訳にはいかない場所。でもこれは、女と男を隔離する場所でもある。その

隔離を「安全性」や「使いやすさ」のためだと主張する人は、誰の安全性、誰の使いやすさを

考えているのだろうか。

「女子トイレ / 男子トイレ」に入る時に何のためらいも屈辱も感じず「男女分け」されたトイレ

を暴力を恐れずに使えるあなた、もう少し勉強してみませんか？

（監督 Tara Mateik and the Sylvia Rivera Law Project/30 分 /2003 年 / 米国 / 英語 / 日本語字幕）

・「クィア」「クィア映画」「クィア映画祭」についての解説　映画祭実行委員である ひびの まこ

と（http://barairo.net/） が、解説を行いました。

　少しだけ抜粋して紹介します。

●関西クィア映画祭の紹介

・概要　2005 年から開催・今年 6 回目→【若い映画祭】

規模：実行委員 =10 人・スタッフ =30 ～ 50 人・集客 =1000 人～ 1500 人

「昼間に、エロだけでなく、集まって顔を合わせつながれる、公的な場」として始まった

・「性をテーマにした映画祭」

「レズビアン＆ゲイ映画祭」ではない。少数派の中の少数派を尊重。トランスジェンダー映画など

「バイセクシュアルの不可視化」「ゲイ中心主義」「典型的ではない少数派の不可視化」等に抵抗

・敷居が低い、誰でも参加できる、繋がるきっかけ・気軽に集まれる

パレードだと顔出し / 政治的行動だと責任 / 客として気軽に無責任に行ける

●クィア映画

・「分かり易いアイデンティティーの政治」に絡め取られない豊かさを描いた映画

性指向は変わることもあるという事実←「変わらない」と言い切ってしまう（分かり易い社会運動）

性指向が「分からない」「模索中」←確固としたアイデンティティーを持たない人の方が多い

政治的表現との対比（「私たちは同性愛者です」「同性愛者はここにいます」）

・複数の抑圧の結節点を描くメディアとしての映画（性別 / 民族 / 障害など）

【少数派としての私】と【多数派としての私】の両方を引き受ける / 自覚する

・「単純化することで嘘をつく」「分かりやすさのために嘘をつく」ことを避ける事が出来る

・人の生き方の豊かさを、妥協や遠慮せずに、直接社会に表現していく可能性

●「クィア」の説明

・「タイヘン×ヘンタイ」（生きるのが大変/大変程度が甚だしい/すがた形が変態する/変態な人達）

・映画の邦題「オカマ殺人事件」をめぐるやり取り

3）連絡先

関西クィア映画祭 実行委員会　　電話：080-3820-2731　　FAX：020-4624-4707（D-FAX）

メール：info@kansai-qff.org　　ウェブ：http://kansai-qff.org/

（文責：ひびの まこと）
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ダムタイプ《S/N》記録映像 上映会

1） 企画：渡邉 あい子　（立命館大学大学院先端総合学術研究科 公共領域在籍）

協力：八巻 真哉（京都精華大学メディアセンター）、ブブ・ド・ラ・マドレーヌ

資料提供：ダムタイプオフィス

2）ダムタイプ《S/N》記録映像 上映（90 分）80 ～ 90 人来場

◯企画意図（パンフレット掲載文章）

「̶̶まず観て、そこから先の”交通“を」

　私は《S/N》について、うまく、語れません。口は饒舌なのに、言葉がかたちにならず言いよ

どんでしまう。でも、話したいし、あなたと《S/N》について知りたいのです。だから観て欲しい

としか言えません。

　けっして“わかりやすい”作品ではないし、もしかすると、ひとによっては気に障るところが

あるかもしれません。でも、だからこそ、違和の部分をみつめかえして、近しい人と話してください。

そうして、いろんなひとが行き来し、交感することのできる「広場」のような作品でもあると私

は思っています。あらかじめ行いのきまったテーマパークではなく、営みを“発明”すること。当

たり前の風景を更新すること。新しい回路をひらくこと。そのヒントやきっかけを、ここ《S/N》

に私は見ています。

《S/N》を取り巻く状況についてごく簡単に触れておきたいと思います。

《S/N》は、上演から 15 年以上たつ現在でも記録映像が上映され、シンポジウム等で言及され続

けています。それは、作品の見せる問題意識が、――今だに・なおさら――私たちの直面せざるを

得ないもので在り続けているからでしょう。

　94 年の上演当時に比べれば、HIV・AIDS をとりまく状況は改善したと言えるのかもしれませ

ん。少なくとも「死に至る病」、「ゲイの病気」といった認識は弱まったでしょう。しかし、日本の

感染者数は増加しています。その背景にはそうした HIV の情報・知識を持ちながらも「自分の問題」

として捉えられていない状況があるように感じます。それでも、私たちは AIDS が存在する社会に、

すでに当事者として生きています。

《S/N》は社会に規定される所属やアイデンティティ、関係性や愛を問うています。同時に HIV

やセクシャルマイノリティーに関する事柄だけではなく、私たちの身体のありよう、間柄、いきる

かたちを照射しているのではないでしょうか。

 （文責：渡邉あい子）

3）企画者連絡先： ikowatanabe@gmail.com
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HIV/AIDS 歯科診療

医療法人社団皓歯会　前田　憲昭

10 月 1 日（土）16：45―18：15；101 号室

回顧：1991 年米国ワシントンの連邦議会で証言するキンバリーさんの姿をＴＶの実況中継で観ていた。

エイズ予防財団から派遣され、エイズ診療の研修で滞在中のＮＹのホテルで。その日、ウエス

トサイドの病院で眼にしたのは、凄まじい歯周病の症状を持つエイズ患者さんの口腔で、ＨＩ

Ｖに感染してエイズになると、ここまでひどくなるか、と暗澹たる気持であった。それでも主

治医は、麻薬中毒でなければ、これ程ひどくはならない、西海岸のＨＩＶ感染者さんの口腔は、

ここに比べたら極めて軽症と説明した。西海岸の患者さんの多くはＭＳＭで、教育程度が高く

て衛生観念が極めて良好であるからと。（ＭＳＭについて良く知らなかった私は、この時から、

ＭＳＭの人々は教育程度も高く、さらに口腔衛生観念も高い人たちだ、と思い続けるようにな

る）。やがて日本において血液製剤で感染した血友病患者さんを診ていた私たちが、血液製剤以

外で感染した患者さんを診るようになる。しかし何か米国での話とは違うと気づく。ＭＳＭの

方の多くで、診療時の無断キャンセルが繰り返されるなど、長期の口腔衛生管理を目指す私た

ちの期待と信頼関係を裏切る事象が多発している。米国の情報は米国にのみ通じたのか。

ところで、キンバリー事件は、その後永年にわたり、様々な検証が実施され、キンバリーさん

が「歯科診療」でＨＩＶに感染したのではなく、診療中に意図的に感染させられたと想像され

ている。事故ではなく人災。しかし、この事件は、その真相は別として、米国の歯科診療の安

全性に疑問を突き付ける結果となった。そのやり玉に挙がったのがタービンヘッドの滅菌であっ

た。患者さんごとの滅菌タービンとの交換が、具体的な内容ではあるが、米国内での歯科診療

環境への問いかけは辛らつであった。それは歯科の診療費が高価であることとは無縁ではなかっ

た。治療代に見合った対応は可能ではないかと。

Standard Precautions: 米国ではこれを機会に、歯科医師会は国民の期待に応える体制を構築

する一方、ＣＤＣ（米国疾病予防管理センター）は、専門家を招集し、事実に基づいた対策を

構築し 2003 年にその結果を公表している (1)。今回のフォーラムでお伝えした内容はこれにあた

る。また、臨床調査を実施して、歯科診療で医療従事者の怪我は避けることのできないもので

あることも報告し (2)、暴露後の適切な対応を求めている。

日本の現状：平成 22 年度の歯科医療の総額は、国民総医療費の７％にも満たない。国民が安

価な歯科医療を求めており、世界レベルでみても日本の歯科医療技術の質は高いにも関わらず、

保健点数評価は極めて低い。主な手技においては３０年以上点数がほとんど変化していない。

日本の歯科医師数は約１０万人で国民の 0.1％を占めるに過ぎなく、99.9％から低い点数での治

療を強要される環境は改善されていない。このような環境で、歯科医療における感染対策を理

想に近づける努力は、歯科医師免許を持つ者として自負に訴える他はない。現在の歯科医療の

環境基準はすべて米国の基準である要因の１つは、自国で環境を改善するために、調査・研究

等に投資する資源が乏しいことによる。

展望：拠点病院構想は歯科の診療体制とはかみ合わなかった。体制設立の目的は達成されようとして

いるが、歯科については教育を含めた体制改善に、現場の声が生かされる必要がある。一部で

歯科医師会にその責任を求める声を聞くが、それは矛先が違うであろう。国民の歯科に対する

意識が低く、その代表としての国や地方自治体が無関心ならば、ＨＩＶ感染者の歯科医療は、

関心のある歯科医師が、米国の情報を追随して行きなが担当する現状に変化はないと思われる。

1:Guideline for Infection Control in Dental Health-Care Settings-2003

(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm)

2:Preventing Percutaneous Injuries among Dental Healthcare Personnel

 J.Am.Dental.Assoc.,2007,138.,169-178
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男性同性間の HIV 感染対策と予防啓発の取り組み

市川　誠一（名古屋市立大学）

1 　日本の MSM における HIV/AIDS の現状

HIV 感染者、AIDS 患者共に、日本国籍の異性間感染例は 2000 年ごろからほぼ横ばいで推移し

ているが、男性同性間感染例は 1995 年以降から増加が続いている。日本国籍 HIV 感染者の年齢階

級別・感染経路別推移では、どの年齢層も男性同性間感染の占める割合が高く、増加が著しい。また、

外国籍男性の同性間性的接触の感染例も日本国内での感染例が見られている。

20-59 歳の日本人成人男性で、性的な魅力を感じる対象に同性あるいは同性と女性の両者をあげ

た割合は 3.7％、性行為の相手が同性のみまたは同性と異性の両者を回答した割合は 2.0% であった。

平成 17 年度国勢調査における 20 歳以上 60 歳未満の日本成人男性人口と MSM の割合から、同性

愛者等はおよそ 1,468,000 人、MSM 人口はおよそ 683,000 人と推定された。

平成 20 年エイズ発生動向年報における MSM と MSM 以外の男性の HIV および AIDS 報告累計か

ら有病率を推計したところ、人口 10 万人対の HIV 有病率は MSM が 692.9 で MSM 以外の男性 7.2 の

96 倍、AIDS 有病率は MSM が 188.9 で MSM 以外の男性 5.8 の 33 倍であった。また、各地の MSM 

人口を算定して求めた 2008 年の AIDS 患者発生率は、東京が 35.4 と最も高く、近畿 33.2、東海 32.2 が

同程度まで上昇し、九州など他の地域も同じ状況に近づきつつある。このことは、MSM では、いずれの

地域も東京と同程度の HIV 感染状況にあることを示唆している。各地の MSM に向けて、検査機会を

拡大する対策を設け、早期検査を促進しなければ、今後も AIDS 患者の増加は続くことが予想される。

2　 MSM における HIV 感染対策の課題と取り組むうえで重要な点

1）性的指向に対する偏見と差別

男性同性愛者は社会において偏見・差別を受けており、自身の性的指向を明らかにして就学・

就労などの生活を送ることが困難な人が殆どであるといえる。また HIV 陽性者は HIV ／ AIDS 

への偏見・差別が重なり、こうした偏見・差別が受検行動、受療行動、予防行動などに影響を及

ぼしている。従って、彼らの社会的背景に考慮し、人権や守秘性を重視した取り組みを必要とする。

2）訴求性のある啓発と NGO 活動

HIV 感染予防や HIV 検査などの情報を普及するためには、異性愛者を中心とした一般社会の

啓発に加え、男性同性愛者等に訴求性のある資材や方法で啓発を行うことが必要である。HIV を

彼らの健康問題として意識化することを進め、予防行動や受検行動を促進することが望まれる。

そのためには、当事者で構成する啓発活動組織（NGO）の働きは欠かすことができず、彼らが活

動し、当事者を呼び込むようなコミュニティセンターの設置が必要である。既存の市民対象の公

民館などは、性的指向を明らかにすることができない男性同性愛者等が HIV 啓発活動に活用す

るのは困難である。厚生労働省は 2003 年から、財団法人・エイズ予防財団を通じて、コミュニティ

センター事業を実施している。現在は、「ZEL」（仙台）、コミュニティセンター「akta」（東京）、

コミュニティセンター「rise」（名古屋）、コミュニティスペース「dista」（大阪）、コミュニティ

センター「haco」（福岡）、コミュニティセンター「mabui」（那覇）が全国 6 地域で展開されている。

3　 まとめ

MSM における AIDS 患者発生を抑制し、HIV 感染者の減少を達成するためには、中長期的な展望を

もって、検査促進、受療促進、予防啓発介入などを具体的に進めていく体制が必要である。NGO やコミュ

ニティセンター事業を推進するとともに、その活動を評価する研究を連動していくことが大切と考える。

同性愛者等への差別・偏見はアジア地域のいずれの地域においても顕在し、MSM への HIV 感

染対策を遅らせている。わが国の MSM への HIV 感染対策の取り組みは、アジア地域の MSM へ

の取り組みを進める上でも、重要なことといえる。
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HIV 看護～はじめて HIV 陽性者に対応するとき～

　　　　　　　　　大阪医療センター　コーディネーター看護師　下司　有加

　　　　　　　　　　京都第一赤十字病院　外来看護師　光武　泰子

HIV 感染者及び AIDS 患者は世界に広がり、日本でも年々増加している。地域別では東京に次いで

近畿地区が増加している。そのため、今回は HIV 陽性者への理解を深めてもらうために、当院での

取り組みを紹介しながら一緒に学ぶ機会とした。日本では HIV/AIDS の診療、治療の地域格差をな

くすために作られた 8 つのブロックの拠点病院があり、その下にまた中核の拠点病院が作られている。

近畿ブロックでは大阪医療センターの下に京都では 9 つの拠点病院があり、当院は 1997 年からｴｲｽﾞ

拠点病院に認定されている。

今回の発表の主な内容は、まず、HIV・AIDS についての知識を確認するためクイズ形式で質問に○、

×で回答してもらった。その後、性交渉での感染が殆どのため、正しいコンドームのつけ方について

アニメーション画像で解説した。その後、① HIV/AIDS 患者の動向と背景（患者発生報告数、年齢、

感染経路、受診経路、患者の特異性と特徴）②外来看護③外来診療の流れ④ＨＩＶ陽性患者を担当す

る看護師の役割と支援内容⑤ﾁｰﾑ医療の重要性⑥ HIV 陽性者への支援ネットワーク⑦医療従事者への

職業感染予防（針刺し事故後の対応）について発表した。

看護師として一番気をつけなければならないこととして①患者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ―を守り、安心して医療・

看護が受けられる環境づくりをおこなう②性の多様性を理解し、偏見・差別のない態度で接し信頼関

係を築く③患者の抱える問題をｱｾｽﾒﾝﾄし解決するためにチーム医療を行う要として、該当部署、機関

にコンサルテーションすることが大切でる。43 名の参加者があった。多くの質問があり、大阪医療セ

ンターの白坂医師や下司看護師から貴重なアドバイスが受けられた。

受付ブース

陽だまろ
Ｔシャツ
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もっと伝わる？！ HIV/AIDS 意識喚起キャンペーン

１） 団体名

世界エイズデー in NAGOYA（WADN）実行委員会

世界エイズデーに HIV/AIDS の予防啓発に関わる名古屋市内の十数の市民団体が心をひとつにし

て集まり、2004 年からパレード・追悼集会を行なっています。こうした活動を通じ、HIV 感染拡大

の防止、HIV 感染者への理解を目指しています。

２） 発表内容

「もっと伝わる？！ HIV/AIDS 意識喚起キャンペーン」と題して、発表を行ないました。発表者

（安井）の自己紹介・問題意識を話した後、次のような幅広いキャンペーン活動の事例の紹介、フロ

アとのディスカッションを行ないました。

事例 1……WADN（名古屋という地域での市民の活動の事例。様々な年代の市民が集まって、パレー

ド・追悼集会、格闘技イベント等でのブース出展、パンフレット作成など若者を中心に

市民一般を対象に活動を行っていることを紹介）

事例 2……AC ジャパンの広告（メディアの事例。フロアからは、洋服の広告のようだ、検査で陽

性と分かってもサポートが得られますというメッセージが良かった、などのコメントが

ありました。発表者から、出演者に多様性を持たせたこと、ゲイの視聴者にも身近に感

じられるよう工夫していることを説明しました）

事例 3……wAds（若者・学生の活動事例。メーカと協力したコンドームの作成、複数の大学での

学園祭出展をシリーズ化したキャンペーン、などを紹介）

事例 4……つけなアカンプロジェクト（タレントの紅音ほたるさんによる、街頭でのコンドーム配布、

女性のお悩み解決 SNS などの活動を紹介）

外に目を向けるとアメリカの AIDS Walk などもあり、キャンペーンには大きな可能性がありま

す。誰にどのようなメッセージを伝えるべきかは発表者自身も模索中の難しい課題ですが、多様性

への配慮など学校での授業などキャンペーン以外の活動との共通の課題もあり、参考になると思い

ます。皆様も、キャンペーンに注目し、また、何か小さなことでも実際にキャンペーンの実施・参

加をして頂ければ幸いです。

３）団体連絡先

名称 世界エイズデー in NAGOYA（WADN）実行委員会

所在地 〒 461-0004　愛知県名古屋市東区葵 1-25-1　ニッシンビル 906 号（事務局）

電話 /Fax 052-933-1588

Email tsuto.yasui@gmail.com

URL　  http://wadn.web.fc2.com/
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cross × cafe

赤十字看護学生
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１０月２日 （日）

部屋 10：00 ～ 11：30 11：30 ～
12：00 12：00 ～ 13：00 13：00 ～ 14：30 14：45 ～ 15：30 15：30 ～

16：15

103

「HIV/AIDS 教育の常
識が変わった」

（地域医療振興協会
岩室紳也）

「正しい知識」だけを伝える

HIV/AIDS 予防教育の時代は

変わった。いま、何を、どう

伝えるか。

（１０３号室）

バンド演奏

（龍谷大学

アコースティッ

クギターサーク

ル 音 × 音 ネ オ

ン）

昼食

12:30 ～ 13:50

「若者に何故 HIV 感染が拡
がっているのか～性的指向
と健康問題」

（宝塚大学　日高庸晴）
インターネット調査を基に現状分

析と今後の解決策を探ります。

14:00 ～

「トークショー・音楽演奏」
（シンガーソングドクター

江藤天音）
現役内科医で歌手、FM のパーソ

ナリティー経験を持つ江藤天音さ

んが登場です。

（１０３号室）

全体会
・閉会式

（キャラクタ
ーの名前発
表）

101

「プライマリケア医が
出会う HIV/AIDS」

（大阪市立総合医療セン
ター　後藤哲志、太融寺
町谷口医院　谷口　恭、
京都府）
日 常 診 療 で 出 会 う、HIV/

AIDS 診療についての解説。

また万一の針刺し事故発生

時に使用する予防薬について

府内の配備状況等を説明しま

す。

12:30 ～ 13:50

「HIV 陽性者の日常～私た
ちはこんな感じで生きてま
す～」

（さぽーと京都）
HIV 陽性者が日常生活の中で抱え

る問題を語り合います。

14:00 ～

「AIDS 教育 17 年～ HIV 感
染予防から STD 感染予防
へ」

（神奈川県立百合丘高等学校
安藤晴敏）

AIDS 教育を通した「生きる力」、「性

と心」の教育について

201

12:30 ～ 13:50

「小学校教育”心のちから”
の実践を通して」

（京都市立仁和小学校
飯田令子、新谷久子）

小学校の性教育と総合的な学習の

取組についてお話します。違いを

認め，共に生きることについて子ど

もたちと共に考えてみました。

14:00 ～

「エイズに対する模擬授業
（中学校）”ＳＴＩ、私には
関係ない？！”」

（PLANET 大江亜紀子、
新井　保）

若者が HIV 感染をはじめとした性

感染症と自分との関係を主体的に

とらえ，関心を持ってその正しい知

識を学ぼうとする授業実践につい

て考えます。

203

「職場とエイズ」
（BASEKOBE)

HIV 陽性者の就労（働きやす

い職場）を考えます。雇用の

面から企業は陽性者をどの様

に受け入れるのか？

「これからの HIV 検査の方向性は？」
（岡山市保健所　中瀬　克巳、大阪府公衆衛
生研究所　川畑　拓也、京都市　伊藤　正寛）
今後 HIV 感染の拡大を阻止するために有用で、そし

て安心して受けられる HIV 検査とは？長年 HIV 検査

に関わって来られた中瀬さん、川畑さんと京都市・伊

藤さんが語らいます。

204

「癒しに挑戦」
（SKGH（看護師））

免疫力をあげるためにリンパ

マッサージ挑戦と無煙活動を

してみませんか。

「保健師が性・エイズ
教育でこどもたちに伝
えたいこと」

（京都府保健師）
乙訓・山城北・山城南保健所

が合同で学校へ出向いて実

践している予防教育について

紹介します。

205

「薬物と HIV」
（龍谷大学　石塚　伸一）

インジャリー・プリヴェンシ

ョンの考え方と「日本版ドラ

ッグ・コート」構想について

「宗教と AIDS」
（古川潤哉、岩室紳也、川江友二（同志社大
学神学研究科）、宮本信代（カトリック）、
成澤一行・宮本祐慈（龍大実践真宗学大学
院生）
性・エイズ教育を宗教はどうとらえ、どのような役割

ができるのか、考えてみませんか？

304

「" みんなで話そう " 学校で教えてく
れないエイズのこと“若者による若
者のための、知って得する使える知
識”」

（青年赤十字奉仕団）
若者による若者のための講座。自分のため、

大切な人のため、グループワークに参加しませ

んか？

「恋愛を通じて若者の性と生を考える～恋
愛塾がやってくる～」

（京都市ユースサービス協会）
10 代のリアルな恋愛観をテーマに話し合う参加型の

ワークショップ“恋愛塾”を行います。20 代のボラ

ンティア・スタッフとともに企画・運営しています。
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HIV/AIDS 教育の常識が変わった

公益社団法人地域医療振興会　ヘルスプロモーション研究センター

AIDS 文化フォーラム in 横浜運営委員　　　岩室　紳也

HIV/AIDS 教育で知識だけを伝えていませんか。知識があっても仲間とのコミュニケーションがな

ければ HIV/AIDS を予防することはできません。HIV/AIDS を他人事と思っている人が、あるべき

論や正解を伝えても若者たちのこころに残りません。HIV/AIDS 教育は健康教育ですので健康づく

りの分野で蓄積されてきたノウハウ、例えば、ハイリスクな人たちだけに働きかけるのではなく、生

活習慣病のように様々な要因を一つずつ丁寧に克服する積み重ねが求められています。関係性が喪

失している現代社会だからこそ、関係性の再構築やコミュニケーション能力の再開発も併せた形で

HIV/AIDS 教育を行えば周囲の理解も得られやすくなります。そして、結局のところ HIV/AIDS 予

防のためにはノーセックスかコンドームですので、コンドームについて伝えにくいと思っている方は

YouTube の「コンドームの達人講座」を紹介するだけでいい時代になりました。

連絡先：岩室　紳也　〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3　都道府県会館 15 階

公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター

Tel: 03-5212-9152　Fax： 03-5211-0515

〒 243-8588　厚木市水引 1-16-36　厚木市立病院泌尿器科　Tel：046-221-1570　Fax：046-222-7836

URL：紳也’s HP　 http://iwamuro.jp/  （PowerPoint、講演依頼は HP から）
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プライマリケア医が出会う HIV ／ AIDS

エイズ診療拠点病院である大阪市立総合医療センターで診療にあたる後藤哲志先生と、大阪市、キ

タの繁華街でプライマリケアを実践するクリニックを開業されている谷口先生にそれぞれの立場から

お話いただいた。

大阪市立総合医療センター感染症センター　後藤　哲志

私の話の内容は“病院で診ている HIV/AIDS”に関してです。

大阪市立総合医療センターは平成５年 12 月に開院した都会にある 1064 床の大病院です。HIV/

AIDS に関してはエイズ診療中核拠点病院になっており、開院以来の患者数は 500 名を超える実績が

あります。

HIV/AIDS 患者はニューモシスチス肺炎などのエイズ指標疾患が多いと思われている方も多いかも

しれませんが、実は AIDS 以外の症状で来られる患者のほうが圧倒的に多いのです。つまり、プライ

マリケア医が出会う HIV/AIDS とは大半が“AIDS 指標疾患のない患者”といえます。それではど

んな点に注意を払っていけばよいのかということになります。AIDS/HIV の病気の背景から考えま

すと２つのヒントが見えます。1 つは性行為感染症、２つめは免疫の低下によって起こることです。

１つめの性行為感染症に関しては、周知の事実ですが HIV/AIDS は性行為で感染する病気です。

当然、性行為で感染する病気は HIV だけではないのでその他の病気も感染している可能性が高いわ

けです。梅毒、B 型肝炎、アメーバ赤痢、尖圭コンジローム、A 型肝炎といった病気の既往疾患のあ

る可能性が高いわけです。

2 つめの免疫の低下に関しては、患者は HIV に感染し数年経ってからエイズ指標疾患になります。

その間に何が起こっているのかといいますと免疫の低下が起こっています。HIV/AIDS の場合 CD4

陽性リンパ球数が年月とともに減っていくわけです。免疫が悪くなると当然色々な病気が起こります。

色々な病気が起こるといっても AIDS のような特殊な疾患ではなく高齢者、糖尿病、透析、リウマチ、

抗癌剤投与などでも見られる疾患です。たとえば結核、口腔内カンジダ症、帯状疱疹などです。この

ような疾患の場合に HIV/AIDS を思い浮かべて検査することが必要です。

そこで日常診療で大事な２つのツボがあります。１つめは問診の重要性です。問診の時に性感染症

や帯状疱疹の既往、あるいは必要に応じて性交渉歴を聞くようにして下さい。２つめは診察の重要性

です。伝染性単核球症様症状（咽頭痛、後頸部リンパ節腫脹、異型リンパ球、肝脾腫）があれば急性

HIV 感染のこともあります。またその他にも例えば患者が「いつもとちょっと違う」とか「いつもよ

りちょっと長引いている」といった時に、HIV/AIDS を鑑別診断の一つとして挙げてみましょう。

最後に、HIV/AIDS は早期発見・コントロールが重要です。早期発見には患者が持っている HIV/

AIDS のヒントをうまくつかまえて背景に隠れている HIV を明らかにする事が重要です。

（医）太融寺町谷口医院院長、大阪市立大学医学部附属病院総合診療センター非常勤講師

NPO 法人 GINA 代表　　谷口　　恭

プライマリケア医の立場からクリニックで発見される HIV についての発表をおこなった。まず「い

きなり HIV」が増えているということを述べた。後述するように「いきなり HIV」という言葉は実際

には存在せず私がつくった造語である。実際に「いきなり HIV」の症例をいくつか報告し、HIV 陽性

が判明したときのクリニックでおこなっている対処について紹介した。また、HIV が増加している理

由について、NPO 法人 GINA のタイ国での調査結果を引き合いに出し社会的観点から考察を述べた。
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「いきなり HIV」とは、患者本人が、自分が HIV に感染しているとはまったく考えておらず、発熱、

皮疹、下痢などでクリニックを受診し、そこから HIV が発覚するケースを言う。「いきなりエイズ」

が医療機関受診時にエイズを発症しているのに対し、「いきなり HIV」は、エイズの定義を満たさない、

要するに「HIV に感染しているが特定 23 疾患を発症していない。そして患者本人は HIV などとはつ

ゆほども考えていなかった」ケースのことである。

「いきなり HIV」で多いものの１つが急性 HIV 感染症である。感染後１～３週間後に、高熱、リン

パ節腫脹、非特異的な皮疹、下痢、倦怠感、頭痛、咽頭痛などが出現する。初診時には正確な診断が

つかず、抗生剤も効かないため、患者は２～３週間ほどのあいだに次々と医療機関を変えることもあ

る。急性 HIV 感染症に特異的な所見はないため、十分に注意しないと見逃すことになりかねないが、

この時点で HIV を発見することには意義がある。このためプライマリケア医は急性 HIV 感染症に熟

知していなければならないと考えられる。

急性 HIV 感染以外に「いきなり HIV」を疑うのは、”特殊な”感染症を診察した場合である。”特

殊な”感染症とは、梅毒、難治性の尖圭コンジローマ、性的接触で感染したと思われる慢性化したＢ

型肝炎、などである。帯状疱疹は、２回目の発症や、１回目でも全身症状を伴う激しいタイプであれ

ば HIV を疑うべきである。

さらに、下痢、倦怠感、皮疹など、非特異的な症状であったとしても、それらが長期間に渡り継続

している場合や、複数の症状がある場合は、HIV を疑うことも必要である。顔面の湿疹と下痢、微熱

が数ヶ月に渡り継続していたことから HIV 感染が発覚したケースを発表では報告した。

「いきなり HIV」で最も主張したかったことは、その割合が増えているということである。当院には、

症状はないけれども危険な行為があるから HIV を疑って受診した、という症例も少なくない。2007

年と 2008 年は、HIV 感染が発覚した症例ではそのような例が多く「いきなり HIV」は２割程度であっ

た。しかし 2009 年には約半数が「いきなり HIV」であり、2011 年（8 月まで）は６割以上が「いき

なり HIV」だったのである。

「いきなり HIV」も含めて、HIV がクリニックで発見された場合、初期対応は非常に重要である。

充分な時間をかけて告知やカウンセリングをおこなう必要がある。このため看護師などパラメディカ

ルにも日頃から勉強してもらう必要がある。また、感染初期の患者に対応してくれる電話相談も利用

すべきである。エイズ拠点病院には早い段階で受診してもらうべきだと考えられる。なぜなら拠点病

院のケースワーカーなどが感染者にとって有難い存在だからである。当院には拠点病院を受診した後

も、CD4 などの定期的な検査を受けに来る患者もいれば、検査を含めて HIV にかかわる一切のことは

拠点病院を受診するが、風邪や腹痛などのプライマリケアについては当院を受診している患者もいる。

最後に述べたのは NPO 法人 GINA のタイでの調査結果を踏まえた社会的考察である。sex worker

と顧客が恋に落ちたり結婚したりするケースも多数あり、そのような場合、unprotected sex に容易

に進行することで新たな HIV が生まれることになりかねない。また sex work には貧困の問題があ

り、タイでは実際に HIV 陽性の sex worker も多数存在しており、保健師などが定期的にその sex 

worker を訪問することもある。その他、同性愛について、タイ男性の sex worker を買う日本人女性

が増えていることについて、性感染以外にもボディピアスやタトゥー、アートメイクなどが感染源に

なっている可能性などについても述べた。

【プログラム担当】 大阪市立総合医療センター感染症センター　白野　倫徳

 〒 534-0021　大阪市都島区都島本通 2-13-22

 TEL 06-6929-1221 FAX 06-6929-1091　E-mail shirano@wonder.ocn.ne.jp
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職場とエイズ

ＢＡＳＥ　ＫＯＢＥ

神戸市を中心に、各地のＨＩＶ陽性者の個別の生活支援とＨＩＶ陽性者の暮らしやすい市民社会の

構築について、行政と協働して実施している。

発表内容　職場とエイズ

平成 22 年度神戸市世界エイズデー記念シンポジウムで実施されたシンポジウム「企業とエイズ」の

報告書を、ご参加頂いた皆さんに配布し、｢ 障害者の雇用の促進に関する法律 ｣ の改正を受け、身体

障がい者雇用枠を利用した、HIV 陽性者の雇用について実例を踏まえて検証した。

ＨＩＶ陽性者の障がい者枠を利用した就職活動を促すために、兵庫労働局、兵庫県下 22 箇所のハロー

ワークと協働したエイズＮＧＯの、ＨＩＶとともに生きる社会の構築のための、社会基盤整備の活動

を、参加者とともに考えた。

なお、日本の企業でのＨＩＶ予防啓発活動と支援活動をしている、サンスターでの実例の発表を踏

まえて、日本の企業が、エイズに取り組むことができることも共有した。

会場には、遠路、福岡県のＮＧＯの活動に関わる方のご参加もあり、｢ 福岡でも取り組みたい ｣ と

のご感想を頂き、神戸市でのＨＩＶ陽性者の障がい者雇用枠を利用した就労の取り組みが、活かされ

るきっかけになったことは、大変意義深い。

いま、「ともに生きる社会」を掲げてのエイズの活動であっても、各団体が、地域の現状と課題を考

察し、問題点を整理し、その解消に向けた具体的な取り組みを、行政とともに実施しなければ、単な

るスローガンに終わってしまい、真に「ともに生きる市民社会」は、到来しないということを念頭に、

各地での山積する問題の解決に向けた活動の推進が望まれる。

　神戸市での事例を通じて、それぞれの地域に根ざした活動の参考にして頂くきっかけとなった今

回の発表は、有意義であった。

なお、神戸市では、本年度の世界エイズデー記念シンポシンポジウムとして、「介護とエイズ」を

11 月 26 日に実施し、対応が遅れ支障が生じている中で、ＨＩＶ陽性者で、障がいを持たれた方に対

する介護を担当して頂ける介護施設、介護事業所の皆さんと、ネットワークの構築について議論を深

め、ＨＩＶ陽性者の福祉に資する介護本来のあり方を探求することになっていることを併せて報告し

た。

連絡先　　BASE KOBE 事務局 〒 654-0152  神戸市東灘区住吉東町 2-5-15

 Tel&fax（078）851-2723　ＨＰ　http://base-kobe.net
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薬物と HIV

薬物問題との出会いは、北九州に薬物依存症者の時自助グループであるダルクを誘致する市民運動にかかわっ

たことにはじまる。ドイツ留学中、公的機関がヘロイン乱用者に注射針を配ったり、メ サゾンという離脱薬を処

方する政策を知った。薬物依存からの回復のためには、乱用者を処罰するのではなく、治療につながってもらう

必要がある。薬物の回し 打ちを防ぐには注射針を配り、カウンセリングを受けて、断薬への意志をかためてもらい、

シェルターや治療機関、自助グループなどで、回復へのプログラムに 参加する。薬物乱用の有害結果を効果的

に回避しようという考え方で「インジャリー・プリベンション」「ハーム＿リダクション」などと呼ばれている。

日本で薬物問題といえば、覚醒剤（メタンフェタミン）の乱用である。この薬は、日本で発明され、か

つては「ヒロポン」などとして、薬局でも販売されていた。戦後、乱用が社会問題化し、禁止され、処罰

の対象となった。いまでは、薬物事犯の 9 割が覚せい剤取締法違反である。

刑事司法の対応は、二極化している。一方で、シンナーや非禁止薬物（向精神薬、睡眠導入剤、ライター

のガスなど）を放任し、他方で、覚醒剤等の禁止薬物については厳しく処罰する。処理は、画一化している。

初犯であれば、逮捕から勾留まで 23 日間、警察署で身体を拘束されて起訴、１回の公判で結審、約２か月

で懲役１年６月執行猶予３年の判決が言渡される。猶予期間中に再犯。今度は懲役２年の実刑が言渡される。

初めて刑務所に収容されるときに３年６か月の執行刑期をもって入ってくる。

刑務所の中でも薬物依存から回復するためのプログラムが実施されているが、それは導入にすぎない。

ほんとうの回復とは、いつでも使える状況の中でも、使わずに「今日一日」生活していくことである。そ

のためには、同じ問題をもった仲間と支えあうことが重要である。ダルクやナルコティクス・アノニマス（Ｎ

Ａ） では、この治療共同体（ＴＡ）が構造化されている。

アメリカには、「ドラッグ・コート（薬物専門裁判所）」があり、薬物に関連する犯罪で起訴された被告人が、

犯罪事実を認め、みずらの意志で回復プログラムへ参加を表明すると、量刑の言渡しを猶予し、１年から

３年程度のプログラムを修了すると、刑事処分を受けずにすむという制度がある。裁判官の主導で、回復

の手助けをするシステムである。しかし、日本では、多くの裁判官は、被告人の意志だけで薬が止められ

ると考えている。執行猶予を言渡すときにも、保護観察などの社会内処遇を義務づけることは少ない。

大事なことは、薬物依存症が「病」であることを認め、再使用（リラプス）

は、回復のためのプロセスと位置づけることである。日本では、仮釈放

中の薬物事犯には、保護観察期間中、薬物検査を義務づけるなどの措置

がとられているが、検査で陽性が出れば、再犯であるとして、逮捕され、

仮釈放が取り消されるので、回復の為にプログラムが中止されてしまう。

わたしたちは、 起訴猶予、執行猶予および仮釈放の各段階で大胆なダイ

ヴァージョンによって、回復プログラムにつながってもらう「日本版ドラッグ・

コート」を提案してい る。政府も、薬物戦略５か年計画の中で処遇の重要

性を強調しており、今後、積極化していくことが期え待される。

わたしたちは、いま、もう一歩進んだ薬物対策を考えている。薬物の

使用を非犯罪化し、薬物検査を活用しながら、より早期の段階での介

入をすすめる施策である。薬物問題をアンダーグラウンドに閉じ込め

るのではなく、支援の必要なひとを、必要なときに支援することが求

められている。

演者： 龍谷大学法科大学院　石塚　伸一

プロフィール　中央大学大学院退学後、北九州市立大学教授などを経て、現在、龍谷大　学法科大学院教授（刑

事法）、龍谷大学矯正・保護研究センター副センター長。弁護士としては、第二東京弁護士会所属。

研究テーマは、受刑者の権利、監獄の歴史と監獄法、死刑問題、薬物依存からの回復、先端医療

と生命倫理など。市民の、市民による、市民のための刑事政策を主張し、近年は「共生の犯罪学」

を提唱している。
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若者に何故 HIV 感染が拡がっているのか～性的指向と健康問題

日　時：10 月 2 日（日）10 時～ 11 時 30 分

演　者：日高　庸晴（宝塚大学看護学部准教授）

プロフィール：

京都大学大学院医学研究科で博士号取得。大学院在学中より、厚生労働省のエイズ対策の研究班で、

若者やゲイ男性を対象にした調査研究を担当。現在は厚生労働省エイズ動向委員会の委員や、インター

ネットによるエイズ予防研究班の代表を務める。

内容：

現在、国に報告される日本国籍新規 HIV 感染者の約 70％が男性同性間性的接触による感染であり、

ゲイ・バイセクシュアル男性の HIV 対策を強力に推進することが必要である。

わが国では 1999 年からゲイ・バイセクシュアル男性を対象にしたインターネットによる学術調査が

ほぼ隔年で実施されている。一連の調査では当該集団の思春期には様々な困難な出来事（いじめ被害、

自殺を考えること、自殺未遂、自尊心が傷つくような差別的発言を見聞きする経験やメンタルヘルス

の悪化等々）が数多くある一方、教育現場で適切な情報提供はほとんどされていないことが示されて

いる。様々な心理・社会的要因が HIV 感染予防行動を阻害する要因となっていることが示唆されて

おり、包括的な予防対策が必要である。

研究結果の一部をホームページに公開しています。　http://www.gay-report.jp/

全体会　閉会式

会場入口
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HIV 陽性者の日常～私たちはこんな感じで生きています～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：さぽーと京都）

【目　　的】

HIV 陽性者が、あたりまえに暮らしているひとりの人間であることをトークを通して一般市民に実

感してもらうこと。

【演　　者】

背景の違う陽性者３名と心理カウンセラーの仲倉高広氏

 

 【内　　容】

HIV 感染がわかったきっかけや、その後の体験や気持ち、日常生活の様子などをフリートーク形式

で公開トークを行った。

 

【時間配分】

諸注意等 10 分。公開トーク 60 分。質疑応答 10 分。

 

【会場からの質問】

Ａ氏 ( 開業医 ) →ＨＩＶ陽性者の代表としての発表か？大変な苦労があったと思うが、大して苦労

を感じさせないのは何故か？

Ｂ氏 ( 所属不明 ) →差別が残るなか、今回のような場に顔を出す事は、勇気があると思った。

Ｃ氏 ( 某病院看護部長 ) →長年、医療の現場にいるが、ＨＩＶの実際というものは知らなかった。

今回の発表を聞いて大変勉強になった。

 

 【考　　察】

セッション終了後、会場での感想を聴取したが、一般人には、わかりやすく。当事者には物足りなかっ

たと思われる。

しかし、目標は一般の人達に陽性者はあたりまえの人間であることを感じてもらう事であったので、

目標は達成できたと考える。

会場には陽性者も参加していたが、トークの内容が一般的なものであったので、自身の身体的、精

神的、社会的な不便さや悩み、苦しみ等を代弁してもらえるものとの期待があったのかもしれない。

次回以降、こういったことがらや偏見や差別の事例も何らかの形で同時に発信していく必要性を感じた。

龍谷大学
アコースティックギターサークル
音×音ネオン
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小学校教育”心のちから”の実践を通して

エイズに対する模擬授業（中学校）”STI、私には関係ない？！”

１）発　　表

①仁和小学校（飯田令子）：2009 年度の 6 年生の取組みからの発表報告

②京都性教育研究協議会 ( 新井保・大江亜紀子）： 全国的民間の性教育研究団体・京都の研究会

　　

２）内　　容

①“心のチカラ”と題した総合的な学習（人権教育）での実践報告。( 参加者 25 人 )

子どもたちが自分の心（思い・考え・偏見など）と向き合い、本音で語り合ったり、問題意識

をもったりすることをねらいとして、HIV 陽性者から話を聞いたり，学習したことや分かった

こと、感じたことなどを伝え合う活動を設定した。本を読んだり調べた入りして、HIV につい

て学び、陽性者の思いを知ることや、身の周りの大人たちの意識調査をアンケートにまとめて

考えたりする中で学びを深め、身近な「心の問題」としてとらえるようにした。HIV ／エイズ

に対する偏見や差別について、さらに自分達にひきつけて考え，単に「差別は偏見が悪いこと」

という理解にとどまることなく、学習したことを今後も自分の生き方に生かしてほしい。

②「ＳＴＩ・私には関係ない？！」( 参加者 45 名 )

１．授業の目的

『若者がＨＩＶ感染をはじめとした性感染症と自分との関係を主体的にとらえ，関心を持っ

てその正しい知識を学ぼうとする授業実践について考えます。』

「知識」を注入したり、確認したりする授業では、ややもすると一方的な説明・解説にな

りがちである。そこで、楽しく知識を吸収するため、ボードゲームを取り入れた実践を紹

介した。

２．授業のねらい

性感染症が他人事ではないことをより実感を持てるように伝える。

性感染症についての正しい知識を身につけ，予防や感染時に適切に行動できるようにする。

３．授業のながれ

まずは、性感染症が他人事ではないことを実感してもらい、正しい知識を学ぼうとする気

持ちを持つ。

その上で、楽しく性感染症についての知識を学んだ。

大きく分けて２つ。ひとつは自分がセクシャル・ネットワークのなかにいることを自覚す

る　ためのもの。

参加者に顔の絵を描いてもらうことで，ネットワークが他人事ではなくなり " 自分 " を意

識できるようにするものであった。ふたつ目は性感染症についての知識を得るためのもの。

すごろくをしながらクイズに答える。他者と共に進んだり、別れてたりする工夫をした。

オリジナルボードゲームを使い、盤を一周するごとに「成長カード」＝知識の確認テスト

を行い、正解すれば次に進み、間違えればスタートに戻るという形態を基本に、ゲームボー

ド本来の工夫による面白さとともに、自然に知識を吸収・確認できるようにしていく。

責任団体：ＰＬＡＮＥＴ（ＨＩＶエイズと共に生きる会）
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シンガーソングドクター　江藤天音トークショー

東京都内で内科の医師として勤務する傍ら、音楽活動を繰り広げている、シンガーソングドクター「江

藤天音」。

沖縄生まれということもあり、自然に出る独特のこぶしと、裏声を使わない４オクターブの声域が

特徴。

医師という経験をもとに、生や死、愛をテーマにした作品を多く作り出している。

今回のこの「ひだまりの場所」は、

HIV 感染者や AIDS 患者の、カミングアウトする勇気がない。

病気であることを、大切な人に告白できない。

自分がこそこそするのが悲しい。自分がいやになる。

大好きな人に触れたいのに、病気をおそれて触れられない。

などの悩みに対して、恐れず、自分の心に正直に生きることで、

自分を愛し、自分を大切にし、周囲もひだまりのように暖かく支える。

そういう、心情と絆の部分を綴ったつもりです。

HIV 感染者や AIDS 患者や周りの人たちへの力づけになれば嬉しいです。

一般の人が聴いてみたときには、大切な人へ告白できない気持ちとオーバーラップするような雰囲

気になって、おのおのの接点を見つけてもらえるようなつくりになればと想って、作りました。

AIDS 文化フォーラムのテーマソングとして、HIV 感染者や AIDS 患者を始め、一般の多くの人に、

「自分の心に正直に生きる」ことの大切さと、これを機に HIV ／ AIDS という病気が正しく伝われば

と思います。

【プログラム担当】

大阪市立総合医療センター感染症センター　白野　倫徳

〒 534-0021　大阪市都島区都島本通 2-13-22

TEL 06-6929-1221 FAX 06-6929-1091

E-mail shirano@wonder.ocn.ne.jp
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AIDS 教育 17 年　　―HIV 感染予防から STD 感染予防へ―

神奈川県立百合丘高等学校　安藤　晴敏

１　はじめに

1994 年、教科書も資料も情報もなく、文部省（現文科省）の依頼により、暗中模索の中、テレ

ビ用の授業「エイズってどんな病気」を収録し、全国に放映された。基本的な学習内容は今も大

きな変化はないと思われる。しかし、そこに大きな問題がある。

昨年、京滋カンファレンスにお招きを頂き、皆様の前で講演させていただきした。また、親交も深

めさせていただきました。今年8月のin横浜は被害地釜石を訪れたことにより、参加できませんでした。

そこで、in 京都の話を伺い、是非と参加をお願いし、古都京都で第１回目に参加することができました。

２　発表内容                            

・AIDS 教育 17 年（AIDS 基礎知識から STD 感染予防へ）

・AIDS ってどんな病気なの（授業実践）

・性について考えよう（素敵な巡り愛を求めて）

・響け心に！　届け心に！　- 風穴があいた子どもの心に　響け！届け！メッセージ -

３　まとめ

以上のような内容、日々生徒に伝えているメッセージを発表させていただきました。ＡＩＤＳ教育

17 年、基礎知識と人権問題を主な学習内容とした始まりから、ＳＴＤとしてのＡＩＤＳに視点を変

えた時、「心を生きる」性とＨＩＶ感染予防の関係から、「心の学び」が不可欠であり、自然にその方

向に向かったことに自ら今更ながらに気がついた。そこには、自らの既成概念の払拭に戸惑があった。

先日、本校１年８組で２週に渡り、２時間「エイズの予防」の授業を行った。１ヶ月に渡る教材

準備、学習内容の精選等、８年ぶりの教壇と黒板でした。41 名の生徒を前に、久々の緊張感を覚え、

現役復活を果たしました。しかし、授業中、次のような矛盾を感じながら授業を展開しました。

・ＡＩＤＳの「何」を限られた時間で生徒の伝えられるのか

・教室という空間で、ノート、黒板、チョーク等を使い、１対 41 の構図の中で、健康教育はいいのであろうか                

・試験問題作成を意識して授業を行っていないか

・「生き方」教育ってなんだろう

こんなことを考えて授業を行っていました。管理職となり８年。現役のころはあまり感じていなかっ

た素直な課題が今更ながら大きくのしかかってきました。この体験をどこかで反映させたいと思って

いる。

In 京都での発表が、AIDS 教育へのチャレンジに火をつけさせてくれました。現在は、薬物乱用

防止教育の指導、啓発に多くの時間を割いている。しかし、 HIV 感染がまだまだ治まっていない

現状で、もう一度学校現場で積極的な取り組みの必要性

を感じている。

このように、再び AIDS 教育再発見の機会を与えて頂

いた AIDS フォーラム In 京都の運営委員の皆様に感謝申

し上げます。

感染予防の最前線は学校教育と考えます。来年は多くの

学校関係者、多くの生徒を抱えている「学校の先生」に

高い意識と、正しい知識、効果的な学習指導内容をとも

に学べたら幸いと感じます。

神奈川県立百合丘高等学校　　川崎市多摩区南生田 4-2-1    ℡　044-977-8955
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これからの HIV 検査の方向性は？ 

今後 HIV 感染の拡大を阻止するために有用で、そして安心して受けられる HIV 検査とは？

1）団体紹介

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学園大学の学生９名＆教員１名。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

な公設検査に関わる３名と大学生＋教員が受け持ちました。

2）発表・展示内容

HIV 検査は、AIDS を自分の事として考える大切な機会で

あり、進歩した医療の恩恵を受けるために必須の手続きであ

り入り口でもあります。HIV 感染症は無料匿名検査を受ける事のできる稀な病気ですが、保健所と地

方衛生研究所が大きな役割を担っています。

第一部は３人から次のようなお話をいたしました。

HIV 検査の現状とこれからの課題（中瀨克己：岡山市保健所）日本では、いきなりエイズが減らな

い中、検査受検者が減っています。広く呼びかけるだけでなく、地域にあった検査、増えている郵送

検査とともに、拠点病院では広く行われている感染者のパートナーへの検査勧奨の位置づけを考える

必要があります。

京都市の HIV 検査に対する取り組みについて（伊藤正寛：京都市保健衛生推進室・京都市保健所）

平日昼だけでなく、夜間、休日も即日検査を行い若者外国人にも働きかけて一時利用者が増えました

が近年減っています。検査で不安が和らぐ、役立つ知識が得られるなど有用な機会にしてゆきたい。

対象を絞った広報と診療所における HIV 検査の組み合わせによる効果的なエイズ対策（川畑拓也：

大阪府立公衆衛生研究所）MSM に対象を絞った広報と検査機会を設けることにより、3 年間で 31 名

の新規感染者を治療に繋ぐ事ができましたが、ここで得られた知見をゲイコミュニティーに返して行

くと伴に自治体での活用も進めたい。

第２部では、山陽学園大学学生によるクイズ、インタビューを交えたご参加の方々との意見交換で

した。クイズは今まであまりエイズを意識した事の無かった学生の疑問から出発したクエスチョンで

始まりました。参加者が自分の意見を元に会場内を移動し、インタビューでは参加者の思わぬ面も披

露され、和やかに会場の一体感も盛り上がりました。検査を担当し、あるいは研究を通じて日頃考え

ている事をお伝えできましたし、第２部では参加者の方々にも楽しんで頂けたと思います。

3）連絡先　

〒 700-8546 岡山市北区鹿田町 1 丁目 1-1　岡山市保健所　中瀨　克己

Tel 086-803-1200  Email:katsumi_nakase@city.okayama.jp
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中学生　模擬授業

京都府南部３保健所（乙訓・山城北・山城南）のエイズ予防教育担当保健師

【発表内容】

中学校・高校・大学などに出向いて実施しているエイズ予防教育の内容を紹介。

①エイズの基礎知識　②感染経路　③性感染症　④大切な人との向き合い方　の４パートに分けて

展開。講義形式にならないように、エイズの基礎知識ではクイズ形式で説明したり、感染経路では、

体液（汗、唾液、血液等）や粘膜（口、目、膣、尿道口等）を書いたプレートを参加者に配り、それ

を前に出てきて貼ってもらうという参加型で実施。エイズを切り口に、自分や大切な人と「どう向き

合っていくか」を考えてもらう動機付けになるよう、１人１人に考えてもらう時間を大切に進めてい

ることを紹介。今後、学校で活用してもらえるような内容にしたいこともあり、来場者には率直な意

見や感想をいただきました。

【来場者の感想】

・わかりやすい内容だった。

・参加型でわかりやすかった。

・「感染経路」のパートがわかりやすかった。自

分たちが実際に動けるところがあるのがよい

と思いました。パワーポイントだけではないの

がいいのかも知れません。

・性感染症では、クラミジアの部分はわかりやす

かった。梅毒やコンジローマについては、わか

りにくかった。

・データをみてもあまり何とも思わないので、違う話を入れて欲しい

・データを載せてもピンとこないので、体験話を入れて欲しい。

・単にセックスをやめろ、ゴムをつけて安全にといっても、心に響かない。わかっているけどの「けど」

の部分がみんな多いだろうから、怖さや現実をもっと伝えるのもいいのではないか。

・自分のことを考える時間をとるところをぜひ活用したい。

・わかりやすい、押しつけがましくないと感じた。

【連絡先】

京都府乙訓保健所 〒 617-0006　向日市上植野町馬立８ TEL（０７５）９５３－１１５３

京都府山城北保健所 〒 611-0021　宇治市宇治若森７－６ TEL（０７７４）２１－２９１１

 〃 綴喜分室 〒 610-0331　京田辺市田辺明田１ TEL（０７７４）６３－５７４５

京都府山城南保健所 〒 619-0214　木津川市木津上戸１８－１ TEL（０７７４）７２－０９８１
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宗教と AIDS

10 月 2 日（日）　13 時～ 15 時 30 分

パネリスト

　岩室　紳也（公益社団法人地域医療振興会ヘルスプロモーション研究センター）

　古川　潤哉（浄土真宗本願寺派僧侶）

　宮本　信代（カトリック HIV/AIDS デスク委員　元養護教諭）

　川江　友二（同志社大学神学研究科）

　成澤　一行（龍谷大学実践真宗学大学院生）

　宮本　祐慈（龍谷大学実践真宗学大学院生）

エイズの啓発に尽力する医師、岩室紳也先生の司会でパネルディスカッションが進められました。

パネリストには、キリスト教からカトリックの方とプロテスタントから同志社大学大学院生ならびに

仏教からは龍谷大学の卒業生、大学院生の３人がそれぞれの経験や立場から社会の現実にどう対応し

ているのか等についてさまざまな発題がされました。川江友二さんは「ＨＩＶと神学」をテーマに修

士論文に取り組まれていて、日本の現代社会の中でＡＩＤＳ患者の人々と共に生き、彼らにしか見え

ない視点を学んでいきたいと語られました。宮本信代さんはカトリックの学校の授業で性の現実に向

き合うことの大切さを生徒たちに伝えてこられたことなどを話された。古川潤哉さんはホスピスで

ターミナルケアにあたっている体験を通して、ＡＩＤＳについて語られた。成澤一行さんと宮本祐慈

さんはＨＩＶ陽性者から話を聞くことで「人間そのもの」を見て、いろいろな人と関われる僧侶にな

ることを意欲的に話された。

担当　龍谷大学実践真宗学研究室
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恋愛を通じて若者の性と生を考える～恋愛塾がやってくる～

1）（財）京都市ユースサービス協会

1988 年（昭和 63 年）3 月に、青少年の自主的な活動の振興を図ることにより、京都市の青少年の健

全な育成に寄与することを目的に設立されました。青少年が社会の担い手として成長するために、社

会参加と自主的な活動の機会を提供し、必要な支援を行っていくことが「ユースサービスの理念」です。

ユースサービス協会は、その理念に基づきながら、京都市など関係行政機関、青少年団体、青少年の

育成に関わる人たち、そして何より青少年自身と協力しあいながら、活動を展開しています。

2）発表内容

（財）京都市ユースサービス協会は，「恋愛を通じて若者の性と生を考える～恋愛塾がやってくる～」

というタイトルでワークショップを行いました。このワークショップは，大学生のボランティア・ス

タッフとともに企画・運営を行いました。ワークの内容は，グループごとに HIV や性感染症，セクシュ

アル・ヘルスや恋愛にかかわるキーワードを選択・議論をし，1 つの辞書を作るというものです。参

加者の大半は 10 代後半～ 20 代前半で，見学者も含めると全員で 48 名の参加がありました。初対面

でのグループワークでは，「自分の価値観が揺れた」や「自分の意見は言えなかったけど，人の話を

聞けて良かった」という声が聞かれました。企画運営を行ったボランティア・スタッフからは，「愛」

「恋」「恋愛」というキーワードを多くのグループが取り上げていたことから，初対面でも話しやすい

キーワードであったのか，若者のニーズのあるテーマであったのかもしれないとの話やテーマが多い

と横に広がる傾向にあるので，フォーラムの趣旨と照らし合わせて，どこまで深めるのか目標設定を

もっと詰める必要があったのではないか，などの意見が出ました。

3）団体連絡先

（財）京都市ユースサービス協会

連絡先住所 〒 604-8147 京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262

 京都市中京青少年活動センター内

 TEL（０７５）２１３－３６８１

 FAX（０７５）２３１－１２３１

 E-mail office@ys-kyoto.org

担当者氏名 繁澤　あゆみ／水野　篤夫

ブース担当職員 玉村　文／小飼　文／米田　光晴／川崎　崇
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エイズから学ぶ、伝える、つながるグループ『紅紐（べにひも）』

　　　　　　　　　　 

京都府エイズ等予防啓発ボランティアグループ紅紐

都府が養成している紅紐は、パネル展示やレッドリボンのネイルアート等を通じて、京都府の若者

から若者へメッセージを送っています。

【内　容】

１．レッドリボンのネイルアート

学校法人京理学園京都理容美容専修学校さん、サンス

ター株式会社さんにも御協力いただき、ネイルにレッド

リボンを描きました。紅紐は来場者の方一人ひとりの手

を握り、エイズについて話し一緒に考えました。

約 80 名の方に来場いただき、約８割の 65 名の方にネイ

ルアートをしてもらい、エイズについて感じたことをメッ

セージにしていただきました（サンスターさんのホーム

ページでも公開されました）。

２．パネル展示

若者の視点から紅紐メンバーが考えたメッセージ、写真

を展示しました。「エイズについて、自分事として考えて

欲しい。自分はどうしたいか。そして、相手と話して欲

しい…」。展示を見た方に、それぞれ答えを見出していた

だけたのではないかと思います。

また、今年度の HIV 検査普及週間に、株式会社ファミ

リーマートさんに御協力いただき、店舗のコンドーム販

売箇所に、紅紐が作った啓発ポップを掲出してもらいま

した。今回のフォーラムでは、紅紐ブースと共に、ジェ

クス株式会社さんのコンドームサンプル提供コーナーに

も掲出させていただきました。

　【連絡先】 京都府健康福祉部 健康対策課 感染症・疾病担当

 〒 602-8570　京都市上京区下立売通新町西入

 TEL 075-414-4723  FAX 075-431-3970　

 紅紐ホームページ　http://nanos.jp/benihimo/
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展　　示

AIDS 文化フォーラム　in 横浜 新聞展示など

京都府：エイズから学ぶ、伝える、つ
ながる
グループ「紅紐（べにひも）」

パネル展示やレッドリボンのネイルアート等を通じて、京
都府の若者から若者へメッセージを送ります。

京都市
「パネル展：知っていますか？ＨＩＶ / ＡＩＤＳのこと」
感染・予防・検査など…一緒に学び，考えましょう。
ＨＩＶ / ＡＩＤＳについて分かりやすいパネルを用意しまし
た。

日本赤十字社京都府支部 HIV 予防に関する赤十字の活動報告を展示します。

メモリアル・キルト・ジャパン

「エイズで亡くなった人々の生きた記録として作られたメモ
リアルキルトの展示」

「メモリアルキルトと出会って、エイズで亡くなった人々の
人生に触れ、そのメッセージを聴き、いのちの大切さを感
じてください」

ジェクス株式会社 商品展示とコンドームサンプル提供

SKGH（看護師）
「癒しに挑戦」～免疫力をあげるためにリンパマッサージ挑
戦と無煙活動をしてみませんか。

魚崎ジュン（ＰＬＡＮＥＴ）

2011 年 5 月開催のエイズキャンドルパレード（ＰＬＡＮＥ
Ｔ）の様子を写真で撮影し、大きいパネルに貼り付け、展
示をしたいと思います。写実性よりも、写真で表現できる「美
しさ」や「アート性」を重視することで、観に来て頂いた
方に印象付けたいです。
若い人を引っ張り込んで、一緒に HIV/AIDS について考え
ていってもらえるような展示にすることが目標です。

池田　勝俊
（ちらし、ポスターのデザイナー）

絵画展示と、似顔絵コーナー

中川裕次

写真：内戦後のカンボジア、今を生きる人々との記録、そ
の素顔～カンボジアの地雷原で生きる人々を中心に、各地
の農村の人々の様子をご紹介します。過酷でも、貧しくても、
決して微笑を忘れることのない人々の素顔に迫り、「生きる」
ということを今一度考え直してみたいと思います。

村山康文
ベトナムの HIV/AIDS とこどもたち

　　～ベトナムのエイズに関する写真展　

田中奈津子

絵画：　Every Eating Day ～嬉しいことがあったり、悲し
いことがあったり、悔しいことがあったり、思い出して笑
うような日々のなかでそれでも何かしら食べて生きている。
そんな毎日の蓄積を、今までもこれからも楽しんでいたい

花園大学
パネル展示　　「エイズの現状」

「世界のＨＩＶ患者への環境」

カトリック中央協議会　HIV/AIDS デス
ク

ポスターとミニカード、小冊子、レッドリボンのキーホル
ダー紹介

薬箱の展示

ＳＷＡＳＨ（Sex Work And Sexual 
Health）

性産業で働く人々の健康と安全のために活動するグループ・
SWASH による資材・資料展示。HIV/STD 予防に関する配
布物や調査レポート、海外のセックスワーカーグループ制
作の予防啓発ビデオ閲覧など、セックスワーカーとセクシ
ュアルヘルスに関する資料をご紹介します。

東日本大震災支援レポート
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マスメディアで第１回 AIDS 文化フォーラム in 京都のアピールをしました。



46

ユースサービス VOL. ８（㈶京都市ユースサービス協会）
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9 月 19 日（月）ＫＢＳ京都テレビ『ぽじポジたまご』

（大野聖子、林滋、佐藤文寛）

8 月 22 日（月）ＦＭ 79.7 ラジオカフェ『ゆめっとな夜』

（下山美穂、神﨑清一）

9 月 26 日（月）ＦＭ 79.7 ラジオカフェ『ゆめっとな夜』

（山田和世、宮本祐慈、成澤一行）

9 月 29 日（木）ＫＢＳ京都ラジオ「きょうとほっと情報」

9 月 29 日（木）ＦＭ京都 α -Station

「KYOTO PREFECTURE PUBLIC LINE」

京都府民だより、京都市民新聞での告知

京都市地下鉄各駅にポスター掲示
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入場者数　10 月 1 日 415 人、2 日 378 人
アンケート回収率 1 日 24.6%、2 日 24.9%

開催を振り返って

プログラムについて

１．発表企画数が多く、かつ同時に開催したので、企

画によっては非常に良質な講演であったにもかか

わらず、聴衆が少ないものがあった。

２．若者向けのイベントは人気が高かった。

３．看護師、MSW の発表は聴衆が多かった。

４．教育関係者の企画はまずまず。しかしもっと多く

の教師に来てほしい。

５．陽性者もかなり参加されていた。

６．医師、歯科医師の参加が少なかった。

７．世界のエイズも人気が高かった。

８．折角の機会なので、今後分野を集合させたワーク

ショップを開催したい。

当日運営について

１．事務局の用意は実に周到であった。

２．正面テントはよく、目立って良かった。

３．サポートスタッフの応募が少なかった。

４.　受付（入り口、事務局）は担当を決めて、個人に

負担が集まらないようにする必要を感じた。

参加者アンケートまとめ

・京都で開催されてうれしい。来年も是非、開催

してほしい。

・聞きたいものが重なって残念。開始時間も一定

にしてほしい。

・自己満足、学際みたい。

・活気がある。映画もよかった。

・どこで何をしているかわかりにくかった。

・エイズの知識が得られた。明日から役に立つ。

・陽性者の話がよかった。海外の話もよかった。

・テーマ曲や高校生の演奏もありよかった。

・セクシャリティの多様性をテーマにしたのがよ

かった。

・展示もよかったが、出展者ともっとお話したかった。

・宗教や薬物などプログラムが多彩でよかった。

極々一部のご意見です。ご協力ありがとうござ

いました！
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第 1 回 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。
② HIV 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。
② HIV 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。
2011 年５月 12 日改正
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第１回 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　　京都市

後　　援：京都府教育委員会　京都市教育委員会　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

京滋ＨＩＶカンファレンス京都府医師会　（社）京都府歯科医師会 

（社）京都府薬剤師会　京都府病院協会京都私立病院協会

（社）京都府看護協会 花園大学 花園大学後援会　花園大学同窓会

龍谷大学　龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活動センター　京都ＹＷＣＡ

（財）京都市ユースサービス協会　ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部

京都ＹＭＣＡボランティアビューロ　（公財）大学コンソーシアム京都

（社福）京都府社会福祉協議会　（社福）京都市社会福祉協議会

（財）京都私学振興会　（社）京都府専修学校各種学校協会

（社）京都府青少年育成協会　京都青少年ゆめネットワーク

京都府レクリエーション協会　ＰＬＡＮＥＴ

ボーイスカウト京都連盟　ガールスカウト日本連盟京都府支部

（公社）日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）　京都キリスト教協議会

（財）京都府国際センター　（財）京都市国際交流協会

ＮＨＫ京都放送局　ＫＢＳ京都　エフエム京都　京都新聞社

朝日新聞京都総局　読売新聞京都総局　毎日新聞京都支局

産経新聞社京都総局　京都リビング新聞社

会場提供：花園大学　龍谷大学　

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。

本事業は公益財団法人エイズ予防財団
日本エイズストップ基金の助成も受けています。
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ご協賛に感謝申しあげます

協賛企業・団体一覧（順不同、敬称略）

田辺三菱製薬株式会社 鳥居薬品株式会社
541-8505 大阪市中央区北浜 2-6-18 103-8439 東京都中央区日本橋本町 3-4-1

tel.06-6205-5085 トリイ日本橋ビル

http://www.mt-pharma.co.jp/ tel.03-3231-6811（代表）/fax.03-5203-7333

http://www.torii.co.jp

ヴィーブヘルスケア株式会社 アステラス製薬株式会社
151-8566　東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目

6 番 15 号
東京都中央区日本橋本町 2-3-11

tel.03-5786-6043 tel.03-3244-3000

fax.03-5786-6044 http://www.astellas.com/jp/

http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/index.html

アボットジャパン株式会社 ＣＳＬベーリング株式会社京都支店
108-6303　東京都港区三田 3-5-27 600-8216　京都市下京区東塩小路町 608-9

住友不動産三田ツインビル西館  日本生命京都三哲ビル３F

tel.03-4588-4613/fax.03-4588-4642 tel.075-354-8266/fax.075-352-2365

http://www.abbott.co.jp http://www.cslbehring.co.jp

コカ・コーラウエスト株式会社 大日本住友製薬株式会社
604-8425　京都市中京区西ノ京銅駝町 2 604-8186　京都市中京区烏丸御池梅屋町 358

tel.075-802-5081 アーバネックス御池ビル西館２F

http://www.ccwest.co.jp/ tel.075-251-1351/fax075-212-2992

http://www.ds-pharma.co.jp/

ブリストル・マイヤーズ株式会社 ヤンセンファーマ株式会社
東京都新宿区西新宿 6 丁目 5-1 東京都千代田区西神田 3-5-2

新宿アイランド tel.03-4411-7700

http://www.bms.co.jp/ http://www.janssen.co.jp/

ＭＳＤ株式会社     ジェクス株式会社
東京都千代田区九段北 1-13-12

北の丸スクエア
大阪市中央区谷町 2-3-12 号 

tel.03-6272-1000 tel.06-6942-0551

http://www.msd.co.jp/ http://www.jex-inc.co.jp

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 福知山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
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第１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

　　

幹　　事 大野　聖子　　京都第一赤十字病院　感染制御部

 林　　　滋　　第一赤十字病院　薬剤部

 白野　倫徳　　大阪市立総合医療センター感染症センター

 高畑　吉博　　ＰＬＡＮＥＴ（ＨＩＶと共に生きる会）

 木下　浩一　　ＣＨＡＲＭ、ヴィーブヘルスケア㈱

 神﨑　清一　　京都ＹＭＣＡ

事 務 局 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　　http://hiv-kyoto.com

事務局長 神﨑　清一

運営委員、サポーター、サポートスタッフ

 東　　春菜 新居　絵理 荒賀　陽子 池田　勝俊 石橋るみ子

 伊藤　正寛 上木　卓磨 梅原　正俊 大釜　正希 小川　翔子

 小田切孝子 北川信一郎 北山　翔子 木下　直子 小嶋麻紀子

 後藤　英里 小林　和博 小南　歩惟 櫻井登代子 佐藤　知久

 佐藤　文寛 佐野　裕菜 佐野友妃子 椹木　翔子 重岡　　瞳

 繁澤あゆみ 下山　美穂 鈴木　邦彦 高田　雅弘 玉村　　文

 辻井　幸彦 堤　　雄次 寺口　淳子 中村　正樹 半井　達弥

 成澤　一行 畠山　雅行 畑中　彩李 服部　　待 ひびのまこと

 福嶋由里子 藤野　祐子 藤原　久子 古川　潤哉 前　　　登

 牧野　元子 松井　　栞 松村幸裕子 水野　篤夫 水野菜穂子

 光武　泰子 宮本　祐慈 村山　康文 安辺　聡子 山田　和世

 山田二三男 山本　聖子 山本　知恵 渡邉あい子 浅井　陽子

 秋山　岳文 石若　義雄 上村　舞衣 瓜生　智子 大木　智絵

 岡崎　保則 金澤　市郎 亀井　久照 北川紗歩子 木下　京子

 隈村　綾子 倉田　正昭 小林　マキ 坂田亜沙子 笹川　　瞳

 竹田　博和 田中友香里 谷川　真理 谷口　　豊 土屋　恵美

 角田　綾音 寺西賢太郎 中畝　康博 永田　理恵 野村　裕美

 濵田　佳穂 福山　孝晃 藤岡　義明 船木　順司 細野　幸代

 松木　孝真 村上　紗穂 森　　泰弘 吉田　知子 池田　　麗

 上坂　　綾 上田　良弘 岡本　　学 尾崎　淳子 時光　泰子

 山中　京子 山本　　崇

 岩室　紳也 水谷　　修

 澤村　忠保 城　あやの 花園大学教職員

 大石　洋史 梅岡　和朗 龍谷大学教職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）



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
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