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第４回 AIDS 文化フォーラム in 京都をふりかえって

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

定着しました。フォーラムは、横浜から京都、陸前高田、佐賀へと広がりを見せています。

関西では現在も HIV 新規感染者数が増加していて、その中で、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と同時に外国人観光客も多く異文化交流の場でもある京都で、2011 年の第１回

「AIDS 文化フォーラム in 京都」を開催以来、みなさまのご協力により実りあるフォーラムを継続して

開催しています。

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 4 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、テーマは「エイズを知ろう エイズで学ぼう　Ⅳ」と

いたしました。

また、フォーラムの主催は運営委員会で、京都府と京都市に共催していただきました。事務局は京都

YMCA が担当し、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。特に本年は、フォー

ラム会場をご提供いただくだけでなく、プレイベント（映画「トーク・バック」上映会＆カフェトークバッ

ク）の開催に同志社大学の全面的なご協力をいただきました。市民フォーラムの性格上、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 4 回 AIDS 文化フォーラム in

京都を盛大に開催することができ、２日間で約 1,200 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？

ごあいさつ　神﨑清一事務局長

開会宣言　大野聖子幹事

テーマソング「ひだまりの場所」　江藤天音さん
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全　体　会

当事者参加型プロジェクト「Futures Japan」アンケート調査報告会

～ HIV 陽性者の視点から見る、日本のエイズの課題とは～

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。

１．HIV 陽性者参加型プロジェクト「Futures Japan」～みずから声をあげていくために～

　　ジャンププラス　代表　高久陽介

２．HIV 陽性者の視点から見る、日本のエイズの課題とは

　　放送大学　教授　井上洋士

「HIV 陽性者のためのウェブ調査」は、HIV Futures Japan プロジェクトにより実施された、日本で初めての

HIV陽性者対象の大規模ウェブアンケート調査です。数多くのHIV陽性者が企画段階から参加し、HIV陽性者にとっ

てどんな調査が必要なのか、いまは何を明らかにするべきなのか、HIV 陽性者が本当に知りたいこと、あるいは知っ

てほしいことは何か、そんな議論を１年以上かけて行い、質問項目を決めました。調査は 2013 年 7 月 20 日～ 2014

年 2 月 25 日まで行われ、約千人の HIV 陽性の方々がそれぞれの気持ちや体験をもとに回答してくれました。

調査結果は下記ウェブサイトでもサマリーが公開されていますが、ひとりでも多くの方に、この調査結果をより

わかりやすく直接お伝えするため、全国各地で調査結果報告会「Futures Japan キャラバンツアー」を開催。エ

イズ文化フォーラム in 京都が、その 初の地となりました。

調査結果を知ることで、日本の HIV 陽性者が全体としてどんな状況にあるのかを知ることができ、自分の立ち

位置を確認し将来展望を得ることができます。実際に報告では地域別の分析結果なども発表され、関西地域に特有

の傾向があることがわかると、会場からもどよめきが起こりました。

報告会の終了後には様々な反応が得られました。今後、こうした声も参考にしながら、この調査結果を様々なエイ

ズ対策や支援体制への提言につなげ、HIV 陽性者にとって暮らしやすい社会づくりにつなげていきたいと思います。

HIV 陽性者のためのウェブ調査　Futures Japan

http://survey.futures-japan.jp/

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

　〒 169-0073 東京都新宿区百人町 1-21-12-103

　TEL : 03-5937-4040（平日 13:30 ～ 19:30）　　FAX : 03-5937-4043

　WEB : http://www.janpplus.jp　　E-mail : info@janpplus.jp
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ＨＩＶ／ＡＩＤＳ　初心者向け講座

山田雅子（河北医療財団看護専門学校　教員）

AIDS 文化フォーラム in 横浜の運営委員として横浜で基礎講座

を行っています。

また看護教員として看護学生との学びを題材に HIV/AIDS の予

防につながるお話をしています。

今年は、フォーラムにいらした方で HIV/AIDS について初めて知る、あまりよく知らないけど、もう少しわか

りたい…という方への基礎講座をさせて頂きました。

人間の体の免疫のしくみと、HIV という病原体が何をして AIDS（エイズ）になるのか、AIDS になったらどう

なるのか、AIDS の検査から治療までを、紙芝居プレゼンテーションで説明しました。

次に、HIV から体を守るための方法として、コンドームの役目について説明をしました。私は長年に渡り、い

ろいろなコンドームを集めているのですが、そのコレクションの一部を実際に紹介しました。かわいらしいデザイ

ンのもの、珍しいパッケージのもの、ネタとして面白いものなど、いろいろですが、それを使って感染予防・避妊

だけではなく、ぜひコミュニケーションのきっかけにしてほしいということをお伝えしました。

コンドームを使いさえすればいい？　いいえ！やっぱり、人と人のふれ合いには温かなコミュニケーションが大

切！…ということで、「今日、コンドーム集めてるおもしろい人に会ったよ！」という会話からでもいいので、ぜひ、

パートナーの人といつもとはちょっと違った…できればいつもは言いにくいことや、聞きにくいことも話し合って

ほしいと願っています。

そして、３年前にコンドーム工場を見学してわかったコンドームが生まれるまでの、長くて険しい道のりや 近

のコンドーム事情などもお話ししました。

時には笑いながら、でも、まじめに楽しく大らかに…性のことを語る時間を皆さんと共有できたと思います。

河北医療財団看護専門学校

　Tel. 03-3338-7850　　　E-mail：neuron.m112@gmail.com
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一般病院、診療所でのＨＩＶ診療

～当院での HIV 診療導入経験から～

京都第一赤十字病院　HIV 診療チーム

呼吸器内科：大野聖子、薬剤師：林　滋（現立命館大学薬学部）

看護師：時光泰子、医療社会事業部：藤原久子

京都市内の HIV ／エイズ診療拠点病院の一つです。京都駅から

南東に約２km。現在まで 80 名余りの HIV の患者さんを診療し

ています。

1997 年、ちょうど抗 HIV 薬のカクテル療法が始まっ

た年に HIV/ エイズ診療拠点病院に選定されました。

拠点病院受諾は病院の決定であり、従ってトップダウ

ンで HIV/AIDS 患者さんを受け入れることになった

訳です。私 ( 大野 ) はそのときに診療担当医として病

院から指名されました。元々呼吸器内科医であったの

で、患者さんを診療するのは吝かではありませんでし

たが、病院の職員は血液曝露を心配していると考えま

した。ちょうど 1996 年に CDC が隔離予防策のための

ガイドラインを出しており、その中の標準予防策（全

ての患者さんの血液・体液を感染性と考え対応するこ

と）を院内に取り入れ、また針刺し・切創予防対策を行いました。その甲斐あって、1998 年 12 月には、第１例目

の患者さんを普通に全病院対応で迎えることができました。振り返ってみると拠点病院になったことで、もっと感

染性が強いＢ型肝炎やＣ型肝炎への対応が進み、その他の耐性菌による院内感染対策も進んだと思います。

またそれ以外にも想定外に学んだことがあります。エイズカウンセリングセミナーに参加し、セクシュアリティー

の多様性を知り、一人一人が自分らしく生きていくのを尊重し合うことの大切さに気付きました。またカウンセリ

ングの必要性、医療従事者としてカウンセリングマインドを持つ重要性も教えられました。そして、HIV ／ AIDS

診療を行って行くうちに、チーム医療のすばらしさを再認識しました。当院ではＭＳＷはもともととても熱心、看

護師、薬剤師もすぐに参入してくれました。

HIV 診療を開始しもう 16 年になり、若かった患者さんは気がつくと、そこそこの年齢になっておられ、びっく

りします。抗 HIV 療法が進み、内服さえ忘れなければ、HIV 陰性者と生命予後は変わらないという報告もされる

ようになって来ました。今後は拠点病院以外のすべての医療機関、施設が HIV 陽性者にとって必要となります。

治療→簡単、感染対策→標準予防策で、すでに実施されているものと同様であるため、今後は全ての施設で受け入

れて頂きたいと希望しています。（AIDS 発病時や耐性ウイルス症例のみ拠点病院で）　

その後 30 分間、実際の HIV 診療チームのそれぞれの意見を聞きました。各々のスペシャリティーでこそ患者さ

んに貢献できることがあり、やりがいがあるという内容でした。 

京都第一赤十字病院

　605-0981 京都市東山区本町 15 丁目 749

　Tel:075-561-1121　Fax:075-561-6308　URL:www.kyoto1-jrc.org
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ＨＩＶ検査 、今とこれから

中瀬　克己（岡山大学）

川畑　拓也（大阪府立公衆衛生研究所）

西脇かおり（京都市保健医療課）

山陽学園大学 学生７名　引率：井上

エイズを考えるきっかけとなり、自らの感染を知る上で必須で

もある HIV 検査について色々な立場で関わる３名と岡山から参

加した山陽学園大学学生 7 名＋引率の井上先生が受け持ちまし

た。

西脇かおりから、京都市の行う HIV・STI 検査相談の成果やこれからの取り組みについて紹介しました。平成

25 年度は受検者が過去 多の 3600 人を越え、HIV 陽性の方の早期受診に繋がっています。市民誰でも、外国人や

MSM の方も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。また、京都市では思春期の青少年向け性感染症予防の取り組みを重点的に実施しており、保健師による中

学・高校への出前授業や地域特性に応じた様々な青少年対策等を紹介しました。

次に、川畑拓也から大阪府で実施している MSM 向け検査事業の紹介を行いました。当事業はエイズ予防のため

の戦略研究を端緒として始まり、その後公益財団法人エイズ予防財団の事業を経て、現在大阪府で実施しています。

地域の診療所医師の協力のもと、CBO（MASH 大阪）との協働でゲイ・バイセクシャル男性に特化した広報をし、

MSM のみを対象に HIV/STI の検査機会を提供しています。これまでにのべ 1900 名以上が利用し、70 名の方が

HIV に感染している事が分りました。今後も安定して継続できるよう働き掛けていく予定です。

引き続いて岡山から参加した山陽学園大学の学生７名から「学生 20 人に聞いてみました」と題して会場と一体

となった報告をしました。アイスブレイクや参加してもらうための景品つきクイズなどなど、毎年工夫をこらして

報告しています。イベント会場、保健所、病院それぞれの場で HIV 検査を受けたいか？迷う、受けたくないも含

めその理由を紹介しました。イベントでは、他人がいる前では抵抗がある、プライバシーが守られない、保健所が

よくわからない、病院はお金が高い、などの受けたくない理由やイベントは少し安全面で不安と言う看護学生の意

見や病院は確実だから少し緊張するけど、友達となら一緒にいけるかな、という他学部の迷う理由を紹介しました。

妊婦検診で HIV 検査が陽性となった時何が一番気になりますか？という踏み込んだ事も聞いており、まずパート

ナーに伝えて一緒にどうするか考える、相手にうつされたのか、うつってしまっていないのか検査して欲しい、と

いう声や看護学生からは医療施設がきちんと対応してくれるか心配という声もありました。参加者との話題として、
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郵送検査という自分でできる検査の特徴や注意点につい

ての意見交換もありました。学生の率直な意見や発見に

対し、参加者の皆様に大変関心を持って頂き、また色々

と励ましの言葉も頂きました。

学生が参加した感想として、次のような声がありこの

経験が役立っている事を嬉しく感じました。

「エイズフォーラムに参加し、自分たちが発表する内容

が理解できた。エイズ検査について、同世代の人の考え

が理解でき、検査方法が意外に周知されていない事がわ

かった。外部の方の評判も良かった。AIDS フォーラム

in 京都に参加するにあたり、友達や他学部のかたに意見

を聞いたら、意外に AIDS や HIV についての知識を持っていることに驚いた。今後自分もいろいろな講座に参加

して、知識を増やし、その情報を他の人に発信していくことが大切だと思った。」

後に中瀨克己から、エイズを含む性感染症のアウトブレイク（集団発生等）という捉え方や早く感染を知る方

策として「パートナー健診：感染者の相手へ検査を勧めたりリスクについて知ってもらったりする働きかけ」につ

いて、欧米や日本での取り組みをご紹介いたしました。

中瀨 克己（岡山大学医療教育統合開発センター GIM センター部門）

　〒 700-8558 岡山市北区鹿田町２丁目５－１

　Tel 　086-235-7068　　　E-mail:　knakase@okayama-u.ac.jp

▲Ｔシャツ販売

▼受付
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性教育とＨＩＶ／ＡＩＤＳ学習

ＰＬＡＮＥＴ（HIV と共に生きる会）

「学校教育の中の HIV ／ AIDS] のテーマに取り組みました。

高校生を対象に、性教育として授業の中での取り組み内容である　①　日本の HIV ／ AIDS の歴史。日本での

HIV ／ AIDS を考える時、“薬害エイズ”を除くことはできない。現在の HIV ／ AIDS の状況を見通して、石田

良明さんと志をおなじくする仲間とが集まり、ＰＬＡＮＥＴ（HIV と共に生きる会）を立ち上げている。薬害と

しての HIV ／ AIDS、その悲惨な状況が渦巻く中での、薬害裁判の戦いがあった。HIV ／ AIDS を社会的問題や

人権として考えてゆく視点を持つ内容が必要である。②　HIV ／ AIDS の 20 年に及ぶ日本の現状と今後の課題。

差別偏見が、今も残っている現状があることへの認識と課題。日本において AIDS ＝死のイメージは以前よりは

弱くなっているが、まだエイズへの偏見や差別がなくなっているわけではない。また、陽性者の高齢化の問題から、

新たな対応が求められている現状や、陽性者の数は増加している状況が見られ、早期の医療現場での認知や検査

へ気軽に行けることへの手立てについての問題等、理解と認識を深める。③　STD ／ STI としての HIV ／ AIDS

を含めた、性行為感染症を視野に入れたワーク。参加者にビー玉を 1 個持ってもらい、参加者同士の交流のなかで

交換をしてゆく。次に指導者が決めておいた色のビー玉を持っている人をウイルス陽性者とし、その人と交換した

人たちが順次立ち、陽性者が次々に増えてゆく状況を知る。これは日本の若者の実態として理解してゆくことで、

机上の学習だけではない学びを展開する。授業の中に学生・生徒の自主的な発言や交流を組み入れた授業方法が必

要であり、楽しくかつ知識だけに終わらない学びの提供が必要であると言える。
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生活を支える制度やサービスについて考える

拠点病院医療ソーシャルワーカー有志

滋賀医科大学医学部附属病院ＭＳＷ　　新居　加菜

京都府立医科大学附属病院ＭＳＷ　　　伊東　亜未

京都大学医学部附属病院ＭＳＷ　　　　隈村　綾子

京都・滋賀の HIV 拠点病院の医療ソーシャルワーカーの有志が

集まりました。

医療ソーシャルワーカーとは・京都における HIV 支

援の現状と課題（ＭＳＷ隈村）

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。

拠点病院には医療ソーシャルワーカーが配置されていま

す。

京都での現状、今後の在宅の介護、透析などの施設受け

入れの現状と課題をお話しを行いました。

滋賀県における HIV ／ AIDS 診療の現状（ＭＳＷ新居）

滋賀県の現状、高齢化、介護の課題について、行政も巻き込み取り組まれている現状と今後の課題について話を

行いました。

活用できる制度・サービスについて（ＭＳＷ伊東）

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

　

＊今回は、活用できる制度・サービスに加え、今後、高齢化の中、必要になってくるサービス活用などの現状等を、

京都・滋賀それぞれの状況を発表し、今後の課題について考えました。ディスカッションしたことを、今後の支

援に生かしていきたいと考えます。

＊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、共に歩めるよう研鑽に努め

てゆきます。よろしくお願いいたします。

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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感染 16 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

AIDS 文化フォーラム in 横浜で知り合った２人による、AIDS

文化フォーラムの限定ユニット！ 

ゲイであり、HIV ポジティブであることを公言した洪久夫（ほん・ひさお）の波瀾万丈のような、そうでもな

いような「これまで」と今の日常、「これから」…を聴き、僧侶古川潤哉がお悩みに応えつつ、会場と共に突っ込

みを入れながら進行。

参加者全員それぞれ「ライフライン図」によって、各自の振り返りとこれからを描き、どういうことでどういう

気持ちになったか、これからどうなるかを考える。辛いこと、楽しいこと、悲しいこと、嬉しいことそれぞれをそ

れぞれに受け止めながら、今ある自分を見つめ直し、HIV ポジティブだからわかること、また、HIV に関わらず

訪れることについてトーク。

自分の死後について…死んだ後の自分自身について、また、自分亡き後の現実についてという洪の悩みや不安は、

現れたり消えたりしつつもまだまだ続きそう。次回フォーラムにも乞うご期待。

洪　久夫　　hon-hisao@w4.dion.ne.jp

古川潤哉　　junya@joseiji.org
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女性にとってのＨＩＶ感染症と性感染症

性感染症とＨＩＶ陽性女性の妊娠出産に関して現状を知り一人の女性として考える。

「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」　塚原班

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及び女性・小児感染者支援に関す

る研究」を行なっています。

現在、HIV 感染者でも適切な治療がなされれば、児への感染予防ができるようになってきている。しかし、一

般人も医療者も診療やケア経験の少なさから対応に戸惑う事が多々ある。だが、身近な問題として１人１人が考え

ていく事が必要である。その中で、女性が感染予防できるよう、また感染者が、妊娠出産を希望する場合、不安な

く向き合えるように、１人の女性が人生設計の中で家族計画を考え、行動することが大切であること、早期発見を

して治療をすることが母子感染においても大切だということを研究斑のデータを用いて講義形式で発表した。

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：tulahara-y@ncchd.go.jp



15

HIV 陽性者支援となるテディベア基金のベアを作りながら

AIDS のことを考えよう、できることにチャレンジしよう

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等身大（90 ㎝× 180 ㎝）

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：テディベア作り

MQJ は上記の目的でテディベアワークショップを活動の一つ

として行っていますが、近年はあまり機会がなかったところ、

昨年から AIDS 文化フォーラム in 京都でも行いました。

昨年は予想以上に参加者が多かったのですが、今年も１日目

はフォーラムにボランティア参加した高校生、大学生さんが 17

名。材料の調達をしながらの進行でした。２日目は他府県から

来られた方々も含め 10 名弱、時間の制限を気にしながら、でも

しっかりベアを完成させて記念写真。１日目参加したかったけ

れど別のブース担当で参加できなかった高校生が、お姉さんに

作ってもらおうと依頼して、お姉さんが友人と参加されたり、

昨年の横浜で時間が取れなかった方が、京都での講演者として来られてベアを作ってくださったりと、色々なベア

が誕生しました。

ベアを作りながら AIDS のことを語り合うという時間は、どのように語りかけていくかが課題として残りました。

メモリアルキルトを語ることは日本における AIDS/HIV の歴史を語ることにもなるのだということを、今回改め

て感じました。わかりやすい資料作り、伝え方など、来年の課題にしたいと思います。

メモリアル・キルト・ジャパン（ＭＱＪ）

　〒 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/

メモリアルキルトの展示、活動紹介
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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～

青年赤十字奉仕団

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。

赤十字京都ユース（RCY 京都）

　〒 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　　HP： yaplog.jp/rcykyoto/

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、性の話を楽しく学べた、相手を思いやる大切

さを改めて考えられたなどとの声も聞かれました。
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ＩＦＭＳＡ―Ｊａｐａｎ／ 国際医学生連盟　日本

　ＨＰ : http://ifmsa.jp/　　　事務局： secretariat@ifmsa.jp

Ｐｅｅｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

～同世代からの性教育～

ＩＦＭＳＡ―Ｊａｐａｎ

ＳＣＯＲＡ関西

ＩＦＭＳＡ（国際医学生連盟）はＷＨＯ・世界医師会によって、

医学生を代表する国際フォーラムとして認められる非営利・非

政治の国際ＮＧＯです

私たちが普段高校生や大学生に行っているピアエデュケーションを実際に体験していただき、ピアを受けた高校

生たちがどのような感想を抱いたのか、どのような効果があったのか、アンケート結果をもとに紹介しました。体

験していただいたピアの内容は、ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関しての基礎的なレクチャーと紙コップゲームです。ＨＩＶ

／ＡＩＤＳに興味を持った学生が集まる場合には少人数に分けたグループでのディスカッションを行う時もありま

すが、この紙コップゲームは興味がない学生にも参加して耳を傾けてもらえるワークショップであると実感してい

ます。

参加していただいた方々のアンケートでは、学校の性教育とはまた違った、より身近に感じられる見方ができる

との意見を多くいただきました。一方向に伝えるのではなく、同世代で同じ目線で話し合い、各々自分なりの考え

を引き出し、そして正しい知識を身に着けることを私たちの目標としています。

後に、ＡＩＤＳフォーラムを開催してくださりましたスタッフの皆様、ご指導ご鞭撻いただきました先生方、

ご参加いただいた皆様に深く御礼申し上げます。
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宗教とＡＩＤＳ

 岩室　紳也 ヘルスプロモーション推進センター長

  厚木市立病院医師

 奈良いずみ 日本基督教団京都上桂伝道所牧師

 一場　　修 カトリック桃山教会神父

 古川　潤哉 浄土真宗本願寺派僧侶

  浄誓寺：佐賀県伊万里市

「宗教」という切り口から HIV/AIDS を考えるフリートークセッション。近年の横浜と京都の AIDS 文化フォー

ラムでは名物として地味ながら定番化したこの企画。京都での 4 回目となる今回は、医師、牧師、神父、僧侶の組

み合わせ。現代日本では「宗教」という響きだけでタブー視する風潮があるものの、実際に信仰の実態を良く知ら

ないままの場合が多く、これは、HIV/AIDS への風潮とよく似ている。宗教各派の考え方…というよりも、宗教

者それぞれの HIV/AIDS に対する姿勢、また、避妊や「性」のあり方についての話を通し、私達が本来持ち合わ

せてしまっている「偏見」の実態にも迫る。

今回は、冒頭から奈良牧師の歯に衣きせぬストレートな話しぶりに影響され、それぞれがかなり内容の濃い信仰

と性、避妊、HIV/AIDS の話ができた。90 分の枠では例年なかなか踏み込むことの出来ない核心部分についても

話が進み、カトリック、プロテスタント、浄土真宗による違いと類似に留まらず、信仰とは何か？信仰を持つとは

どういうことか、また、道徳と宗教とは違うのだという話など、HIV/AIDS だからどうのこうのという話ではなく、

宗教が目指すものの本質についてのトークとなった。（記載者　古川潤哉）　（紙面で詳細をお伝えするのは非常に

難しいため、内容が気になる方は、是非、次回のフォーラムにてご参加下さい）
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岩室 コンドームに対する各宗教の考え方は異なるが、HIV をカミングアウトしてもどの宗教も排除はしない。

HIV, 癌は医療機関では救えない部分があり、命の話はしづらく「今をどう生きる」を話さなくてはならな

い場合がる。その際、チーム医療に宗教家の参加を期待する。「手当」は同じ苦しみを共に感じる事で、病気

と付き合うとの考え方が必要である。

奈良 聖書にはホモに反対する記述はあるがレズビアンにはありません。プロテスタントは「本山」に物を言うこ

とに始まり、「私達は、神に作られ神はいつも側にいます」と安心を与える宗教です。その葬式は地上では区

切りをつけるお別れ、との考え方です。病気、HIV は出会いの一つで欠陥、罰ではなく、キリストが不安を

背負ってくれると説得します。

一場 カトリックではバチカンをまとめるため規律は厳しい。カトリックの葬式は新たな生命の始まりでその人生

を肯定し、あの世で再会するための祭りです。全ての人は救えないが司祭としてする行為に油を塗る作業が

あります。これは相手に触れる事で安心を与えています。そして不安や後悔、病や HIV に意味付けをして

安心を得てもらう努力をします。

古川 ホスピスに関わったことから性教育などにも参加。家族葬が増加している現状で、寺は入りやすい工夫など

努力が必要です。しかし葬式の意味は後に残る者に命がけで知らせることです。浄土真宗では病、HIV を特

別視しないで四苦八苦と言われる生老病死の一つと考えます。信仰に出会い、役に経っていると考える。
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口からエイズをみる

～そして性感染症から若者を守りたい！～

連（むらじ）　利隆 兵庫県立柏原病院歯科口腔外科

 大阪市健康局健康推進部顧問

HIV 感染症では、口腔内に多彩な症状がみられます。私が 1993 年以来エイズ中核拠点病院で多くの HIV 感染

者の歯科診療～口腔管理に携わった経験、また、厚生労働省エイズ研究班 ( 歯科 ) の活動で得た情報を基にお話さ

せて頂きました。HIV 感染症の病態に関しては、このイベントに参加される方々はすでに一定の知識を持ってお

られるという前提で、疾患についての解説はなるべく省略し、 近の動向と、私が経験した多くの HIV/AIDS の

口腔症状の写真を供覧させて頂き、口腔症状から HIV 感染の診断に至った事例、さらに、妊娠中に HIV 感染が判

明した事例等を紹介致しました。

そして、永年 HIV 感染症に関わってきた中で、平素より性感染症の予防には若者への性教育が も重要と考え

てきましたが、今年思いがけず、兵庫県の某市立中学校 3 年生を対象に「エイズってなぁに？」のタイトルで、エ

イズを通じて性感染症の予防教育の授業を行う機会を得ましたので、以下、私なりの取り組みについて報告させて

頂きました。

授業を行うにあたって、まず現在の若者の性行動と社会的背景、性教育の実態について目を向けると、一般にい

われているように、性情報の氾濫、性行為の開始年齢の低年齢化、十分な感染予防知識もないまま性行為で感染し

ていること、1 年に 2 万件以上の 10 代の人工中絶が報告されていること、そして性犯罪の犠牲が増加しているこ

と等があげられています。一方、性教育はかつて恥ずかしいものとして 捉えられてきた風潮、「寝た子を起こすな」

との消極的な姿勢、性教育が性道徳教育にすり替えられて『性』 に近づけないようにしてきたこと、その結果「性

感染症」に対する正しい知識が与えられていなかったこと等が問題点として指摘されてきました。これらが以前の

性教育が必ずしも効果をあげていないことの原因と指摘されています。しかし、 近では現場の教員は多くの問題

を抱えながらも性教育に向き合っていて、生徒に起こり得る危険の防止に一生懸命努力する姿が報告されています。

とはいうものの、

1. 教員の多くは授業時間、内容とも不足と感じている。

2. 性教育に関心はあるが苦手意識が強い。 

3. 学外からの専門家による性教育のニーズが 高い。

4. 家庭での性教育も改善が必要。　　

との意見があげられています。　
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今回、私は「学外からの専門家による性教育のニーズ」に関連して招聘されたものと思っています。

性教育のポイントの 1 つは、生徒に「性行動に伴うリスクを自分のこと、身近なこと」として捉えさせることと

言われています。従って、私は授業を単なる「エイズ」の“物語授業”とはせず、HIV 感染症等の事例を供覧し

ながら、性感染症が自分に身近なことと感じさせること！ 予防法を教え、性交渉のマナー、恋愛～人を愛するこ

とについて一緒に考えること、さらに、年齢を考慮して LGBT にも触れ、性の多様性、性別違和は異常でも病気

でもないことを“Why”を伝えながら解説しました。医療者が授業を行う場合、実際の HIV 感染症等の事例や現

実を生徒達に供覧することができるため、生徒の心を授業に引きつける強い武器になることを実感しました。

今回、私の授業に対してどんな手ごたえがあったか、について、生徒達の感想文を紹介しながら報告させて頂き

ました。感想文からは、エイズ、その他の性感染症が自分に身近なものであること、予防についての知識、エイズ

に対する偏見、差別が無知からきていること、人を愛するということは相手を想うこと、そして相手も自分も大切

にする心を伝えることが出来たように感じ取れました。

そして、高校生、大学生、社会人となっても心に根付いていることを祈りたいと思います。

▲同志社大学　尋真館
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京都市　保健医療課

１　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（日）12 時 30 分～ 16 時

検査人数：51 名

会　　場：同志社大学新町キャンパス　臨光館　３階

　

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　講演：未来ある君たちへ！京都市保健師の青少年への取り組み　

京都市では，思春期の青少年向けた性感染症予防の取り組みを重点的に実施して

おり，保健師による「京都市性教育パッケージ（性教育指導案）」を使用した模擬

授業や，北区，山科区の地域特性に応じた様々な青少年対策を紹介した。

３　パネル展：知っていますか？ HIV ／ AIDS のこと

パネル展示を実施し、併せて啓発パンフレットやあかりん（京都市エイズ予防啓発キャラクター）ピンバッジ等

を配布した。

啓発物品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。

　京都市役所　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/menu3/category/36-6-2-0-0-0-0-0-0-0.html
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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

佐々木　亮平

岩手医科大学　いわて東北メディカル・メガバンク機構

東日本大震災後、岩手県内の被災した三陸沿岸地域を中心に医

療や健康づくりの復興支援を行っています。

AIDS を切り口に「人と人とがつながる」ことを考える事業を平成 17 年度から陸前高田市においてスタートさせ、

地元青年会議所と保健所、大学生・高校生が中心となって平成 22 年度まで 6 年連続で開催していました。

平成 23 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災により、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 事業も中断していましたが、昨年（2013 年）、3 年ぶりに復活することができました。

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、現地の方言で「はまってけ

らいん（参加しましょう）、かだってけらいん（語りましょう）」をテーマに、改めて AIDS も被災地の復興も、「は

まかだ」することの大切さが確認され、つながりの輪が広がりました。

大阪府の経済学部の学生さんや、東京都の社会学の大学院の学生さんなど若い世代の方々に参加いただき、「人

と人とのつながり」について、いわゆる保健医療福祉の切り口とは異なる視点で考えていただくことができました。

また、岡山県の公衆衛生教育関係者から、「人と人とのつながり」を考えていく上で、改めて「脳」と「手」の必

要性について助言いただき、実践し続けることと、そのことを整理し続けることの重要性を確認することができま

した。東京都から一般の方の参加もあり、陸前高田市での取り組みへの理解をいただくキッカケの機会となりまし

た。

佐々木亮平

岩手医科大学　いわて東北メディカル・メガバンク機構　臨床研究・疫学研究部門

　〒 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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高齢期のＨＩＶ陽性者の課題を考える

特定非営利活動法人パープル・ハンズ

性的マイノリティの、高齢期も支え合う、学びの場と　ネット

ワーク作りを目指す NPO です。

HIV 陽性者と成年後見

医療の進歩で長期生存が可能となった HIV 陽性者。その一方、「長生きできるようになったがゆえの困難」も、

これから顕在化してくるでしょう。陽性者の大部分を占める MSM （ゲイ・バイ男性）など通常の家族をもたない

人の老後をどう支えるか、また HIV 関連認知症（HAND）の問題も言われるなか、本人をサポートするキーパー

ソンとなりうる制度の一つが成年後見です。

本講座では成年後見制度について、基礎的な情報と、これ

をゲイや HIV 陽性者サポートの現場で活用した場合、どの

ようなことができるかのシミュレーションストーリーを紹介

しました。年配の男性の参加もちらほらあったのが、心に残

りました。

支援者はもとより、HIV 陽性当事者のかたも、まだ関心が

薄かったり、あるいは気にはなりつつ、つい目を背けている

のかもしれない高齢化問題、老後問題。安心や希望がもてる

情報を提供していければと願っています。

特定非営利活動法人パープル・ハンズ

　〒 164-0003　東京都中野区東中野 1-57-2 柴沼ビル 41 号

　TEL : 03-6279-3094　　　http://purple-hands.net/
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男同士で結婚式を挙げて 10 年

～変わったこと、変わらないこと～

そう＆カッシー

横浜で平凡な同棲生活を営んでいるゲイカップルです。

「男同士で結婚式を挙げて 10 年　～変わったこと、変わらないこと～」という題名で昨年に引き続き「ＮＬＧＲ

2004」で行われた同性結婚式で挙式したことを中心に、普段の暮らしと、同性婚 / パートナーシップ制度が存在し

ないことでちょっと不安に思っていることをお話しさせていただきました。

同性婚 / パートナーシップ制度がないことで、住まいの相続ができないことによる不安、養子縁組を利用するこ

とへの抵抗感、遺言書作成などの方法もあるものの、それも手付かずである状況などを話させていただきました。

今回もＨＩＶ／ＡＩＤＳの話題が少なかったかな？と終わってから思いました。

ＨＩＶを持っていない ( と思っている。直近の検査結果は二人とも－の ) ゲイカップルがＡＩＤＳ文化フォーラ

ムでどのようにＨＩＶのことを扱っていくか、今後の課題だと思っています。昨年に引き続き惚気話ばかりになっ

てしまいましたが、多くの方に来ていただけたことに感謝します。

※ＮＬＧＲについて

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ＬＧＢ

Ｔイベントで、2002 年から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

る場が少なかった時代にはじまったもので 2002 年から 2013 年まで毎年行われてきました。(2014 年は希望者から

の申し込みがなく結婚式はありませんでした )

ＮＬＧＲではＨＩＶ検査会も行われ、土曜日曜の二日間で迅速検査ではなく、確認検査まで行われる特別な検査

会です ( 土曜日採血、日曜日結果告知 )。

来年は五月の 終の土日で開催される見込みですが、詳細が未定ですので公式サイト　http://nlgr.net　でご確

認ください。

そう　　sou21century@gmail.com　　　ブログ： http://ameblo.jp/sou21century/
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落ち込んでいる人の気持ちを動かす 10 のヒント

一般社団法人日本心理療法協会

　　　　　　椎名雄一（心理カウンセラー）

落ち込んでいる人の多くは心を閉ざしていたり、言葉にできない思いがありすぎて、うまくコミュニケーション

がとれないことがあります。

そんなときに普通の話し方をしていても悩んでいる人のこころは開けません。「笑顔」「うなづき」「相づち」「伝

え返し」のような当たり前の傾聴技術は本当に悩んでいる人にとっては「小手先の技」にみえます。「営業」「お笑

い」「交渉術」「落語」「宗教的儀式」などの中に心を開く鍵がたくさん隠されています。今回は 10 個のコツを通し

て、落ち込んでいる人との関わり方を学びました。

この方法は相談者（クライアント）の予想を裏切り、悩みの状態を崩すテクニックともいえます。そのため、受

講された方々が意表をつかれ、大笑いする場面がよく見られました。悩み相談は暗く、真面目にやらなくてはいけ

ないというのは治療者・支援者の狭い枠でしかありません。笑わせる、怒らせるさまざまな方法を駆使して、落ち

込んでいる世界観を変えることが落ち込んでいる人の役に立ちます。簡単な方法なので教育現場や被災地でも活用

しやすい方法です。

一般社団法人日本心理療法協会　

　〒 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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“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「エイズ文化フォーラムには何回目の参加ですか？多い順に並

んでください。」、「今日を基準にして誕生日順に並んでください。」、

「ここまで来るのに掛かった時間の短い順で並んでください」といっ

たお題に対して無言で並んでもらい、少しお互いのことを知り合っ

てからプログラムを始めました。

◆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パートナーの携帯チェックはあり？

②どこからが浮気？

という二つのテーマに沿って時間を区切ってグループを移動しど

ちらのテーマについても話をする機会を設けました。「自分が（浮

気を）するのはいいけど、やられたら嫌」という率直な気持ちの発

言や「浮気かどうかは相手が決める！」というような名言まで飛び出し、それぞれが感じること思ったことを気兼

ねなく出し合うことで様々な価値観に触れる時間となりました。話が盛り上がり終了時間が来ても続けて話をして

いるほどでした。

◆参加者の感想

・若い方の恋愛観と私の恋愛観の違い

・意外とドライな考え方の人も多いのかな

・恋愛についての価値観は人それぞれで、許せる、許せないのラインが大きく違う

・人それぞれ考えがあるので、人の話をよくきくことが大事

・勇気が出ました

・いろんなことを経験して学ぶことも大切かなーと・・・
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学校における男性同性愛者に対するポピュレーションアプローチ

～男性同性愛者のメンタルヘルスと教師が取り組みにくい啓発活動～

特定非営利活動法人ＳＨＩＰ

性的マイノリティのコミュニティスペースの運営と、ＨＩＶ検

査、学校向け研修を実施しています。

　2013 年度のエイズ発生動向年報によれば、ＨＩＶ感染者の７割 , ＡＩＤＳ患者の５割を男性同性間性的接触（Ｍ

ＳＭ）が占めています。また、ＨＩＶ感染者の地域別では神奈川県は東京、大阪に次いで全国３位の多さとなって

おり、ＨＩＶと性感染症の広がりはこれまでにない状態を迎えています。

こうしたことが起こる背景としては、ＭＳＭの多くは自分が同性愛者であることを学校や職場の仲間、家族にも

伝えることができず、自分自身のことを隠し偽り、”異性愛者”を装って生活しています。そのことがストレスとなり、

成人後のメンタルヘルスに大きく影響していると考えられます。また、メンタルヘルスとＨＩＶ感染リスクの高い

性交渉との関連が先行研究で指摘されています。 

また、近年のインターネットの普及により、自らのセクシュアリティに気付いて間もない中高生が出会い系サイ

トでゲイ男性と出会い性行為を経験しています。

こうしたことから、学校における男性同性愛者を前提にした性感染症の授業を行う必要がある。しかし、学校の

授業で「同性愛者」の話をすると笑いが起きることから、なかなか授業で取り上げることができないのが現状である。

当団体では、2007 年から神奈川県との協働事業により、学校における性的マイノリティの理解に向けた啓発活

動を実施してきた。

当フォーラムでは、ＭＳＭの性行動の現状と当団体の取り組みの紹介を行った。

特定非営利活動法人ＳＨＩＰ

　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 7－ 2　ハイツ横浜 713 号室

　電話：045-306-6769 （水・金・土曜 16:00～ 21:00、日曜 14:00～ 18:00）

　e-mail: info ＠ ship-web.com
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大好きって相手を大切にする事

（ただ優しいのと大切にする事の違い）

ウィメンズクリニック・かみむら　　上村　茂仁

デートＤＶについて説明した。

性感染症の知識、命や自己肯定感についていくら説明しても、好きなパートナーから性行為を求められれば断れ

ない現状がある。パートナーとの付き合い方を考えたときにどうして相手の要求を断れなく成るのか、どうして相

手にそのような要求をしてしまうのだろう。デートＤＶをテーマにしてその事について考えてみた。

１）デートＤＶとは　　自分の付き合っている人

対して約束をいっぱいさせて自分以外の人とは

かかわらせないようにする事。または自分の言

うことをを聞かせて付き合っている人を自分だ

けのものにしようとする事。一般に DV する

人は、 初は、ものすごく優しくとてもまめで

す。そして普通よりもたくさんの約束を相手に

させて、しつこくその約束を守らせようとしま

す。約束を破られると相手を脅したり、暴力を

振るったり、自分を傷つけてみせたり、泣いた

り、とても優しくなったりして何としてでも約

束を守らせようとします。そんな時、一般にＤＶされてる人は付き合っている相手を怖いと思う時があります。

２）ＤＶしたりストーカーする男子へ　　彼女が自

分から離れようとするとき、なんでこの俺を無

視するんだとか、こんな思いさせられて絶対に

お返ししてやるとか、そんな事考えたりするよ

ね。彼女が離れそうに成るのは嫌だし、辛いし、

腹立たしいよね。でも変なプライドを捨てよう

ね、その関係はもう終わってるよ。君がいくら

相手を脅しても、表面上優しくしてもそれは無

理矢理繋いでいる関係、または相手の心をもて

あそんでいるだけ。そのままだと彼女は苦しむ

よ、幸せになれないよ、そして君も。彼女に嫌

われたとか別れて欲しいって言われたのならそ

の理由を考えようよ。嫌な事や辛い事があるとき優れた人はその理由を考えてその都度改善してゆくんだよ。

君が今のままの自分を変えないでそのままの自分をとおして無理やり相手に受け入れてもらおうなんて無理だ

よ。君が本当に変わるんだったら、まず彼女から離れよう。時間かけて自分を客観的に見つめて良くないとこ

ろを探そう。彼女と引っ付いたままじゃ君は変われないからね。でも自分の事ってなかなか１人じゃわからな

いよね。君は多分友達の言葉にも耳を傾けていないんじゃないかな、または友達がいない？周りの人って案外
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きちんと君を見てくれてるよ。そんな声に耳を傾けて自分を評価してみようよ。変なプライド捨てようよ。君

が頑張るのだったら、取り返しはいつでもつくんだよ。もう遅いとか取り返しがつかないって事なんて無いよ。

自分の嫌なところ好きなところきちんと見つけて、もっといい男に成ろうね、その方がかっこいいよ！！

３）デートＤＶの被害者の親や友人にお願い　　１、

とにかくその関係はＤＶである事をやんわり伝

える　２、どうしたらいいと相手に聞かれたら

別れて欲しいと言う。３、聞かれなければその

まま距離を保ちながら様子を見る。ただし、つ

ながりは断たない。月一回ご飯を一緒に食べに

いくとか、習い事に行くときの送り迎えをする

とか一緒に付き添うとか、必ず何らかの関わり

は保つ。友達は決してぶち切れないで友達関係

を保つ。けっして積極的に関与してＤＶの関係

を改善しようとはしない。被害者が相談してき

たらそのときは必ず相手をする。その時はアイ

メッセージで話をする。　４、結局被害者は何らかの事件または事象で傷つく、落ち込む、挫折しないと変わ

る事は無いのでその時が来るのをつながりを保ちながら待つ、そしてその瞬間をのがなさい。　５、被害者が

彼との関係に傷つき、挫折した時、あなたを相談相手と、または居場所と思ってくれていたら、そのときはあ

なたの意見を強く相手に伝える。加害者と別れるように話しても良い。３から５のサイクルは何回か繰り返す

事もある。　６、ただし肉体的に被害者が危険である場合には、対応してもらえる警察窓口、ＮＰＯ等を前もっ

て調べておき、必ずつなげるようにする。

上村　茂仁

　〒 700-0901 岡山市北区本町 4-18 コア本町 3F 　

　ウィメンズクリニック・かみむら　　　　kamimura@kitty.jp

▲全国に広がるＡＩＤＳ文化フォーラム
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ＨＩＶと在宅療養・介護を考えるミニシンポジウム（２）

「陽性者を介助・介護する人たちに知っておいて欲しいこと」

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陽性者を介助・介護するにあたり、感染経路、各種サービス

における注意点や服薬援助の重要さなどについての理解が重要になっ

てくる。今年度は、陽性者の介助・介護を担当する医療者・介護者に知っ

ておいて欲しいことを概説でまとめながら、京都における現状や今後

の課題、展望を明らかにした。

・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：摂南大学薬学部　医療薬学研究室５回生：森諭美さん

「ヘルパーさん向け感染防止・服薬支援に関するパンフレット作成についての報告」

ＨＩＶ陽性者を介助・介護するにあたり、実際に患者さんに接する機会が多い介護福祉士やヘルパーの方々

の感染経路、各種サービスにおける注意点や服薬援助の重要さなどについての理解が重要になってくる。今

年度の研究テーマとして、これらの情報提供を目的に作成したパンフレット作成にとり組んだとの報告が

あった。

・パネリスト２：京都大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科 小林正行さん

「陽性者を介助・介護する人たちに知っておいて欲しいこと～医師の立場から～」

医師の立場から、日本や京都でのＨＩＶ陽性者の状況から、疾患の基本的な説明など幅広くまとめていただ

いた。特に感染に対しては、標準予防策、針刺し事故から介護、介助をする際の注意点についてについてわ

かりやすくまとめていただいた。

・パネリスト３：きらめき薬局　ＨＩＶ感染症専門薬剤師　中村美紀さん

「在宅療養における服薬支援のポイント」

ＨＩＶ感染症専門薬剤師の立場から、「なぜ服薬管理が他疾患より重要か？」、「アドヒアランスを保つための

工夫」、「今後薬剤師として在宅介入で何をしていくか？」についてわかりやすくまとめていただいた。

・パネリスト４：京都府介護福祉士会理事　柏本英子さん

「ホームヘルパーからみた現状および今後の展望について」

ＨＩＶ陽性者を介助・介護するにあたり、実際に患者さんに接する機会が多くなる介護福祉士の立場から、

京都における現状や今後の課題、展望についてまとめていただいた。

また、会場から長野県での介助・介護の現状などについてコメントをいただき、また服薬やＨＩＶの感染リスク

に関する質問などもあり、受け入れ体制をつくっていく必要性を共有できたミニシンポジウムとなった。

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）
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世界のエイズ

～世界で活動したボランティアからの報告～

「Sex for Water? 新聞記事から見るケニアのエイズとその対策」

JICA 国際協力推進員（滋賀県担当）郡司　穣

青年海外協力隊でケニアの国家エイズ対策委員会に 2010 年から 2012 年ま

で派遣された経験から、ケニアでエイズ対策に携わるということがどういう

ことか理解いただけるように講義を行った。初めにケニアという国の説明

とエイズの状況を同国政府の報告書のグラフなどをもとに話した。その上

で、今年 6 月に Daily Nations 紙に掲載された記事 “Who will come to our 

rescue?” という、日々の生活に必要な水のためにセックスせざるをえない女

性の話を取り上げた。あわせて現地の開発の遅れや貧富の差、あるいは固有

の文化・風習などがどのようなエイズに関連した問題となるか、また、その

ためにはどのようなステークホルダーと共働する必要があったかということを紹介した。アフリカにおけるエイズ

の問題は、医療だけでなく、それを整える環境としての政治や経済、文化、宗教など様々な要素が絡み合っており、

またその対策も一様ではない、しかし、単に統計の数値をながめてもそれはデータに過ぎず、より個々の人々の生

活レベルに関心をもたなければエイズは見えてこないし理解はできないということを伝えた。

「世界と AIDS と僕」

クワミ・正希（人権関連団体職員）

アフリカのガーナの首都アクラから北東へ 3 時間。主要都市へ向かう途中

の山の中にあるアシネマという人口数百人の村。その村に住みながら HIV

の活動をする上で助けられたことは、こどもからおとなまで、属性に関係な

く皆が対等な関係にあることで、HIV に関わる情報を地域の中で共有し合い、

学び合い、話し合う機会が増えていったこと。地域の代表者や重要な存在で

ある人物は HIV の理解と認識が高く、地域全体も理解と認識が向上したこ

と。平和と友情、家族を大切にする国民性の中で、人を大切にする心が地域

での暮らしの中で安心に繋がっていったこと。ユニバーサル・アクセスの向

上と、一人ひとりの命と生活が確保されたコミュニティーの構築につながったのは、対等に人を大切にする意識か

らでした。国際会議でも「人権が確保されていない社会であることが、HIV の課題解決の大きな障壁となっている。

だから HIV 対策には人権が大前提」と幾度となく言われてきたことを、アシネマの人々が改めて教えてくれまし

た。「日本で治療を受けている人が、日本以外でも同じ薬を選択できるかどうかという情報を得るのに困る時があ

る」という質問がありました。困った時はぜひ、HIV 対策を経験した何百人といる青年海外協力隊員が持つ情報

とネットワークをご活用ください。また食事と栄養について大変関心がある人と出会い、料理を通じて HIV と栄

養を考えるプログラムを来年実施してはどうかという話になりました。ここで新たな繋がりや広がりが生まれたこ

とに改めて感謝いたします。

水野菜穂子　　京都大学病院・疾患栄養治療部　　電話 :075-751-3111（代表）

里　　英子　　京都第一赤十字病院・看護部　　　電話 :075-561-1121（代表）
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こころの動かし方のコツ

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

精華学園高等学校　町田学習センター　　

　〒 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

学校法人　精華学園高等学校　町田学習センター

学校に行けなくなった子。自信をなくしてしまった子。通信制高校にはさまざまな生徒がいます。多くの人が「正

論」を子どもたちに伝えようとしますが、それでは心が動きません。学校、教育、正しさという枠を超え、「相手にメッ

セージを伝える」ことを追求していくと独りよがりの方法論では実は伝わっていないことがわかります。「脚本家」

や「映画監督」は引き込まれるような世界観をつくって、メッセージを伝えます。「営業マン」は面白い話術で商

品を説明するかも知れません。「戦国武将」のように「鼓舞」するやり方もあります。そして、多くの場合、メッセー

ジは「正論」の形をしていません。「物語」であったり、「演劇」だったりするのです。この講義ではメッセージを

伝えられる「人物像」「価値観」「方法」をそれぞれに学びました。

みなさん真剣に「助けたい誰か」を思いながら、自分なりの方法を工夫していました。講義後も延々と質問が続

いたのは参加者の意識の高さのように思います。
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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 5 日にミニライブ＆トークショーを開催いた

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。トークショーでは、

夏から秋にかけて関東地方で流行した「デング熱」について、大阪市立総合医

療センター感染症センター、白野倫徳医師と対談し、ウイルスによる病気につ

いて学びました。

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。

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。

 

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

　E-mail shirano@wonder.ocn.ne.jp
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生きる力を育む伝え方

～イマドキの若者をタフに育てるために～

岩室　紳也

　ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ）

　AIDS 文化フォーラム in 横浜運営委員　

 
HIV/AIDS
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お坊さんが行う性教育授業　ver.4

～生と性と死を考える～

古川　潤哉

　浄土真宗本願寺派　僧侶（浄誓寺：佐賀県伊万里市）

ホスピスへの関わりから、HIV/AIDS への理解と支援の運動、

性感染症、望まない妊娠・中絶などの予防と支援を含む思春期

支援活動に関わる。佐賀県の DV 総合対策センターによる中学

生向け DV 予防教育プログラム内にて、「AIDS をとおしていの

ちを考える」授業を担当し、公立中学校で年間２０校ほど、性

と生と死を考える授業を行っている。日本思春期学会会員。

「生と性と死」を考える授業として、主に佐賀県の公立中学校３年生へ向けた授業を模擬授業で再現し、参加者

からの感想とフィードバックを得ようとする試み。現在、全国的に見ても公立学校で、単発ではなくプログラム化

された性教育に僧侶が僧侶として関わる事例は殆ど無く、一般向けに模擬授業を行うのは横浜と京都の AIDS 文

化フォーラムのみであり、貴重なもの…かもしれない。

参加者には、「今の」中学三年生になったつもりで聴いてもらい、マイクを向けての質問にも中学生として応え

てもらうのがルール。しかし、生と死、いのちの捉え方などの質問には、ついつい大人の本気モードで考え込んで

しまうものであり、そこもまた楽しい一面。いのちの問題、性の悩みは大人だから、子どもだからという区切りは

無く、それぞれの経験によって判断すべきことが多い。そのためにも、自己存在の意味を考えつつ、生まれること

と死にゆくこととセットで「性」を捉える考え方がもっともっと普及し、ベースとなって欲しいと願うところ。

思春期の現場をご存知ない方にこの模擬授業を行うと、的外れな非難を受けることもあり、一般向け模擬授業は

そろそろ終わりにすべきかと考えていることを話したところ、終了後に「続けるべきだ」との声を複数頂き、再考

中。大人が、思春期を学校任せにせず、批判ではなく、関心を持つことによって、救われる若者が増えるものと期

待している。

ご来場頂きました皆様、ありがとうございました。

古川潤哉　　http://furujun.info　　　junya@joseiji.org

　〒 849-5261 佐賀県伊万里市松浦町桃川 3163　浄誓寺
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ヒューマンセクシャリティ―基礎講座―

大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類　山中　京子

わたしたちの社会は、ヒューマンセクシャリティに関する事柄を

「プライベートなことなのだから、人前でおおっぴらに語るべきで

はない。」、「恥ずかしい事柄だから、どうどうと語れることでもな

い。」として人前でまじめに語ることを抑制する一方、日常会話の

中で冗談やからかいの対象としては大いに「自由に」消費するこ

とを容認している。その結果、一般の人々がヒューマンセクシャ

リティについてその経験をまじめにじっくり振り返り、それを他

の人と共有し、その経験について他の人々と一緒に考える場所は

少ない。また、このような状況のために、ヒューマンセクシャリ

ティに関する事柄は、人々の思い込み、意見、限られた情報によ

る断定などが「事実」として流通する結果につながっている。し

かし、その一方でヒューマンセクシャリティについてじっくり考え、

科学的な態度で分析や考察しようとする人々の営みも脈々と続け

られてきており、その営みの成果はすでに性科学という学問領域

で蓄積されている。この性科学によって明らかにされているヒュー

マンセクシャリティの基礎知識を紹介し、この参加者がその学び

とともに自身のヒューマンセクシャリティについて自由に振り返

り、またヒューマンセクシャリティについて周囲の人々と共に考

える場所を創り出したいと考え、本セッションを企画した。

HIV 感染症は性行為によって感染する疾患である。その特徴からこの病気に対する社会の態度そして HIV 陽性

者の経験も深い影響を受けている。そこでその社会の態度そして HIV 陽性者の経験について理解を深めるために

も、ヒューマンセクシャリティ全般について基礎理解を得ることが重要であると考えた。本セッションのもう一つ

の目的である。

性科学の基礎知識として、人間の性的な発達を受精の瞬間から成人に至るまで遺伝子、ホルモン、性器、性自認、

性役割、性指向のレベルから捉える考え方が紹介され、その知識を基礎に多様な性のあり方が身体的性、身体的性と

性自認の関係、性指向の諸側面で生じていることが説明された。また、性科学者であるミルトン・ダイヤモンドによ

る「自然は多様性を生むが、社会はそれを規制する」という言葉が引用され、われわれの社会は自然に多様性が生じ

てくるヒューマンセクシャリティに対して「異性愛主義」による一定の規制をかけ、そのことが性的少数者である人々

を抑圧し、その人々がありのままの性で生きられない状況を生んでいることが指摘された。また、「われわれは何の

ために性行為をするのか」という根本的な疑問についてハービー・ゴクロスの提唱した（１）性的な快感（身体的、

精神的）を得るため、（２）ある特定の人と近づき、親しみ、より知り合うため、（３）誰かを相手に性行為を通じて

自分の何かを証明するため、（４）子どもを生むため、（５）自分を認識するためという考え方が提示された。その他に、

ヒューマンセクシャリティが持つ個別的対社会的、身体的対心理的、個人的対関係的といった両側面について、説明

がなされ、その両立あるいは混在の中にわれわれの社会のヒューマンセクシャリティがあることが確認された。

上記のような知識提供を踏まえ、後半は参加者がゆっくりとしたペースで自分の考え、意見、経験を交換しあっ

た。ヒューマンセクシャリティについて考え、語る場として一定成果はあったのではないかと考えている。
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国際エイズ会議（AIDS2014）セックスワーカープログラム報告

～セックスワーカーの健康サポートについての海外の取り組みを紹介～

ＳＷＡＳＨ（Sex Work And Sexual Health）

セックスワーカーの健康と安全のために活動しているグループです。

2014 年の 7 月にメルボルン（オーストラリア）で開催された、「第 20 回 国際エイズ会議」のセックスワーカー・

プログラムについて報告させていただきました。

30 ヶ国以上、300 人以上のセックスワーカーが参加した「セックスワーカー・プレカンファレンス」の様子や、

各国のセックスワーカー・グループが国際エイズ会議の中でどのようにネットワークを構築しつつ活動していたの

か、女性のセックスワーカーはもちろんのこと、男性やトランスジェンダーのセックスワーカーの現状と課題など、

ＳＷＡＳＨのメンバーがパワーポイントや資料などを用いて発表いたしました。

「調査や政策策定段階での、当事者参画はデフォルトに！」

セックスワーカーをめぐる政策立案や調査研究に対する、当事者グループからの鋭い指摘は、セックスワーカー

だけでなく、マイノリティの問題に取り組むすべての人に知っておいて頂きたいです。たとえば、当事者グループ

や当事者コミュニティと全く関係の無いところで、勝手に当事者のことが調査されたり、決定されてしまうことが

あります。そうすると、当事者グループの人々が後からその結果を知り、「私たちの知らないところで、いつの間

に私たちに関する調査をしたのか？」、「エビデンス（証拠）はどこだ？」と問題になります。

調査や政策策定段階で当事者の参画は重要です。上記のような指摘を行う当事者グループの人々は、自分たちが

知らないところで行われた調査や政策策定によって引き起こされる弊害や被害を経験しています。だからこそ、当

事者の意見を聞くことから始めなければいけないのです。

※報告会では、水嶋かおりん、要友紀子、大河りりぃによる報告が行われました。

紙面の都合上、以下のサイトに報告を載せていますので、ぜひご覧ください。

http://swashweb.sakura.ne.jp/file/aids2014.pdf

ＳＷＡＳＨ（Sex Work And Sexual Health）

　http://swashweb.sakura.ne.jp/
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免疫力の低下を防ごう。リンパマッサージと（体験）と

無煙社会（実現）とエイズと結核とがん（乳がん）の謎

ＳＫＧＨ＆ＡＴＡＣ in ＮＡＲＡ

畠山雅行・田村猛夏・後藤千寿子

ATAC(ANTI TUBECULOUSIS ASSOCIATION CONFERENCE)

は結核やエイズやその他感染症を、SKGH（SIGISAN 

KANNGOGAKKOU H）は無煙、リンパマッサージと乳がんの

予防と早期発見について理解を広める活動を行います。

発表と展示

①エイズ・結核の予防と早期発見と治療を学習。

②乳がんの早期発見と治療の学習。大中小 3 タイプ「乳房乳がんモデル」の実際の触知体感と乳癌自己検診の啓発。

③禁煙推進と無煙社会の実現。

④マンツーマンによるリンパマッサージ体験と普及。

⑤アンケートによる第３者評価実施。

畠山雅行　　FAX：0743-78-9841　　Ｅ -mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp 

◇アンケートの結果 : 総計 36 名回収（無効回答なし）。（男 10 名：女 26 名）

エイズアンケート結果：全 11 問。平均正解率 92%。結核アンケート結果：全 13 問。平均正解率：69％。無煙アンケー

ト結果 91.7%。リンパマッサージアンケート結果 86.9%。乳がんアンケート結果 75％。結核問い４「結核に感染し

た人の約 10 人に 1 人が発病する。」と問い 13「結核に感染すると 8 ～ 12 か月が も発病しやすい。」と無煙問い 16「喫

煙者は寿命より若死にする。一生喫煙を続けると寿命が 14 年縮まる。」の正解率は低かった。

◇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

参加者の理解度は低く、今後も経年的に正しい知識を伝える必要性があります。無煙の推進・リンパマッサージの

普及・「乳房乳がんモデル」等を利用しての自己検診の普及もより重要と考えられます。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。
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ケアカフェばざーる＠同志社　いよいよはじまります

同志社大学社会学部社会福祉学科　野村裕美ゼミ 3 回生クラス

浅野瑞希・向井真衣未・大塚友誉・滝澤萌子

肖崢楠・張天牧・芝理仁・野村裕美

【はじめに】

ケアカフェは、多職種による顔のみえる関係づくりと気軽な相談の場を地域に定例的に創出することを目指した

ものである。2012 年に北海道旭川（旭川医科大学緩和ケア科阿部泰之医師ら）で始まり、現在全国 70 箇所に拡大

している。その基盤には、多職種の連携がうまくいかない現象が起こるのは、チーム医療や多職種連携はできて当

たり前、という思い込み、あるいは、自分にとっての常識が他人にとっても常識であるという思い込みがあるため

である、それを解いて実践につなげるというアプローチがある。これを信念対立解明アプローチといい、人はそれ

ぞれ違うということに気付き（相対的可能性）、その違いを認めた上で協力していかなければならない（連携可能

性）という思考を対立場面で活用していくアプローチをベースとし、主体的で自主的な参加を尊重する成人教育理

論、情報は強い紐帯よりも弱い紐帯を通じて受け渡されたほうがより多くの人々に到達し、より大きな社会的距離

を乗り越えられると考える弱い紐帯の強さの理論、ワールドカフェという対話手法を組み合わせてつくられた仕組

みである。

【京都発のケアカフェ】

このケアカフェの方法を採用し、本年 10 月より京都発のケアカフェ「ケアカフェばざーる」が始まることとなっ

た。バザールカフェは、1998 年にかつて宣教師の住まいであったヴォーリズ建築の洋館に設立されたカフェで、

滞日外国人等就労の機会を得にくい社会的マイノリティといわれる方々に雇用の提供を行っている場所である。さ

まざまな人々の多様性を受けとめ社会につなげる支援を積み上げてきたバザールカフェに拠点を置き、保健医療福

祉の専門職やそれを学んでいる学生、宗教家、市民等がひとつのテーマにそって対話を行う取り組みを行うことと

なった。本発表は、京都発の開催を記念して、ケアカフェを多くの人たちに広める目的で開催した。

【当日の発表】

参　加　者 ： 15 名（社会福祉学、看護学、神学を学んでいる学生）

プログラム ： ①ケアカフェの紹介

 ②ケアカフェ全国大会（北海道旭川市　2014 年 8 月 23 日開催）参加の報告

 ③ケアカフェ体験（ケアカフェが始まったら何を話したい？）

時　　　間  ：  13 時 15 分～ 15 時 30 分
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ＡＩＤＳとサブカルチャー

佐藤　直美

桜屋伝衛門

近年文化的と感じるプログラムの少なさに、我々なりに文化と

エイズの結びつきを考えてみたく参加しました。

エイズの話題、サブカル的な出来事、個人的な出来事を年表に表し、時系列的に時代、文化の変遷をトークした。

エイズのメディアにおける伝え方 / 伝わり方にどんな違いがあるのか、興味深い内容となった。今後のエイズをめ

ぐる表現の在り方を探るヒントになったように思う。

今回は初めての試みであり、機材のトラブルや時間配分などにコントロール出来ない部分があったが、継続的に

やっていきたい手応えを感じた。また来場者は年齢層に幅があり、各年齢に訴えかけるものにしていきたいと感じ

た。

来場者の反応は概ね好評であり、漫画、アニメ、映画などといった身近なメディアを選んだので共有しやすい話

題であったようだ。漫画を多数資料として展示したのだが、プログラム終了後手にして行った方が多かった。特に

若い来場者には興味を持ってご覧いただけたようだ。

桜屋伝衛門　　toy_toy_0906@yahoo.co.jp
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ＬＧＢＴ（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）の

薬物依存症者が、回復を目指している体験談を話します。

ＬＧＢＴの薬物依存からの回復をめざす会

薬物依存の問題を抱えたＬＧＢＴ ( レズビアン、ゲイ、バイセ

クシュアル、トランスジェンダー ) の当事者が薬物を使わない

で生きるために助け合う集まり。

薬物依存者、かつＬＧＢＴという生きづらさを感じている者が、社会の中でどのようにして薬を使わずに生きて

ゆくか。また、社会とどのように関わり、どういう形で参加していくか、これまでの経験と、その体験を話した。

近年、違法薬物・危険ドラッグのニュースが世間をにぎわせているが、ＨＩＶと薬物は近しい関係にある。また、

ＨＩＶ陽性者の多くはゲイなどのＭＳＭである実態がある。

しかし、これらを同時に語られる機会は極めて少ない。薬物依存とはどういうことなのか、ＬＧＢＴであること

と薬物依存の関係はどのようなものなのか、薬物依存から回復しようとしている当事者はどのような体験をし、何

を考え、これからどのように生きいこうとしているのかなど、実感として伝わっていない実態がある。

当事者の体験の語りによって、ＬＧＢＴや薬物依存者及び回復を目指している姿をリアルに感じてもらい、身近

なことがらであることに気付いてもらうきっかけとすることを目的として企画した。

当日は、３名の男性同性愛者の薬物依存者かつＨＩＶ陽性者が、それぞれの生育歴、その中でのゲイとしての自

覚や経験、薬物との出会い、依存するようになった経過、回復に向けてどのような取り組みをしているか、これか

らどうしていきたいのかということについて、自らの経験と思いを語った。それは、自助グループの大切さ、自ら

の経験を同じ道を歩もうとしている人たちに伝えたいという思いが強調されるものとなった。

その後、会場との質疑応答にうつったが、外来の診察室の中でどうして自分の経験や思いを伝えてくれないのか

という医師からの質問などもあり、当事者のリアルな姿を参加者全体で共有することができた。

【今後の活動など】

定期的にメッセージ活動を行い、自助グループへの参加や回復施設の利用など、依存症と向き合う機会・場所が

あることを広めていく。次年度も文化フォーラムの参加を希望している。そのために、少しでも多くの人にＬＧ

Ｂ T の薬物依存症のことを知ってもらう同時に、当事者の生の声を集めていく。

ＬＧＢＴの薬物依存からの回復をめざす会

　サトル⇒ eg_1946@yahoo.co.jp
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女医が教える性教育用ＤＶＤの紹介

丹羽　咲江　名古屋市・咲江レディスクリニック院長

診療の傍らで年間約 40 校もの学校へ出　向き性教育を行って

います。

クラミジア感染症をはじめ、産婦人科を受診する必要のある性感染症は、10 年前から減少していると言われて

いますが、まだまだ安心できるような状況ではありません。実際にクリニックを受診する患者さんを見ていると、

大変深刻な事例が多いのが現状です。これら深刻な事例を検討し、性感染症を減少させるためには、女性だけでな

くパートナーの理解が必要であると考えＤＶＤを作成しました。

ＤＶＤ「女医が教える女のからだと心のヒミツ」は、性感染症、不妊、予期しない妊娠、更年期障害に分かれて

おり、それぞれドラマ仕立てで構成されています。いずれもパートナーの理解が必要な問題ではありますが、今回

は主に性感染症のチャプターを披露しました。また、性感染症に罹患するということは、妊娠してしまうというこ

とも同時に意味しています。性感染症の予防にはコンドーム、確実な避妊にはピルの使用。その再認識が改めて必

要ということを強くお話ししました。

残念ながら、性の正しい知識を子どもたちにうまく伝えられる大人はなかなか居ないのが現実です。しかし、子

どもたちが正しい性の知識を持つこと、相手をおもいやること、自分の想いを相手に素直に伝えて良いということ

を、子どものうちから身につけておくことが重要です。そのためには、まずは大人たちが正しい知識をもって、焦

らず、ごまかさず、あっさりと性教育できるようになることが大切です。

咲江レディスクリニック　

　名古屋市千種区池下町 2-15 ハクビ池下ビル 3F　

　電話：052-757-0222　　FAX：052-757-8503　　Mail：eikas@nifty.com 

　HP：http://www.sakieladiesclinic.com/

今回紹介したＤＶＤ「女医が教える女のからだと心のヒミツ」は Amazon とクリニックで好評販売

中！このＤＶＤでは伝えきれなかったことを補足してより子どもたちにわかりやすいようにアニメー

ションを多用し構成した性教育用ＤＶＤ「からだと心のヒミツ」はクリニックにて購入可能！セット

購入をお勧めしています。お問い合わせはクリニックまでお気軽にご連絡ください。
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全国初！男子への防犯教室

愛知県私学性教育研究会

六千名規模の高校生の性に関する調査を実施したり、　思春期

研究会と共同で年２回のフォーラムを開催しています。

「男子の性」をテーマにした性教育フォーラムに参加した

愛知県警子ども女性安全対策課が触発を受け開発した全国初

の男子向け防犯教室。加害者にならないということは当然と

して大切な人を守るにはということをポイントにしているこ

とと、20 名毎に一人の警察官が入り車座になって対話型で

進められること。そして女性警察官からは女性の立場からの

全体講話も、対話型と入れ替えで実施される形態がこのプロ

グラムの特徴です。

このプログラムを初めて実施した南山高等学校男子部での

感想を中心に報告が行われました。

愛知・思春期研究会ホームページ　http://aishiken.jimdo.com/

私学性教育研究会主任　中谷豊実（南山高等学校中学校男子部）
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夫婦のかたち

～ＨＩＶ陽性者のそばにいる人の視点から～

さぽーと京都

山中京子　大阪府立大学教授　

有元高太

ＨＩＶ陽性者のパートナーや家族などの気持ちに寄り添う活動

の経験者とＨＩＶ陽性者のピアサポートグループとの共同企画

です。

ＨＩＶ陽性者の妻や家族などが置かれている状況報告を行い、当事者にとってより良い関係性を築いて行くこと

が重要であることを明らかにしていく。

司会　さぽーと京都　代表　高畑吉博

報告者①　有元高太

「陽性者の家族との SNS などを通じた支援内容や自身の経験から見える現状や課題の報告」

主に陽性者の「妻」にとって、医療者などからもパートナーである陽性者の支援者である役割を要求される

ことも多く、不倫をしたパートナーを責めるなという言説を聞かされる場合もある。そのため、自分の気持

ちを整理する機会を持てず孤立している場合もあるが、支援する体制は整っていない。陽性者との関係性を

含めた気持ちの整理には長い時間がかかるが、その間見守って行くような支援が必要ではないかとの指摘が

あった。

報告者②　山中京子　大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類教授

「カウンセリングの現場から陽性者の家族が抱える問題や状況報告」

まず、社会制度や社会規範、男女両性にとってのジェンダー規範としての婚姻についての概念の整理を行っ

た。ついで、HIV/AIDS という疾患が持つスティグマやゲイ・バイセクシュアル男性がもつ葛藤を踏まえつつ、

陽性者の「妻」の経験する問題の分析を行った。また、自身のカウンセリング経験を踏まえて、陽性者の「妻」

を含め、当事者のニーズに支援体制が整っていない状況報告があった。

２名の報告を受けた後、司会を含め３名で鼎談を行った。

陽性者の「妻」を具体例にとり、「妻」の辛さ、葛藤などの心理的な動きの具体例を取り上げ、その原因は婚姻

制度を始めとした社会制度や社会規範など複雑な構造的な問題であることを確認した。また、「妻」たちの支援に

ついても、多くの課題があることを明らかにした。

ＨＩＶ陽性者支援団体　さぽーと京都　support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp
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ＡＶ男優が知っているセックスのこと

～セーファー sex からハッピー sex まで～  ※ R18

日本ＡＶ男優協会（10 月 8 日に解散）

性感染症に関する知識の普及と検査の徹底により、ＡＶ業界の

労働衛生環境の向上に寄与し、ひいては社会全体の性感染症の

根絶を目的に設立されました。

始めに、当協会を知らない方が来場していることを前提として、ＡＶ男優業がどのような職業なのかの解説と、

それを踏まえて当協会が設立された経緯を説明しました。

当協会は、ＨＩＶを含む性感染症検査の徹底と性感染症に関する知識の普及により、ＡＶ業界の労働衛生環境の

向上に寄与し、ひいては社会全体から性感染症を根絶することを目的として活動してきてます。具体的には、４週

間に１度の性感染症検査と、性感染症に関する正確な知識を学ぶ為の講義を年１回受けることを加盟男優に義務付

けてます。今年は、赤枝恒雄先生に講義していただきました。

続いて、そこで学んだことと仕事で培った実践的性感染症予防策を以下の順に話しました。

・コンドームの選び方と正しい付け方

・性感染症の種類と見分け方

・免疫力をあげる為の健康法と体操

それから、当協会が HP で行ってる『性活相談』という性に関するお悩み相談をその場で受付け、回答しました。

僕たちは人一倍多くの性体験を経験してます。一つの相談に対して、複数の男優が回答するので、誰かしらが相

談内容に近い経験をしていて、参考になる回答を出せるのではと思います。

　 後に、今後の展望を話して終わりました。

※追　記※

日本ＡＶ男優協会は 10 月 8 日をもちまして解散しました。

解散の理由は、組織全体としての方向性を明確に出来なかったこと等、組織として未熟な点が多々あり、組織が

大きくなる前に解散しようとなったからです。

自分達の至らなさが原因で関係各位に多大なご迷惑をかけました。大変申し訳なく思います。

今までご支援下さいました皆様、本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 加盟男優一同
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兵庫県議会議員によるエイズ不適切発言を

受けての戦略と成果の検証

ＢＡＳＥ　ＫＯＢＥ

2014 年 5 月に兵庫県議会健康福祉常任委員会で、自民党の井上英之県議（44）＝加古川市選出が、兵庫県のＨ

ＩＶ感染が広がるＭＳＭ ( 男性とセックスをする男性 ) に向けたエイズ対策について、極めて問題のある発言をし、

神戸新聞、朝日新聞等で報道された。

当地のエイズＮＧＯとして、行政、関係団体等と連絡を密にして、真相究明に取り組む中で、多くの非難の声が

兵庫県、兵庫県議会事務局、本人等に届き、関係各所に大きな混乱を生じた。

特に議員本人は、抗議に対して向き合うことなく、連絡不能になり、事実関係の収集にも苦労した。

極めて差別的要素を持った発言に対し、「糾弾」ありきの様相を呈した抗議行動は、解決に向け本当に有効であっ

たかを、大畑泰次郎弁護士と検証した。

結　論

抗議ありきではなく、冷静に大局を見つめ、事実確認と再発防止に向けてご本人、関係各所との連携を図ること

が大事である。
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以下は、地元団体 BASE KOBE の解決と再発防止に向けたプロセスであり、記録に残し、今後の参考に残したい。

兵庫県議会議員の不適切発言を受けての兵庫県等の状況

平成 26 年 5 月 28 日現在の BASE KOBE との合意、検討事項

○神戸地方法務局、兵庫県人権擁護委員連合会

【検　　討】　 人権擁護委員の LGBT に対する研修会

 LGBT の電話相談の際の配意

 今年度の人権週間を通じた LGBT の人権啓発の強化

○兵庫県教育委員会

【実施済 5・27】 兵庫県立高校の人権担当教諭の人権研修会で、今回の不適切発言について、ＬＧＢＴ、ＨＩＶ

感染者の子供のいじめについての注意喚起。

【決　　定】 兵庫県内の学校の校長会、教頭会、人権担当教諭に対するＬＧＢＴの人権研修

○神戸市教育委員会

【決　　定】10 月 1 日に、神戸市立中学校の校長会での LGBT 人権研修

【検　　討】小、中、高校の校長会、教頭会、人権担当教諭の LGBT 人権研修

○兵庫県疾病対策課 法、指針等に則り、対策を進める

○兵庫県人権推進課 〃

○神戸市予防衛生課 〃

○神戸市人権推進課 〃

○（公財）兵庫県人権啓発協会　　

【検討】人権啓発誌「きずな」等でのＬＧＢＴの人権啓発

その他、法、指針に則り、啓発を進める

○兵庫県議会、神戸市議会、兵庫県弁護士会　申し入れ

【参考資料】　神戸新聞 2014.5.17 朝刊

「同性愛者のＨＩＶ指導必要ない」

男性同士の性行為によるエイズウイルス（ＨＩＶ）感染などの予防に向けた兵庫県の啓発活動について、自民党

の井上英之県議（44）＝加古川市選出＝が１６日、県議会常任委員会の席上、「行政が率先してホモ（セクシュアル）

の指導をする必要があるのか」などと発言した。委員会終了後、他党の議員らから「差別的で、見識がなさ過ぎる」

と批判の声も出ており、波紋を広げそうだ。（岡西篤志）

県によると、2013 年に新たに届け出があった県内のＨＩＶ感染者は 32 人で、エイズ患者は２１人。うち女性は

１人ずつで、ほぼ男性が占めた。また、感染者 32 人のうち 21 人が同性間の性行為によるものだったという。

県は民間団体などと連携し、定期検査の受診を促すよう対策を続けている。この日の常任委員会で、井上県議は

県の取り組みについて「この人たちは、啓発しても、好きでやっている話だから放っておいてくれ、という世界だ」

などと述べた。

井上県議は神戸新聞社の取材に「がん検診の受診率向上といった重要課題がある中、ハイリスクを認識した上で

（性行為を）している少人数の啓発に税金を使うのはおかしい」と話した。　

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201405/0006966351.shtml
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何度もプロポーズしたくなる昼も夜も愛される秘密

セックスレスカウンセラー＆男心の専門家　愛花

セックスレスカウンセラーの愛花です。

同志社大学　新町キャンパスの教室で、私の講演をしました♪

黒板～！なつかしい！！！

チョークを、久々に持ちました！！！

なんか、学生ぶりで、チョークに感動しちゃいました（笑）

ブログや、メル☆マガを読んでくれているかたも、カウンセリングやレッスンや、講座に来ていただいたかたも、

何名か来ていただいて、本当に嬉しかったです♪

心から、ありがとうございます (^^)

メル☆マガの内容を元に、お話してきましたが、ご感想を読んでいたら、やっぱり文字より、講座に来ていただ

くと、伝わりやすいみたいですね。

私の時間帯の裏では、人気講座があったけど、それでも、たくさん来てくれたことに感謝です♪

なんと！男性も何名か参加していただきました。

私を京都に誘っていただいたかたに、「男性の場合は…」というご質問をいただいたのですが、同じことを、男

性から奥さまにすると、大丈夫ですよ～。

オンナゴコロを分かってくれたら、女性は嬉しいけど、女心の方が難しいと思います。

だってね、女性は感情で生きてるから…。

来年のエ イズ文化フォーラム in 京都も、誘っていただけました♪

わーい♪

Aika-rated.pro Office 代表　愛花

　〒 104-0061 東京都中央区銀座７丁目１３－６サガミビル２F　　　

　Tel 03-4455-4642　　　E-Mail:aikarated.pro@gmail.com
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ＨＩＶ陽性者の地域での暮らしを支えるために

～ダルクの実践～

特定非営利活動法人アジア太平洋地域アディクション研究所　木津川ダルク

木津川ダルクでは今日一日薬物を使わずに生きることを手助け

しています。

薬物をやめ続けている仲間が、やめたい仲間をサ　ポートする

ことを大切にしながら、回復のための様々な環境づくりをして

います。

・ダルクではこれまでに数名のＨＩＶ陽性者を受け入れてきました。初めて受け入れる時にスタッフの勉強会開催

や同居する他の入所者の偏見や誤解、差別的な行為などの対応の苦労についてのエピソード。

・以前よりダルクではＣ型肝炎の仲間も少なからずおり、爪切りやシェイバーの使いまわしの禁止などは行われて

はいた。しかし、Ｃ型肝炎よりＨＩＶのほうが感染のリスクは低いのにＨＩＶに関する無知からいらぬ不安や誤

解が多かった。

・ＨＩＶ感染予防というより感染症全般を予防する環境づくりを実践

・現在ではＨＩＶ陽性のカミングアウトについても本人の意向を尊重する対応を取るようになってきた。

・また、ダルクを利用するＨＩＶ陽性者にＭＳＭ（男性間性交渉者）がほとんどである。一部のＭＳＭにとって、

かつての脱法ドラッグ（ゴメオなど）が性的興奮や快感を高めるドラックとして使われており、出会い系サイト

やハッテン場などで入手、使用がされていたようだ。後に脱法ドラッグも法の取締りを受けるようになり、元々

違法であった覚せい剤と同じような物となり移行する者も少なくなかったのではないなど、これまでの経緯とこ

れから薬物依存の問題を持つＨＩＶ陽性者がいかに地域で安全に安心して暮らしていく環境を整えていくのか課

題などを報告しました。

木津川ダルク

　〒 619-0214　京都府木津川市木津内田山 117　 

　TEL&FAX：　0774-51-6597　　　E-mail：　kizugawa.darc@gmail.com

　Web：　http://www.apari-west.org/kizugawa-darc/

　Facebook：　https://www.facebook.com/kizugawadarc
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つながろう！ (・∀・)　～ユース連絡会～

青年赤十字奉仕団

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。

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

くための事業を展開しています。

青年赤十字奉仕団、京都市ユースサービス協会は共に、ユースを対象とした活動を実施しています。それぞれの

活動内容の紹介から始まり、活動していてよかったことや失敗談などをセッション形式で話していきました。活動

していてよかったこととしては、お互い「人との出会い」「コミュニケーションの面白さ」を挙げていました。時にユー

スに関わる難しさを経験することもあり、それぞれの体験を共有し、深めることができました。

赤十字京都ユース（RCY 京都）

　〒 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】　 yaplog.jp/rcykyoto/

京都市ユースサービス協会

　〒 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
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全　体　会

～広がるＡＩＤＳ文化フォーラム　陸前高田そして今度は佐賀へ～

陸前高田 Funny Pig のミニライブ

陸前高田市米崎町出身のきょうだいバンド Funny Pig が、ＡＩＤＳ文化フォーラム in 陸前高田のテーマソング

「ぼくらにできること」他数曲を演奏してくださいました。
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閉　会　式

第４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　Ⅳ～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４回フォーラムも「平成 26 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

の送迎バスの運行や、京都市地下鉄今出川駅をはじめ全駅でのポスター掲示などで、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」、2015 年 2 月に初めて開催される「ＡＩＤＳ

文化フォーラム in 佐賀」のご案内がありました。横浜で始まり、京都へつながり、そして陸前高田・佐賀へと続

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５回フォーラムでまたお会いしましょう！！

ごあいさつ　高折晃史 代表幹事

同志社大学　黒木保博教授



55



56

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窓口。

国際協力推進員がＪＩＣＡの広報活動を行なう。

京都市出身、エイズ・感染症対策隊員として活動中の青年海外協力隊 2 名の写真、活動紹介の展示を行った。医

療従事者の方や看護学校の学生さんなど、全国から関心の高い人々が集まるこのフォーラムにおいて、海外の感染

症対策活動を紹介する意義はとても大きいと考えられる。

世界で活躍する青年海外協力隊の活動を多くの方に知っていただき、これを機会に JICA 事業、国際協力活動へ

関心を持っていただくことができたら幸いである。

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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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ます。

今まで発表してきた公募のポスターを展示したり、デスクが発行した小冊子やミニカードを配布したり、来場者

と交流しながら、カトリックの活動を紹介しました。

　今回、初登場のキャンバス地のトートバッグには、表面にレッドリボンのロゴが付いています。希望者には、

その周辺に好きなスタンプを押して、オンリーワンのマイ・トートバッグを作ってもらいました。可愛さに目が止

まり、周囲の人との会話が始まるきっかけになれば良いという、デスクの趣旨をご理解いただけました。

啓発グッズは、トートバッグの他に、レッドリボンのキーホルダーも準備しました。これも希望される方には、

ペンチで好きな部品に付け替えるという作業をしてもらい、会話の時間を持てました。

今年は廊下に展示させていただいたので、前を通るほとんどの方が足を止めてくださり、お互いの啓発活動など

について情報交換しました。「宗教とＡＩＤＳ」のパネリストをお願いした、カトリック司祭の一場修神父さまも

立ち寄る人々と交流することができました。

カトリック中央協議会　ＨＩＶ／ＡＩＤＳデスク

　〒 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

　http://www.facebook.com/hivaidsdesk.cbcj/

ジェクス株式会社

女性が手にとりやすい蝶々のパッケージでお馴染み

の大阪のコンドームメーカー「ジェクス」です。サン

プルを配布。

ジェクス株式会社

　〒 540-0012　大阪市中央区谷町 2 丁目 7 番 4 号

　Tell:06-6585-0337　　Fax:06-6910-4565

　http://www.jex-inc.co.jp/
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ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜

「広がる AIDS 文化フォーラム」と題し、横浜、京都、陸前高田、そして佐賀に広がる AIDS 文化フォーラムの

紹介をパネルとチラシ配布を通じて行いました。

AIDS 文化フォーラム in 横浜　事務局

　〒 231-8458　横浜市中区常盤町 1-7 横浜ＹＭＣＡ内　担当：高村、大塚

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター

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 年より（公財）横浜ＹＭＣＡが受託し運営しています。

・HIV・エイズに関連する 新新聞記事展示

センターでは新聞などの記事を定期的に収集し、閲覧用に保管しています。それらのうち、2013 年夏以降

の国内外の記事を集め展示しました。

・パンフレットなどの資料配布

センターが発行している横浜市内の中高生向けニュースレター「おーぷん」などの資料を配布しました。

・センターの主な役割は、①市民への情報提供、②講座や街頭キャンペーンを通した啓発活動、③横浜市内の活

動サポートです。それぞれの活動などについても詳しくお伝えすることができました。一方で、関西で活動し

ている方々とお話しする機会を持て、活動の参考になる情報を多々得ることができました。

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター

　〒 231-0015　横浜市中区尾上町 3-39 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 

　〒 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

京都府　健康対策課

京都府保健所のエイズ等予防教育

京都府の保健所では、地域の高校や大学などに協力いただき、エイズ等性感染症に関する健康教育を実施してい

ます。今回は、主に南部３保健所（乙訓、山城北、山城南）が制作した教材のほか、エイズ啓発パネルを展示紹介

しました。

保健所が行う予防教育では、ＨＩＶ／エイズについて考え、正しい知識を持ってもらえるよう、感染経路や予防

の方法、感染者数などの情報をはじめ、身近な恋愛や性のことについてもお話ししています。



60

学生の街 京都から発信し続けるグループ「紅紐（べにひも）」

エイズ等予防啓発ボランティアグループ紅紐

パネル展示やレッドリボンのネイルアート等を　通じて、エイズのことや恋愛について京都府の若者からメッ

セージを送っています。

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。

ネイルが乾く数秒の間に、レッドリボンを通してエイズについて少しでも関心を持ち、考えて頂けたのでは

ないかと思います。

これからもエイズについての正しい知識を、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

紅紐メンバーが作成したメッセージと写真パネルを展示しました。

「エイズって知ってる？」「怖い病気？」「怖いのは病気じゃない。怖いのは知らないこと」

レッドリボンの意味について知らなかった方も、展示をご覧になり、エイズを自分事として、大切な人と一

緒に話し合うきっかけになった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ＡＩＤＳに関する啓発パンフレットや、紅紐で作成した冊子「ちょっと、お茶せぇへん

…？」、レッドリボンバッジやティッシュ、携帯クリーナーを配布しました。

★紅紐は、月１回ミーティングをしています。詳しくは…

　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　　http://benihimo.web.fc2.com/
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京都市　男女共同参画推進課

付き合っているパートナーとの関係で起こるＤＶをデートＤＶといいます。

「セックスを無理強いされる」といった性的暴力もＤＶにあたります。あなたは

パートナーを「怖い」と感じていませんか？

パネル展示

・デートＤＶについて 6 枚

・デートＤＶとは 1 枚

啓発用パンフレット配架　　6 種類

＜啓発グッズの持ち帰り状況＞　　　　　　　　　

別冊男女共同参画通信　DV 29 冊

別冊男女共同参画通信　デート DV 85 冊

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 31 冊

女性のための相談室 27 冊

クリアファイル 70 冊

今年度は学校関係者からの相談や講座依頼が増えてきています。配架のパンフレット類についても昨年度より興

味を持って手にしていただいたように感じています。

自分を大事にできることや，相手を大事にできること，安心できる関係が持てているかなど年齢やセクシャリ

ティーに関係なくステキな関係づくりを目指していけるといいなと思います。

 

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と共に生きる会）

ＰＬＡＮＥＴの展示内容の１つに、22 回目のエイズキャンドルパ

レードを実施した、その状況を写真家の中川裕二さんが参加、記録

された写真を掲示しました。市役所前からパレードの出発時、河原

町通りのパレード中の様子、沿道では若者の通行人へのリーフレッ

トやコンドームの入った袋を手渡している様子、そして 後の円山

公園でのエンディングの様子など蝋燭の光の中で写された、貴重な

写真を提供していただきました。このパレード実施に向けては、チ

ラシを宣伝物として発送しますが、そのチラシの移り代わりを展示

しています。22 年間のうち特徴的な時代のものを選んでいます。当初は手刷りの２色物で、インクを黒から赤に

変えながら、蝋燭の炎の色を出してました。しつらえも、若者の描いたものに変わった時代、そしてついに印刷は

プロに依頼した今のチラシ様に変わってきました。また、ＰＣからの映像で第 20 回のパレードの様子を見ていた

だいています。これはリアルにパレードの状況を知っていただくことになり、ＰＬＡＮＥＴのメインの活動を知っ

ていただくうえでは、より理解をしていただけるものと思っています。

また、薬害エイズの始まった日本のＨＩＶ／ＡＩＤＳの歴史を忘れないために、当時、薬害裁判の先頭にたって

活動しておられた石田吉明の写真集等も展示しました。ＰＬＡＮＥＴの 10 周年、20 年周年の記念冊子も置き、買っ

ていただけました。

22 年間継続しているＰＬＡＮＥＴの活動を , 今後も多くの方に知っていただくと同時に、この活動へのご参加を

願っております。

写真家　中川 裕次

公益社団法人日本写真家協会（JPS）会員、

日本旅行写真家協会会員

写真展　「世界の子供達」        ～もっとも生命力を感じる部分、人間の瞳、とくに子供達の瞳を中心に～

写真家としてできることでなんとか参加させていただきました。過去二度の機会をいただき、その都度写真展示

で参加して参りました。写真の持つパワーは私本人が想像する以上のものでした。人間の瞳が持つパワー、その生

命力に何人かの来館者の肩から直接話しかけていただき、寂寞、孤独、隔絶感、悲しみなどの心象を問わず語りに

話してくださった皆様のお心に胸を打たれました。写真の持つ意味を再確認させていただきましたとともに、今後

も機会をいただきましたら、少しでも多くの人たちの励みななるように頑張って行きたいと思います。



63

ＰＯＬＡ primvere

お肌も心も元気に！！ POLA キラキラメイク

キラキラメイク、スキンチェック

ご来場いただいた方に普段今更聞けない、ベースメイク、ポイントメイクのアドバイス実施。

普段と違うメイクの挑戦をしていただくことで喜んでいただけたと思います。

ＰＯＬＡ primvere

　京都市下京区月鉾町５２イヌイ四条ビル５F

　電話：075-211-3788

ＥＩＫＩ行政書士事務所

今回は、フォーラム 1 日目の中の 3 時間弱という短時間ではありました

が、「HIV や高齢者、障がい者に関する法律相談」というテーマで、ブー

ス出展をさせていただき、ありがとうございました。

事前のイベント周知が不十分であったこと、また私自身が明確なターゲッ

ト層を決定するタイミングが遅れていたこともあり、相応の相談数にとど

まりましたが、ご来場の方に対し、ある一定の認知はできたのではと思い

ます。( 受付横の、目に入りやすい場所を頂き、ありがとうございました )

私は日ごろから介護施設に実際に足を運び、現場の管理者の方や職員の

方の生の声を聴いています。そして、そのノウハウを活かし、現場の方や入居者の方が抱えている問題に対して必

要十分なサービスを提案するという、高齢者トータルサポートをさせていただいております。

いくら障がいをお持ちの方であっても、健常者と同じように年を取り、同じように介護の問題、相続の問題といっ

た、「老後」の問題を抱えることとなります。今回、フォーラムに参加させていただいたことで、単に「高齢者問題」

といっても、様々な切り口が考えられることが身に染みて理解できましたし、もっと「高齢者問題」を多面的に捉

えることで、より各個人に合致したサポートが可能になるのではと思っております。

来年度、もし可能であれば、より具体的に絞ったテーマでのブースが出来ればと考えております。

ＥＩＫＩ行政書士事務所　　行政書士　西村英記

　〒 605-0029　京都市東山区三条通北裏白川筋西入２丁目東姉小路町４２３

　Tel・Fax　075-748-1986
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池田　勝俊（イラストレーター、日本画家）

似顔絵コーナー

１０月４日（土）15：00 ～ 16：00、５日（日）11：40 ～ 12：30

短い時間ですが、来場者の方々に少しでも楽しんでいただければとの思いで似顔絵コーナーを出展しています。

今年もたくさんの方々の笑顔を描かせていただきました。ありがとうございました。

池田　勝俊

　toshi6514 ＠ gmail.com

特定非営利活動法人ＣＨＡＲＭ

すべての人が健康に過ごせる社会をめざして

ＨＩＶ陽性の人や日本語以外の言葉を話す人をサポートする市

民団体

CHARM が提供している HIV 陽性者のためのプログラム（ひよっこクラブ、サポートライン関西）外国人のた

めのプログラム（多言語エイズ電話相談、6 言語による性感染症についてのパンフレット、健康フィエスタ案内チ

ラシ）や CHARM の案内パンフレットや機関紙（Charming Times）を展示しました。

特定非営利活動法人ＣＨＡＲＭ

　〒 530-0031 大阪市北区菅栄町 10-19

　Tel/Fax. (06)6354-5902　　E-mail: info@charmjapan.com

　URL: http://www.charmjapan.com
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Ｒｅ ＆ Ｂｏｒｎ（リボーン）

ＡＩＤＳ×Ｃｏｌｌｅｇｅ　パネル展

エイズにまつわる、感染経路や誤解に関する啓発パネルや、ＬＧＢＴの人権に関する内容を盛り込んだパネルを

展示。

公益財団法人エイズ予防財団

公益財団法人エイズ予防財団

　〒 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/

▲サポートスタッフ
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第 4 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 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 4 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　（一社）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

 （公財）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

 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 26 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・佐賀」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 4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

 髙田　雅弘 半井　達弥 下山　美穂 奥野　豊勝 荒賀　陽子 西脇かおり 

 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 小嶋　　薫 川﨑　　崇 山田二三男

 小林　和博 寺口　淳子 池田 勝俊 小林　マキ 光武　泰子 金井　　修

 月下　星志 出納　一樹 内野　賢大 阿部　華林 森　　諭美 長谷川宥介

 加藤　崇思 細川　陸也 日丸　全士 乙坂　優次 桂　　厚子 沈　　志炫

 濵田　佳穂 村井　晋平 里　　英子 松林　幸枝 米田　光晴 迫田　直樹

 中村　美紀 白石　朋也 朴　　康濬 韓　　世珍 前田麻彩子 丹治　和美

 西村　英記 柏原　陽平 加藤　武士 辻森あゆみ 金銅　良明 浅井　陽子

 木村　英昭 福島　大介 山野　順平 田村　翔也 藤原　久子 櫻井　　聡

 木下　京子 伊村　泰子 隈村　綾子 隈村　実央 藤川　　満 寺西賢太郎

 德山　　亮 城　　好江 市原紗千子 坂上航太郎 平岡　洸太 濱本　もも

 端　穂奈美 河原　　郁 横溝　玲子 亀井　美冴 在田世梨奈 野村　　愛

 佃　　隆元 建野　直子 笠松　　悠 松枝　弘之 加藤　明子 前田眞理子

 時光　泰子 左近　篤子 小松　千明 高木　歩美 山口　知美 須藤　恵美

 平井　友子 玉中　高志 桑原めぐみ 安岡　　宥 檜垣　和冴 鈴木あかね

 知念　摩衣 今西　涼音 堀川　京介 今野　静子 山内ももか 河合久美子

 前　　　登 坂井　　昇 乙坂　正子 武村　松一 東田　吉末 森田　茂実

 古田　裕和 松村　康弘 井上　道子 人見　晃弘 藤井　瑞穂 須藤　杏佳

 寺西　虹翔 山本　依純 向田まりか 白川由佳子 中川　陽菜 尾崎　奈穂

 倉橋明日香 中澤　心優 相川　朝陽 藤本　　大 松井　晃輝 大角菜々子 

 人見　茉那 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

AIDS 文化フォーラム in 佐賀の皆様
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