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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。以降、市民の手ですべての人に開かれた場として毎年８月

に開催され、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

流の場でもあるので、横浜の思いと経験を受けつぎ、エイズの問題は日常のさまざまな領域

に関わるので、そのことを文化としてとらえ、2011 年に第 1 回「ＡＩＤＳ文化フォーラム

in 京都」を開催いたしました。みなさまのご協力により実りあるフォーラムとなり、多くの

方から継続開催のご期待の声をいただきました。

そして今年も、たくさんの方々のご支援とご協力によって、第３回「ＡＩＤＳ文化フォー

ラム in 京都」を開催することができました。

本年もフォーラムの目的はエイズの予防と理解であり、１）エイズ問題の啓発、２）多様

性を理解すること、３）ともに生きること、を大きな柱と考えています。そこで第３回のテー

マは「エイズを知ろう エイズで学ぼう　Ⅲ」といたしました。

また、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。

参加グループはもちろん、年々新しい方々の協賛・協力も広がり、第３回ＡＩＤＳ文化

フォーラム in 京都は盛大に開催することができ、２日間で約 1200 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。

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都　運営委員会
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開会式　　～なぜ AIDS ？～なぜ文化？～なぜ京都？

▲開会式

▲同志社大学寒梅館

▼
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ＨＩＶとカミングアウト～「伝える」を考える～

特定非営利活動法人日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス

ＨＩＶ陽性者が秘密を抱えることもなく、社会的

な不利益を受けることもなく、ＨＩＶ陽性者とし

て、自立したあたりまえの生活ができる社会を目

指して活動しています。

昨年に続き、全体会の企画をお任せいただき、ありがとうございました。ＡＩＤＳ文化フォーラム

in 京都には様々な方が参加されますが、参加された方ご自身はもちろん、参加者がそれぞれの人間関

係や職務上の役割として「HIV/AIDS について伝える」ことがあるだろうと思います。そこで、こ

のプログラムでは、「HIV/AIDS について伝える」とはどういうことなのか？を、私たち HIV 陽性

者の視点から伝えようと考えて企画致しました。

最初に、ジャンププラス事務局長の高久から、「HIV 陽性者が、周囲の人に、自分が陽性であるこ

とをどう伝えているか、またはなぜ伝えていないか」について、アンケート調査の結果をもとに、様々

な経験談や考え方などを紹介。また、一般の医療機関において HIV 陽性であることを申告した場合に、

どのような対応を受けているか、などの調査結果も報告させていただきました。

続いて、ジャンププラスで HIV 陽性者スピーカーとして活動するケンジさんに登壇してもらい、

HIV 感染が分かってから現在までのカミングアウトにまつわる経験や気持ちについて、トーク形式で

伺いました。一人の人物にじっくり話してもらうことで、HIV について伝えることも本人のバックグ

ラウンドや相手との関係性によって大きく左右されること、また時間の経過とともに受け止め方も変

わっていくこと等、前半の講演とは違った切り口でカミングアウトについて考える時間になりました。

さいごに、映画『Hope of Love ～愛のみまもり袋～』を上映しました。AIDS 発症により HIV 感

染がわかった台湾人のゲイ男性と、その母親を取材したドキュメンタリー映画です。映画の内容はも

ちろん、同志社大学の素晴らしいホール施設で上映できたこともあり、全体会の終了後には涙ぐむ方

もいらっしゃいました。

連絡先：〒 162-0045 東京都新宿区馬場下町 60 まんしょん早稲田 401

TEL : 03-6233-7023（平日 13:30 ～ 19:30）   FAX : 03-6233-7024

WEB : http://www.janpplus.jp   E-mail : info@janpplus.jp
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ＨＩＶと看護

京都大学医学部附属病院

外来看護師　北川　綾子

HIV 感染者および AIDS 患者は、治療薬の進歩により「死の病」ではなく慢性疾患と位置付けられ

るようになってきたものの、今なお世界に広がり、年々増加している。世間では、疾患に対する誤っ

た知識や偏見が根強く残っているため、当院における外来看護を紹介することで、HIV 感染の現状を

理解し、正しい知識を得て予防啓発を行う機会となるようと考えた。

今回の発表については、最初に HIV を理解してもらうために① HIV の歴史、世界・日本の動向や

その背景【患者発生報告数・地域・年齢・感染経路】の統計を示した。その後、当院での看護について、

②診療の流れ、③問診（初期対応）、④生活指導（感染予防、日常生活）、⑤薬剤指導、⑥社会制度の利用、

⑦チーム医療について、⑧医療従事者への職業感染予防（針刺し事故対応）について、説明を行った。

私自身が担当になった頃、知識がなく、何か特別な対応が必要なのだろうか？と疑問を持っていた。

よく知らないからわからない、自分は関係ないから知らない、そういう思いがどこかにあったのかも

しれない。研修などに参加するうちに疾患に対する知識を得ることができ、看護の重要性を見いだせ

た。参加時、もし同じように感じている方がいれば、この機会を通じて理解してもらう場になればと

も感じていた。

看護師の役割として重要なことは、①患者さんの意思を大切にすること（プライバシーの保護・守

秘義務）、②安心して医療が受けられるようサポートすること（チーム医療）、③差別・偏見を持たな

いで接すること、④正しい知識を伝え感染予防を行うことだと思う。

今回の発表では、看護学生さんを中心に今後看護師を志している方が大半を占め、60 名程度の参加

者があった。この機会に、正しい知識を得て、興味を持ってもらうことで、今後 HIV 感染者に対応

するとき、特別な対応はいらない、差別や偏見を持たず、患者さんの立場に立ち訴えを聞くこと、看

護の基本を忘れずに関わって欲しいと感じています。
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市民対象講座　ＨＩＶ感染症とは

大阪医療センター　矢嶋　敬史郎

HIV ／ AIDS という疾患がこの世に登場してから 32 年が経ち、今では HIV/AIDS を「不治の病で

ある」という人はほとんどいません。しかし、今から 20 年ほど前の 1990 年代前半は、強力な抗ウィ

ルス療法ができずに、日和見疾患（ひよりみ疾患、通常の免疫機能では無症状であったり、重症化し

にくい病原体により引き起こされる感染症や悪性腫瘍のこと）で多くの人が生命を落としていました。

1996 年ころからは、3 剤以上の組み合わせで治療をする、強力な抗ウィルス療法（HAART, Highly 

Active Anti-retroviral therapy）が登場し、HIV 感染症の治療は大きく変わりました。以前は大き

な錠剤を 1 日 4 ～ 6 回に分けて、十数錠飲まなくてはいけませんでしたが、現在では 1 日 1 回　1 ～

2 錠を内服するだけの治療が可能となり、患者さんへの負担も軽減されつつあります。

世界では少なくとも 4000 万人、日本では 2 万人程度の感染者がいると見込まれています。先進諸国

の中でも、イギリスほどではありませんが、日本もまだ新規感染者が増えつつあります。近畿地方でも、

残念ながら新規の患者数は増加傾向にあり、私の勤務する大阪医療センターでは、現在 2500 人を越

える HIV 感染症の患者さんが通院しています。HIV 感染症はいまや、長期療養が可能な「慢性疾患」

の一つとまで言われるようになっていますが、長期に療養が可能となったことで新たに生じてきた問

題、たとえば抗 HIV 薬の副作用、生活習慣病（糖尿病や高脂血症、肥満など）、悪性腫瘍を合併する

症例も増えつつあります。また、社会的な側面からは、医療費（HIV 感染症の治療を 40 年続けた場合、

薬剤費のみで一人あたり最低 1 億円がかかると試算されています）をどう確保していくか、精神・心

理的なサポート、HIV 陽性者の妊娠・出産（現状では体外授精が主として行われています）の問題など、

課題は山積しています。また、アルコールや喫煙、覚醒剤や脱法ハーブなどの物質依存を抱えた HIV

陽性者も少なくありません。HIV 感染症診療の専門家は、単なる医療面だけにとどまらず、心理・社

会面からも幅広くサポートしていく必要があります。

HIV 感染症の診療は日進月歩の勢いで進歩しています。その一方で、疾患の十分な理解がなされな

いまま、偏見や差別に苦しむ人たちがいます。この病気を「一部の人たちの特殊な病気」として理解

することは、正しくないばかりか、HIV 陽性者をさらに生きにくくすることになりかねません。自分

や家族・友人など、大切な人に起こりうる身近な問題として、社会全体として HIV 感染症をとらえ

ていく姿勢が、いま必要とされています。
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世界のエイズ　～私たちができることを考える～

　｢ アジアの HIV/AIDS- 北タイ HIV コホート研究の経験から」

東北大学　東北メディカルメガバンク機構

予防医学・疫学部門　個別化予防・疫学分野　　　土屋　菜歩

タイを中心とするアジアの HIV の疫学と HIV 対策について発表した。タイはアジアで最も早く

HIV/AIDS が流行し、政府主導の大規模な予防キャンペーンや国産薬による治療の無料化等で、HIV

対策の成功した国として知られている。しかし、リスクグループや性行動の変化、HIV 感染者の生存

予後が改善したことによる通院患者の増加、高齢化と現場のワークロードの増大など、国・地域によ

り HIV 流行の背景や感染経路、リスクグループが大きく異なり（本シンポジウムではベトナム、フィ

リピンを例に挙げた）、HIV 対策も様々であるが、アジア諸国間の経験の共有や技術協力は十分可能

だと考える。日本に住む我々にできることとしては、自分の、自国の状況を知った上で海外にも興味

を広げてほしいというメッセージを伝えた。

「サブサハラアフリカにおける HIV/AIDS 事情」

京都第一赤十字病院　　里　英子

NGO 職員として活動した内容を中心に、サブサハラ地域の状況について報告した。国境なき医師

団では、ABC アプローチが功を奏し、アフリカの成功国として称えられたものの感染率が再上昇し

たウガンダにおいて、PMTCT（HIV 母子感染予防）プログラムを展開し、オプション B+ という新

たなアプローチでの母子感染予防に取り組もうとしていた状況を、AMDA 社会開発機構では、ザン

ビアで結核から HIV へのアプローチを提案し、医療従事者が不足するなかで、コミュニティエンパ

ワメント手法を用い、タスクシフティングにフォーカスしたボランティア養成に取り組んでいたこと、

偏見や差別が根強い中で、保健センターやコミュニティ（学校や教会等）での幅広い予防啓発活動に

ついて紹介した。HIV は医療だけでなく、様々な問題が複雑に絡んでおり、課題も山積している。そ

のなかで同じ人間としての尊厳を守ること、予防にまさる治療はないこと、関心を持ち続け、自分た

ちに何ができるのかを想像していくことが大切という思いをお伝えした。
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「ガーナにおける地域住民参加型の啓発活動～行動変容を目指して～」

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター　　　白井　美穂

青年海外協力隊エイズ対策ボランティアとして医療関係者としてではなく一般の立場からエイズ対

策に関わることに対する考えとガーナでの地域における若者、住民、関係機関を巻き込んだ啓発活動

の実際を話した。エイズは医療だけではなく、性、文化、宗教、貧困など様々な問題が関わってくる。

知識を持つことは重要だが、得た知識からどのように自分の行動を変えていけるか（行動変容）を考

えていけるような工夫を取り入れていかなければならない。ガーナでは実際に、演劇、ダンス、ピア

エデュケーションなど、特に若者が関心を持って参加できる啓発活動がすでに行われており、こうし

た事例を具体的に紹介した。帰国後は横浜ＹＭＣＡが横浜市から運営受託している横浜 AIDS 市民活

動センターで勤務しており、地域住民に啓発に参加してもらうために、ガーナでの経験がどのように

活かされているかという点も紹介した。

連絡先：水野菜穂子

〒 606-8507　京都府京都市左京区聖護院川原町 54　京都大学病院　栄養管理室

E-mail： mizuno_n@kuhp.kyoto-u.ac.jp　

▲　良心館

▲

▲　受　付
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ＨＩＶ個別施策層へのアプローチ
～外国人の感染予防啓発～

NPO 法人ＣＨＡＲＭ

ＨＩＶ個別施策層の一つである外国人は、言葉を始めとして様々なハンディがある。 

言葉の壁、制度についての理解できる言語による情報の入手、医療や福祉制度の違い、医療保険を

含めた社会保障制度の利用制限など。同フォーラムでは外国籍の人たちが置かれている状況を知り、

民間と行政の異なる立場から実践している取り組みを聞いた。

１）外国人留学生の健康問題　

発題：フェルナンデス・グレン（京都フィリピン留学生会）　

大学に所属する留学生は、労働者に比べ情報や制度のアクセスが良い位置にあるが、それでも

言葉の壁から医師との間に誤解が生じたケースを紹介した。また HIV 検査についてはどこで行

なわれているのか全く情報がないために受検する人が少ないことも報告された。　

２）外国籍コミュニティを対象とした健康相談会の実践

発題：プラー・ポンキワラシン（特定非営利活動法人 CHARM 健康相談会担当 )　

外国籍の人たちは言葉の問題以外にも保険の未加入、在留資格による制約、自分の健康は二の

次にして家族を支える生活などから体調に不安を感じても診療につながりにくい。健康相談会は、

外国籍コミュニティが集まるところに医療者が出向き情報提供や相談の機会を提供する。京都で

は、京都市保健所や市内の市民団体と合同で年一度健康フィエスタを実施している。　　



12

３）ブラジル人学校における性感染症の教育実施の経験から

発題：中萩エルザ　（ブラジル領事館健康相談員、医師）　

ブラジル人学校では、HIV 啓発の専門家が学校に出向いて性教育を行っている。成長段階に応

じてワークショップ形式などの参加型の方法を取り入れながら実践している。性教育とは人間教

育であり人間関係について考える機会である。

４）外国籍住民に対応するシステムをつくることがなぜ必要か？

発題：伊藤正寛　( 京都市保健所 )

京都市では、平成 25 年 4 月に施行された京都市エイズ対策基本方針に基づいて市民が利用しや

すい検査・相談体制の確立と HIV 陽性者が安心して療養できる体制の整備等を行っている。市

民の中には外国籍市民も含まれており国籍によってサービスや情報の提供に支障が起こることが

ないように配慮し、多言語での普及啓発や通訳等の確保が明記されている。京都市では平成 22

年から多言語による検査情報の発信と検査時の通訳を実施した結果検査件数がそれまでの 2 倍近

くに増えた。外国籍住民が安心して検査・相談を利用できる環境を整備することによってより早

期発見の機会を外国籍住民にも提供している。国際都市京都として誰もが健康に暮らすことがで

きるためには、保健、医療、子育ての全ての段階で多言語住民に対して包括的な支援が行われる

必要がある。

＜アンケートから＞　（11 名記入）

回答者全員が参加の理由として「外国人の状況について関心があるから」と記していた。

集会の参加者は少なかったが、その中に学生が多く含まれており外国人の状況について直接理解で

きたことが良かったという意見を書いている人が多かった。また京都市の取り組みについても他の自

治体でも実施できる参考になるという感想も寄せられた。

連絡先：〒 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）　 

FAX 番号 :06 - 6354 - 5902 　E-mail : office@charmjapan.com

▲　展示会場
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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～

そう & カッシー
神奈川県某所のマンションの一室に同棲している

ゲイの家庭です。

男二人にオス犬一匹の構成です。

『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～』と題して 2004 年に名古屋の

『NLGR2004』で行われた同棲結婚式で挙式したことを中心に、普段の暮らし、同性婚 / パートナーシッ

プ法が存在しないことで困っていることをお話しさせていただきました。

NLGR 結婚式を見つけた時はそれほど乗り気ではなかったのですが、2003 年に実際に見て感動し、

挙げることを決意しました。結婚式を挙げたからと言って特に変わったこともないのですが、多く

の人の前で宣言したことで周囲がカップルだと認識し、それが関係性を保ち続けていく一つの要因に

なったのかなと思います。

同性婚 / パートナーシップ法がないことで困っていることについては、ウチの場合相続問題だけ？

ということで切羽詰ってはいないけど、相続問題に直面すると関係を第三者に理解してもらうことも

容易ではないため、法制度としてほしいと思っていることをお話ししました。

今回 HIV/AIDS 問題に関してあまりお話しできなかったので、次のチャンスがあればそこにもも

う少し触れていきたいと思っております。

ゲイのセックスだけじゃないありのままの日常を話してほしいという依頼で軽い気持ちで引き受け、

結局ほとんどが惚気話になってしまいました。

※ NLGR は名古屋で 2001 年から行われている HIV 検査と公園でのお祭りイベントがセットで行わ

れる LGBT イベントで、エンディングで同性結婚式が行われています。同性結婚式は同性同士で

結婚式を挙げる場が少ないということではじまったものです。

詳しくは　http://nlgr.net　をご覧ください。2014 年は 5/31( 土 )，6/1( 日 ) の開催予定です。

連絡先：E-Mail：sou21century@gmail.com（そう）

URL：http://ameblo.jp/sou21century　
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感染 15 年の振り返りとこれから

HIV ポジティブ　洪　　久夫

浄土真宗本願寺派僧侶　古川　潤哉

HIV 陽性で、男性同性愛者であることを

公表し、SPA! などにも記事掲載の経験を

もつ洪久夫と、ホスピス、HIV/AIDS、思

春期の支援を行っている浄土真宗の僧侶古

川潤哉が、ライフラインという教材を元に、

トーク形式で発表。

昨年の発表の続編のつもりであり、計画

では、これからを重視、特に、洪は死後の

ことについてに時間を割きたいと考えてい

たが、実際には、洪の生い立ちから感染、

陽性者としての生活などなど、トーク自体

は、これまでの部分が多くなってしまった。

しかしながら、参加者からの質問や助言も

この部分の方が多く、とても興味深い内容

であった。

参加者も、発表者も、ライフライン（呼

称は多数）という教材を元に、自分を振り

返り、これからを考えるという作業を行う。

横軸に生まれてから死ぬまでの時間をとり、

縦軸に感情、気持ちの変化を現す。現在よ

り左側が過去で、右側が未来になる。ポイ

ントは、自分の死亡推定年齢を決めること。

自分の死、大切な人の死、子どもが生まれるなどの各ポイントで自分の感情がどこにあるか、また、

その前後でどのように変化するかを自分の手で可視化する。この図では、自分が生まれたという点は、

親のライフラインからみれば「子の誕生」、祖父母のライフラインでは「孫の誕生」として現れ、また、

「子の誕生」という点からは、その子自身のライフラインの出発点であり、子から見れば、私の死は、

親の死としてグラフ上に現れる…ことになる。連続性と有限性、ご縁を感じることができるグラフに

なるのである。

このグラフを元に、洪の振り返り、感染が分かった時のこと、その当時の検査のあり方や周囲の反

応などなど、実はあまり語られていない HIV ポジティブとして生きるということをストレートに聞

くことができ、HIV ポジティブを身近に、また、HIV/AIDS 自体も、自分のこととして考えやすくなっ

たのではないかと考える。

連絡先：HIV ポジティブ　洪久夫（東京都）http://www.k4.dion.ne.jp/~hisa1973/

浄土真宗本願寺派僧侶　古川潤哉（佐賀県）http://furujun.info
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ＨＩＶ陽性者支援となるテディベア作りを体験しよう

メモリアル・キルト・ジャパン（MQJ）

AIDS で亡くなった人たちの存在を現す１枚の布・

メモリアルキルトを通して　HIV/AIDS の抱える

問題を共に考える NGO です。

ワークショップ：「HIV 陽性者支援となるテディベア作りを体験しよう」

メモリアルキルトの展示、活動紹介

HIV 陽性者の方々が利用できる“テディベア基金”のための

ベアを作りながら、メモリアルキルトについて知ろう。そのメッ

セージに耳を傾けよう。私たちにできることを語りあい、行っ

ていこう。

　

MQJ では上記の目的でテディベアワークショップを行って

いますが、ここ何年か体制のこともあり、実施する機会があり

ませんでした。横浜の AIDS 文化フォーラムに参加した際に復

活、参加された方々が楽しんでくださったこともあり、京都で

は２日間とも行いました。

材料、道具など、10 名ほどだろうと準備してはいましたが、

２日目は途中参加者も含め 20 名ほど参加され、作り方の指導

を担当したボランティアさんたちも大活躍でした。糸、針を持

つのは 20 年ぶりという男性もおられましたが、時間をかけて

見事完成。とても喜ばれました。完成したテディベアは不思議

と作者に似ています。ベア作りにはまって２日間連続で来てく

ださったかたもおられ、手仕事の楽しさ、好きなことをやって

ボランティアができる体験をしてもらえたと思います。その横

でメモリアルキルトをじっくり見てくださる方々もあり、

良い空間をつくることができました。

また、1994 年横浜国際会議に合わせ、第２回ジャパンツアー

のために寄付してくださった人たちのメッセージを縫い付けた

スポンサーキルトを京都 YMCA ロビーに展示、フォーラムへ

の呼びかけもできました。

このような機会を与えていただいて感謝申し上げます。

連絡先：〒 550-0002　大阪市西区江戸堀 1-19-23-403　Tel/Fax:06-6459-4098　

E-mail  info@mqj.jp　URL  http//mqj.jp/
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ピア・エデュケーション！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～

赤十字京都ユース（ＲＣＹ京都）

赤十字を母体とする若者のボランティア団体で、

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。

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、

グループワークを中心に楽しく進行していきました。

参加者からは、他では聞けない話が聞けて良かった、全体の手作り感が参加するうえで受けやすさ

につながっていたなどとの声も聞かれました。

[ 展示 ] 災害時、被災地で使用されるグッズの紹介。

青年赤十字奉仕団によるピア・エデュケーションの特徴と内容。

連絡先：〒 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

TEL075-541-9326　RCY 京都 HP　http://www.geocities.jp/rcykyoto/ 



17

＋の女性も－の女性も？の女性も？！

ＨＩＶ母子感染の疫学調査と予防対策及び

女性 ･ 小児感染者支援に関する研究班

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業と

して「ＨＩＶ母子感染の疫学調査と予防対策およ

び女性・小児感染者支援に関する研究」を行って

います。

ＨＩＶ陽性女性の妊娠出産、育児に関しては、一般の人はもちろんのこと、医療者も診療・ケア経

験の少なさから対応に戸惑うことが多々ある。ＨＩＶ陽性者の 1 割を女性が占めていることから、Ｈ

ＩＶやＳＴＩはごく身近な問題であって、他人事ではないということを、研究班のデータを用いてそ

の現状を知ってもらう機会を設けた。陽性であった場合でも、早くわかって治療を導入することの大

切さを講義形式で発表した。グループディスカッションも取り入れ、ＨＩＶやＳＴＩの健診や婦人科

受診に関する課題を参加者と共有し、検討した。参加者からは積極的に質問が寄せられ、情報共有の

良い場になった。

連絡先：研究代表者　塚原優己

〒 157-8535 東京都世田谷区大蔵 2 丁目 10 番 1 号 国立成育医療研究センター

TEL：03-3416-0181　　　FAX：03-3416-2222

E-mail：tukahara-y@ncchd.go.jp konba-k@ncchd.go.jp ( 事務担当：今場 )
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オリジナルコンドームケースを作ろう！

みるく・る
性について学びたい、活動したい人々と他の団体

を繋げるきっかけ作りを目指し活動している。

展示ブースでは、来場者にコンドームをより身近

に感じてもらうために「世界のコンドーム」の写真、

日本で発売されているコンドームの展示、昨年度の

AIDS 文化フォーラム in 京都で来場者の方々に作成

していただいたオリジナルコンドームケースの写真を

展示した。

展示物の指に装着するタイプのコンドームやオーラ

ルセックスに用いるデンタルダムは、実際に目にする

機会が少ないためか来場者から用途や購入方法等の質

問をいただいた。

さらに、レッドリボンや性に関する活動をしている

団体のピンバッジも同ブースで展示していたところ、

多くの方が足を止め、様々なデザインのレッドリボン

バッジがあることに驚いたという感想をいくつもいた

だいた。

また、ワークショップスペースでは、身近な素材を

用いて簡単で安価にコンドームケースを製作すること

が可能であることを来場者の方々に知ってもらうきっ

かけとして昨年度に引き続き、今年度もオリジナルコ

ンドームケース作りの体験型ブースを設けた。

今年度は 28 名の来場者がコンドームケース作りを

行った。

多くの参加者は若者であり、本ワークショップの目

的を話す等、交流を深めながらワークショップを進め

ることができた。参加者の中には、昨年に引き続き参

加してくれた者や、パートナーの分もケースを作製し

ていた参加者がいた。

今回のワークショップをきっかけに自分自身でコン

ドームの使用を考える契機となることもさることなが

ら、パートナー等身近な人々とコンドームの使用を始め、性について話し合う糸口となることを願う。

連絡先：E-mail：miruku.ru2009@gmail.com

ホームページ URL　　http://mirukuru2009.web.fc2.com/index.html
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陽性者を支える制度やサービスについて

京都の拠点病院の医療ソーシャルワーカー有志

辻井　幸彦（京都第一赤十字病院）

宅間　親恵（京都医療センター）

隈村　綾子（京都大学医学部附属病院）

①医療ソーシャルワーカーとは・ＨＩＶ支援の現状（辻井）

保険医療機関において、社会福祉の立場から、患者・

家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援

助し、社会復帰の促進を図る専門職です。

京都での現状、今後介護、透析などの施設受け入れ

の現状と課題をお話ししました。

②医療費を中心に（宅間）

医療費は、内服開始になると、１か月あたり６万円

から 7 万円（健康保険 3 割負担の場合、病院、服用内

容により異なります。）と高額になります。自己負担をサポートするために様々な制度があります。

・健康保険制度・高額療養費・身体障害者手帳・自立支援医療・障害者医療等

③生活費・就労・生命保険について（隈村）

病状により仕事の継続が困難な場合、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

就労をサポートする制度があります。

・雇用保険の延長・障害者就労支援サービス・障害者雇用枠等

生命保険について

＊アンケートでは、内容、わかりやすさ、今後に役立つ、すべてにおいて「非常によかった」「よかっ

た」を合わせると 80 パーセント以上頂き本当にありがとうございます。

ソーシャルワーカーについて知ることができた。様々な制度がわかりやすかったとの意見と、もっ

と詳細に知りたいと意見も頂きました。

＊拠点病院医療ソーシャルワーカー有志一同今後も連携を強め、患者さんと共に考え、サポートをで

きるよう研鑽に努めてゆきます。よろしくお願いいたします。

連絡先：京都大学医学部附属病院・地域ネットワーク医療部

医療ソーシャルワーカー　隈村　綾子

京都市左京区聖護院川原町 54　　℡ 075-751-3111（代表）
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宗教とＡＩＤＳ

岩室　紳也　地域医療振興協会医師　81 年自治医卒 1981 年より AIDS

に関わる

古川　潤哉　浄土真宗僧侶でホスピス、がん、HIV、性教育に関わる

川江　友二　日本キリスト教団　同志社神学部修士プロテスタント、

伝道師、チャーム、HIV 検査事業に関わる

中谷　豊実　カトリック信徒　体育教諭　ケアリングクラウン

（要旨）

岩室：現代社会で宗教の役割は。死亡、障害、HIV をどう受け止め、どう向き合うのか。偏見、差別、

HIV をうまく支え切れない現代社会で宗教の魅力は何か。

古川：浄土真宗は現在では葬式のイメージしかないがコミュニティー、人の集まりという役割を担う。

AIDS を因果応報と捉えるのではなく、過去の流れで今自分があり未来に繋がる。人はもとも

と思いどおりにならない、どうなってもおかしくない人生を生きている。浄土真宗は営利企業

が相手にしない状況に対し、信仰を持って社会の物差しと違う価値判断で寄り添い、共に聞き、

悟る。

川江：ヨーロッパで教会はエクレーシア、集う公会を意味する。メディアが美化し過ぎた「きずな」

は形骸化しているが、本来「きずな」は傷を含んでいる。出会いは傷を伴うが、そこから寄り

添い続けることで癒される。罪人、病人は触れてはいけない規律だったがイエスはそれを破っ

て堂々と「一人じゃないよ、こんな自分でもいい」と言い解放し癒す。HIV の人と出会い、

存在を受け入れて今牧師である自分がいる。

中谷：歴史的にはカトリック教会はサービスや博物館の役割も担い、アルコール依存等にも対応して

来た。社会から爪弾きされた、いわゆる「小さくされた」人たちとの関わりを大切にして来た。

幼児洗礼を受けた自分には幸いそのようなバックボーンが有ると思われる。その一つとしてケ

アリングクラウンを続け、患者と寄り添い、笑顔を思い出してもらう活動を続ける。

（司会：岩室紳也氏　要約：事務局）
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自分らしい人生を簡単に始める 6つのポイント

一般社団法人日本心理療法協会

椎名　雄一（常任理事）

私たちは未知のものを創造したり、自ら学び取る事が苦手です。なぜなら、日本の学校教育において、

それは求められない能力だからです。しかし、これからの時代、未来をみて自らの道をつくっていく

事は欠かせないスキルといます。催眠などの特殊な技術を使いながら、未来を描き、それを実現する

方法について、具体的に体験しました。

来場者感想：

●仕事で、母子・精神など様々な方と接し、話しをするための考えや視点が参考になりました。

●実際の経験に基づく話しが非常に役立ちそうです。

●ついつい自分の思うように相手になってほしいとか、自分が相手にこうしなければならないと思っ

てしまいます。まずはそこを見直したいです。

●ものごとを根拠づけて説明されているのを聞いて、自分の考え方、人との接し方（たまに悩みを聞

くとき）を見直したいと思った。

●今まで、うつの友人や悩みがある人に対して、その人が環境・社会・制度に適応するにはどうした

らいいのかを考えていたのですが、そうではなく、その人の存在を高めるべきなのだということが

わかりました。

連絡先：〒 194-0013  町田市原町田 4-1-10(4F)　 　URL http://www.j-mental.org/

E-Mail：info@j-mental.org
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口からエイズをみる

大阪市健康局 健康推進部顧問

兵庫県立柏原病院歯科口腔外科

連　利隆

AIDS とは、HIV( ヒト免疫不全ウイルス ) が免疫機能に重要な CD4 陽性リンパ球に感染し、破壊するこ

とによって免疫不全となり、その結果様々な感染症や悪性腫瘍を発症する病態で、1981 年に初めて報告され

ました。現在世界の人口 100 人に１人が HIV 感染者で、日本でも感染者が増加の一途を辿っており、現在

HIV 感染者／ AIDS 患者は 2 万人 ( 診断された届け出数 ) を超え、毎日 4 人 ( 大阪では 2 日に 1 人 ) の新規

感染者が報告されています。そして、日本では新規感染者の約 30% が“いきなりエイズ”で、HIV 感染の

自認者の割合も 63% と低く、自分の HIV 感染を知らずに生活している感染者が多いことが指摘されています。

HIV 感染症は性感染症で、日常生活で感染することはありません。また、現在まだウイルスを駆逐

することはできませんが、抗ウイルス療法の発達でかなりコントロールすることが可能になり、HIV

感染症はすでに“死の病”ではなく、高血圧や糖尿病のような慢性疾患となりました。

HIIV/AIDS は口腔内に症状を合併することが多く、口腔症状がきっかけで HIV 感染あるいは

AIDS の診断に至ることもめずらしくありません。歯科との関係では HIV 感染症は口腔乾燥をきたす

ことが多く、歯周病の重篤化が報告されており、これらのことから HIV 感染による口腔症状含む歯

科疾患の治療や予防の口腔管理が重要です。

また、医療従事者では常に問題となる職業感染 ( 患者さんの血液や体液に曝露することで職業上何

らかの感染症に感染すること ) の予防についても解説致しました。

次に、HIV 含む性感染症の予防を考える時、日本の若者の性行動を十分理解しておくことが重要で

す。日本性教育協会の調査では、2005 年のピーク時には大学性の性経験率は約 50%、高校では約 30% で、

とくに 1990 年頃より性情報の氾濫や携帯電話の普及とともに異性との出会いが容易となり、交際の

サイクルが短く SEX に対するハードルが低い上に、一方ではコンドームの使用率が低いことなどが

報告されています。実際、若者のクラミジア感染の増加とともに HIV 感染症の増加、さらに 10 歳代

の人工中絶が年間 4 万人との報告をみると、若者の性と社会背景との関係とともにわが国の性教育の

在り方が指摘されています。性教育とは、単に道徳教育ではなく、本来健康教育・人権教育であり、『愛

( 愛情 )』の教育 です。そして性感染症の予防までしっかり教える必要があると考えられます。

またさらに、最近問題となっている DV にも目を向ける必要があります。今年 WHO は、世界で女

性の 3 人に 1 人が DV による死亡、うつ、アルコール乱用、性感染症、望まない妊娠等の身体的、性

的暴力の被害に遭っており、親密な関係のパートナーからの 暴力が最も多いことを報告し、「女性に

対する暴力に関する医療従事者向けの臨床・政策ガイドライン」を作成しました。

以上のように HIV/AIDS の治療や予防に取り組んでいると自ずと性感染症に関連する多くの社会

的問題点を避けて考えることはできません。

AIDS を正面から見つめるこの有意義な AIDS 文化フォーラム in 京都は、さらにエイズを越えて、他の

“性感染症”の予防を、そして、“DV の防止”ついても考える貴重なイベントに発展することを期待します．

最後に、人類は HIV から逃げることはできません。 “エイズ”で最も怖いのは病気自体ではなく、

感染者に対する社会の「偏見」「差別」そして「無関心」です。正しい知識と正しい理解をもつこと

が医療の安全のためにも最も重要なことです。
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風俗講習で教えている Safer Sex テクお披露目＆

全米セックスワーカー会議報告！

アメリカの先進的な取り組みを紹介！

SWASH（スウォッシュ） 

風俗で働く人たちが抱える悩みや問題を共有・解

決策を模索しながら、安全・健康に働けることを目

指して活動しています。定期的に勉強会やイベント

などを企画・運営し、毎月第二金曜日午後 1 時から

大阪・梅田で「セックスワーカーのためのおしゃべ

り相談カフェ☆ Swash Paradise」を開催中。

ワークショップでは、タイトル通り、私たちがア

ウトリーチの一環として行っている、セックスワー

カーを対象とした、風俗店での現場講習内容のご紹

介と、今年 2013 年 7 月にラスベガスで行われた全

米セックスワーカー会議の報告をしました。

現場講習内容というのは、セックスワーカーたち

が編み出した、Safer Sex な防御テク、セクシュア

ルヘルスなエロテクを習得するための実践的なレク

チャーです。予防知識と、客や店のサービス至上主

義の狭間で、どのようにテクニカルな普及が可能か、

その挑戦をみていただきました。

全米セックスワーカー会議の報告では、アメリカの諸団体が取り組む、仕事場環境の改善、法改正

に向けたアドボカシー、自分を売るためのオンライン広告戦略、子育て、メンタルヘルス、客との交

渉術など、様々な関心からの最先端をご紹介しました。

参加者の方々からは、「保健師として、セックスワーカーの方にどのように相談にのればいいか」、「オ

リンピック開催は、セックスワーカーの環境にどのような影響があるか」、「海外のセックスワークでは、

日本のセックスワークのようなスマタの文化はないが、外国人のセックスワーカーにもそのような講

習は有効か」など、関心の高さを感じさせる質問を頂き、有意義な意見交換をさせていただきました。

展示では、SWASH のいろいろなセックスワーカー向け／客向け啓発グッズ、アウトリーチグッズ

をご案内しました。特に、新しいセックスワーカー向けパンフレット「完全はたらきかたマニュアル」

は、日韓中英の 4 か国語による、セーファーサービスの仕方 32 体位のイラスト付き解説が載ってい

ることが好評でした。　

このような貴重な機会を与えてくださったエイズ文化フォーラム in 京都の事務局、スタッフ、ボラ

ンティアの皆様に心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました！

連絡先：email: mail.swash@gmail.com　web: http://swashweb.sakura.ne.jp/

twitter: @swash_jp　facebook: http://www.facebook.com/sexwork.swash
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エイズとリンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）と

結核とがん（乳がん）の謎

ＳＫＧＨ＆ＡＴＡＣ in　ＮＡＲＡ

後藤千寿子・真鍋美江・田村猛夏・

畠山雅行・大橋佳恵・勝冶奈緒美・

梶　育世

リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）により免疫力を高めて癒します。

エイズと結核とがん（乳がん）の謎に注目します。

免疫力をきたえよう

1. リンパマッサージの体験　

2. 無煙社会の実現　のための活動

3. エイズと結核とがん（乳がん）の謎

4. 今回のアンケート

一緒にリンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）し

ませんか。

無煙社会の推進（- 受動喫煙の影響 -）

◇エイズ・①結核の予防と乳がんについて早期発見と治

療を学習します。アンケートによる第３者評価も実施し

ます。②「乳房乳がんモデル」の実際の触知・触診によ

り乳癌自己検診の啓発を行ないます。③リンパマッサー

ジ（体験）と無煙社会（実現）を学習します。アンケー

トによる第３者評価も実施します。

◇アンケートの結果 : 総計 120 名回収（内 10 名無効回答）。

（男 30 名：女 80 名：：性別不明 10 名）

◇アンケートの評価：エイズアンケートの正解率は高く回答者のエイズに関する理解度

の高い事がわかります。一方、結核アンケートや乳癌アンケートやリンパマッサージ（体験）と無煙

社会（実現）の正解率は低い傾向が認められます。

◇まとめ：リンパマッサージの体験は参加者に今すぐ役立つ技術と好評でした。アンケートの分析と

評価から、昨年同様に今後はエイズのみならずエイズ合併症の結核やがんについても参加者に正しい

知識を伝える必要性があると考えられました。「乳房乳がんモデル」等を利用しての乳癌自己検診の

普及啓発が好評でした。参加者の理解や社会の関心を高めるために、AIDS 文化フォーラムに今後も

参加いたします。

連絡先：代表者　畠山雅行

fax：0743-78-9841　Ｅ mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp   
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“恋愛”を通じて考えよう！私たちの“性と生”

公益財団法人京都市ユースサービス協会

子どもから責任ある大人へと成長する青少年を支援していく“ユースサービス”の理念のもと、京

都市青少年活動センターや，若者に関する相談窓口などを運営しています。京都市青少年活動センター

では、青少年を対象にした各種プログラムの実施や、情報提供・相談などを行っています。

【ワークショップ】

主に学生年代の方を対象に「恋愛」に関連したテーマについて考え，価値観の多様性やコミュニケー

ションのあり方について考える場づくりを意図して実施しました。

◆アイスブレイク

Q「あなたはパートナーが異性と食事にいくことをどう思う？」

といった問いに対して参加者の反応は様々。全く正反対の考えや理由もあがり，それぞれ価値

観の違いがあるということを気づくきっかけとなりました。

◆グループワーク―２つのテーマに沿って２グループに分かれて話しました。

①【どこから浮気？／相手の行動を制限するのは愛情なら仕方ない？それとも束縛？】

②【結婚や出産の後，仕事や家事，育児などの分担のしかたってどう思う？】

各自の経験や価値観に基づいて多様な発言があり，他の参加者の話も聴くことでより一層深

く考える時間となりました。さらに途中でテーマをチェンジすることで，前半に出た意見を後

半のグループがさらに深め，新たな展開も見られました。「私もそう思う！」「いやいや，私

はこう思う！」など話題は尽きずに，時間が足りないほどでした。

◆参加者の感想

「ワガママと束縛の違いについて考え，自分の行動を見直すきっかけになった」「自分が考えて

いたことと真逆の人がいて衝撃的だった」「本当に多様で，思いもしなかった価値観があること

に気づけた」など，いろいろな価値観があるからこそお互いの考えを伝えあい，互いに心地よい

コミュニケーションを心掛けることが大事なのだと気付けた時間でした。
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【展示】青少年のセクシャルヘルスに関連した取り組みの紹介などを行いました。

以下はその一部です。

◆高校生が作るフリーペーパー「the keys!19 号」から

高校生を対象に行った「性に関する意識調査アンケート」に基づいて，アンケート結果や性に

関する基礎知識についてまとめた記事を展示しました。

◆青少年が書き込んだ「ロビー掲示板」のコメント集から

青少年が互いに書き込みあって他の人の価値観に触れることができる，「ロビー掲示板」。その

中で「“つきあう”ってどういうこと？」や「あなたが恋人にされてうれしいこと／いやな事は何？」

などについて書かれたコメント集を展示しました。

連絡先：〒 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

E-mail: office@ys-kyoto.org　　　URL: http://www.ys-kyoto.org/

TEL: 075-213-3681　　　FAX: 075-231-1231
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バッシングされないエイズ・性教育

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
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エイズ教育、性教育については常に異論がつきものです。しかし、万人が認める、あるいは認めざ

るを得ないのが文部科学省の検定を通った教科書です。文部科学省が最重点課題と考えている「生き

る力」の醸成を念頭に置きつつ、バッシングされないエイズ教育、性教育を行うには何より教科書を、

それも中学校、高校で使われているすべての教科書を知り、最大限活用することです。しかし、残念

ながらエイズ教育、性教育を中高生に行いたいと思っている多くの人たちは意外と教科書を読んでい

ません。バッシングされないためにどう教科書を活用すると効果的かを具体的なスライドを示しなが

ら紹介しました。

連絡先：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

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

Tel: 03-5212-9152　Fax： 03-5211-0515

厚木市立病院泌尿器科

〒 243-8588　厚木市水引 1-16-36　　Tel：046-221-1570　Fax：046-222-7836

URL：紳也’s HP　 http://iwamuro.jp/ 

災害時の公衆衛生 　http://www.koshu-eisei.net/saigai/saigai.html
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その先へ　共に進もう！「今」を、そして「未来へ」
～「AIDS 文化フォーラム in 陸前高田」が目指す人と人とのつながり～

岩手医科大学・いわて東北メディカル・メガバンク機構

佐々木　亮平

東日本大震災を受け被災地の医療復興支援を行う

組織として、平成 25 年春に岩手医科大学内に設置

されました。現在、岩手県内の被災した三陸沿岸

地域で健診等の活動を続けています。

平成 12 年度（2000 年）に国立公衆衛生院（現国立医療

科学院）で開催された AIDS 対策研修にて岩室紳也先生と、

当時、岩手県久慈保健所の保健師だった佐々木亮平が巡り

会った「御縁」から始まった岩手県陸前高田市を中心とした

AIDS の活動の報告を行いました。

「元祖コンドームの達人」である岩室先生から「暖簾分け」

を許された佐々木は、その後、「未来型コンドームの達人」

として岩手県大船渡保健所へ異動後も活動を継続、当時は陸

前高田青年会議所のメンバーで、現在は陸前高田市長である戸羽太市長さんたち㈳陸前高田青年会議

所会員へも教室を開催、そのことをキッカケに平成 17 年度（2005 年）から陸前高田市において、青

年会議所と保健所、大学生・高校生が中心となった AIDS を切り口に「人と人とがつながる」ことを

考える事業をスタートさせました。

まずは、第 12 回（2005 年）AIDS 文化フォーラム in 横浜の事務局長大江浩さんを講師として陸前

高田市にお招きし、わずか 2 時間という限られた時間ではありましたが日本最大の AIDS 事業の魂、

姿勢、本質の部分を学びました。

以降、岩室紳也先生、北山翔子さんをお招きしながら、東日本大震災（2011.3.11）の前年まで 6 年

連続で開催、この間、岩室先生の講演を聞いた当時、地元高校生だった金野政利・美奈（兄妹）さん

たちが「ぼくらにできること」というテーマソングを作詞作曲し、一貫して「人と人のつながり」をメッ

セージとして訴え続けました。

奇跡の一本松に象徴されるように陸前高田市は中心市街地の約 90％が甚大な被害を受け、この AIDS

事業も中断されていましたが、今年（2013 年）、3 年ぶりに復活することができることになりました。

しかも、AIDS 文化フォーラム in「横浜」、「京都」に続く 3 ケ所目という形での復活となり、現在、

市内外関係者一同になり準備を進めているところです。震災からの復旧・復興支援への感謝の気持ち

を込めて、また何より現地の世代を超えた多くの市民のみなさんが元気になる内容を目指しています。

今年、京都でも発表の場をいただきましたことに心から感謝申し上げます。

　

連絡先：〒 028-3694　岩手県紫波郡矢巾町西徳田 2-1-1　TEL：019-651-5110（内線 5464）

災害時の公衆衛生　陸前高田市のいま：http://www.koshu-eisei.net/saigai/rikuzentakata.html
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ＨＩＶ・ＡＩＤＳってなに？
～基礎知識から、性・生・人とのつながりまで～

河北医療財団看護専門学校　教員

山田　雅子

AIDS 文化フォーラム in 横浜の運営委員として、

また看護教員として、性感染症の予防を中心に活

動しています。

今回は HIV/AIDS とは何かを簡単に説明した後

に「心が通い合う」をテーマに人と人のコミュニケー

ションについて会場の皆さんと考えました。

「心が通う」と言うと「言わなくてもわかる、わかっ

てもらえる」という意見に出会います。そうかもし

れません。けれど「本当に人は人の心がわかるのか？」

「わかってもらえるのか？」そして「出会ったその瞬

間からわかり合えるのか？」などの疑問を投げかけ、

参加した方々には 2 つのグループに分かれて頂き、

ひとりずつ意見を述べ合って考えるワークを行いま

した。意見を交換した後、3 つの短いお話をさせて頂きました。

①自分の気持ちを隠し、学生に合わせてくれていた患者さんのことを知った学生が「言ってくれれば

いいのに。言わなくちゃわからない」と憤慨していた。

②言語障害をもつ患者さんとのコミュニケーションは観察と触れ合いによって深まっていく。患者さ

んとよい関係を築いている学生は、その人のことを知りたいと強く思いベッドサイドに行きケアを

提供している。

③出会ってすぐに「この人とは気が合いそう」と感じることもある。ならば、そう思った人とならす

ぐセックスするだろうか？するとしたらなぜ？しないとしたらなぜ？

この話の後でもう一度「心が通う」ってどういうことなのか考え、意見を出し合ってみました。

参加して下さった方々が日々どう感じているのかを材料に、そこから新しく考えが生成されること

の面白さと参加者の方が実感をもって考えられることを願って、このワークを行いました。正解があ

るというものではありません。

2 度目のワークで出た言葉に「受容する」という言葉がありました。受容とは受け入れること。相

手を理解し、受容することも相互でなければ関係にアンバランスが生じます。

「互いに尊重し、相手を大切に思えること」と言っていた方もいました。やはりこの「互いに」とい

うのが大切。互いが受容してはじめて「心が通い合った」と思える。というまとめで終了しました。

参加者の方が盛り上がってきたところで時間終了。時間配分をひとつの課題として、今後の内容も深

めていきたいと考えます。

連絡先：河北医療財団看護専門学校

03-3338-7850　E-mail：m-y.112@kawakita.or.jp
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Ｈ．Ｉ．Ｖｏｉｃｅ朗読ワークショップ

岡島　龍彦（H.I.Voice Act）

H.I.Voice 誌に投稿された HIV/AIDS に影響を受け

た様々な立場の人たちの言葉を朗読することで、

HIV/AIDS を自分自身の身近な事柄とする活動

１．リラックスすること。２．楽しむこと。３．感じること。で伝える をモットーに…

アイスブレイクや輪読、意見交換で生まれた思いをシェアするという学校への出前授業のスタイル

を紹介する朗読ワークショップを実施した。

（リラックスすること）リラグゼーション

・椅子席だけの輪に全員が座ったところで、誕生日順や出生地順にシャッフルする。

・参加者同士で順番に相手を変え 1 分交代で入れ替わりながら肩もみマッサージをしながら相方と

四方山話、始めて出会った参加者同士でも笑顔で会話できるようになる。

※肩の力が抜けて場が和んだところで、順番に自己紹介。

（楽しむこと）仲間探しゲーム

・参加者それぞれが 1〜 3 の数字を頭に描き、全員が握手だけで同じ番号の仲間を探す。

・目を瞑り赤青黄の三色シールいずれかを貼り、目をあけてから同じ色の仲間を探す。

・それぞれが豚牛鶏のいずれかをイメージし、その動物の鳴き声をだし仲間を探すなど

※仲間をつなぐには気づいた人がやる。声を出して仲間を探すには聞く耳も大事。を体感

（感じること）Voice 誌の輪読

・H.I.Voice 誌の 0-80 号から、親子・兄妹・友人などの様々な抜粋文章を順番に読む。

・感想・意見の交換 ( 読んで感じたこと 聞いて感じたこと 印象に残ったことなどを語る )

※読んで聞いて投稿者それぞれの「状況」と「思い」を知り、遠い存在ではなくなった。

※自分と重なる投稿もあったが、もっと広い世界を知り、力をもらった。等の意見あり。

( お ま け ) 人前でウォーキング

・順番に一人出歩く。二人ずつで歩く。目標を置き、そこに向かって複数で歩く。

※普段は、当たり前に歩ける。しかし人に見られて歩くと緊張してしまう。でも二人並んで歩くと

何だか歩きやすくなる。さらに目標を決め歩くと、もっと歩きやすくなる。

※学校では参加者が役を決め同級生の前で朗読する。一人で読むと思うと緊張するが、チームの皆

で読む。Voice 誌の世界を伝えるという目標を意識する。ことで楽に読める。

連絡先：045-662-8443　tatu-hiko@mpd.biglobe.ne.jp 
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デートＤＶ最大の暴力は約束！？
（デートＤＶ防止学校講演の提案）

ウィメンズクリニック・かみむら

上村　茂仁

約束から始まるデート DV についてわかりやすく話した。内容は、私にメール相談してくる女子生

徒のうち約 10％がデート DV の被害者であることが分かってきます。このように、非常に高い確率で

デート DV の被害を受けている学生は多いのです。ではデート DV とはどのような事をいうでしょう

か、またどうしてこのように高い確率で被害にあうのでしょうか。恋愛関係はお互いに相手が好きで

相手を思いやる気持ちが出発点になるはずです、にもかかわらず、相手の自由な選択や行動を制限し

たり、尊厳を脅かすような行為が一方的になされている場合をデート DV と言います。例えば相手に

選択や行動を自由にさせると、自分が拒絶されるかもしれないとか、自分より素敵だと思う人と出会

うかもしれないという思いから相手の行動を制限するなどです。加害者が被害者に対して一方的に行

いたい行為とそのために使われる暴力を上げると下記のようになります。

デート DV の行為：ジェンダー的行為、束縛行為、性行為、金銭的行為　などです。そしてその行

為を実行させるために使われるアイテム（暴力）は：肉体的暴力、精神的暴力、社会的暴力などです。

これらの暴力を上手に使って理不尽な行為を一方的に行うことができるのです。特にこの中で一番の

暴力は約束だと思っています。好きなのだったら他の異性とは連絡をとるなとか、加害者はそれがい

かにも被害者のためを思ってのように話し、すぐにいろんな約束をさせ、一旦約束したら必ず守るよ

うに強要されます。この約束こそがデート DV の最大の暴力なのです。

当日は会場いっぱいに参加者が集まってくれました。年配の方から若い方まで楽しく勉強会を開く

ことが出来たと思います。

連絡先：kamimura@kitty.jp
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これからのＨＩＶ検査の方向性は？

岡山市保健所　中瀨克己

京都市保健所　伊藤正寛

大阪府立公衆衛生研究所　川畑拓也

山陽学園大学　富岡美佳、同学生４名

京都市保健所伊藤正寛医師から京都市の行う HIV/STD 検査相談の成果やこれからの取り組みにつ

いてなど、利用者からのアンケート集計結果を交えて紹介しました。この数年毎年 3000 人を越える

利用者があり、５、６名の HIV 陽性の方の早期受診に繋がっています。多くの方が「感染が心配」

と利用してもらっているが 8 割が不安は改善したと、また８５％の方から知識が得られたとの回答も

頂いている。市民が受けやすい検査体制や安心して利用して頂けるよう連携した支援や相談力量の向

上にも力を入れています。

次に大阪において MSM のキャンペーンが協力診療所での検査相談の利用増加に繋がったことを大

阪府立公衆衛生研究所川畑拓也氏の資料によってご紹介しました。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についても紹介

させてもらいました。

引き続いて岡山から参加した山陽学園大学の看護学生 4 名による検査や HIV について友人にインタ

ビューし、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。

このインタビュー、発表やフォーラムへの参加は、参加した学生自身にも大きな刺激となったよう

です。ご紹介し報告とさせて頂きます。

「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。まだアンケートに答えてもらうという形でしか、友だちとエイズについて話すこ

とはできないですが、もっと話す機会ができたらいいなと思いました。「タバコ吸ったらガンになる

なとか考えるけど、性交渉をする度にエイズになるとか考えたことがない」という意識を変えるため
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には、男女別々で勉強する必要があるように思います。また小クラスでやることも大切だと思います。

エイズに関心のない人に対してエイズの話しをするのは、周りに人がいるだけで聞きにくいし、答え

にくいということ今回アンケートをとっているときに身をもって感じたからです。

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。メモをとる人もいて、専門家の人たちに興味をもってもらえる発表が自分たちにも

少しでも出来たことに達成感を感じた。今年はエイズだけでなく他のことも見に行ける余裕があった。

本当に働いていた人の話が聞けて自分が知らないこともいっぱいあって勉強になった。同志社大学の

サークルの人と連絡先を交換できて、繋がりができてうれしかった。

今回「セックスワーカーのセクシャルヘルス」にも参加しました。お客さんはお金を払っているため、

その分相手が満足するようなサービスをしなければならない。でも、一番大切なのは自分自身である。

このような場面に出くわしたとき「私は自分の体を守ることができるのかな」と思った。私の周りの

人で、性行為がどれだけ STD になるリスクがあるかを知らない人が多いと思う。この知識はとても

大切なことだから、正しい知識を普及できたらいいなと思っている。しかし、性に関することは話し

やすい人と話しにくい人とがいる。一人一人が性についてもっと関心を持って、安全・安心してでき

るようにしたい。

連絡先：岡山市保健所　中瀨克己

〒 700-8546　岡山市北区鹿田町 1 丁目 1-1　

Tel 086-803-1200  Email:katsumi_nakase@city.okayama.jp

▲　スタッフミーティング

陸前高田と京都のフォーラムのぼり　▼
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若者とＨＩＶ /ＡＩＤＳ
～若者にできることはなにか～

一般社団法人日本薬学生連盟

国際薬学生連盟に加盟している薬学生団体。国内

外の薬学生、医療系学生と交流し、公衆衛生活動等、

幅広く活動しています。 

color-free
立命館大学学友会の登録団体で、ジェンダーやセ

クシュアリティに関わる事柄等について活動して

います。

（発表）「若者と HIV/AIDS ～ 若者にできることはなにか～」

若者、特に HIV/AIDS についてあまり関心がなかったような人を対象に、HIV/AIDS についてワー

クショップを行いました。HIV/AIDS の基本的な事柄の発表の後、グループに分かれて、「もし自分が

HIV陽性であるとわかったら or 自分の大切な人がHIV陽性であるとわかったら、どのように感じるか、

どうしていきたいか、どんなふうになりたいか」を考えてディスカッションしました。その後、財布やカー

ドケースに入る大きさのカードに、自分にとって必要な情報を書いたカードを作成しました。

（展示）「All you and I neeD iS, LOVE project」

一般社団法人日本薬学生連盟は、エイズ啓発活動も含めた、団体の活動を紹介しました。color-free

は、2012 年 11 月の立命館大学の学園祭で行ったエイズ啓発企画 All you and I neeD iS, LOVE の模

様を紹介しました。
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シンガーソングドクター江藤天音　ミニライブ

エイズ文化フォーラム in 京都のテーマソング「ひだまりの場所」を提供させていただきました、シ

ンガーソングドクターの江藤天音です。

今回は、エイズ文化フォーラム in 京都の開会式で、テーマソング「ひだまりの場所」の披露を、ま

た 10 月 6 日にミニライブを開催いたしました。

ミニライブでは、「ひだまりの場所」のほか、介護される側の目線で綴った曲「夢のつづき」など、

5 曲を披露させていただきました。

テーマソング「ひだまりの場所」は、平成 25 年 8 月 21 日にテイチクエンタテインメントより発売

された、江藤天音のアルバムＣＤ「あまねうた」に収録されています。

日刊ゲンダイでは、エイズ文化フォーラム in 京都での活動が掲載されました。

今後も歌やメディアを通して、エイズ文化フォーラム in 京都の発展に尽力していきたいと思います。
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シンポジウム：ＨＩＶ／ＡＩＤＳと性教育の果たす役割

愛知県私学性教育研究会＆愛知・思春期研究会　中谷　豊実

咲江レディースクリニック　丹羽　咲江

人間と性教育研究協議会　大江亜紀子

司　会：　PLANET　小田切孝子

教育に関るシンポジウムで、2 人の方の発表と、１人の追加発表があった。広い会場に参加者が思っ

たより少なかった事が残念であったが、発表後の質問など多々あり、熱心な参加者の姿が見られた。

その上で、教育関係者の参加についての課題が大きいことを伺わせられた。

名古屋から , 中谷豊実氏の発表は、① 6,500 人の高校生の性に関する調査からみえてきたこと②「各

校の性教育の現状と担当者の知識と意識」の調査からみえてきたことであった。加えて、丹羽咲江さ

んによる追加発表では、教師の性教育への意識調査というシビアな調査結果が提示された。これらは、

学校現場での性教育を拡げてゆく上でも、参考になる調査であると同時に、教師の学びの保障ともい

える根幹に関る教育現場の様相を垣間見る提示がなされた。

二つ目の大江亜希子さんによる『薬害エイズ』の実践報告がなされたことの意味は、風化しつつあ

る薬害エイズの問題を取り上げていただき、学校の実践としても、今フォーラムの内容としても意義

深い実践であったといえる。

また、今内容で、テーマの“HIV/AIDS と性教育の果たす役割”に直接は合致していない内容もあっ

たと、参加者の方には感じられたのではと思える。テーマの設定と発表者への依頼に関する、今後の

課題でもあるともいえる。HIV/AIDS の教育現場での課題を今後も模索してゆくことが大切であり、

そのためにも教育現場の方々にご参加いただける内容を今後も模索して行くことが重要であるといえ

る。（文責：小田切　孝子）

早いもので３回目のエイズフォーラム in 京都でした。毎年，その日だけの参加，拙い報告であり，

本当にこれでいいのだろうかと思いながら当日を迎えています。

教育現場からの報告・発表が少ないこともあり，参加者のみなさんが熱心に耳を傾けてくださるこ

とに感謝しながら報告をしています。

特に今年の報告は人権学習のひとつとして実践した『薬害エイズ』についてでした。若い参加者の

みなさんにとっては「何それ？」というものになってしまったかもしれません。

授業を受ける本人が生きている時代の話，親が生きている間の事実というものが生徒たちにどんな

気づきを与え，社会を観る目を育てるのか…ということを報告して，「薬害エイズを教えることの意

義を再確認できました。」というフロアーからのご意見に救われた思いがしました。（大江）
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お坊さんが行う中学校性教育授業
～生と性と死を考える～

浄土真宗本願寺派　僧侶（浄誓寺：佐賀県伊万里市）

思春期ネットワーク佐賀、佐賀エイズ研究会、

佐賀のホスピスを進める会、

医療法人光仁会西田病院　倫理委員

ホスピスボランティア副代表

古川　潤哉（ふるかわじゅんや）

佐賀県の公立中学校で主に 3 年生向けに実施している性教育授業を再現（模擬授業形式）。本フォー

ラムでは昨年に引き続き、2 回目の発表。佐賀県 DV 総合対策センターが中心となって進める中学校

向けの DV 予防、思春期支援プログラムの一環、「エイズを通して命を考える」の枠のうち、年間 20

校程を担当している。

大人向けの公開模擬授業は、横浜と京都の AIDS 文化フォーラムでの年 2 回のみだが、今回も来場

者には中学三年生になりきってもらい、生徒として授業に参加してもらった。自分の中学生時代では

なく、「今の中学生」というのがポイント。

この授業では、健康、保健教育としてではなく、「性」を生まれること、死ぬことという死生観の一

部として、且つ、自分自身のいのちの事として捉えることを目標とする。道徳とは違い、失敗する私

だからこそ身につけておかなくてはならない知識と視点を見いだせるよう試みている。

「いのちを大切にしよう」というスローガンの落とし穴、大人も子どもも、そこで言う「いのち」が何で、

大切にとは具体的にどうすることかが分からない、考えていないという部分をきっかけに、自分の生

と死、自分のいのちの区切り目などについて考える。「性」の問題は、いのちの問題であり、自分そ

のものの問題である…ということを中学生が聞けるように楽しく伝えることが目標。

連絡先：浄誓寺

〒 849-5261 佐賀県伊万里市松浦町桃川 3163

FAX 0955-26-2009

mail junya@joseiji.org　　　ブログ　http://furujun.info
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セックスワーカーのセクシャルヘルス
～求人誌を使って職種に詳しくなろう

SWEETLY

SWEETLY は関西で活動しているセックスワー

カーの自助グループです。セルフヘルプカフェ形

式で当事者同士が出会い語り合える場を作る活動

を中心に「辞めたい人が辞めるためのサポート、

働き続けたい人が安全に働くためのサポート」を

しています。当事者同士が出会うことから「セッ

クスワークは労働であり、私たちは犠牲者ではな

く労働者だ」という意識が生まれ、力を得ています。

SWEETLY は関西で活動しているセックスワーカーの自助グループです。セルフヘルプカフェ形式

で当事者同士が出会い語り合える場を作る活動を中心に「辞めたい人が辞めるためのサポート、働き

続けたい人が安全に働くためのサポート」をしています。当事者同士が出会うことから「セックスワー

クは労働であり、私たちは犠牲者ではなく労働者だ」という意識が生まれ、力を得ています。

風俗のことを知りたいのでレクチャーして欲しい、というご相談を受けることがあります。もちろ

ん、セックスワーカー当事者と出会い、生の声を聞くことは大切ですが、風俗産業がどのようなサー

ビスを売るのか、求人はどのように行っているのかなどの基礎知識などは、自分で調べることができ、

かつそのこと自体が、セックスワーカーが置かれている状況を理解する助けにもなります。今回は、

SWEETLY が考案した 3 つのワークショップのうちから、「自分で働く条件を設定し、求人誌で面接

に行くお店を選ぶ」を体験するワークを行いました。ワークの最後に、参加者の皆さんから、面接に

いきたいお店とその理由を発表していただいたのですが、自分が風俗で働くとしたら？と自身に引き

つけて真剣に考えてくださる方が多数おられ、「周りにばれないように遠くで働きたい」「求人誌から

は必要な情報が読み取りにくい」など、現実にセックスワーカーが求職時に直面する不安や疑問を感

じていただけたのをうれしく思いました。今年のエイズ文化フォーラムに間に合うよう発行した「セッ

クスワーカー×支援者 サポートハンドブック」には、これらのワークショップのマニュアルも掲載し

ています。支援に関わる方には、送料のみのご負担でお分けしているので、ぜひお問い合わせ下さい。

連絡先：Facebook：facebook.com/SWEETLY.jpn　　　　Twitter：@SweetlyCafe   

Mail：sweetly.cafe@gmail.com



41

「多様性」を考える～ワールド・カフェ～

WARLD LOG

ワールド・カフェという新しい対話の手法を用いての対話型ワークショップの開催。1995 年にアメ

リカで開発され、現在では世界各国の企業運営・組織コンサルティング・学校教育・医療現場で用い

られているワールド・カフェを、今回は『多様性』というキーワードを中心に据えて行いました。『多

様性』というキーワードを選んだのは、エイズという世間的に敬遠されがちな病を、肌の色や趣味嗜

好と同じようなその人の独自性としてフォーラムの参加者の方々に捉えてもらい、人としての多様な

あり方・価値観を受け入れ合っていくことを促進するためです。1 グループ 4 ～ 5 名ほどで話を進め、

時間を区切ってグループをシャッフルすることでより多くの参加者の考えを共有していくことが可能

となります。

 【来場者感想】

●『多様性』と聴いて思いついたのは、『単一性』という概念。

●様々な価値観があるが、まず、知っていると知らないでは大違い。

●自分があるものに向き合って、その時どういう反応をするかが自分の中の『多様性』。

●『多様性』は、自分がまだ知らない『可能性』とも取れるのではないか。

●『多様性』を持つということは、自分に多くの選択肢を持つことだと思う。

●ここにいる人たちはまさに『多様』だよね。

●様々な意見や考え方の違いを、ありのまま語れるこの場が重要。

連絡先：E-mail:warldlog@gmail.com 　URL: https://www.facebook.com/warldlog

Twitter:@WARLD_LOG
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エイズの現状と課題　 最近の報道から見えてきたこと

ＢＡＳＥ　ＫＯＢＥ（ベース神戸）

2001 年 7 月、神戸で HIV/ エイズ、その他の性感

染症の予防啓発を目的に設立。現在は、HIV 陽性

者支援を主に活動を続けている。

世界のエイズ、日本のエイズの状況を確認し、それらに関する最近の報道から、エイズ対策の阻害

要因を探った。とりわけ、急速に進む格差社会、貧困がもたらす HIV 陽性者の生活の脆弱性に焦点

を当て、支援の在り方を考察した。

あわせて効果的なエイズ対策の在り方と、報道を通じて炙り出される虚像が、「HIV とともに生き

る社会」の阻害要因になりうる危うさ、エイズ対策の効果を下げることつながる現実について実例を

上げて考察した。

日本の実情を踏まえれば、「よりリスクのある人 ( 必要な人 ) に、必要な検査を」という情報の発信が、

単に、「一人でも多くの人に検査を」と読み違えるリスクについて、早期発見、早期治療、費用対効

果の点からも問題を提起した。

言うまでもなく、検査は、「早期の感染確認」が第一目的で、「意識を高める ( 啓発 )」ことではない。

感染リスクの低い人たちに、広く受検を求めての単なる検査数の増加であってはならないし、検査後

のカウンセリングがきちんと理解できなければ、過去のリスク行為の免罪符となり、セイファーセッ

クスへの行動変容を促すどころか、過去のリスク行為の容認につながりかねないことが危惧される。

エイズ対策予算の削減が進む中で、「より必要な人」に、予算を割り振る、費用対効果の検証が、今

後、ますます求められるだろう。

連絡先：〒 654-0152　神戸市須磨区東落合 1-5-167-615

Tel &fax　　078-793-3706　　　Mail　　base_kobe@festa.ocn.ne.jp
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薬物依存

特定非営利活動法人　京都ＤＡＲＣ

薬物依存者回復施設です。ダルクの目的は、薬物

依存症から回復したいと望む仲間の手助けをする

事だけです。

［発　　表］

職員の笠嶋から、京都ダルクの概要説明と、職員・利用者 4 名によるモデルミーティング（日頃行

われているミーティングをそのまま会場にて）を実施。モデルミーティングは、『ＡＩＤＳと薬物依存』

のテーマで行いました。参加した仲間のうち 2 名が、ＨＩＶ陽性者であるとカミングアウトして、そ

れぞれのテーマに沿った体験談を話しました（ミーティング内容は、ダルクの規定『外部に対して秘

密とする』により、詳しく記載できません）。その後の質疑応答では、来場者 2 名の女性から質問が

有りました。女性の質問は、「なぜ逮捕されるのですか？」、「なぜ覚せい剤を使っている人が多いの

ですか？」でした。それに対し、職員の淀が「覚せい剤を使用することで、挙動不審となるため、職

務質問をされる確率が高くなり、逮捕につながっている。また、覚せい剤の使用でおかしくなり、自

ら警察署に飛び込む人もいる。」、「流通している量が多く、手に入りやすい。また、インターネット

の普及もそれを手 伝っている。」と答えました。

［展　　示］

ブースを出して、京都ＤＡＲ C の各パンフレット配布（ダルクご案内、ニューズレター、家族プロ

グラム紹介、女性ハウス「ワイオリ」案内、10 周年フォーラム案内など）及び、薬物関連書籍販売。

薬物を使用する事で、感染に対する意識が低下するなど、薬物依存症とＨＩＶとは、関わりが少な

くないと思います。今度、ＨＩＶとの関係性はより進んでいくと思われるので、これからも、このＡ

ＩＤＳ文化フォーラムの必要性を強く感じました。

連絡先： 〒 612-0029　京都市伏見区深草西浦町 6-1-2　サンリッチ西浦 1 Ｆ

TEL：075-645-7105　　FAX：075-634-7869

URL：http://www.yo.rim.or.jp/~kyo-darc/
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「ＨＩＶと在宅療養・介護を考える」ミニシンポジウム

摂南大学薬学部医療薬学研究室

さぽーと京都

京都府下における HIV 陽性者に係わる在宅療養・

介護を考える共同研究を行っている大学と陽性者

団体による共同企画です。

HIV 陽性者の在宅看護・介護、施設入所など介護サービスの利用実態・実績と課題について訪問看

護ステーション、介護施設、医師、研究者、のそれぞれの報告を受けながら、京都における今後の課題、

展望を明らかにしていく。

・コーディネーター　高田雅弘　摂南大学准教授

・パネリスト１：摂南大学：内野堅大さん

「京都府下の訪問看護ステーション・介護療養型医療施設・薬局にたいして行った意識調査の報告」

アンケートの結果、ネットワークが不十分、情報提供が少ない、知識不足などの問題点が明らか

となった。これらの問題点を解決していくことで、今後 HIV 陽性者の在宅療養支援が必要となっ

たときに円滑な応需につながる体制を作り、HIV/AIDS と共に生きられる支援を実現していきた

いなどの報告があった。

・パネリスト２：大阪市保健所感染症対策課長：半羽宏之さん

「介護施設への陽性者受け入れ至る経過の報告」

大阪市福祉施設連盟や大阪医療センターなどとの連携による啓発活動や長期療養患者のニーズの

情報提供を背景に、２年間かけて陽性者受け入れ至る経過の報告があった。



45

・パネリスト３：特別養護老人ホーム白寿苑施設部課長：瀬田洋志さん

「大阪市老人福祉施設連盟におけるモデル受け入れ事例」

受け入れに際して、直接かかわる介護、看護職の方が正しい知識をもつことが前提となるが生活

支援をしていくことが大切である。生活支援行う施設においては行政、医療との強固な連携、土台

があってこそできるなどの報告があった。

・パネリスト４：京都大学医学部付属病院 MSW：隈村綾子さん

「在宅療養での事例」

事例を通じて、在宅療養を支えていくにはクライアントを中心とする地域機関や医療機関との念

密な連携が必要であり、地域のマネージメント、地域の意識改革、チーム作り、地域機関の連携を

強めていきたいなどの報告があった。

・パネリスト５：市橋恵子さん（大阪でエイズ患者の訪問看護師として活動）

「エイズ患者の訪問看護を受け入れた体験。制度の活用法など」

体験談などを通じて、重要なことは、医療機関、サービス事業所と家族とで情報を共有し連携し

ていくこと。あまり病気を大げさに考えすぎると限られた人にしか話さなくなってしまうため、で

きるだけいろいろな人と情報共有することやカンファレンスを一緒にすることが重要であるなどの

報告があった。

また、会場からは在宅療養で制度活用を行った事例報告が複数例あった。

連絡先：摂南大学薬学部医療薬学研究室　高田雅弘（takada@pharm.setsunan.ac.jp）

さぽーと京都（support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp）

思春期 PEER ☆長野式♪

　　　From 長野県　HappyLife ☆ PEERS（サノチカ）

「ピア」の必要条件てなに？から出発した長

野での、いろんな仲間をつなぎ、ひろがった 10

年間の活動。あなたの「ピア」、一緒に考えて

みませんか？



46

人の心を動かす攻めのカウンセリング実践例

精華学園高等学校町田学習センター

センター長 ･ 心理カウンセラー　椎名　雄一

一昔前の日本では頑張った人が成功し、普通にやっていれば普通の暮らしができました。そして、

一つの技術を身につければそれで一生生きていく事ができました。しかし、今はそういう時代ではあ

りません。学校で学んでこなかった技術がどんどん出てきて、未知の技術、未知のサービス、未知の

企業に対応して生きていかなくてはなりません。そんな社会において、「ただ聞くだけ」のカウンセ

リングは古いと言わざるをえません。具体的な事例を交えながら、より積極的に人と関わり、生活を

変えるサポートをするにはどうしたら良いか「演劇」「セールス」などさまざまな視点から学びました。

来場者感想：

● HIV 啓発に関心があるのですが、取り組み方に漠然とですが、気付きがあったように思います。

●実際に日常生活で実践できそうな点が良かったです。

●相手の話しを聞く時に大切にすることを教えていただき勉強になりました。

●おもしろかったです。もっと聞きたかったです。私自身、色々な所で、偏見した見方をしていたよ

うに思っています。気づけてよかったです。ありがとうございました。

●子どもに話しを聞くにあたってのヒントをもらいました。

連絡先：〒 194-0013  町田市原町田 4-1-10(4F)　 　TEL　042-739-7140

URL http://seika-machida.jp　　 E-mail :info@seika-machida.jp
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ＨＩＶとスピリテュアルケア

大阪医療センター感染症内科　白阪　琢磨

関西学院大学神学部准教授　榎本てる子

浄土真宗本願寺派僧侶　古川　潤哉

大阪医療センター臨床心理室　仲倉　高広（当日欠席）

病は、体のみならず、心、社会生活、さらにはスピリチュアルな面にも、その苦痛・苦悩を及ぼす。

現代、サイエンスに支えられた医学の進歩によって、多くの疾患は治癒も可能となり、富める国では

寿命も大きく延長され、人は人生を謳歌している。まるで人は老い、病い、死ぬことを忘れて、生き

ているように思える。致死の病であったエイズが治療の進歩で慢性疾患となった。HIV に感染しても

寿命を全うできる時代になった。では、HIV を抱え生きている人、共に生きている人々の苦痛、苦悩

は消失したのだろうか。慢性疾患となった今も、HIV と共に生きている人々が身体的、心理的、社会

的、スピリチュアル的な苦痛・苦悩を抱えながら生きているのは、あまり変わっていないかも知れな

い。神のようなサイエンスの恩恵と力の前で、人は自分を見失いかけていないか？　わたしはどこか

ら来てどこへ行くのか？　わたしはいったい何者であなたは誰なのか？　本シンポジウムは大野先生

のお声かけで開催されることとなり、HIV/AIDS と共に生きてる人々と、スピリテュアルケアに焦

点をあてて、共に考える機会とすべく企画した。当日は臨床心理士仲倉氏が風邪のため欠席であった

が、牧師榎本テル子氏、浄土真宗僧侶古川潤哉氏、医師白阪の３名で担当した。まず白阪がスピリテュ

アルケアのシンポジウムを日本エイズ学会で開催した経緯と、これまで開催された同シンポジウムの

流れを紹介し、HIV 診療医として HIV/AIDS の歴史と HIV 感染症治療の進歩、日頃の診療で思う

事、考える事を話した。榎本氏は出会った多くの HIV 陽性者に牧師として寄り添い共に歩く中で感じ、

気付き、学ばされた事を、何人かの生きざま、苦しみや辛さ、魂の声を伝え、語られた。古川氏は日

本の日常生活に今も生きづく仏教の教えを思い起こさされ、氏の学校での性教育実践の一端を紹介し

ながら、自分の命は先祖から一瞬も絶えることなく綿々と繋がっている事を気づかされ、命の大切さ、

自分が生きていることのありがたさを示された。話しに続き参加者との質疑応答もなされた。会場に

はいろいろな人生を生き、いろいろな思いを抱えた多くの方が参加され、短い時間であったが、共に

話しを聞き、時間と場を共有することが出来た。演者を代表して、この機会を与えられたことを深く

感謝します。（白阪琢磨）
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トランスジェンダー生徒交流会からの発信

トランスジェンダー生徒交流会

関西一円の小・中・高校生を中心に、トランスジェ

ンダー（性同一性障害）の子どもたちが集まる交

流会。年 4 回大阪市内で行っている。

トランスジェンダー生徒交流会の活動の紹介からはじまり、活動を通して学んだこと、考えたこと

を発表した。

トランスジェンダー生徒交流会に集まる生徒たちは、「自分と出会い、他者と出会い、社会と出会う」

中で、自分のまわりを、自分が自分らしく生きられるような社会へと、自分自身の力で変えていく。

交流会は、そうしたさまざまなリソースとの「出会いの場」として機能している。

また、わたし自身はトランスジェンダー生徒交流会の活動をはじめる 10 年前から、京都で在日外

国人の子どもたちが集まる交流会を行っている。在日外国人やトランスジェンダーといったマイノリ

ティの子どもたちは、課題としては個々異なるが、思いとして共通するものを持っている。そうした

ことを、子どもたちの作文を通して紹介した。

また、マイノリティの生きやすい社会をつくるためには、マイノリティを特別扱いするのではなく、

マイノリティの存在を通して、社会の枠組みそのものを変えるとりくみが必要となること。そして、

そうした社会は、マイノリティのみが生きやすい社会ではなく、誰もが生きやすい社会となるであろ

う。

連絡先：tg.students2006@gmail.com
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それぞれの薬害ＡＩＤＳ－当事者たちの姿と生きざま

特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権＜ＭＥＲＳ＞

薬害の再発防止、感染症に対する差別・偏見のない、

患者がよりよい医療・福祉を受けられる社会を目

指している NPO です。

私たちは「薬害 AIDS 30 年」を一気に振り返るセッションを企画し、「薬害 AIDS」を経験した当

事者たちのありのままの姿を描き出そうとした。社会に流布されてきた「薬害 AIDS」ストーリーと

は別の多くの視点があることを伝えたいと考えたのである。

最初に、薬害 AIDS の患者・遺族の現状を概観したのち、1996 年以前の治療薬がほぼ無かった時代

に HIV/AIDS の治療に携わった医師の生の声を、次に私たち NPO 法人が 2001 年から 2010 年にか

けて実施した「輸入血液製剤による HIV 感染問題調査（委員長：養老孟司）」で得られた医師たち・

患者たちの生きざまを紹介した。最後に HIV 医療や各種制度の成り立ちを振り返り、今後の課題を

提起した。

90 分という限られた枠の中で 5 名もの演者を配したため、十分な質疑の時間を取れなかったことを

反省している。参加者は 15 名＋フォーラム事務局・演者・MERS スタッフ計 20 名あまりで、もしか

したら消化不良的な内容に感じられた方がいたかもしれない。関係団体・協力者を除く 4 割くらいの

参加者の方々は世代的にも若く、「薬害 AIDS」という事実や歴史に初めて触れたのではないだろうか。

多少なりとも「薬害 AIDS」を考えるきっかけになったと思われる。

【黎明編】薬害エイズを振り返る…大阪 HIV 薬害訴訟原告団 代表　花井 十伍

【苦闘編】被害者患者・遺族の痛み…   〃

【格闘編】「抗 HIV 治療」とは呼べない時代の苦悩と葛藤…洛西ニュータウン病院 副院長 上田 良弘

【葛藤編】インタビューから知った医師の姿…追手門学院大学 教授 蘭 由岐子

【群像編】さまざまな被害者像…和歌山県立医科大学 講師 本郷 正武

【創造編】HIV 医療はこうして作られた…ネットワーク医療と人権 理事長 若生 治友

【未来編】ディスカッション…司会：花井 十伍

【格闘編】 上田医師からは、かつての日和見感染症との闘いや壮絶な医療現場の様相が語られた。誰に

も相談できずに、いわば手探り状態のまま患者と向き合った姿がそこにあった。

【葛藤編】 蘭氏は、患者との関係を慮る人間としての血友病医師の葛藤を、その結果として手紙で

HIV 感染を知らせたこと、その手紙を受け取った患者の語り、さらには不確実な状況下で

如何に患者と向き合うかを示唆する語りなどを紹介した。

【群像編】 本郷氏は、患者個々（世代差、告知の時期など）で HIV 感染の受け止め方が異なること、

感染者が社会と繋がる一つの方法として、支援者として振る舞いながら周囲との関係性を

築いていった事例が紹介された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

輸入血液製剤による HIV 感染問題調査研究　最終報告書「医師と患者のライフストーリー」

第 1 分冊：社会学者の論考編、　第 2 分冊：資料編－医師 13 名の語り、第 3 分冊：資料編－患者家族

18 名の語り

連絡先：大阪市北区西天満 6-2-14-805

電話：06-6364-7677 ／ファクス 06-6364-8099 ／ Mail：info@mers.jp
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つながろう！ (・∀・)～ユース連絡会～

全国青年赤十字奉仕団、京都市ユースサービス協会

HOMME、その他個人・団体

性に関する啓発などを行っている団体は多様にあ

りますが，その活動の理念や内容も様々です。こ

のセッションでは，特に若者向けに啓発活動など

を行っている団体やそこに所属する個人が中心と

なって参加し，情報や意見を交換するための場と

して実施しました。

各参加者の団体・自己紹介を終えた後，一

番大きな話題となったのが啓発活動の一環

として行う「コンドーム配布」についてで

した。配布方法の共有を通じいろいろな意

見が出ましたので，この場を借りて一部掲

載させていただきます。

○配布する意味：ただばら撒くだけでなく，

「何のために配布しているのか」というメッ

セージが受け手に伝わる様に分かりやすく

添えられていることが大事。かといって，

それを目立たせすぎると敬遠されてしまう

ので，工夫が必要。

○場所：他の人の視線が気にならないように，受けとりやすい「場所」や「タイミング」といった工

夫は大事。受けとる側の声として，「他の人の視線が気になる場所はいや」や，「キャンペーンやイ

ベントの場ではないところでいきなり渡されてももらいにくい」という声も寄せられました。

○デザイン：コンドームをただそのままを渡すのではなく，関心を持ってもらえそうなデザインや，

リーフレットなどと共にラッピング包装するなどデコレーションの工夫があるといい。

○方法：街頭などでの直接手渡し以外にも，性についてのアンケートやクイズなどを通じて参加のお

土産として手渡したり，ライブなどとコラボして会場の隅など人目に付きにくい場所に自由に持ち

帰られる様に設置するなどの工夫。

○性教育：学校などと連携する場合は事前に丁寧な打合せが必要で，先生方にもまずは理解してもらう

ことが大事。大学も学生へ向けた性教育や「性教育を指導するための教育」を積極的に取り入れては。

……など，まだまだ掲載しきれないくらいたくさんの意見が交換されました。

他にも，地域性で反応に差があるのではないかと言った話題や，性や LGBT についてなど誰もが気

兼ねなく話せる社会を作る必要がある，といった話まで多種多様な意見が交換されました。

このような機会を通じ，団体や個人が互いの持ち味や経験を活かしながらより社会の中で活躍して

いくための弾みになればと願います。

連絡先：〒 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
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閉　会　式

第３回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都～エイズを知ろう エイズで学ぼう Ⅲ～を開催することがで

きましたことを感謝いたします。

プログラム・展示発表者のみなさん、運営委員・サポートスタッフ、ご来場くださった多くの方々

とともに多くの学びができた有意義な２日間でした。共催していただきました京都府・京都市、会場

を提供していただきました同志社大学にあらためてお礼申しあげます。

第３回フォーラムも第２回フォーラムと同様に「平成 25 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事

業」として府北部からの参加者のための送迎バスを運行したり、京都市地下鉄今出川駅をはじめ全駅

にポスター掲示するなど、広く府民のみなさまに知っていただくことができました。

　また、11 月に開催される「AIDS 文化フォーラム in 陸前高田」のご案内があり、京都からも参加

することになりました。さらに、2014 年の横浜、京都へと続いていくフォーラムに、ますます多くの

方にご参加いただけることを願っています。

第 4回フォーラムでまたみなさんとお会いできるようにと願っています。
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　　展　示

出展者・グループ 紹　介

（公財）エイズ予防財団

公益財団法人エイズ予防財団　レッドリボンピンバッジ（大・小）による募金活動を行うとともに、当財団が発行/監修する
小冊子、DVDの紹介と配布、啓発グッズ（コンドーム等）の無償提供を行います。また、「世界エイズデー」キャンペーン
テーマ、コミュニティアクション、全国6カ所のコミュニティセンターなどの紹介を行います。昨年７月に発行された書籍『新
エイズ予防指針と私たち』販売も行います。

メモリアル・キルト・ジャパン
AIDSで亡くなった人の生きた記録・メモリアルキルトの存在に触れ会おう　　メモリアルキルトの存在、そのメッセージを
感じ、受けとめてください。共に生きる意味を考えましょう。

ＮＰＯ法人京都ＤＡＲＣ ＮＰＯ法人京都ＤＡＲＣ紹介　　ＮＰＯ法人京都ＤＡＲＣでの活動報告　関連書籍の販売

ＪＩＣＡ関西
青年海外協力隊として世界の感染症に取り組む　　世界のエイズ・感染症対策に取り組む、青年海外協力隊の活動紹
介。京都市出身、ガーナで活動中の協力隊員が見た、その地のエイズ問題、その地域での感染症対策の活動を紹介し
ます。

Ｈｏｍｍｅ
Exhibition 0.03 　　Hommeは京都を中心に大学生に向けて性の啓発活動をしている団体です。HIV啓発を促す上で重要
なのがコンドームだと私たちは思っています。今回の企画はコンドームについてもっと身近に感じてもらい、コンドームを
付ける事の大切さと安全性を男性、女性共に理解してもらう企画を考えています。

みるく・る
コンドーム等の展示　第２回フォーラムで来場者の方が作ったケースの写真を展示したり、色々なコンドーム、レッドリボ
ンを展示して、来場者の皆様によりコンドームを身近に感じてもらおうと考えています。

ＡＴＡＣ　ｉｎ　Ｎａｒａ
エイズと結核と乳癌　　エイズだけでなく合併症である結核やがんの知識を勉強しましょう。リンパマッサージと禁煙にも
チャレンジしましょう。

自助グループ「SWEETLY」と
風俗嬢のためのSTD情報サイト
　「ガールズヘルスラボフォーワーカーズ」

セックスワーカーのセクシャルヘルスに関する資料展示　　セックスワーカー向けの予防啓発パンフレット、グッズ等ほ
か、SWEETLYが今年新たに作成した「セックスワーカーための支援ハンドブック」（仮）を配布予定です。

ＳＷＡＳＨ
ＳＷＡＳＨの活動紹介　セックスワーカーの健康と安全のために活動するグループSWASHの活動紹介。アウトリーチで
風俗店に配布している セックスワーカー向けの資材や 客向け啓発グッズ これまで開催してきたセックスワーカー向

良心館　３階

ＳＷＡＳＨ 風俗店に配布している、セックスワーカー向けの資材や、客向け啓発グッズ、これまで開催してきたセックスワーカー向
けイベントや相談会の中身を詳しくご覧になれます。

カトリック中央協議会　ＨＩＶ/AIDSデスク
カトリックの啓発活動　　カトリック中央協議会HIV/AIDSデスクは1995年から活動している団体です。啓発ポスターやミニ
カード、小冊子の発行、オリジナルのレッドリボングッズの紹介、AIDS啓発イベントに出展、講演会や参加型の勉強会の
開催などさまざまな啓発活動を行っています。

AIDS文化フォーラムin横浜
AIDSフォーラムin横浜　20回の歩みとこれから
　横浜から京都、そして陸前高田へと広がるフォーラムのアピールを行います。

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター
エイズに関する情報や市民活動の場を提供している横浜市の施設です。
センターと横浜での啓発活動についてご紹介します。

京都府健康対策課
京都府保健所のエイズ等予防教育
京都府の保健所が学校へ出向いて実践している予防教育教材等について紹介します。

エイズ等予防啓発ボランティアグループ「紅紐」
学生の街　京都から発信し続けるグループ　「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。

京都市保健医療課 京都市エイズ予防啓発パネル展示

京都市男女共同参画推進課
ＤＶ啓発　身体的暴力や精神的暴力だけがＤＶではありません。「セックスを無理強いされる」「安全なセックスができな
い」もＤＶにあたります。

（公財）京都市ユースサービス協会
京都市ユースサービス協会（京都市青少年活動センター）の取り組みから　　恋愛などに関連した、中高生を中心とした
様々な若者たちの声などを展示します。

青年赤十字奉仕団 青年赤十字奉仕団によるピア・エデュケーションの紹介

PLANET（HIVと共に生きる会) ＰＬＡＮＥＴ20周年を振り返って、21回目のパレードを上映。

ジェクス株式会社 啓発のポスターと冊子のご紹介

来住　知美
米国におけるHIVプライマリ・ケア　視察報告
HIVのプライマリ・ケアとは何か？2013年4月の米国視察の報告を通して、新たなアイディアや取り組みを紹介する。

京都市立伏見工業高等学校　保健委員会
伏見工業高校のエイズ学習のとりくみ
全校生徒で毎年12月初旬取り組むエイズ学習の様子

池田　勝俊 似顔絵コーナー

中川　裕次
写真展　～カンボジア　今を生きる人々の表情～　　　テーマ「理不尽な生活環境に生きる人々の横顔、笑顔など」
内戦後の復興が進むなか 貧富の格差が開くなかで生きる農村 地雷原の人々の表情

中川　裕次
内戦後の復興が進むなか、貧富の格差が開くなかで生きる農村・地雷原の人々の表情

color-free／一般社団法人日本薬学生連盟
若者とHIV/AIDS ~若者にできることはなにか
2012年のcolor-freeの立命館大学学園祭エイズ啓発企画All you and I neeD iS, LOVEのポスターの一部を掲載。また、
各団体の活動の紹介などのポスターの展示

（順不同）
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公益財団法人エイズ予防財団

エイズの流行に影響を受けている人々への支援が効

果的な HIV 感染予防対策につながるとの認識のも

とで、エイズに関する情報・知識の普及や啓発、研

究支援、国際交流の推進などに取り組んでいます。

展示会場においてブースを設置し、以下の展示を行いました。

・エイズ啓発ビデオ「リアルに知る HIV・エイズ」の放映

・UNAIDS 発表 2012 年末現在の世界のエイズの状況

・全国 6 カ所のコミュニティセンターの活動について大型ポスターで紹介

・平成 24 年度「世界エイズデー」ポスター、啓発ポスター「“AIDS” GOES ON．．．～エイズは続い

ている」、HIV 検査促進ポスター「スタートライン」（AC 支援キャンペーン）の紹介

・書籍『新エイズ予防指針とわたしたち』（エイズ予防財団編）の紹介・販売

・レッドリボンピンバッジ（大・小）による募金活動

・当財団発行 / 監修の小冊子、啓発グッズ（レッドリボン柄の折紙、コンドームなど）の無償提供

パンフレットや啓発グッズの提供を通じて、フォーラムに参加した人たちとの会話の機会が得られ

ました。

5 月に完成した啓発ビデオについては、各自治体に 1 部ずつ送付し、そこからの拡大を期待してい

たが、あまり効果がなかった。今回フォーラムにおいて、学校教諭や保健所スタッフらにビデオを直

接紹介することができ、有意義な場となりました。

展示スペースが講演・セッション会場の廊下になり、フォーラム参加者が必ず通るため、より多く

の人たちの目に触れることができたと思います。

連絡先：〒 101-0061　東京都千代田区三崎町 1-3-12 水道橋ビル 5 階　

TEL： 03(5259)1811　　　FAX： 03(5259)1812

URL： http://www.jfap.or.jp/　　　E-mail：mail-center@jfap.or.jp
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ＪＩＣＡ関西

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の国内拠

点の一つ。研修員受入れ、市民参加協力事業など

を実施。

ＪＩＣＡ京都デスク

京都府国際センター内にある、ＪＩＣＡの京都府

への広報窓口。国際協力推進員がＪＩＣＡの広報

活動や国際協力の相談受付を行なう。

「京都発、世界へ　～西アフリカガーナの感染症対策に取り組む～」をテーマに、青年海外協力隊と

して感染症対策に取り組んでいる京都市出身、茨木悠子さんの活動紹介を行なった。医療従事者の方々

や看護学校の学生さんなど、全国から来場者が集まるこのフォーラムにおいて、海外の医療分野の現

場で活躍する方々の活動を紹介する意義はとても大きいと考えられる。

当方の協力隊事業の広報活動としても、分野を掘り下げて紹介するいい機会となった。また次年度

も是非参加させて頂きたい。

連絡先：ＪＩＣＡ関西

〒 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2

(078)261-0341( 代表 )　　http://www.jica.go.jp/kansai/

　　　　ＪＩＣＡ京都デスク（国際協力推進員 配置先）

〒 600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下る京都駅ビル 9 階（公財）京都府国際センター内

http://www.kpic.or.jp/JICA/index.html
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Ｈｏｍｍｅ 

Homme は大学生から大学生へ性について考えて

もらう、行動に移してもらう「きっかけ」になれ

ることを目指して活動しています。

Exbition　0.03

HIV 啓発を考える上で予防で重要とされるコンドーム。コンドームは避妊具として広く知られている

HIV 予防でも一番重要である。今回、私たちはコンドームを避妊具としてではなく、HIV 予防の面か

ら着目して加藤鷹の講演会時の展示や実際コンドームを体験してもらうブースを設けて展示を行った。

連絡先：freepaperhomme@gmail.com

ジェクス株式会社

コンドームを中心とする衛生用品・ヘルス＆ビュー

ティ用品・シニアライフケア用品・育児・マタニティ

用品・医療機関向製品を扱う、性から生まで“愛の

そばにいつも”をスローガンに社会へ貢献します。

AIDS 文化フォーラム in 京都では、過去サンプルとパネル展示でしたの

で今回は展示場所をいただきコンドームサンプルと啓発冊子のサンプリン

グを実施させていただきました。

新しくなったキャンパス内の講義室前というスペースを作っていただき

ました事務局の皆様に感謝したいと思います。

多くの学生や関係者など、多くの方にサンプルを渡すチャンスをいただ

きまして、コンドームサンプリングの気軽さや情報提供の大切さを伝える

事が出来ました。

真剣に啓発冊子を見ていただき、その後に別の場所で配布をしたい意向

など、参加者の熱意には感心させられます。

引き続き、コンドームの正しい使用の普及活動を継続していきます。

本当に良い機会をいただきまして、ありがとうございました。

　

連絡先：マーケティング企画部

〒 540-0012　大阪市中央区谷町 2 丁目 3 番 12 号

Tell:06-6585-0337　　Fax:06-6910-4565　http://www.jex-inc.co.jp/



56

カトリック中央協議会 HIV/AIDS デスク

1995 年から、HIV/AIDS のことを「自分とは関係

のないこと」と思わないようにしようと啓発活動

をしている団体です。

カトリックの啓発活動

今年で 3 回目の参加でした。今回も有益で楽しい展示となりました。

新刊のピンクの小冊子『HIV/AIDS について話したことがありますか』を今まで発行した小冊子と

一緒に配布しました。2012 年の前半に、HIV/AIDS に関するアンケートを実施して 3,000 人以上か

ら回答を分析した結果、どの年代でも HIV/AIDS の話をしたことのある人は相談に乗れるという数

値が出ました。そのグラフなどを盛り込んだ小冊子です。

その他、毎年、世界 AIDS デーに向けて発行しているポスターや、ポスター原画の応募作品、レッ

ドリボンのキーホルダーやピンなどをご紹介しました。

立ち止まってくださる方が多く、それぞれの啓発活動の話などで交流できました。

昨年、京都のフォーラムで PLANET の方と知り合い、今年 5 月のキャンドル・パレード参加につ

ながりました。展示場に参加して得ることが、たくさんあります。

来場者の声：

①カトリックの学校を卒業しました。愛を伝えることを教えてくれた母校のシスターに、この展示の

内容を連絡します。

②カトリック教会が HIV/AIDS の啓発を続けていると初めて知りました。

③「宗教とエイズ」に参加して、カトリックがやっている事に興味を持ちました。

連絡先：〒 135-8585　東京都江東区潮見 2-10-10　日本カトリック会館

Tel.03-5632-4413　　Fax03-5632-4461　　E-mail:  hivaids@cbcj.catholic.jp

URL:  http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/HIV_Aids_desk/HIV-index.html
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ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜

横浜で毎年８月、HIV/ エイズを広く文化の問題と捉える市民のためのフォーラムを継続していま

す。

今年は横浜での開催 20 回を記念と、横浜 - 京都 - 陸前高田と 3 都市リレー開催を記念して、「これ

までの 20 年～みんなの声～」パネル展を行いました。11 月 23 日に開催する「AIDS 文化フォーラム

in 陸前高田」の案内と 3 都市合同で作成した記念バッチや 20 回記念のクリアファイルを配布し、大

変好評でした。他に、「第 20 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜」の報告の掲示と報告書バックナンバー

紹介、来年の予告チラシを配布しました。関西圏の皆様に、フォーラムが京都だけでなく、横浜、陸

前高田と全国につながり、広がっていることをアピールすることができました。

来年の横浜の開催は 2014 年 8 月 1 日（金）～ 8 月 3 日（日）です。京都同様、HIV やエイズについて知っ

ている人も知らない人も参加できるフォーラムです。各地域の特性も出しながら、今後も地域を超え

て共に連携し、HIV/ エイズと社会的課題を広く伝える取り組みを続けてまいります。

連絡先：〒 231-8458 神奈川県横浜市中区常盤町 1-7 横浜ＹＭＣＡ内

TEL: 045-662-3721　FAX: 045-651-0169

E-mail: abf@yokohamaymca.org

URL: http://www.yokohamaymca.org/AIDS/
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横浜ＡＩＤＳ市民活動センター

1995 年のオープン以降、エイズについて考え行動

する皆さんを応援する横浜市の施設です。2010 年

から横浜ＹＭＣＡが運営を受託しています。

　　　

・センターの活動内容、具体的には情報提供、外部イベントや学校などでの啓発活動、そしてボラン

ティア活動の支援について紹介しました。また、センターで無料配布しているパンフレットなどの

啓発資材もサンプルとして配布しました。開会式でHIVと就労というテーマも話されていたためか、

そのテーマに関連する資料に関心をお持ちになる方が多くいらっしゃいました。

・横浜で活躍する若者による HIV・エイズ啓発活動に関して特集した新聞記事などを展示しました。

センターでは活動の一環で新聞記事などの情報収集を行っており、その一部を展示したのですが、

多くの若者に興味深く読んでいただけたことから、今後もこうした情報提供を積極的に行っていき

たいと考えています。

連絡先：〒 231-0015 横浜市中区尾上町 3 丁目 39 番地尾上町ビル 9F

TEL：045-650-5421　FAX：045-650-5422　E-mail：info@yaaic.gr.jp

URL：http://www.yaaic.gr.jp/
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京都府健康福祉部健康対策課

京都府保健所のエイズ等予防教育

京都府の保健所では、地域の高校や大学などと協働し、エイズ等性感染症に関する健康教育を実践

しています。今回は、主に南部３保健所（乙訓、山城北、山城南）で使用している教材、パネルを展

示紹介しました。

全国で 1 日に約 4 人の新たな患者・感染者が報告されていることや感染経路など、HIV を正しく理

解するためのパネルをはじめ、京都府内の感染者・患者数や検査件数の推移、保健所で検査を受ける

方の状況についてのグラフなどを展示しました。　

連絡先：京都府健康福祉部 健康対策課 

〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-4723 　 FAX 075-431-3970　E-mail   kentai@pref.kyoto.lg.jp

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

【京都府保健所】

保健所 所　在　地 電　話

乙　　 訓 向日市上植野町馬立 8 075-933-1153

山 城 北 宇治市宇治若森 7-6 0774-21-2911

綴 喜 分 室 京田辺市田辺明田 1 0774-63-5745

山 城 南 木津川市木津上戸 18-1 0774-72-0981

南　  丹 南丹市園部町小山東町藤ノ木 21 0771-62-2979

中 丹 西 福知山市篠尾新町 1-91 0773-22-6381

中 丹 東 舞鶴市倉谷村西 1499 0773-75-0806

丹　　 後 京丹後市峰山町丹波 855 0772-62-4312
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エイズ等予防啓発ボランティアグループ紅紐

紅紐は、月１回ミーティングをしています。

学生の街 京都から発信し続けるグループ「紅紐（べにひも）」

レッドリボンネイルアートやパネル展示を通じて、身近な恋愛からエイズに関するメッセージを若

者視点で発信します。

１．レッドリボンのネイルアート

今年も学校法人京理学園京都理容美容専修学校に御協力いただき、ネイルにレッドリボンを描きま

した。

来場者に「かわいい」「きれい」と言っていただき、私たちメンバーもとてもうれしかったです。

これからもエイズについて多くの方に知っていただくため、一人ひとりの手を握り、コミュニケー

ションを大切にした啓発活動を続けていきたいです。

２．パネル展示

紅紐メンバーが「恋愛」をキーワードに作成したメッセージと写真パネルを展示しました。

「『関係ない』って言い切れる人はいない。今は関係なくても、いつか、例えばあなたに、大切な人

ができた時」…。エイズを自分事として、そして大切な人と話して欲しい…。展示をご覧になった方

それぞれに答えを見出していただけのではないかと思います。　

3．啓発グッズの配布

京都府で作成した STD に関する啓発パンフレットと、レッドリボンバッジを配布しました。

連絡先：京都府健康福祉部 健康対策課 感染症対策担当

〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEl 075-414-4723 　 Email kentai@pref.kyoto.lg.jp

紅紐ホームページ　http://benihimo.web.fc2.com/
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京都市　保健医療課

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。

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・匿名で実施した。

日　　時：10 月 5 日（土） 13：15 ～ 17：30（受付 13：15 ～ 16：30）

検査人数：60 名

使用場所：寒梅館　地下一階　会議室地 A

所　　感

今回は，3回目の実施だったが，昨年と同様に多くの方に受検いただいた。（昨年の受検者は，65人）

検査会場は他のプログラムとは離れた場所を使わせていただいたため，静かでプライバシーが

守られた空間で検査を実施することができた。

また，初めて検査を受けていただく方も多く，より身近に HIV 検査を感じていただく機会となっ

たのではないかと考えている。

これからも心配や不安がある時には，いつでも相談や検査が受けられるような検査・相談体制

を構築していきたい。

２　パネル展：知っていますか？ＨＩＶ／ＡＩＤＳのこと

3 階廊下に 6 枚のパネル展示を実施し，併せて啓発パンフレットやレッドリボン（あかりん）

ピンバッジ等を配布した。

日　　時：10 月 5 日（土），10 月 6 日（日）

使用場所：3 階廊下

所　　感

パンフレットやピンバッジを多くの方に持ち帰っていただいたことで，来場された方はもちろ

ん，その周りの方へも啓発の機会となったと考えている。

連絡先：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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京都市　男女共同参画推進課

ＤＶ啓発

パネル展示

・デート dv について  6 枚

・デート d v とは　　　1 枚

啓発用パンフレット

　6 種類配架

＜啓発グッズの持ち帰り状況＞　　　　　　　　　

別冊男女共同参画通信（24 年 3 月発行） 49 冊

別冊男女共同参画通信
（24 年 11 月発行　デート dv について）

90 冊

男女共同参画通信 vol 29 28 冊

dv についてあなたの周りに悩んでいる人は
いませんか

40 冊

男性のための相談室 37 冊

クリアファイル 40 冊

連絡先：京都市文化市民局共同参画社会推進部　男女共同参画推進課

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 － 3091　　E-Mail：danjo@city.kyoto.jp
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ＰＬＡＮＥＴ（ＨＩＶとともに生きる会）

　　　　　　　　　

PLANET（HIV とともに生きる会）　小田切孝子

PLANETの展示としては2回目の参加であった。

会場の環境で昨年よりも人の流れが展示会場にあ

り、より多くの方に見ていただけたのではと思っ

た。

私たちの内容展示内容は、PLANET の 21 回に

なる毎年のエイズキャンドルパレードのチラシの展

示。手作りのチラシは紙の色も褪せてきているが、

2 色刷りの苦労が懐かしいチラシも展示した。

薬害エイズの当時の新聞記事やパンフレットなど。

そして、今年の 21 回目のエイズキャンドルパレード

の録画を PC から見ていただいた。パレードの雰囲気や店頭のレッドリボンの掲示をしていただいている

店舗の状況などを直接見て、感じていただけたものと思います。

薬害エイズ関係の展示は年々風化してきている状況に、少しでも多くの方に知って頂く貴重な場で

あると思う。

京都でのフォーラムも 3 回目を迎え、だんだんと軌道に乗ってきている感を持ったフォーラムであっ

たと思います。

PLANET の展示は、今年の横浜でのフォーラムに続いての展示内容でしたが、会場での展示内容

や方法などまだ工夫のよちがあるものと考えました。

他団体の方との貴重な交流や協力が印象的でした。一般の参加者の方との新たな出会いもあり、

フォーラムならではの幅広い交流ができました。

連絡先：planet@kbd.biglobe.ne.jp
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来
き し

住　知
と も み

美（医師）

米国における HIV プライマリ ･ケア

近年、治療の進歩により HIV の長期予後が改善し、セルフケアや慢性疾患（高血圧、脂質異常症など）

診療の重要性が増しています。このポスター発表では 2013 年 5 月に米国カルフォルニア州サンフラ

ンシスコ市における HIV 関連の診療所の、視察報告を行いました。

トムワデル健康センター（Tom Waddel Health Center, TWHC）

サンフランシスコ公衆衛生局が運営する、路上生活者などの低所得者層のための無料診療所です。

TWHC には多様な社会背景を持った人が集まるため、スペイン語外来、トランスジェンダー外来（ホ

ルモン療法も提供）、TACE クリニック（精神疾患または薬物中毒を合併した HIV 陽性者が対象）な

ど多様な特殊外来を提供しています。また診療外での活動も盛んで、路上生活者シェルターへの出張

診療や、薬物使用者を対象とした針交換プログラムなども行っていました。根本にあるのは” Harm 

Reduction”という考え方です。たとえ 100% の改善ではなくとも僅かでも改善する方向へ、前向きに

暮らすための多様なサポートが実践されていました。

アジア環太平洋健康センター（Asian & Pacific Islands Wellness Center, APIWC）

1987 年に設立された、アジア環太平洋諸国系住民の低所得者層のための HIV クリニックで、診療

だけではなく予防教育・研究・政策提言を行っています。サンフランシスコ市ではアジア環太平洋諸

国系住民が人口の約 34% を占めますが、そのうち HIV 簡易検査を受けた人は約 10% に過ぎず、これ

は白人の約 5 分の 1 の受診率だそうです。APIWC ではこのようなデータを基に戦略的に予防啓発活

動や政策提言を行っており、また診療所では多言語での診療やソーシャルワークが提供しています。

文化背景に即した医療サービスが特徴です。

まとめ

今回紹介した診療所は＜コミュニティーを支えるために何が必要か＞という視点に立ち、明確なミッ

ションのもとに運営されていました。既存の医療の枠組みに HIV 陽性者を当てはめるのではなく、

HIV 陽性者からの視点に立って医療サービスを構築することの重要性を強く感じました。

連絡先：洛和会音羽病院　総合診療科

所在地：〒 607-8061 京都市山科区音羽珍事町 2 　Email：kishi1122@gmail.com
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京都市立伏見工業高等学校　生徒保健委員会

エイズ学習の取り組みについて

生徒保健委員会は、各クラスほぼ２名ずつで構成されている生徒の委員会活動です。

本校では十数年前から性に関する指導の一環として、「世界エイズデー」の日にちに合わせてエイズ

に関する学習を行ってきました。

とりわけ、６年前からは保健委員の生徒による｛ピュアエデュケーション｝方式を取り入れてエイ

ズに関する指導をロングホームルームの時間に実施してきました。内容としては、

１年・・・・・エイズについての基礎知識を確認する／レッドリボンにメッセージを・・・

２年・・・・・エイズについてのＱアンドＡ

３年・・・・・感染者からの手紙を読んで／感想文を書こう　です。

今回展示発表したものは、昨年度に作成した１年生の中の１クラスを抽出したメッセージ付きのレッ

ドリボンと各学年の各クラスでそれぞれに２名しかいない保健委員がクラスメートに対してロング

ホームルームでそれぞれの学年のテーマにそって授業している様子を紹介したものです。

高校が最後の学習の場になる生徒も大勢いる本校では、１年に１時間でも学習時間を確保しエイズ

についての最新情報を提供し続けたいと考えています。

生徒にとって今回参加させていただいた経験は、今まで本校で毎年行ってきたことのアピールでも

あり、社会ではこのような活動が行われているということを知ることができた大変有意義な時間を持

つことができたようです。

連絡先：〒 612 － 0011 京都市伏見区深草鈴塚町１３場番地

［ＴＥＬ］０７５－６４１－５１２１　　［ＦＡＸ］０７５－６４１－５９５０

［ＵＲＬ］http://www.edu.city.kyoto.jp/hushimi/
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池田勝俊（イラストレータ）

似顔絵コーナー

日時：11 月 5 日 15：00－ 16：30

6 日 10：00－ 11：30、15：00－ 16：00

会場：同志社大学 今出川キャンパス 

良心館３階ホール 総合受付前

総合受付でチラシを配布　　（毎回５名程度、先着順）

参加人数： 5 日　11 人、　6 日　20 人（9 人、11 人）

連絡先：toshi6514@gmail.com

フリーランス・フォトグラファー　中川裕次

写真展　～カンボジア　今を生きる人々の表情～

「理不尽な生活環境に生きる人々の横顔、笑顔など」

写真家としまして長年取材を続けてきましたカンボジアの人々の写真のなかから、特に内戦後の混

乱の中で艱難辛苦を背負い、負の遺産を日宇期受け手生きようとする人々の素顔を数点展示させてい

ただきました。私自身難病で数年間の闘病の経験があり、つらい中で人のまなざしが最も勇気と励み

になると考えて、あえて人々の素顔を出させていただきました。写真を見てくださった何人かの￥か

たから「実は、自分は陽性者です。つらい思いで日々暮らしてキマシアが、このカンボジアの人たち、

特に子供たちの瞳の力強さ、そして優しさに大変な励みと勇気をいただきました」とのご感想を直接

言っていただきました。わずかでも闘病で苦しんでおられる人たちの励みになったこと、大変貴重な

体験をさせていただきました。
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平成 25 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業

京都府北部からの送迎バスによる参加者の感想

京都府立看護学校学生（12 名参加）

・手作りコンドームケース作りに参加。楽しく学ぶことができた。

・エイズについてより深く知る機会になった。

・エイズの怖さやエイズのことについて知ることができた。

・はじめてエイズについて詳しく知ることができた。コンドームも財布に入れると危険なので、コン

ドームケースの大切さを知った。

・検査をしたことがないのに、自分は大丈夫だと思っていることが怖くなった。

身近な問題にも関わらず、なかなか周りの人とは話しあわない話題なので、今回ＨＩＶ陽性者の方、

支援する方の話を聞き、とても勉強になった。エイズは多くの人に関わる問題なので、少しでも多

くの人が興味を持ち、正しい知識を得られるこのようなイベントは大切と思う。

スタッフの方が皆さんとても感じがよかった。

・エイズについての説明を聞いた

・「風俗講習で教えている Safer Sex テクお披露目＆全米セックスワーカー会議報告　アメリカの先進

的な取組みを紹介」という講義に参加。

実技も交えながらの授業で、とても理解しやすく、またセックスワーカーに対する考え方が変わった。

・エイズ説明とテディベアつくりに参加した。エイズについてより深く知ることができた。偏見など

なくなればいいと思った。

・エイズ説明とテディベアつくりに参加した。より深い知識を得ることができた。

日星高等学校生徒（5 名参加）

エイズは自分たちの身近な問題として、正しい知識をしっかり持って生活していくことがとても大

切だと感じました。実際にＨＩＶに感染された方のお話を聞かせていただいたり、コーナー別に体験

や見学をさせていただいたり、とても貴重な時間でした。勉強の機会をいただき、ありがとうござい

ました。
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第 3 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「ＡＩ

ＤＳ文化フォーラム in 横浜」が発足しました。以降、市民の手ですべての人に開か

れた場として毎年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るので、横浜の思いと経験を受けつぎ、エイズの問

題は日常のさまざまな領域に関わるので、そのことを文化としてとらえ、2011 年に

第１回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」を開催いたしました。

みなさまのご協力により実りあるフォーラムになり、継続開催のご期待の声をい

ただき、今年も第２回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」を迎えました。

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３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　（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

 （社）京都私立病院協会　京都府病院協会　　（公社）京都府看護協会

 （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

 同志社大学社会福祉教育・研究支援センター　花園大学　龍谷大学

 （一財）京都ＹＷＣＡ　京都ＹＭＣＡボランティアビューロ

 ワイズメンズクラブ京都部　（公社）京都府青少年育成協会

（公財）京都市ユースサービス協会　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　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　（公財）大学コンソーシアム京都

 （一社）京都府専修学校各種学校協会　（公財）京都私学振興会

（公財）京都府国際センター　（公財）京都市国際交流協会

（社福）京都府社会福祉協議会　（社福）京都市社会福祉協議会

 （公社）日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）　ＪＩＣＡ関西

京都キリスト教協議会　ＰＬＡＮＥＴ　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

カトリック新聞社　ＦＭ８０２ 

会場提供： 同志社大学

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。

平成 25 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業

関西ＨＩＶ臨床カンファレンスより助成支援

「AIDS 文化フォーラム in 横浜・京都・陸前高田」の企画はエイズ

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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第 3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 上田　良弘　　洛西ニュータウン病院副院長

 大野　聖子　　京都第一赤十字病院　感染制御部　医師

 木下　浩一　　ＣＨＡＲＭ

 白野　倫徳　　大阪市立総合医療センター感染症センター　医師

 高畑　吉博　　ＨＩＶ陽性者支援団体　さぽーと京都　代表

 林　　　滋　　立命館大学薬学部　講師

 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、サポートスタッフ、サポーター

	 高田　雅弘	 半井　達弥	 下山　美穂	 奥野　豊勝	 荒賀　陽子

	 西脇かおり	 吉山真紀子	 野村　裕美	 佐藤　文寛	 淀　　　宏

	 水野菜穂子	 畠山　雅行	 山田　和世	 山本　知恵	 小田切孝子

	 牧野　元子	 椹木　翔子	 小嶋　　薫	 川﨑　　崇	 山田二三男

	 小林　和博	 小川　翔子	 寺口　淳子	 池田　勝俊	 光武　泰子

	 小林　マキ	 金井　　修	 棚原みずき	 母袋　由晃	 青山　大悟

	 月下　星志	 佐野　結子	 藤田　恵子	 髙谷　朋土	 出納　一樹

	 内野　賢大	 阿部　華林	 細川　陸也	 日丸　全士	 乙坂　優次

	 前　　　登	 沈　　志炫	 浅井　陽子	 中野　弘喜	 タミヤリョウコ

	 上田　正広	 入木　　誠	 藤原　久子	 狭間　洋子	 中川　竜一

	 山原　和也	 新谷　夏実	 石橋るみ子	 山本　聖子	 許　　　鉦

	 赤木　奎介	 朴　ボラム	 苑　　　望	 趙　　祐現	 栗田みなみ

	 岸本　直子	 今坂　亮一	 石原　佑美	 来住　知美	 福島　大介

	 秋富　玲央	 山野　順平	 村上　りえ	 早川　千裕	 笠嶋　　敏

	 櫻井　　聡	 濵田　佳穂	 市原紗千子	 滝野　　肇	 迫田　直樹

	 中村　美紀	 徳山　　亮	 加藤　明子	 前田眞理子	 森　　佳寿

	 須藤　恵美	 河野　智子	 里　　英子	 金澤　市郎	 船木　順司

	 桂　　厚子	 河合久美子	 藤岡　義明	 萩原　奈苗	 安平　知史

	 中原　一晃	 時光　泰子	 洪　　承載	 岡本　直子	 尹　　龍化

	 松山　百音	 末廣かなえ	 弓場　達也	 佐藤　真也	 川島　綾香

	 櫻井　保子	 北山菜穂子	 中澤　心優	 松本　梨花	 尾崎　奈穂

	 白川由佳子	 田邊　南海	 南　　京香	 向田まりか	 山本　依純

	 竹中　淳記	 山岡　美南	 辻　美由紀	 岡　　詩織	 森川　莉緒

	 岡本　　樹	 細野　有希	 岩﨑　茉里	 倉橋明日香	 寺西　虹翔

	 福井　彩乃	 藤山　真央	 笹岸　美帆	 寺西　萌花	 中谷　仁美

	 岩室　紳也	 古川　潤哉  　　　　（順不同・敬称略）

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 陸前高田の皆様
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