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第５回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都をふりかえって

今年もたくさんの方々のご支援とご協力によって、第５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。

「エイズ問題の啓発」「多様性を理解すること」「ともに生きること」を三つの大きな柱としたフォー

ラムの目的はエイズの予防と理解であり、今年のテーマは“エイズを知ろう エイズで学ぼうⅤ”～「ど

の部屋行く？」聴きたい話がきっとみつかる～ といたしました。

1994 年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第 10 回国際エイズ会議」が横浜で開催されたの

をきっかけに、同年、市民による市民のためのフォーラム「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜」が発足し

ました。全国各地でＨＩＶ／ＡＩＤＳに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、

特に若者に向けての啓発の場として市民の手ですべての人に開かれ、毎年８月に開催し定着している横

浜をはじめ、フォーラムは京都、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、

2011 年の第１回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」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。

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ＹＭＣ

Ａ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。今回も同志社大学に会

場を提供していただき、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の市

民フォーラムとして開催し、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。

本年はプレイベントとして、エイズや戦争等により親を失った子どもたちによるアフリカン・ゴスペ

ルコンサート「ワトト・コンサートツアー 2015“OH，WHAT　LOVE”」を開催しました。

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５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、プレイベントとフォーラムに約 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？

インフォメーション：事務局長　神﨑清一

ごあいさつ：運営委員　大野聖子

司会：運営委員　竹中香織、辻井美輝
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世界や日本のＨＩＶ／ＡＩＤＳの現状を報告し、薬剤開発や医療の進展によりＨＩＶに感染しても治療を継続す

れば以前と変わりない生活をおくれるようになってきたことを具体例をあげながら説明。

予防啓発についても、社会の意識も変化し一定の理解を得られるようになってきたが、一方で新規ＨＩＶ陽性者

の増加は続いている。

また、ＨＩＶ陽性者であることで職場などで不利益を受けることがらも依然として存在しており、さらにＨＩＶ

陽性者が安心して社会生活をおくれるように様々なところへの啓発を進めて行く必要がある。

以上のような内容を図表やデータを示しながら説明を行い、ぷれいす東京の発行している啓発用印刷物を紹介し

て理解を求めた。

（司会　さぽーと京都代表　高畑吉博）

全　体　会

この 10 年で HIV 陽性者をとりまく環境はどのように変化したか、

社会の認識はそれに追いついているのか。

特定非営利活動法人ぷれいす東京

代表　生島　　嗣

1994 年に設立され、「直接支援」、「予防啓発」、「研究・

研修」を活動の柱として，成果やノウハウなどを「情

報発信」し，コミュニティに還元することで、HIV と

ともに生きる人たちが「自分らしく」生きられる地域

の環境づくりを目指して活動している団体

ＨＩＶとスピリチュアルケア

〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場 4-11-5 三幸ハイツ 403

E-mail:office@ptokyo.org

白阪　琢磨 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

 HIV/AIDS 先端医療開発センター　センター長

川江　友二 日本基督教団千里聖愛教会　主任牧師

仲倉　高広 京都大学大学院教育学研究科在学

 京都府エイズ派遣カウンセラー

山崎　基嗣 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程在学

ＨＩＶ／ＡＩＤＳが教えるもの。身体的、心理的、社会的、スピリチュアル的な苦痛・苦悩を抱え生きていくこ

とを、共に考える機会とする。

白阪琢磨（大阪医療センター）座長のもと、当事者２名と臨床心理学を学ぶ大学院生、および牧師としての若手

とのディスカッション形式で行った。そのテーマは、『若手に聞きたいこと』、『若手が聞きたいこと』とし、当事

者から、それぞれに対し質問し、それに若手の臨床心理学大学院生と牧師が応えていった。

詳細は割愛させていただくが、HIV 感染症や人生といったキーワードをもとに、答えのない世界を前に、当事

者から、そして若手からいろんな思いを語っていただいた。進行役をしていた私は、皆がいろんないい方で表現し

ていた「ともに在る」ということが、その答えのない世界をサバイブする手立てのように聞こえたし、なんだか心

強く、温かい気持ちになれた時間であった。 （仲倉高広）
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誰でもわかる！ＨＩＶ・ＡＩＤＳ入門講座

早稲田速記医療福祉専門学校看護科　

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の予防から人と人のつながりまで、様々な

視点で考える活動をしています。

今年も、基礎講座としてＨＩＶ陽性（感染）とＡＩ

ＤＳ（発病）の違いや、検査や診断、治療と予後（発

病後の見通し）など、それから近年の HIV を取り巻く

医療・社会の現象についてできるだけわかりやすいよ

うにと心がけてお話しました。

横浜で好評だった紙芝居によるコンドーム工場見学

レポートと、コンドームの知られざる　素顔（！？）

は会場の方の笑顔もみられしかも皆さん前のめりに聴

いて下さいました。

毎回お伝えしていますが、コンドームの使い方は、人

に聞かなくてもネットでいくらでも入手できる情報で

す。それでも、あえて ! ！講座に入れているのには理

由があります。

紙芝居や、実物、実演を見たことを、ぜひ！身近な人との話題にしてほしいのです。感染も望まない妊娠も、避

けることができればそれが一番だと思います。　けれど、人生に失敗はつきもの。思いがけない出来事やアクシデ

ントは日常にたくさんあるものです。　　

パートナーや友だちと性行動に伴うリスクについて考えたり話しあったりして、「自分はこう思う」「こうして欲

しい・欲しくない」などを考えたり話したり、そして人の思いを聴いて自分と同じ思いに気づいたり違う思いを知っ

たりする時間をもってほしいと願っています。

講座の 後は、看護学生との実習中に気づいた「想像力」の大切さについての体験談をご紹介しました。

学生は未熟ですがちょっとした刺激やきっかけで、時に臨床スタッフも目を見張るような、患者さんに寄り添っ

た温かい看護ができることがあります。私たちはすべての患者さんの病気になってみることはできません。だから

こそ当事者の方の言葉に耳を傾け、当事者の方の立場に立って一生懸命考えることで思いやりの気持ちをもつこと

ができます。「想像力」を働かせることで少しでも他人ごとから自分ごとに引き寄せることにつながればと思います。

早稲田速記医療福祉専門学校　看護科

　〒 171-8543　東京都豊島区高田 3 － 11 － 17

　Tel. 03 － 3200 － 8080

　E-mail:yamada@kawaguchi-g.ac.jp
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学校における性・ＡＩＤＳ教育を探る

厚木市立病院　泌尿器科

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

岩室　紳也

神奈川県立総合教育センター 安藤　晴敏

教育現場の現状と課題

学校教育で「エイズ教育」という特化した指導項目は

「感染症の予防」の項目として学習するようになった。ま

た、小学校の性教育の現状を聞くと、先生方は大変苦労

しているようである。中学校や高校の保健講話において

「AIDS」についての関心の低さ、知識の薄さを感じる。

HIV 感染の予防に不安が残る。

そこで、日本の「保健」学習について各校種（小・中・高）

の学習内容を見直した。そこには学習指導要領に 12 年間

の系統化され、発達年齢に応じた学習内容が組み立てら

れており、かなり重複した内容となっている。小学校から

の系統だった「性」に関わる内容を学習することにより、「エイズって何？」「エイズってどんな病気？」のような生徒

からの質問は少なくなり、予防につながると考える。しかし、現状は、学習内容の多様化、教育課程における単位時間

数等、課題が残る。

HIV/AIDS 診療医、公衆衛生から見た学校教育の現状と課題

岩室は HIV/AIDS 診療医としての経験、及び、ホームページ等での相談を通し、思春期の児童・生徒・保護者の性

意識等を把握するとともに、公衆衛生の立場から、「性・AIDS」の啓発を多くの教育現場や指導者研修会で精力的に

実践している。

人は経験に学ぶため、知識伝達に加え、知識を活かし、経験を共有するためのコミュニケーションの活性化が重要で

ある。MSM で感染者数が横ばいになってきたのもセクシュアリティへの理解が進み、一人ひとりの自己肯定感が向上し、

結果として感染するリスクへの対処可能にしていることを学校教育も学ぶ必要性を強調した。

外部講師の活用

外部講師は児童・生徒のニーズに応じた内容と、主催者（学校）から専門家として児童・生徒の伝えて欲しいことを

リクエストしなければならず、そのためには、事前打ち合わせの重要性を提言した。外部講師は学校教育のサポートで

あり、メインは授業である。外部講師への「丸投げ」は学習効果が半減し、講師の専門生を十分に活用できていない。

AIDS 文化フォーラム in 京都においては、校種、職種を超えた方々が参加され中で学校教育の「性」に関わる学習

内容の系統性を発表させていただき、今後、各校種の校種間連携が充実されることを期待したい。

後に、久々安藤が岩室先生とジョイント出来たことに感謝し、このフォーラムを支えてくださった事務職、ボランティ

アの皆様に感謝申し上げます。

岩室紳也

紳也’s HP　http://iwamuro.jp/

HP からメール、講演依頼が可能。
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牧師の僕がゲイで良かったこと

日本キリスト教団三・一教会牧師

平良　愛香（たいら　あいか）　

男性同性愛者であることをカムアウトして牧師になっ

た平良自身が、「何故わたしはカミングアウトをするの

か」ということライフストーリーをつづりながら語っ

た。 初のカムアウトはＳＯＳだったこと。２段階目

は「私を知って欲しい。あなたには正直な自分として

向き合いたいから」、３段階目は「いないと思われてい

る間は差別は無くならない。私たちの存在に気づいて

ください、差別しないでください」。やがて、当事者へ

のエールとしての４段階目、そして、「すべての人が自

分のセクシュアリティを確かめてみよう。人間はもっ

と多様で豊かなものなのだから」ということを伝える

５段階目のカミングアウトになっていった経緯。その

中で、「いかに社会が多数者中心であり、少数者に気づかない（切り捨てる）社会となっていたか」「少数者はいな

いのではなく、見えなくさせられている」ということを語っていった。

見えなくさせられている中に、ＨＩＶポジティヴの人もいるし、そのほか様々なマイノリティがいる。あるいは

セクシュアル・マイノリティの中にも更に、「多数者と少数者」「見えやすい人たちと見えにくい人たち」がいるこ

とを語り、本当の「多様性」に気づかない以上、抑圧・差別はいつまでも無くならない、ということをみんなで考

えてみる時となった。

会終了後、何人かの方から声がかかり（直接だったり手紙やメールだったり）、「セクシュアル・マイノリティの

中ですら見えない存在とされていた私の存在に丁寧に触れてくれたのがとても嬉しかった」と応答していただけた。

　神奈川県相模原市南区南台６－４－２

　ホームページ　http://trinity.c.ooco.jp
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世界のエイズ

「ザンビアにおけるエイズ対策 ～住民目線での活動を通して～」

元青年海外協力隊　立山由紀子（ザンビア・エイズ対策）

青年海外協力隊として、ザンビア共和国農村部で行った HIV 予防啓発活動について報告した。まず、世界の

HIV/AIDS の現状およびザンビアにおける HIV の影響の大きさを、図を用いて提示した。続いて、現地での活

動について、HIV 予防啓発活動を中心に紹介した。派遣された地域は、JICA 技術協力プロジェクトにより、抗

HIV 薬のアクセス改善のための取り組みがしっかり行われていた一方で、予算やスタッフ不足により、HIV 予防

啓発活動は不十分であった。そのため、現行の HIV 予防教育が行き届かない人達に対して、彼らの日常生活の行

動範囲に合わせて行った取り組みについてお話した。HIV 問題は、社会、文化、経済、宗教、地理的要因などが

複雑に絡んでいるため、様々な側面からの対策が必要となる。その一つとして、住民目線に立って活動することは、

予防教育が届きにくい対象へアプローチするために重要であること、また、限られた資源や予算内でも、コミュニ

ティーの協力により草の根レベルでの地道な活動を継続できること、そして活動の継続が予防行動への関心を高め

るために大切であることを伝えた。

「HIV と栄養～アフリカと日本の臨床・栄養士からの報告～」

水野菜穂子（マラウイ・栄養士）

首都 : リロングェ、言語 : 英語・チェワ語、HIV 感染

率 :13%( 赴任当時 2007 年 )、10%(2014 年 )

ムジンバ県にある病床数 350 床のムジンバ県病院に

赴任し、2 年間活動した。HIV 感染率が高いため、入

院患者の半数弱は HIV 感染者や AIDS により親を亡

くした子どもたちであった。主な活動としては、①病

院での HIV 感染者への治療食提供、②農村における

PLWHA (People living with HIV and AIDS) の栄養摂

取量実態調査（エイズ対策隊員との協力）、③病院・村

において HIV と栄養に関しての教育であった。治療食

という概念がないマラウイにおいて、口腔内カポジ肉腫の方にはミキサー食にあたる Soft meal の提供などを行っ

た。また村での摂取栄養量調査では、動物性たんぱく質・脂質の摂取が少ないことが明らかとなった。

後半は、現在京都大学病院にて、診療チームの管理栄養士として、栄養管理を行っている内容を報告した。ア

セスメントを治療開始前から行い、必要栄養量と摂取量の比較と ART による副作用からの血液検査数値の改善の

ためにも栄養管理が重要であることをお伝えした。世界では、HIV 感染と栄養管理の関連が重要視されているが、

日本では今後の課題ともいえる。

水野菜穂子 京都大学病院・栄養管理室

 E-mail:mizuno_n@kuhp.kyoto-u.ac.jp

里　　英子 京都第一赤十字病院

 電話 :075-561-1121（代表）
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冊子発行記念 !!

個別施策層へのエイズ対策はどうなっているのか !?

特定非営利活動法人 関西エイズ対策協議会 

（通称：KAC）

関西でエイズ対策に取組む個人や団体・組織間のネッ

トワークを構築し、知識・情報などを共有することで、

より効果的なエイズ対策に寄与することを目指して活

動しています。

１）ＫＡＣの活動内容紹介

２）個別施策層へのエイズ対策再考

KAC が新しく作成・発行した、個別施策層の現状と課題を考えるための冊子を配布しました。また、冊子

の内容紹介を兼ねて、日本における個別施策層へのエイズ対策を、「指針・予算・対策の中身」という３つの

切り口で読み解き、現状と課題について説明しました。第１に「指針」への注目では、HIV 感染予防におい

て脆弱な環境に置かれた人口層であると国際的に指摘されているトランスジェンダーの存在が、日本のエイ

ズ予防指針では無視されており、国は何の対策も講じていないこと。第２に「予算」への注目では、外国人

やドラッグユーザー、セックスワーカーへのエイズ対策に係る事業費が無く、とりわけセックスワーカーに

関しては、研究を担う厚労省の研究班すら現在存在していないこと。第３に「対策の中身」への注目では、

まず青少年への対策について、現状では学校教育に限定されていたり、コンドームを用いない抽象的な内容

に終始していることが指摘され、次に MSM（男性とセックスする男性）への対策について、ゲイ商業施設

利用層をクライアントに、若年層と中高年層という異なる年齢層のニーズに対応した啓発の実施や、検査に

対するイメージを転換するような取組みが実施されていることが紹介されました。

３）バンド演奏

「大阪エイズウィークス 2015」の紹介ととも

に、KAC がそこで企画したキャンペーンソング

「ZERO DISCRIMINATION」（楽曲制作：バンド

HIV）を演奏しました。さらに、バンド HIV がコ

ミュニティセンター「dista」やゲイクラブイベン

トでどのように性感染症予防のための知識・情報・

テクニックを紹介しているかを体験してもらうた

めに、「コンドームのうた」という曲の歌詞とコン

ドームを配り、参加者にゴムを膨らませてもらっ

たりサイリウムのように動かしてもらいながら上

記の曲を演奏しました。

〒 530-0027　大阪府大阪市北区堂山町 17 番 5 号

巽ビル 402 号室

E-mail：kansaiaidstaisaku@gmail.com

ホームページ：http://kansaiaids.sakura.ne.jp/
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女性の健康について考えよう！

平成 27 年度厚労科研 

研究分担「感染妊娠に関する国民への啓発と教育」班

ＨＩＶを含む、性感染症、婦人科疾患、女性の健康

について、グループディスカッションを挟みながら産

婦人科医からの講義を行ない、約 20 名の方にご参加い

ただきました。

グループディスカッションでは、性感染症や、感染後

の妊娠・出産について、学生、養護教諭、看護師など様々

な立場や職種が一緒に考えを深めることができました。

講義終了後は、産婦人科医に直接質問できる時間と

なり、参加者から、普段聞けない性感染症についての

疑問や質問がたくさんあり、活発な意見交換がなされ

ました。

今後、参加者自身が今回の発表で聞いたこと、感じ

たことを、周囲の人に伝えていき、正しい知識や予防

への意識の普及に繋げていけることに期待したいと思

います。

国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院

エイズ治療・研究開発センター

　ケア支援室　　鈴木ひとみ

　〒 162-8655　東京都新宿区戸山 1-21-1

　TEL：03-3202-7181　FAX：03-3208-4244

　Email:hshioda@acc.ncgm.go.jp

　URL: http://hivboshi.org/manual/index.html

開会式でテーマソング「ひだまりの場所」の江藤天音さんをご紹介
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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。

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、予防に関

する知識が必要ですが、ただ知ってるだけでは意味が

ありません。パートナーとしっかりコミュニケーショ

ンがとれなければ、もしかすると相手に流されて、せっ

かくの知識が使えず予防行動がとれないかもしれません。しかし、言いにくいことだってあります。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、言いにくいことを相手に伝えるにはど

うすれば良いか語り合いながら、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実施しました。

2 日間 4 コマ実施しましたが、一般の参加者は計 22 名と多くはありませんでしたが、全国から赤十字のボランティ

アが集まり、スタッフを含めるとのべ 67 名で、楽しくワークショップを進めることができました。

〔展　示〕

日本赤十字社が作成した予防啓発ポスターと、ユース

が作成したピア・エデュケーションの内容についての

パネルを展示し、さらにコンドームの持ち運びに薄型

の名刺入れを使用する工夫などの提案を行った。

展示だけを見に入ってきた来場者はおらず、主にワー

クショップ参加者が待ち時間に見てくださっていた。

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/
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エイズの交差点

吉田　喜代　

 1983 年から 20 年間、外資系の製薬会社が発行する血

友病患者むけの情報誌の担当ライターとなる。その間

に得たものをベースにお話する。エイズには２つの流

れがあって、1 つは血液製剤由来のエイズ。もう一つは

性感染症としてのエイズ。２つの流れは何度か関わり

合ってきた。その接点を「エイズの交差点」と呼んで

みた。

第 1 の接点は、1986 年

情報誌取材のため、帝京大学医学部に、血友病専門医の安部英医師を訪ねた。

＊この時代は日本では男性同性愛者を「ホモセクシュアル」と呼んでいた。

「エイズを診察しているボクに、ホモセクシュアルの人が電話してきます。病院に来てもらうと、感染が心配で

他では言えないことも話してくれます」。「この人たちのエイズ対策は、今（1986 年）が も大事なときだ。単に

偏見で片付けないで、現実を厳粛に受け止め、予防対策を、行政的にも教育的にも、真剣に練る必要がある」。30

年前のこの警告は、薬害エイズ事件の喧噪の中で耳を傾けられることなく埋もれてしまった。

第 2 の接点は、1988 年

「エイズ予防法」をめぐって「感染者の治療よりも管理を優先させている」と血友病患者と家族は反対運動を起

こす。同性愛者グループも反対運動を発展させていった。どちらも反対運動をしながら、一方では「感染ルートが

全く違うのに、世間では同じように見られる」といった声もあり、感染者同士で差別・偏見を生み出していった不

幸な時代だった。

第 3 の接点は 1990 年

1988 年から血友病専門医が箱根ワークショップを開いた。３回目の 1990 年、疫学の研究者が立ち、薬害エイズ

に悩む医師たちの前で、血液製剤による感染だけでなく、「性行為による感染」が増えていくという懸念を表し、

変わり目を示唆。

第 4 の接点は 1996 年

薬害エイズ裁判は1996年3月に和解。が、騒がしく報道していたマスコミが一気に沈静化へ。性感染のグループは、

「薬害訴訟を私たち性感染した者も応援した。薬害問題の次は、性感染に関心を広げてもらわねば、と思っていた

から。しかし、和解が成立したとたんに関心は冷えこんだ」と落胆。＊「新エイズ予防指針と私たち」より

第 5 の接点は 2000 年

血友病患者にも性感染の陽性者にも、その質問に答えるウエブマスターを名乗る医師を紹介。掲示板には、「初

感染なので投薬開始を提案されています。投薬開始のメリット、デメリットを教えて」といった性感染への助言が

求められる一方で、血友病に関する相談もあり、アクセスは 2000 年 12 月には 10 万人に。

第 6 の接点は 2012 年

12 年開催の日本エイズ学会にスカラシップで参加した人の、報告書が出された。「HIV 陽性者が抱える問題の多

くは、薬害の人も性感染の人も共通している。感染経路やセクシュアリティの枠を超えたピアグループミーティン

グの場がもっとできないものか」。「HIV は死なない病気として知られているが、それでも、がんや糖尿病のよう

にテレビのワイドショーで取り上げられない。HIV もテレビ CM で予防と検査の呼びかけが必要では」。この意見

に私は共感します。広く知ってもらい、無関心な人たちが減ることが願いです。

E-mail: kiyodesu@hb.tp1.jp
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現役男優に聞く、性感染症と幸せなセックス

性感染症予防について考える AV 男優の会

セックスワーカーである現役 AV 男優が、性感染症予防

の大切さを考え、啓蒙していこうと集まった有志の会

AV 男優が普段取り組んでいる性感染症予防策や、仕

事を通して培った性感染症の知識を中心に、性の大切

さや、AV で表現されているセックスと一般人のセッ

クスの違いを説明。それらを踏まえ、気持ち良さを追

求したセックスではなく、幸せを感じるセックスを提

案、推奨。

E-mail:moribayashigenjin@gmail.com
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宗教とＡＩＤＳ

伊東　和子　カトリック中央協議会 HIV/AIDS デスク

平良　愛香　日本基督教団牧師

古川　潤哉　浄土真宗本願寺派僧侶

岩室　紳也　ヘルスプロモーション推進センター長

 厚木市立病院泌尿器科医

京都での AIDS 文化フォーラムと同じく、5 回目を迎

えた「宗教と AIDS」。横浜や佐賀でのフォーラムでも

開催され、通算では 17 回目を迎える。今回画期的だっ

たのは、当初登壇を予定していた一場修さん（カトリッ

ク桃山教会神父）が急遽参加できなくなり、ピンチヒッ

ターとして、伊東和子女史の登壇がかなったことであ

る。伊東さんは、宗教指導者としてではなく、一信者、

クリスチャンとして長年カトリックの HIV/AIDS デス

クとして尽力され、AIDS 文化フォーラムでの「宗教と

エイズ」にも初回から実現にご尽力いただいている立

役者。今回、初めて、登壇してご一緒にお話しを伺う

ことができた。

医療者として HIV 患者さんと接する岩室先生が展開する、宗教とエイズに関する素朴な疑問を軸にゲイを公言

している平良牧師、中学生の性教育に関わる僧侶古川がそれぞれの教義からの考え方を応えるのに加え、今回は、

伊東さんが信仰者としての思いを語る形。セクシャリティや、病について、宗教の違いからの対立軸ではなく、宗

教が本来いわんとすることは、制限なのではなく、それぞれのいのちがそれぞれに今を生き抜くための解放に向か

うものであることが明らかになった。人がそれぞれ持つ個性があつまれば、自然と多様な社会になるが、その多様

性をそれぞれが認め合う社会が宗教の目指す現世のあり方。信仰をもつということは、自他の信仰を尊重するとい

うことであり、即ち、思いやりの社会を築くこと。真に多様性を認め合う社会というのは、自己の思いを中心に生

きるのではなく、信仰を中心に生きるということから実現していくものなのだと感じることができた。（古川潤哉）

「宗教と AIDS」に参加しました。第 2 回から聴講していますが毎年参加者が多くなっているように思います。

今年は AIDS 患者も向き合う「死」がテーマです。岩室医師によると、そもそも AIDS 問題は「検査と避妊を確

実に実施しましょう」と結論づけてしまえば全て終わってしまうそうです。そうはならない理由がいくつもあり、

それらは人の尊厳にまで遡る為に話すことさえ避けられてしまいす。このままでは既に感染した人や同性愛者は切

り捨てられると、危惧されています。平良牧師は同性愛者である事をカミングアウトされています。世間からはや

はり相当な逆風だそうですが「それはこれから背負う十字架」と牧師でもあるお父様から諭されたそうです。伊東

さんは、カトリックの信者としての想いを、古川僧侶は性教育等をとおした活動を紹介されました。パネリストの

苦闘が伺えました。会場からも発言がありました。「毎回このフォーラムに出席しています。AIDS に関する制度

や学術情報は他でもありますが、真正面からこの様なテーマに取り組むことが必要です」「AIDS の患者さんは心

の整理がつかないと訴えられる、なんとか応えられないかと参加しています」　　　三保俊幸（サポートスタッフ）
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口からエイズをみる

～若者を性感染症から守りたい ～

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

連（むらじ）　 利隆

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、あるいは、

厚生労働省エイズ研究班 ( 歯科 ) での活動を基にお話さ

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

ておられると思われ、AIDS 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

判明に至った事例、さらに、妊娠中に HIV 感染が判明

した実際の事例等を紹介致しました。

次に、私は HIV 感染症との関りの中で、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、昨年より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等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の実態について目を向けると、高校、大学生の性経験率は、

2005 年までは右肩上がりでピークとなり、その後減少傾向にあります。2005 年までは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の指摘と、不十分な感染予防知識なよる性感染の増加、1 年に 4 万件

以上の 10 代の人工中絶に繋がったとされています。2005 年以降はなお同様の問題をはらみながらも右肩下がりで

あることについて、「まじめな子が増えた」と言った評価はなく、傷つけあうことが苦手ないわゆる草食男子の増加、

生身の人と付き合うことに伴うストレスを恐れ、ゲーム などのバーチャルにはまる若者の増加が指摘されていま

す。さらに、平成 25 年版厚生労働白書によると異性の友人がいない割合は男性で約 60％、女性で約 50％で性交経

験率低下が追い打ちか ? とされています。原因としてコミュニケーション能力の低下、人間関係の希薄化が問題視

されています。これはこれで社会的問題です。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

以上のような実態の一方、 近殺人にもつながる出会い系サイトなど SNS を悪用した性犯罪や DV による犠牲

が多発していることがテレビニュースで報道されています。今回、私が口腔外科医として救命救急にも関わってき

たなかで経験した夫婦間の DV の 1 例と顎の骨折をきたした同棲相手から DV の 2 例をあわせて 3 事例を紹介致

しました。( この痛々しい症例写真は中学校の授業では割愛しました。)

WHO は 2013 年に “ 世界で女性の 3 人に 1 人が 身体的、性的暴力の被害になっている”と世界に向けて対策を

勧告しています。 　

一方、性教育に関してはかつては恥ずかしいものとして捉えられ、「寝た子を起こすな」との消極的な姿勢で、

その結果「性感染症」に対する正しい知識が与えられず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
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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る姿が報告されてい

ます。とはいうものの、授業時間、内容の不足、性教育に対する苦手意識もあり、その結果学外からの専門家によ

る性教育のニーズが高くなっています。

以上の実態を踏まえて、性教育の重要なポイントの 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考えます。従って、私は授業を単なる「エイズ」の“物語授業”とはせず、HIV

感染症の事例を供覧しながら、他の感染症も含めて性感染症が自分に身近なことと感じさせること！感染の予防法

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、中学 3 年生のは自分の性

違和を意識し、悩む年齢層であることを考慮して 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、　文科省も対策に動き出したこと等を“Why”を伝えながら解説しました。

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、養護教諭の先生が書かせて下さった生徒達の感

想文を紹介しながら報告させて頂きました。スポンジに水が吸い込むように私の話の内容を受け止めてくれており、

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、社会人となっても今の意識が心に根付いてくれることを祈りたいと思います。

さらに、このように「エイズへの理解～性感染症予防」に熱心で、授業の開催に結びつける養護教諭の先生に敬

意を表します。

医療者が授業を行う場合、根拠となる統計、情報、 症例・事例等の現実を視覚を通して生徒達に伝えることができ、

生徒達の意識を授業に引きつける強い武器になること、そして、医療者が性教育に協力する意義を感じました。

同志社大学新町キャンパス

尋真館
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抗ＨＩＶ薬院外薬局の実際は？

（株）法円坂メディカル

大阪市中心に 12 店舗を展開する調剤薬局グループであ

り、そのうち４店舗で抗ＨＩＶ薬院外処方せんを応需

している。平成 13 年から応需しはじめ登録患者数は

600 名を超えている。

院外処方とはどういうものであるか？メリット及び

デメリットを含む現在まで応需してきた経験話、個人

情報保護への取り組み、実際の患者との関わり、そし

て会社外の抗 HIV 薬応需経験のある調剤薬局薬剤師か

らのアンケート集計内容について発表した。

きらめき薬局

　大阪市中央区谷町４丁目 3 － 2 － 301

　TEL 06(6942)0311　　　FAX 06(6942)0309>

　E-mail:kirameki-y@dune.ocn.ne.jp

ＨＩＶ陽性者として生きるという事 ～僕らの真実～

ＨＩＶ陽性者限定コミュニティースペース in 名古屋

　健吾＆健二　

「エイズ文化フォーラム in 京都」の第２回、第３回で、全体会のゲストスピーカーを務めた健吾、健二の２人が、

久しぶりに京都に帰ってきました。

ＨＩＶ陽性当事者であり、これまでに、数々の場面で当事者スピーカーを務めたきた経験、また、ＨＩＶ陽性者

限定のコミュニティースペースでスタッフとして活動してきた経験から、もっとありのままの自分たちの姿を知っ

ていただければと、今回初めて、全く台本なしでの講演を企画致しました。

当日はまさに、行き当たりばったり。その場の雰囲気で、仕事や家族、恋愛やＳＥＸなど、様々な事柄について、

ざっくばらんにお話し致しました。

ひとくちに「ＨＩＶ陽性者」と言っても、性格が真逆な二人。考え方も全く異なります。

ＨＩＶと分かって何を思ったのか、ＨＩＶ陽性発覚後の恋愛やＳＥＸはどうしているのか。二人それぞれの考え

方、それぞれの現状について、多くの方の前では、普段なかなか語る事のできない内容に至るまで、お話しさせて

いただきました。

この講演が、ＨＩＶ陽性者が皆さんとあまり変わらない存在、もっと身近な存在に感じられる機会になってくれ

ていればと願っています。

それでは、またいつか、何処かでお会いしましょう。
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世界のエイズ

「日本に暮らす外国人の保健医療アクセスをよくするために

―NGO、行政機関、医療機関に何ができるか」

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

性者や日本語以外の言葉を話す人をサポートする市民

団体。厚生労働省が委託している HIV 陽性者の支援を

行う関西の団体として個人の支援からグループプログ

ラムまで HIV 陽性者の必要に応じた支援プログラムを

実施している。また大阪府、大阪市、京都市の委託を

受けて外国人の保健医療へのアクセスを良くするため

に HIV に関する情報、検査、相談につなげるプログラ

ムを実施している。関西 HIV 臨床カンファレンスの助

成を得て行っているため、通訳派遣に伴う医療機関及

び患者個人の費用負担はない。京都と大阪の保健センター等の検査会場にも通訳派遣を行っている。具体的には多

言語サポートとして、(1)HIV に関する通訳者派遣、(2) 外国籍住民が暮らす地域に医療チームが出向く健康相談会、

(3) 多言語電話相談 ( 英語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語 )、(4) 面談相談、(5) 訪問・同行、(6)

カウンセラー派遣、(7) 帰国支援。日本語で行うプログラムでは、(8) 陽性の人とパートナー・家族のための電話相談、

HIV サポートライン関西 (06-6358-0638、月・水曜日 19 時 -21 時 )、(9) 月曜サロン、(10)HIV 陽性とわかって間も

ない人のためのグループミーティングのひよっこクラブ、(11) 女性交流会。また今年度は外国人の健康課題、外国

人親の母子保健の課題、HIV 陽性者の高齢化の課題、外国籍女性 HIV 陽性者の経験等、5 件の厚生労働科学研究・

文部科学研究を通してより広く人々の声を聞き、提言を行うことで政策に反映させるための取り組みも行っている。

日本に暮らす外国人の保健医療アクセスをよくするために政策を決定し推進する行政機関、外国人を地域で支援

している NGO、そして医療機関がどの様に連携していけばいいのかについて、トヨタ財団国際助成プログラムで

実施した聞き取り調査で知り得た各地での取り組みを報告した。

地方自治体は国の法律や通達を地域のニードに照らしあわせて条例や指針として明文化し、事業化することが重

要である。感染症の分野で外国籍住民サービスの事業化を実現した京都市の報告を聞いた。

またタイでは外国人移住者に向けた感染予防活動に積極的に外国人を雇用し、外国人集住地域にある国立病院に

は通訳が 26 名雇用されている現状を報告した。

　Tel/Fax　06-6354-5902

　メール：info@charmjapan.com

　HP：www.charmjapan.com

　Facebook：　www.facebook.com/charmjapan
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人生が輝く、マイクロストレス対処方法

一般社団法人日本心理療法協会

椎名雄一（常任理事）

心理学講座無料開放、町田駅近カウンセリングルーム、

心理カウンセラー資格認定機関。

コミュニティの力でうつ病克服を目指す。

マイクロストレス（気にするほどでもない小さなス

トレス）は見逃されがちですが、それが積み重なって、

大きなストレスや問題に発展します。一方で、現実社

会においてマイクロストレスを排除するのは不可能に

近いものがあります。仕事や学業のプレッシャーや経

済的な悩みだけでなく、マナーの悪い人が多かったり、

高度な技術を理解しなくてはいけないストレスもあり

ます。これらのストレスを軽減するには自分自身の内

的な世界観を変化させることが重要です。

保健室の先生や大学生を中心に熱心なみなさんが受

講されていました。前半で脳の構造についてお話しし

て、後半で実際に受け止め方を変えていただきました。

多くの方が苦手な創造性を使うことで心理的な状況は

一変することを体感していただけたと思います。 後

にさまざまなマイクロストレスに対して、ユーモアたっ

ぷりの対処方法を生み出していました。「こうあるべき」

と正すことも大事ですが、創造性を発揮することで脳

内の問題が解消されることを体感していただきました。

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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布ナプキン手作りワークショップ &お話会

メイド・イン・アース

生地、縫製糸、ネームタグまですべて 100% オーガニッ

クコットンにこだわった製品の製造・販売をしています。

「自分を大切にしたくなる」いま話題の布ナプキン。

生理が楽しみになる、生理がつらくなくなる……など

など、女性の身体と心に嬉しい変化をもたらす布ナプ

キンは、自然派の女性から広がり、徐々に生理期間の

パートナーとして女性たちの間に浸透してきました。

とはいえ、「どうやって使うの？」「どんな風にいいの？」

「モレない？」気にはなっていても、使い始める前は分

からないことや不安なこともたくさん・・・。

そこで、今回のワークショップでは、布ナプキンを楽

しく手作りしながら、オーガニックコットンの魅力や

使い方・洗い方などをお話ししました。今回作ったのは、

オーガニックコットンのハンカチを使って、3 か所なみ縫いするだけでとってもカンタンにできあがる布ナプキン。

ふわふわの手ざわりに癒されながら、世界にひとつだけの布ナプキンが完成しました。

ご来場者様感想：

・すごく分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。布ナプキンというものは初めて知ったけど、けっ

こう使っている人がいてびっくりしました。

・布ナプキンは初めてでしたが、自分で作ってみることで、使ってみようと思います。ナプキンについて、他の人

と話したり、話を聞いたことがなかったので、いい経験になりました。

・初めての手作り、うれしいです。布ナプキンを使って

いる方々と同じ悩みなどを共有することができ、うれ

しかったです。また色んな人にすすめたいと思いま

す。

・「布ナプキンを知らなかったので、ワークショップを

通して、使用してみたいと思いました。肌に優しそう

なので、ぜひ使用してみたいです。

布ナプキンについて正しい知識を得ることが出来ま

した。布ナプキンは体に優しいので、娘が初経を迎え

た時に伝えたいと思います。改めて、いいな！と思い

ました。

　〒 152-0035 東京都目黒区自由が丘 1 － 19 － 30

　TEL  03-5701-6633    FAX  03-5701-6635

　URL  http://www.made-in-earth.co.jp/about/nunonapkin
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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（ＭＳＭ）

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。

　〒 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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ＨＩＶと在宅療養・介護を考えるミニシンポジウム

～京都での受入事例から～

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。

介護職から、実際に HIV 陽性者を受け入れた事例を中心に報告してもらうことで、HIV 陽性者の在宅療養支援

の啓発につなげることを目的として実施した。

・コーディネーター　摂南大学准教授：高田雅弘、京都府介護福祉士会理事：柏本英子さん

・パネリスト１：摂南大学薬学部　医療薬学研究室　5 回生：小松知貴さん　竹中香織さん

「学生の企画による介護施設への出前研修実施報告　その他」

2015 年 9 月に高齢者福祉総合施設において、拠点病院医師および HIV 専門薬剤師からの講義、学生主体の

グループディスカッションによる出前研修を行った報告を行った。講義にグループディスカッションを組み合

わせることで効果的な研修会が実施出来た。

若者達の性・デートＤＶ

ウィメンズクリニック・かみむら　上村　茂仁

このフォーラムではここ数年デート DV について話

しています。なぜなら性感染症の感染率には人間関係

が大きく影響しているからです。AIDS 文化フォーラム

だからこそ、人と人との付き合い、孤立しない繋がり

を持った生き方を大切にしてもらいたいと思い , デート

DV を切り口として毎年話をしています。もちろんデー

ト DV に関しても中学生レベルでも理解できるように、

恋愛からデート DV に変化してゆく過程を詳しく解説

しました。そして DV を予防できるのは繋がる力なの

だということも解説しました。

講演会場では高校生の姿も多く見られました。私とし

てはデート DV の予防教育は中学生までと思っているので本当に嬉しく思っています。また、講演を聞いた方より、

その後メールで中学校や高校の講演で話したいので、この講演の資料を送って欲しいとの依頼が多数ありました。

私の講演を聞きのこれる方は少ないと思うのですが、その方々が、私の話を理解していただき、少しでも広めて頂

ければ幸いです。

これからも人との付き合い方、繋がり方について私なりに大切だと思う内容を話して行きたいと思います。

また、今回の私の講演のスライドを希望される方は下記までメールで連絡してください。お送りいたします。

　E-mail:kamimura@kitty.jp
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・パネリスト２：( 社福 )　京都福祉サービス協会山科事務所　安岡英樹さん

「ホームヘルパーによる在宅介護の実例報告　～身体介護での実例～」

入浴介助を中心に受け入れ依頼のあった利用者の事例提示及び介護職の意識調査アンケートの結果報告を

行った。アンケート結果では、介護職は、HIV 陽性者受け入れを想定していなかったため、4 割強が全く活動

できない、半数は何らかの支援があれば援助可能ということが分かった。今後は実際の活動事例や医療従事者

からの正しい説明を受け、先を見据えた研修が必要とのことであった。

・パネリスト３：( 社福 )　京都福祉サービス協会醍醐事務所　杉野理枝子さん

「ホームヘルパーによる在宅介護の実例報告　～生活援助での事例～」

精神的に不安定な利用者に対する事例を通して受け入れを実際に体験したヘルパーの意見報告を行った。こ

の事例では、ヘルパーは躊躇することなく介護を実施し、様々な注意点にも配慮することが出来た。実際に

HIV 陽性者の在宅介護を受け入れた後の感想としては「無知は偏見を生む」とのことであった。

・パネリスト４：京都府山城北保健所感染症・難病担当　堀忍さん

「生活面のサポートが必要な HIV 陽性者を支援して」

HIV 陽性者を受け入れる事業所に対して、保健所として拠点病院との連携とのサポート、積極的な情報提供

などを行った報告を行った。今回の事例では、介護職や利用者本人に向けて作成した掲示物などによる情報提

供が効果的であった。HIV 陽性者介護において必要だと感じたことは、スタッフ間での情報の共有や連携、主

治医との密な連絡をとることであった。

・パネリスト５：京都大学医学部付属病院　医療ソーシャルワーカー　隈村綾子さん

　「医療機関による事務所への勉強会、出張講座実例報告」

医療機関による事務所への HIV に関する出張講座の報告を行った。出張講座では HIV 疾患や標準予防策に

ついての説明を受け、特別なことは何も無いということを理解してもらうようにしていた。HIV 陽性者の在宅

療養を支えていく上で も重要なことは利用者の困りごとは何なのかということを理解することであり、それ

は通常の支援と変わらないということであった。

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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多重にのしかかるスティグマを越えて

Freedom　

大阪ダルクの外郭団体で、薬物依存症の家族支援、司法、

矯正、更生保護との連携、薬物関連の啓発などの事業

を行う

［講演者］倉田めば（Freedom 代表、大阪ダルクディレク

ター、ピア・ドラッグ・カウンセラー、

精神保健福祉士）

薬物依存、セクシュアルマイノリティ、HIV など複

数のスティグマを抱えることの脆弱性とそこからの

回復について

「我が国の薬物依存者が負うスティグマは、薬物事件で

逮捕された芸能人報道における過剰なバッシングや薬物乱

用防止教育の「ダメ、ゼッタイ」教育に象徴される一次予

防の薬物使用者への阻害的側面において顕著に見出され

る。このフォーラム会場の、下にある同志社大の掲示板に『薬

物クダサイ、薬物ダサイ』と書かれたポスターが大学の承

認のもとに平然と張ってあるのを先ほど見て私の中の内面化されたスティグマが疼いた。

薬物依存の自助グループ NA やダルクなどのミーティングでは、薬物が何年止まっていても「薬物依存者（アディクト）

の○○です」という風に自己紹介をする。薬物依存者としてのアイデンティティを認めることによって、私にのしかかって

いた薬物依存者というスティグマを脱したのだった・・・・」

講演の後半は、大阪ダルクに入所中の薬物依存の仲間 S 君（私たちは利用者のことをそう呼ぶ）へインタビューを行っ

た。S 君はゲイで HIV 陽性者でもある。刑務所中でどのような生活を送っていたか詳細に聞くことができた。現在は薬物

依存の女性のためのグループホームで生活をして、刑務所を出てからクリーンな生活を維持している。余計なことを考え

る時間もなく、金銭も全て管理状態にあって、行動をコントロールされている状態ではあるが、それが現在いい方向に向かっ

ているようである。ゲイであることも、HIV であることも周りの仲間は受け入れてくれているので、そのことで特に悩んだ

りという事も現在はないようであった。

後はフロアと質疑応答を 30 分程行った。数名の参加者が挙手をして質問をされた。刑務所の中でのゲイの受刑者の

扱いについての質問があった。また、セクシュアル・オリエンテーションと性自認の関係について知りたいとの意見があっ

た事から、黒板に図で書いて説明をした。DV被害など様々な困難を抱えるLGBTへの対応についてのシェア発言もあった。

また、家族（親）の立場からのおたずねもあった。アルコールや薬物などを使用している依存症の当事者というのは親の

事をどう思っているのかという質問内容だった。

私は自らの経験から、薬物を使用したり自傷行為が止まらなかったときは、心の中では 5 体満足に生んでくれた親への

申し訳ない気持ちでいっぱいだった。また、薬が止まって時間がたって性別移行し始めた時も、薬物であんなに悲しませ

たのにこんどは性別移行で親を悲しませることになるというセルフスティグマでとても苦しんだという話をした。

Freedom

　533-0021 大阪市東淀川区下新庄 4-21- Ａ 105

　06-6320-1463（兼 FAX）

　Email; addict@yo.rim.or.jp

　URL; http://www.freedom-osaka.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。

◇アンケートの結果 : 総計 21 名回収（無効回答なし）。（男 3 名：女 18 名）

エイズアンケート結果：全９問。平均正解率 81.5％。結核アンケート結果：全９問。平均正解率：56％。無煙ア

ンケート結果 71.4％。リンパマッサージアンケート結果 50％。乳がんアンケート結果 60.5％。エイズ問い 6「コンドー

ムを正しく使うと HIV 感染を防ぐことができる」と結核問い７「咳症状のある人は、マスクなどで口を覆うこと

が大切である。」の正解率は高く、結核問い 3「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、結核アンケートに対する参加者の理解度は低く、今後も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。

畠山雅行

　FAX： 0743-78-9841

　Ｅ -mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp
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生徒の心を聞き出し、人生が輝く３つの事例

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

部屋から出られない状態からでも家庭訪問やカウンセ

リングを　通して高校卒業・就職・進学を目指す通信

制高校分校。

所在地は東京都町田市。

学校関係の皆さんに子供とのコミュニケーションの

取り方を学びました。序盤は子供を思い浮かべながら

聞いていた皆さんも徐々に自分自身のあり方やコミュ

ニケーションに及ぶまでの気づきがあったようです。

「こころ」と「コミュニケーション」の授業は今の教育

の本当に必要だなと感じました。９割の方が相手をよ

く見ていませんし、こころを感じ取ることができてい

ません。演習をすると 初は難しいとみなさんおっしゃ

るワークが「相手をよく見よう」です。当たり前のように相手を見なくなってしまっている人が子どもを助けるの

がいかに難しいかが 初のヒントになったかもしれません。

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

案内ポスター

尋真館入口 京都市営地下鉄今出川駅
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これからのＨＩＶ検査の方向

担当したのは特定の団体ではありませんが、本セクションでは、第１回目から継続して HIV 検査、特に自発検査

を中心に取り上げています。HIV 感染症は感染から発症までの期間が大変長く、その大部分が無症状であることが

特徴です。そのため検査は、HIV 感染の有無を知る上で大きな役割を持っています。検査を受けるにしろ、受けな

いにしろ、HIV 感染症に関心を持った人が避けて通れない、大きなイベントが HIV 検査です。

昨年まで３回続いていた岡山市の山陽大学学生による、若者が感じる HIV 検査のクイズは残念ながら諸般の事

情により組み込む事ができませんでした。次回を楽しみにして頂きたいと思います。今回は参加者が少なかったも

のの、例年のようにエイズや HIV 感染症に関わっている熱心な方が多く質疑も行われました。３名が担当しまし

たので担当順にご報告させて頂きます。

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 27 年度は企業向

けに研修を行うなどの啓発を重点的に行い，その研修の

参加企業から調査した HIV 陽性者の雇用状況と，企業

の受入状況についてのアンケート結果について発表しま

した。企業が HIV 陽性者を雇用する上での課題は，出

血等の緊急時の対応や，他の従業員への説明について，

不安があることが分かりました。

また，京都市では思春期の青少年に向けた性感染症予

防の取り組みを重点的に実施しており，保健師による

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推進しています。

廣瀬かおり（京都市役所保健医療課）

大阪府で実施している MSM 向け検査事業の報告を行いました。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実施することで、

MSM のみを対象に HIV/STI の検査機会を提供しており、これまでの８年間で、のべ 2000 名以上の受検者と 70

名を超える HIV 陽性者の実績があります。

行政への長年の働きかけが奏功し、今年度より大阪府の経常事業として実施しており、また国庫補助も得られる

こととなり、安定した事業となっています。 川畑拓也（大阪府立公衆衛生研究所）

　

今回は「HIV 検査　我が国の歴史」と題して、公的な自発検査の歴史を振り返り普及の取り組みや課題、パートナー

への受検勧奨など新たな動きの紹介を中心に、他国と比較した我が国の HIV 感染の動向や、演者自らの経験も交

えてお話しました。 中瀨克己（岡山大学医療教育統合開発センター、knakase@okayama-u.ac.jp）
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男同士で結婚式を挙げて 11 年

～変わったこと、変わらない事～

そう＆カッシー

横浜市で同棲している平凡な (?) ゲイカップルです。

養子縁組はしていません。

「男同士で結婚式を挙げて 11 年　～変わったこと、変わらない事～」という題名で昨年に引き続き「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。

渋谷区・世田谷区の制度の件は不勉強の為満足な回答が出来ませんでしたが、来年には十分な回答が出来る様研

究していきます。

※ 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 LGBT 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。(2014,2015 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 )。

来年の開催については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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シンガーソングドクター江藤天音

トークショー＆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４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、LGBT の人々に

対する、医療従事者側の対応について、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、LGBT に対する認識度を医療従事者側の間でも広める必要性を再

確認しました。

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。
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お坊さんが行う中学校性教育授業　ver. ４

浄土真宗本願寺派僧侶（佐賀県伊万里市　浄誓寺）

古川　潤哉　

佐賀県 DV 総合対策センターによる、中学校向け DV

予防教育プログラムの中で実施されている、「エイズを

通していのちを考える」という枠では、公立中学校での

授業でも一部を僧侶が担当している。その「生と性と死

を考える」の模擬授業を通して、来場者にも「現代の中

学 3 年生」になりきって思春期・性・いのちを考える時

間とした。

学校に於ける性教育は、健康教育としてのみ語ること

が許された状態であり、中学生では文科省の「中学生は

セックスしない」前提が有効であるため、どのみち具体

的に教育することは難しい。であるならば、思春期に悩

みがちな、なぜ生きるのか？なんのために生まれたのか

…の問いへの手助けになるような、「自分のいのち」に対する考え方のひとつやふたつ、提示してはどうだろうか

という試みと言える。

大人が安易に使う、「いのちを大切に」というフレーズ、実は、誰のいのちなのか？大切にとはどういうことか？

が曖昧である。昨今の学校に於ける自殺予防教育によって、子ども達は「自殺しないこと＝いのちを大切にするこ

と」と考えがちになっているが、果たしてそうか？自死した人はいのちを粗末にしたのだろうか？本当に死にたく

て死んだのだろうか？という問いも子ども達に考えてもらう。

親子の関係性や家庭環境はそれぞれ様々であるが、生まれてきた事実から、いのちが引き継がれてきたことを考

え、また、出産はできる、できない、する、しないであるが、自分の身体が火葬されたあと、どうなっているのか？

中学校で習う「理科」の内容から、考え、一体自分のいのちとはいつからいつまで、どこからどこまでなのか？果

たして自分でどうにかできるものなのか？を考えるための授業である。

中学生も、中学生なりに一生懸命考えていろいろな感想を持つが、大人であっても、この問いには毎回新鮮な発

見が得られるものであり、中学生の時にこういう「思考」を体験できるということは非常に重要であると考え、フォー

ラム来場者からもアイディアを募り、学校での授業にフィードバックしている。

＊プログラム上の標題では、ver.5 として 5 回目の表記になっていたが、第 1 回の AIDS 文化フォーラム in 京都で

は実施しておらず、今回は 4 回目の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

　junya@joseiji.org

　https://www.facebook.com/joseiji
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ＨＩＶ陽性者の長期合併症を考える

関西 HIV 臨床カンファレンス

関西で HIV の医療・カウンセリングを提供する人材の

育成と NGO・NPO との連携を目的とする団体です。

パネルディスカッション：

「ＨＩＶの長期予後を考える」

パネリスト：奈良県立医科大学　感染症センター　

宇野　健司

 大阪市立総合医療センター

感染症センター　白野　倫徳

 兵庫医科大学　血液内科 澤田　暁宏

HIV 感染症の予後は飛躍的に改善しており、治療内容

もより副作用の少ない、シンプルなものに変化してきました。生命予後も陰性者と同様に見込めるようになりました

が、これまで以上に悪性疾患や生活習慣病など、非感染者と同様な疾患が問題になる事が予想されています。これ

らに関して、現状ではどの様な問題が出ているのか、医療機関の中での現状を報告するために今回は 3 施設の医師

をパネリストとして討論していきました。

まず、大阪市立総合医療センター白野先生からは本邦での HIV の現状をお話頂きました。その後、奈良県立医科

大学宇野からは認知症を合併しているケースを提示し、行政サービスの手助け、および介護事業所、訪問看護ステー

ションの助けを借りながら治療を進めている現状をお話させていただきました。その後、兵庫医科大学澤田先生か

らは食道癌の治療を行い、内服が困難になった遠方から御通院のケースをお話頂き、地域の入院機関、クリニック、

往診の先生の連携によりご希望であった在宅での 期を迎えられたという経過をお話いただきました。

今後 HIV 感染症の治療は、HIV 治療を専門としていない専門科や医療機関、あるいは福祉サービス、行政と如何

に連携していくかが重要になると考えられており、ディスカッションでも会場にご参加いただいた方々から多く、連

携に関してのご意見をいただきました。今後も輪が広がっていくような活動を継続していきたいと考えております。

セクシュアリティー基本講座

　　大阪府立大学人間社会学部教授　　東　優子

一人一人が生きやすい社会を作るために、一市民と

して是非知っておきたい、セクシュアリティーの多様

性についてわかりやすく解説する基本講座。

　〒 540-0006　大阪市中央区法円坂 2-1-14

　国立病院機構 大阪医療センター臨床研究センター内

　電話 : 06-6942-1331 ( 内線 6330)　FAX : 06-6946-3652

　URL：http://www.kansai-hiv.com/
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体の性の様々な発達：DSDs

（性分化疾患／インターセックス）

ネクス DSD ジャパン　

今回は、ＡＩＤＳ文化フォーラム様のご厚意により、

人間の尊厳たる「性」に関わる諸要素の中でも、極めて

大切に守られなくてはならない「体の性」の、様々な発

達上の「違い」について、お話をさせていただく機会を

頂戴いたしました。当日は教室いっぱいの皆さんにお越

しいただき、また、ボランティアスタッフの方にも大変

ご協力いただきました。ありがとうございました。

「体の性の様々 な発達（Differences of sex development）:DSDs」

とは、医学的には「性分化疾患」、政治運動的分野では「イ

ンターセックス」とも呼ばれていますが、「染色体、生

殖腺、解剖学的な体の性が、一般的にこれが男性の体、これが女性の体とされる生物学的社会規範とは生まれつき

一部異なる発達を遂げた状態」を表します。

DSDs は、単一の体の状態ではなく、然るべき検査なしでは見た目だけでは性別がすぐには分かりにくい形状の

外性器（尿道口の位置がずれていたり、内性器等が外に露出した状態もある）で生まれる赤ちゃんや、二次性徴の

欠如等で、染色体が男性に一般的とされる XY 型であったり、膣・子宮が無いと判明する女性、不妊で判明する男

性等様々なものがあり、それぞれの体の状態や判明時期の違いによっても、その体験のありさまは様々に違います。

ですが、たとえばいわゆる「男らしさ・女らしさ」といった先入観が多くの人々を抑圧してきた歴史と同じく、

このような体の状態については、どうしても「第３の性・中性・男女の中間・両性具有」といったステレオタイプ

なイメージが投影されたり、トランスジェンダーや同性愛の人々との混同、誤解・先入観が多くあり、このような

現状では、たとえば男女以外の「中性」を自認する当事者の方たちを捉えることはできても、その背後にいる、性

的マイノリティではない大多数のただの男性・女性である DSDs を持つ人々や家族の皆さんを、体の性というた

だでさえ話しにくい中、更に追い詰めてしまっている状況があります。また、ただポシティヴな「多様性」という

文脈では、思春期前後に DSD が不妊であるという事実と共に判明する女性たちの、子どもを産めないという「喪

失感」を無視してしまうことにも注意が必要でしょう。

「現実のインターセックスの状態を持つ人々は、マンガのような非現実的で男女の境界のような

イメージでも、板挟みの天使でも、サーカスの見世物でも、空想の産物でもありません」

ジム・アンブルース『現代の奇人変人ショー』

「DSDs についてより詳しくは、「DSD を持つ子どもと家族のための情報サイト　ネクス DSD ジャパン」

（www.nexdsd.com/　「ネクス DSD」で検索）を、ぜひご覧ください。

理念だけが先行してしまうと、実際に生きて生活している現実の人々をむしろ更に抑圧してしまいかねません。

DSDs を持つ人々に対する先入観やステレオタイプなイメージに囚われることなく、ただありのままに「その人自

身」を無心に見ていく態度こそが重要なのだとお話をさせていただきました。
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ケア・カフェばざーる、今年もやります

ケア・カフェばざーる実行委員会　

●ケア・カフェばざーるとは

ケア・カフェとは、北海道旭川発祥のまったく新しい

コンセプトで行われる、医療介護福祉の専門職、宗教家、

学生、市民の集まりです。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、全国

各地に拡大しています。顔の見える関係づくりと日頃

のケアの相談場所を提供していきます。ジャズの流れ

るリラックスした空間で、４．５人のグループに分かれ

て、テーマにそった会話を楽んでいます。京都初のケア・

カフェ、「ケアカフェばざーる」は、昨年のエイズ文化

フォーラムを皮切りに、バザール・カフェを拠点に始

まりました。

●バザール・カフェにおけるケア・カフェの広がり

2014 年度はケア・カフェバザール実行委員会企画の

ケア・カフェを 5 回開催し、約 80 人の方々が参加しま

した。2015 年度は、実行委員会だけでなく、別の主体が主催するケア・カフェも開催されています。いろんな人

たちが手上げで集う場を提供できる自由な対話の場が 2 年目は広がっています。

●エイズ・文化フォーラムを再び皮切りに

ケア・カフェばざーる実行委員会の活動は、2015 年度、文化フォーラムを皮切りに再始動しました。当日は学

生ばかりが集まりましたが、輪になって座り、ちりばめられた Need カードを囲んで順番に話すエンパシー・サー

クルにチャレンジしました。聴き手は「この人の need は何だろう」をつかむためにひたすら話し手に注目し、話

終わったら、聴き手が順番にこの人にぴったりとくる need の書かれたカードを話し手に手渡す演習です。感情に

フォーカスを当てて話を聴き、順番にストーリーテリングし、その上で見えてくる感情をメンバーでフィードバッ

クすることで、話し手のニーズをメンバーがサポートしながら表出していき、話し手が大切にしていると思われる

ニーズを拾い上げるのです。共感と対話の広がる意義を体感したひとときだったのではないかと思います。

●今後の活動について

　ケア・カフェばざーる　シリーズ「×はざま」（カケルハザマ　シリーズ）

　　第 1 回　2016 年 1 月 22 日（金）　19 時～ 21 時　テーマ：外国籍×家族×はざま

　　第 2 回　2016 年 3 月 10 日（木）　19 時～ 21 時　テーマ：外国籍×アイデンティティ×はざま

野村裕美　ynomura@mail.doshisha.ac.jp
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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

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。

滋賀医科大学医学部附属病院 MSW　新居　加菜

京都大学医学部附属病院 MSW　庵原　美香

 隈村　綾子

「陽性者を支える制度やサービスについて考える」

①医療ソーシャルワーカーとは・京都におけるＨ

ＩＶ支援の現状と課題（MSW 隈村）

医療ソーシャルワーカーは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、施設受け入れ

の現状、現在の取り組みと課題のお話しを行いまし

た。

②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。

③活用できる制度・サービスについて（MSW 庵原）

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、それに対しての取り組み等を発表し、今後の課題について考えました。アン

ケートでは「制度や費用のことがよくわかった」「実践の様子や苦労がわかった」「今後実践的なことが聞きたい」

など多くのご意見、感想をいただきありがとうございます。今後の支援と来年度に生かしていきたいと考えます。

＊拠点病院等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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女装者や男の娘（おとこのこ）のＨＩＶ啓発活動について

～男性が売買を勧められる世界があります～

加納　知世

女装者として生活している男性であり、ＨＩＶ陽性者

女装者や男の娘（おとこのこ）は、ＨＩＶに対して、

無知、無防備、無検査のように感じています。また、

男性からセックスに誘われる現実があります。問題点

を解説し、啓発活動の必要性についての思いを説明す

る。

以下の点について、画像や印刷物を用い、自身の経

験を踏まえながら、解説・説明を行い、一般にまだ知

られていない女装者の現状と HIV 感染予防啓発の必要

性について問題提起を行った。

また、会場の参加者との活発な質疑応答を通して認

識を深めることができた。

１　トランスセクシュアル、トランスジェンダー、女装者、男の娘の違い、現状の説明

２　女装者、男の娘の自分の性別や性的な役割の認識はどんなものか。

３　どこで女装するのか、その場での行動

４　男性とのセックスする契機は

５　セックスの際のリスクは

６　女装者、男の娘の性感染症の知識レベルは

７　必要な人に必要な情報が届いているのかどうか

８　これから何が必要なのか

（司会　さぽーと京都代表　高畑吉博）

ＨＩＶ陽性者支援団体　さぽーと京都

　E-mail:support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp
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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生きていた存在を等身大

（90 ㎝× 180 ㎝）の布に表したメモリアルキルトを通

して HIV/AIDS の問題を共に考える NGO です。

・メモリアルキルトの展示、活動紹介

・ワークショップ：テディベア作り

昨年は 2 日間テディベアワークショップを行い、20

数名の参加者がありましたが、今年は 4 日のみとしま

した。1 時間 30 分では作るのに時間がかかったとの意

見もあり、事前に縫いやすい状態にしつけをした型紙

を準備しました。

メモリアルキルトとテディベア作りにどのような意

味があるのか、テディベア基金の説明も資料として配

付し、説明を受けて作ってもらうように準備しました。

他の興味ある講座と重なり、参加できなかった方が数

名おられ、参加された方は 8 名でした。華頂女子高校

の生徒さん4名は1年生から参加して今年3年生になり、

手慣れた手つきで作ってくれました。同じ型紙でも布

や眼のボタン、リボンなど、いろいろな色、形でそのアイデア、自由な発想にとても刺激されたことでした。

メモリアルキルトを久しぶりだと言ってくださる方もありましたが、始めて観るという方の方が多く、展示の機

会は今後も必要だと思います。

テディベアワークショップは参加者を増やし、どのように行うか、もっと工夫する必要があると痛感しました。

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なります。わかりやすい資料、伝

え方など、来年の課題にしたいと思います。

　〒 600-8871　京都市下京区西七条北東野町 39-1

　Tel/Fax:075-325-1950

　E-mail  info@mqj.jp   　URL  http//mqj.jp/



40

ＨＩＶに感染したらどうなるの？

SCORA 関西

IFMSA-Japan( 国際医学生連盟日本支部 ) で活動して

いる SCORA-Japan を母体とする地域支部です。主に

Peer Education Project と Rainbow Flag Project の二つ

のプロジェクトを実施しており、中学や高校への性教育

の出前授業や、セクシャル・マイノリティ等の社会的認

知度や理解の向上を、医学生の立場から進めています。

ＨＩＶは他の性感染症と比較して、なぜ予防が重視されているのかを、スライドを用いて解説していきました。専門的な知

識をいかに分かり易く伝えるかが自分の中でのポイントでした。

予防や感染の概念、感染経路から始まり、ＨＩＶの体内におけるライフサイクルでは、細胞感染に際してなぜ予防が重要

であるかの理由を話しました。その後、息抜きも兼ねて性感染症の広がりを参加者の方 に々体感してもらうために、紙コップ

を用いたゲームを行いました。再びスライドに戻り、ＡＩＤＳ発症までの流れではＣＤ４の動態や、主なＡＩＤＳ関連疾患につ

いても少々解説しました。 後は治療に関する話に加え、予防の大切さを言及させていただきました。

総じて知識提供型の発表でありかつ専門的な知識を詰めていましたが、参加者さんが７名程度と少なかったため、質問を

途中でも受け付けたり逆にこちらから問題を出すなど、進行に際しては参加者さんの理解の度合いを把握しながら行いました。

この度はこの様な機会を提供してくださりありがとうございました。関係者の皆様方に厚く感謝申し上げます。

性教育と HIV/AIDS“薬害エイズの歴史をふまえて”の学習

PLANET（HIV とともに生きる会）　小田切孝子

日本の HIV/AIDS の学びの中では、薬害エイズの歴史をぜひ伝えていきた

いものです。パワーポイントでの薬害の歴史を見ながら、取り返しのつかない

多くの犠牲者をうんでしまった歴史を振り返り、その原因についても、学びの

中に入れていきたいと思います。長きに渡った、陽性者当事者の、国と製薬会

社を相手取った裁判は、和解へと進んだ経緯があり、その結果、現在の HIV

陽性者への医療費などの恩恵を蒙ることになった歴史もあります。忘れ去られ

ている、薬害エイズを風化させないことも教育の中では特に必要かと思われま

す。エイズパニックといわれた時代の始まりから、30 年を越える現状の問題と

して、なお HIV/AIDS への差別や偏見は残っています。医療現場や NGO・

ボランティア団体などの継続したサポート体制の中であっても、HIV/AIDS の現状は、特に学校教育を受ける世代にとって憂慮な

らざる実態が横たわっています。この現状を考え、HIV/AIDSについて、学校におけるどのような学びが必要であるか、また求め

られているのか、そのための社会的な施策についても参加者と共に考える機会となりました。現状の学習の時間確保の問題も大き

な壁になっています。学校でのエイズ教育は、昨今ではほとんどと言っていいほど行われていない現状があるなかでこの内容への

関心が少なかったこともありますが、少ない参加者の中でも交流することができました。

SCORA 関西

　代表　　関西医科大学３年生　二宮 隆仁

　Email：ninon.nn.kmu@gmail.com

　URL：http://　　ifmsa.jp/contents/sco/?s=scora



41

施設で認知症ＨＩＶ患者を受け入れてもらうために

厚木市立病院　泌尿器科

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

岩室　紳也　

紳也 ’s  HP http://iwamuro.jp/

HP からメール、講演依頼が可能 。
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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～

大阪府立大学教授　山中　京子

有元　高太

さぽーと京都

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　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と概念の整理があった。

報告者②　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

も多い。そのような陽性者の妻の２例の事例報告を通して会場の参加者に問題提起を行い、会場の参加者ととも

に検討を行った。

２名の報告を受けた後、司会を含め３名と会場の参加者を含めて課題の明確化や対応策について意見交換を行っ

た。

ＨＩＶ陽性者支援団体　さぽーと京都

　E-mail:support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp
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ＡＩＤＳとサブカルチャー

桜屋伝衛門、さとうなおみ　

今回はＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都では二度目の「ＡＩ

ＤＳとサブカルチャー」。

エイズの話題、サブカル的な出来事、社会問題、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。 

時代における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ＡＩ

ＤＳ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。

 今回は二度目の試みであり、前回の反省を活かして事前に年

表の資料を参加者に配布した。年表の説明に時間を取られずに、

音楽や映像を多用できたのは進歩できた部分であると感じた。

思いがけず満員御礼となっ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。漫画や雑誌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。

愛花　セックスレスカウンセラー

男心専門家の愛花です。

今年もＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都で、ミニ講座をさせ

ていただきました♪

今年も来ていただいた方や、メ ルマガを読んでいただいてる

方、そして、なんと！あのスカパーに出演した「ダラケ」を

見て、来ていただいた方まで！

わーい♪嬉しかったです♪

去年も、ボランティアでミニ講座をさせていただいたので、

１年ぶりの黒板。

しかも、同志社大学の教室で！！

短大を中退したわたしにとって、カンドーしちゃうのです。

 

かなり先の話ですが…

来年６月 25 日（土曜日）26 日（日曜日）に、エイズ文化フォーラム in 佐賀でも、ミニ講座をさせていただける

かも～♪

九州方面のかた、ぜひ今からスケジュール空けておいてください (^^)

桜屋伝衛門　  toy_toy_0906@yahoo.co.jp

さとうなおみ　chokumi614@yahoo.co.jp
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みんな集まれ！ (・∀・)～若者によるシンポジウム～

SCORA 関西、紅紐、大阪府青年赤十字奉仕団、

鹿児島県青年赤十字奉仕団、神奈川県青年赤十字

奉仕団、京都府青年赤十字奉仕団

性や HIV/ エイズに関する活動を行っている　若者の

団体が集結しました。

各団体の代表者によるパネルディスカッションを行いました。

テーマは「継続」どれだけ良い活動を行っていても、それを継続することが重要となってきます。しかし、性や

HIV/ エイズの話は残念ながら敬遠されることもあり、継続に苦労している団体も、継続できずに消えてしまった

団体も少なくありません。そこで、パネリストたちが次のお題に答えていき、お互い学び、また親睦を深めていき

ました。

① 団体紹介

② 活動紹介

③ 自団の強み、弱み

④ 継続していくために取り組んでいること、または、取り組みたいこと（実現可能な範囲）

⑤ 継続していくために、まわり（大人や他団体）に期待すること

我々が行っている活動は、効果が目に見えにくいため、モチベーションの維持が難しいという団体が多いようで

した。また、若者が実施するメリットも多いですが、大人の協力が不可欠です。当然、金銭面のニーズもありまし

たが、褒めてくれる大人がいることが大事であるという声があがっていました。モチベーションの維持や、大人へ

の協力依頼のためには、実績や実施することによる効果を見える化（数値化）することが重要ではないかという意

見が出ました。

祝 10 回☆関西クィア映画祭の選んだ映画たち

関西クィア映画祭　http://kansai-qff.org/

私たちが 2005 年から上映してきた選りすぐりの「タ

イヘン×ヘンタイ」な作品の数々。画像・映像を交え

映画祭の裏ネタまで。

代表　京都府青年赤十字奉仕団（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

　　　075-541-9326　RCY 京都 HP　yaplog.jp/rcykyoto/
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感染 17 年の振り返りとこれから

洪　久夫（ほん・ひさお）

 HIV ポジティブ　スピーカー

古川　潤哉

浄土真宗本願寺派僧侶（佐賀県伊万里市　浄誓寺）

HIV 陽性で、ゲイを公表している洪久夫（ほん・ひ

さお）と、浄土真宗僧侶の古川潤哉によって展開する

トークタイム。洪の波瀾万丈の半生、 HIV/AIDS との

関わり、セクシャリティ、生活のこと…いろんな要素を、

会場の参加者それぞれと共に、「ライフライン図」とい

う教材を用いて、語り合う。ライフライン図は、横軸

に時間経過、縦軸に幸福度をとり、人生に於けるさま

ざまなできごとと、その際の感情をグラフ化する営み。

実際には全部かくことはできないが、大きな出来事を

書き込んでいくことで、おおまかな流れが自己確認で

きる。横軸の時間軸では、誕生から、現在、そして未来、

自分の死までを想定して書くことになる。ルールとし

て、自分の死亡予定年齢を確定させるのである。これは以外と難しい。そのなかで、過去の出来事、これから起こ

るであろうことを想定しながらグラフを作る。作る度に違うグラフになるのが常。その時その時で、どういう事象

を重要視しているかが変わるから…でもある。

振り返りも重要だが、これは、これからを想定するところに難しさがある。楽しいことばかり起こればいいのだが、

この先も辛いことも悲しいことも体験しないわけにはいかない。また、楽しいことばかりの人生であるならば、実

は、真っ直ぐなグラフになってしまい、おそらく、その状態では、今が楽しいと言うこと自体が認識できなくなっ

てしまう。楽しいと感じるためには、辛いこと悲しいことを知っていなくてはならないし、辛いことが辛いと思う

のもそうでないことを知っているからこそである。生き別れや死に別れ、病気をする、お金に困る、生老病死のまっ

ただなかに有る私ということを捉えたうえで、どう生きるのか？を自問するきっかけとなる時間。

洪の HIV との付き合い、悩み、将来的な不安もききながら、決して他人事では無い話で、また、HIV があろう

となかろうと、人として抱える重大な悩みは違わないことも気づいていくことができた。

洪　久夫　http://blog.zaq.ne.jp/hon-hisao/

古川潤哉　浄土真宗本願寺派　浄誓寺

　junya@joseiji.org

　https://www.facebook.com/joseiji
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閉会イベント

～ＡＩＤＳ文化フォーラム　横浜から全国へ～

京都開催 5 回の振り返り

第６回フォーラムでまたお会いしましょう！！

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜運営委員の岩室紳也

さんに、京都でＡＩＤＳ文化フォーラムを開催するこ

とになったきっかけや、横浜・陸前高田・佐賀のフォー

ラムの様子も交えながら、京都のフォーラムへの思い・

期待などをお話しいただきました。

ごあいさつ：代表幹事　高折晃史

第５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Ⅴ”～「どの部屋行く？」聴きたい話

がきっとみつかる～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、ご

来場くださった多くの方々、サポートスタッフ・運営委員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５回フォーラムも「平成 27 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。

　プレイベントとして京都府民ホール・アルティで

開催しましたアフリカン・ゴスペルコンサート「ワトト・

コンサートツアー 2015“OH，WHAT　LOVE”」は、

エイズや戦争等により親を失った子どもたちによる力

強いステージをご覧いただくことができました。

　横浜で始まり、京都へつながり、そして陸前高田・

佐賀へと広がったフォーラムに、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。
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日下　都

HIV 小児感染者のための施設（バンガロール）における

抗レトロウイルス治療について

2012 年バンガロール（インド）にある Sneha Care 

Home & Shining School という施設で、ボランティア

の教師として 4 ヶ月間勤務した。この施設にいる 3 歳

から 15 歳の約 100 名の子供たちは、全員母子感染によ

り HIV に感染している。

子供たちの血液データを分析した結果、抗 HIV 薬を

服用しても CD4 が減少していたりまた肝炎を発症して

いるケースが見られた。インドでは、経済的事情から

血中 HIV RNA 量の測定は必須ではない。そのため、

薬剤耐性が生じていても、そのまま同じ薬剤が投与さ

れていることもありうると思われる。

上記のようなことを写真とともに展示しました。想

像していた以上に関心を持って下さった方々がいらっしゃりうれしく思いました。興味をお持ち下さり、誠にあり

がとうございました。

インドでは、子供たちも支援者も様々な理由により大変な状況でしたが、置かれた状況の中でできることを探し

行動している人たちに出会えました。私が役に立つことなどありませんが、この体験を伝えることはできます。今

回、エイズ文化フォーラムで展示する機会を与えて頂き、心より感謝申し上げます。

日下　都　　miyakoksk@hotmail.com
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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、主にエイズ予防啓発パネルを展示

紹介しました。

保健所が行っている予防教育では、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。

（公財）エイズ予防財団
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学生の街 京都から発信し続けるグループ「紅紐（べにひも）」

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

ご協力いただき、ネイルにレッドリボンを描きまし

た。

レッドリボンを描く数分の間に、エイズのこと、

恋愛や性のことなど対話する中から、エイズについ

て少しでも関心を持ち、考えるきっかけができたの

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、少し

でも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

動を続けていきます。

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

味について詳しくご存知なかった方も、展示をご覧になって、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

紅紐で作成した冊子「今日、これからな…」や、

京都府で作成したＡＩＤＳに関する啓発パンフレッ

ト、レッドリボンバッジやティッシュを配布しまし

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/

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。
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京都市　保健医療課

ＨＩＶの感染経路や予防方法，感染者の統計等の情報をパネルにより

紹介しました。ＨＩＶやエイズについて正しい知識を発信することで，

多くの方の理解を深めていきたいと考えています。

京都市では，ＨＩＶ・性感染症検査を各保健センター毎に週１回実施

していることに加え，土曜日即日検査，夜間即日検査を予約制で実施し

ています。今回，案内ビラやパネルの展示による検査の周知を行いました。

また，当日は，展示会場とは別の会場で HIV 即日検査を実施し 50 人の

受検者がありました。「感染しているかもしれない ･･･」と不安を持って

いる方等は是非，検査を受けていただきたいと思います。早期発見し治

療を開始することが大切です。

京都市　男女共同参画推進課

京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課

　〒京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地

　電話 075 － 222 － 4421　FAX075 － 222 － 3416

　＜京都市ホームページ＞　http://www.city.kyoto.lg.jp/

パネル展示　デートＤＶとは　

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？

＜期間中展示したパネル　一例＞

＜　感想　＞

上村医師の講座後に立ち寄られた方が多かったです。パネルを見て「デートＤＶというコトバを初めて知った」「こ

ういったこともデートＤＶになるのか」といった感想が目立ちました。講座や展示を通じて，身近な問題と感じて

もらえたと思います。今後は身近な人にも広めてほしいと思います。（パネル貸出や冊子が必要な方の相談を受け

ています）

デート DV，DV については専門の相談機関があります。ひとりで悩まず相談してください。

詳しくは　京都市 DV　で検索！
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（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では、若者にとって、エイズに

関わる問題が自分自身の問題として考えられるよう，パネル

製作を企画しました。

製作にあたっては、若者を中心に製作メンバーを募り、京

都府エイズ等予防啓発ボランティアグループ「紅紐」、花園

大学写真部を中心に協力をいただきました。

製作のミーティングで出されたアイデアは、予防啓発に関

わっていたことのあるデザイナーにより、４枚のパネルになり

ました。

パネル製作をきっかけに，エイズ、ひいてはセクシュアル

ヘルスを通して、人間関係やコミュニケーションのあり方を

考えられるような機会になり、その成果を見ていただくことができました。

　TEL 075-213-3681　　FAX 075-231-1231

　Email k-kojima@ys-kyoto.org

　H P http://www.ys-kyoto.org

　〒 604-8147　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

ＰＬＡＮＥＴ（ＨＩＶと共に生きる会）

展示会場では、ＰＣからの映像で、パレードの (20 回

目 ) 録画からその実施の模様を見ていただきました。こ

の時のパレードの様子を写真家の方が写されものも掲

示しました。

2015 年は 5 月 16 日（土）に第 23 回エイズキャンド

ルパレードを行っています。レッドリボンを店頭に掲

示していただく訪問（アウトリーチ）の活動は、その

リボンを購入する所から開始しますが、今年は摂南大

学の学生さんたちが、リボンを作るところから関って

いただきました。そして、そのレッドリボンを店頭に

掲示していただくための、啓発活動を一緒に取り組む

ことがきました。その結果、約 80 軒の店舗が協力していただきました。当日は、パレードを見送って下さる店舗

のスタッフもあり、レッドリボンの掲示された店舗の思いと共に歩きました。その店頭の様子を写した、写真を机

の上に並べて見ていただきました。また、23 年間に渡る当初の手の作りのチラシの変遷の一部を掲示しました。

その他、コンドームの紹介、石田さんの冊子や PLANET20 周年の冊子を販売しました。

会場が展示会場の一番奥にあったので、なかなか参加者に来てもらえないのではと思いましたが、熱心に見てい

ただく方もありました。中には一度パレードに参加したいと話されていた方もおられました。
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ＡＩＤＳ文化フォーラム in 陸前高田

ともに生きる　

～ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくりと

「はまってけらいん、かだってけらいん運動」が目指すもの～

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、陸

前高田青年会議所と岩手県大船渡保健所、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（2011 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、平成 25

年年に 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。

平成 27 年（2015 年）には戸羽太陸前高田市長が被災直後から話し続けていた「ノーマライゼーションという言葉のいらな

いまちづくり」のアクションプランが策定され、被災後の復興を推し進めていくにあたって、「ともに生きるまちづくり」につ

いて具体的に考えていくこととなりました。AIDS と健康づくりや、地域づくりは直接関係ないように思われがちですが、「ノー

マライゼーションという言葉のいらないまちづくり」、そして、「はまってけらいん、かだってけらいん運動」に取り組んでいる

陸前高田市だからこそできることをこれからも一つずつ進めていきたいと思います。

震災後 3 回目となる今年（2015 年）は、これも震災前、平成 22 年（2010 年）まで 33 年連続で開催していた「健康文化

都市　陸前高田市健康のつどい」が 5 年ぶりに復活することとあわせて、「文化がつなげるそれぞれの思い」として、「AIDS

文化フォーラム in 陸前高田」を同時開催することとなりました。

健康のつどいのサブテーマは「はまって、かだって、つながって　～みんなで輝く陸前高田～」とし、AIDS 文化フォーラ

ム in 陸前高田のサブテーマは、昨年に引き続き「共に生きる　～誰もが住みやすいまちに～」を掲げ、市内外多種多様な分野、

活動をされている方々に発表、展示いただく予定です。特にも被災から丸 5 年が経とうとしている今、市内で地道に活動を

されている方々の活動にご注目ください。

誰もが住みやすいまちに…、健康とは、単に病気や怪我でない状態だけではありません。その人らしく、生活できることも

大切です。そのためには、 人々がお互いに支えあい助けあうこと…。人と人とがつながれる、関係性を考えられること…。そ

れは、ノーマライゼーションという言葉のいらないまちになること、それが今年のイベントの目的です。みなさんも会場で、「は

まって かだって つながってけらいん！！」

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。

　臨床研究・疫学研究部門

　特命助教　佐々木亮平　【E-mail：ryou-hei-1115@topaz.ocn.ne.jp】

　　〒 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



54

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、昨年度初開催の佐賀に広がった AIDS 文化フォー

ラムの紹介をパネルを通して行い、チラシと報告書の配布を行いました。

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター

エイズについて考え行動する市民を応援する横浜市の施設で、

2010 年より（公財）横浜ＹＭＣＡが活動受託しています。

・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、2015 年以降の国内外の記事を中

心に展示しました。

・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。

・センターがイベントで行う「手作りレッドリボン」の手法を紹介しました。特に、AIDS 文化フォーラム in 横浜

で人気だった「レッドリボンつきのくるみボタン」のサンプルが人気でした。気軽に行える活動ですので、ご関

心をお持ちの方はお気軽にセンターまでお問い合わせください。

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/

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
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カトリック中央協議会　ＨＩＶ／ＡＩＤＳデスク

今年は教室内に展示させていただいたので、廊下に

性別のある２体の人形を出して、前を通る人の関心を

引き、中まで足を運んでもらいました。昨年から持参

している、レッドリボンのロゴが印刷されているキャ

ンバス地のトートバッグに、好きなスタンプを押して

オンリー・ワンのバッグを作る企画も紹介しました。

持っているだけで、赤いリボンが目立つバッグなので、

周囲の人との会話が始まるきっかけになると思います。

去年からトートバッグを使用しているという方が使い込んだバッグと共に来場され、こちらが感動してしまいまし

た。

啓発グッズとして、レッドリボンの付いたキーホルダーも展示し、希望される方には、別の部品に付け替えて、

好きなアクセサリーに改造してもらいました。

デスクが発行したポスター・小冊子・ミニカードも持ち帰っていただきました。

京都でデスクの活動が紹介できるし、関西圏で啓発活動などをしている皆さんとも出会える貴重な機会です。

ジェクス株式会社

自社コンドームを展示し、教育・啓発用に人気のグラマラスバタフ

ライコンドームを配布しました。

普段じっくり見れないコンドームに触れて頂き、お気軽にスタッフ

に質問していただきました。

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

を続けています。

カトリック中央協議会　社会福音化推進部 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　　Fax03-5632-7920

　E-mail:  hivaids@cbcj.catholic.jp

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

　http://www.cath-aids-desk.jp/

　〒 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 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 5 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：舞鶴市　京都府教育委員会　京都市教育委員会　舞鶴市教育委員会

 （公財）京都ＹＭＣＡ　京都第一赤十字病院　日本赤十字社京都府支部

 （公財）エイズ予防財団　（一社）京都府医師会　（一社）京都府歯科医師会

 （一社）京都府薬剤師会　（一社）京都私立病院協会　（一社）京都府病院協会

 （公社）京都府看護協会　（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

 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　日本ボーイスカウト京都連盟

 （一社）ガールスカウト京都府連盟　　（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 27 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（公財）エ

イズ予防財団の助成金の支援を受けて実施しました。
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第 5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

 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 木下　浩一 半井　達弥 下山　美穂 奥野　豊勝

 千葉　圭子 小林　　哲 東出　理沙 廣瀬かおり 岡本由紀子

 野村　裕美 佐藤　文寛 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 山田二三男

 小林　和博 寺口　淳子 池田　勝俊 小林　マキ 金井　　修

 森　　諭美 長谷川宥介 加藤　崇思 小松　知貴 辻井　美輝

 松田美沙樹 竹中　香織 日丸　全士 乙坂　優次 濵田　佳穂

 里　　英子 迫田　直樹 中村　美紀 朴　　康濬 加藤　武士

 辻森あゆみ 来住　知美 小平外茂栄 金銅　良明 浅井　陽子

 淀　　　宏 井川　清美 石若　義雄 伊藤　弘一 井上　利子

 井村　春樹 乙坂　正子 加藤　明子 北川　雅俊 木村　英昭

 隈村　綾子 桑原めぐみ 櫻井　　聡 左近　篤子 猿渡　隆信

 清水　　薫 下條　永展 新宅　美紀 鈴木　史昭 須藤　恵美

 關　つぐみ 多賀　美愛 高木　歩美 武村　松一 立山由紀子

 田中　優衣 時光　泰子 中村　町子 箱崎祐梨亜 樋口　里紗

 人見　晃弘 日比野麻衣 福山　孝晃 藤岡　義明 藤川　　満

 藤原　久子 船木　成一 古田　裕和 前　　　登 前川　敏美

 前田眞理子 松井亜里沙 丸川　　蘭 三科　仁昭 三保　俊幸

 光武　泰子 安岡　　宥 山野　順平 山本奈菜子 横溝　玲子

 呂　　海東 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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