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第 9 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、「つなぐ」「つながる」今、できること“レッドリボン大作戦”「第９

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。フォーラムの目的は、エイズの予防と理解を深め

ることで、「エイズ問題の啓発」「多様性を理解すること」「ともに生きること」を大きな柱としています。 

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

に、同年、市民による市民のためのフォーラム「AIDS文化フォーラム in 横浜」が発足しました。全国各地でＨＩＶ/

ＡＩＤＳに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に 若者に向けての啓発の場として市民

の手ですべての人に開かれ、毎年 8 月に開催し定着している横浜をはじめ、フォーラムは京都、陸前高田、佐

賀、名古屋へと広がりを見せています。 

 関西では現在もＨＩＶ新規感染者数がまだまだ多い状況です。京都は、学生層が多く集う町であり、 また日本古

来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあるので、若者により多様な交流

の生まれる場所です。 2011 年の第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

あるフォーラムを毎年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、京都府と京都市が共催で開催しています。当事者（若者・同性愛者・陽性

者）、予防・陽性者支援に関わっている人、自治体・医療関係者・教育関係者・研究者が運営委員となり、会議を

重ねてフォーラムを作りあげました。今年から会場が同志社大学から龍谷大学深草キャンパスに変わりました。龍

谷大学の多大なる御協力の元、明るく開放的な環境の中で開催することができました。当フォーラムは、発表・展

示の企画参加者すべてボランティアの市民のフォーラムとして開催しており、当日のサポートスタッフとしても、多く

の方々がボランティアで参加くださいました。また多くのの協賛・協力もいただいています。 

 本年はプレイベントとして、直前の9月29日（日）に龍谷大学で「これからの依存症予防教育 依存症は回復可能

な問題」について国立精神・神経医療センターの松本俊彦さんにご講演いただき、その後えんたく（課題共有型

（課題解決指向型）円卓会議）を行いました。 

 本番のフォーラムでは、発表36、展示16と多くの申し込みがあり、のべ約1100人の方にご来場いただき、盛大に

開催することができました。 講演やワークショップ、展示など多様なプログラムを通して、性の多様性やＨＩＶを理

解していくこと、HIV／AIDSが決して他人ごとではないこと、さらに薬物からの回復を含めて、共に生きることを学ぶ

ことができました。また、全国の活動に関わる方々やボランティアがこのフォーラムで一堂に会することにより、それ

ぞれの活動紹介や情報交換、活発な意見交換の場にもなったのではと考えます。 

 「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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講 演 ： 松本 俊彦 さん 
（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

薬物依存研究部 部長） 

えんたく 
当事者の主体性をもとに、当事者をとりまく課題をめぐる情

報をもつ多様なステークホルダーと参加者が集まり、話し合

いを通じて課題を共有し（あるいは課題の解決を目指し）、緩

やかなネットワークを構築していく話し合いの場が必要です。 

わたしたちは、この「課題共有型（課題解決指向型）円卓会

議」を「えんたく」と名づけ、さまざまなアディクション問題解決

に役立てることをめざしています。 

 

 

 

 

サークルメンバー 
石塚 伸一 さん（龍谷大学法学教授） 

加藤 武士 さん（木津川ダルク） 

谷家 優子 さん（公認心理師） 

土肥 いつき さん（高校教諭） 

松本 俊彦 さん（精神科医） 

匿名 さん（依存者家族） 

匿名 さん（地域住民） 

これからの依存症予防教育 依存症は回復可能な問題 

2019 年9月29日（日）13：00 ～ 18：00 

会場：龍谷大学深草キャンパス 紫光館 4 階 法廷教室 
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龍谷大学正門 会場入り口 



開会式 

全体会 
～自分のこととして考えよう-性感染症・HIV～ 

白阪琢磨さん（公益財団法人エイズ予防財団理事長、エ

イズ動向委員長）国立大阪医療センターでエイズの診療と

研究に従事。厚労科研研究班、友愛福祉財団の調査研究

班などの班長を務める。 

白井千香さん（枚方保健所長） 

保健所で主に結核・感染症対策などを担当。厚生労働省

感染症審議会感染症部会（エイズ・性感染症WG委員）で、

性感染症に関する特定感染症予防指針の改定に関わる。 

岩室紳也さん（ヘルスプロモーション推進センター代表） 

厚木市立病院泌尿器科でHIV/AIDS診療に携わる。神奈

川県内の病院、保健所、神奈川県庁勤務の後、現職に。 

  

長くHIV／エイズに関わってきた3名の方による鼎談を岩室

紳也さんの司会により行っていただいた。 

それぞれの方に様々な経験や変化を話していただき、死

に至る病気だった頃から日常生活を遅れるようになった過

去からの状況を振り返りHIV感染症の現在の治療や抗HIV

薬の状況を話し合っていただいた。 

今や性感染症の一つとなったHIV感染症の知識をアップ

デートし、コンドームの使用を啓発が必要である。 

また、学校での性教育の経験を紹介し、性と生の中で直接

生徒から相談を受けるようになったという事例も紹介され、

HIVを含めた性感染症の予防を含めた学校での性教育が

必要だということになった。 

質疑応答では、会場から、性行為は教育指導要領に含ま

れていないため、授業でできない。外部からの研修という

場合でも研修計画も事前に決められているため難しいのが

実態だとの意見もあった。 
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司会は摂南大学の学生さんたち  江藤天音さん テーマソングの演奏 



生き抜く力を育む性・HIV/AIDS予防教育とは 

エイズを知ろう！エイズで『人間関係を』学ぼう！ 

 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター） 
新しい学習指導要領が目指すこと 

 

 HIV/AIDS予防教育をより充実するために、学校教育で取

り入れられている考え方に学ぶ必要がある。新しい学習指

導要領では第4次産業革命の時代を見据え、予測不能な変

化に対して柔軟に対応できる「生き抜く力を育む」という理念

の具体化に向けて、「生きて働く“知識・技能”の習得」、「未

知の状況にも対応できる“思考力・判断力・表現力等”の育 

 

成」、「学びを人生や社会に活かそうとする“学びに向かう

力・人間性”の育成」の3本の柱を偏りなく実現することを目

指している。しかし、そのために何に取り組めばいいかは漠

然としている。今回、性やHIV/AIDSをはじめとして、様々な

トラブルに巻き込まれる人と、トラブルを回避できる人の違い

に焦点を当てて考えた。 

 

 学習指導要領に繰り返し出てくる「自己実現」という言葉

は、マズローの「欲求の5段階説」と訳されている“hierarchy 

of needs”の最上位に位置付けたself-actualizationの日本語

訳である。しかし、原文を読むと、「～になりたい」といった

「欲求」ではなく、「その人なりにできることを具現化すること

が“needs”、その人にとって必要」と理解する方が適切で

あった。そのためには人とつながり（所属）、そのつながりの

中で承認を得ることが結果としてトラブル回避にもつながる。

性・HIV/AIDS予防教育では、単に正確な知識だけではな

く、人とつながることの意味を実感し、それを具現化したいと

思える教育が求められている。  

 

連絡先：岩室紳也： http://iwamuro.jp/ 

山田雅子 AIDS文化フォーラム㏌横浜運営委員 

  

 AIDS文化フォーラム㏌横浜の運営委員をしている看護教

員です。横浜のフォーラムでは毎日講座の合間に30分で

『すきま講座』をやっています。その「HIV/AIDSの基礎講

座」を京都では90分の拡大版（！？）で実施させて頂きまし

た。今回はU=U『検出限界以下なら感染しない』という言葉

が意味することを軸に、感染のしくみと現在の治療と陽性者

の生活という視点でお話ししました。 

 

 それをふまえ「医療従事者こそ知識・意識のアップデート

が必要なのではないか？」という課題を参加者の方と共有し

ました。医学は様々な進歩を遂げておりすべてを把握する

のは難しいことです。しかし、常に自分が向き合う人々のこと

を考え相手の思いを想像する努力は大切です。 

  

「問いかける」ことで人の思考は動きだします。想像力を刺

激したい時「問い」をしてみてはいかがでしょうか。とご提案

いたしました。 
  

 

 

 

 

連絡先：早稲田速記医療福祉専門学校看護科 

東京都豊島区高田3-11-17 

yamada@wasedasokki.jp 
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お坊さんが行う性教育授業 vol.9 

 

働く障害者 
～障害者雇用の現状～ 

古川潤哉（浄土真宗本願寺派僧侶） 

  
 佐賀県の公立中学校で県のDV総合対策センターによる

DV予防プログラムの一環として実施している性教育授業「生

と性と死を考える」の模擬授業を通して、健康課題としての

性教育だけでなく、生きる、死ぬということ、生活する自分自

身の話としての性をどう受け止めるかを考える企画です。 

 中学3年生向けの内容で、会場では来場者にも「現代の中

学3年生」になりきって聞いてもらい、生きることや死ぬことに

ついて、生まれてきたことについて、また、生む側になる可

能性について、セクシュアリティや多様性、自己存在の意

義、思春期を自覚してサバイブするためのヒントなどを考え

て頂きました。 

 

 道徳的な話ではなく、多数派の常識の押しつけでもなく、

子どもたちにとっても、大人にとっても、そこにある現実の性

について学び考える縁となればと願っています。 

（※タイトルをvol.9としておりましたが、京都での開催は8回

目でした。お詫びして訂正いたします。） 

 

 

 
 

 

 

 

 

連絡先：浄誓寺（佐賀県伊万里市） 

http;//furujun.info 

junya@joseiji.org 

さとう なおみ(精神障害2級) 

 

 障害者の種類と定義、障害者雇用の法制度、障害者雇用

の現状、実体験を基にした障害者雇用の課題についてお話

ししました。 

 

 HIV感染者には、内部障害の「免疫機能障害」として、病気

の状況に応じて身体障害者手帳が1級～4級までの等級で取

得することができます。HIVの感染者が障害者雇用枠で働く

割合は多くはありませんが、様々な選択肢があることをお伝え

したく、本講座を企画しました。 

 

 私自身が双極性障害(躁うつ病)を患い、発表前の一か月ほ

ど体調を崩してしまっていたため、資料が満足にできていな

かったことは申し訳なく思っております。しかし、その分精神

疾患の症状や障害当事者の困りごとなどリアルな思いを語る

ことができました。 

 

 後半は、講座に参加してくださった大学生と急遽座談会と

なりました。彼女のおかげでより内容の濃い講座になったこと

を、この場を借りて御礼申し上げます。 

  

 

 

                                     

連絡先：非公開 
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当事者だからこそ話せる本当の姿 
～薬学生がつなぐ交流の場～ 

「僕がゲイの牧師でよかったこと、そして」  

摂南大学薬学部医療薬学研究室，木津川ダルク 

 

 現在、世の中にはテレビやネットで依存症の方を取り上げ

る時に、誤解を与えるような伝え方をする場合がある。また、

依存症になった後の回復過程をテレビやネットで取り上げら

れることは少ない。その結果、依存症になった人と関わらな

いようにしようとする人や依存症から回復しようとする人を誤

解している人が多いように思われる。 

 

 そこで今回、回復の道を歩んでいる人に目を向け、支えあ

える社会になることを目指し、参加者に依存症の回復過程

にはどんな苦労や努力があるのかを知ってもらう機会をつ

くった。 

 

 以下の６ブースで依存症の回復過程の方やご家族の人か

ら話しを聞いた後、参加者からの質問についても答えていた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

①薬物依存ブース 

②アルコール依存ブース 

③摂食障害ブース 

④自傷行為ブース 

⑤ギャンブル依存ブース 

⑥当事者の家族ブース 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体連絡先： 摂南大学薬学部医療薬学研究室 高田雅弘

（takada@pharm.setsunan.ac.jp） 

木津川ダルク 加藤 武士（kizugawa.darc@gmail.com） 

平良愛香（日本キリスト教団川和教会牧師）  

 「ゲイであることをカミングアウトしている牧師が気づいた、

キリスト教の功罪と男性同性愛者の無意識の加害性につい

て語ります」といった説明をプログラムに載せました。実際に

どこまで話せたかというと疑問もありますが、キリスト教の古

い価値観で苦しめられた僕自身の経験とそこからの解放、

それは自分をしばっていたものからの解放というだけでな

く、キリスト教そのものをゆさぶり、変化させていくことにもつ

ながって行った、という話ができました。 

 

 同時に、性の多様性の中で、LGBTという言葉が持つ危険

性、限界（まるでLとGとBとTの4種類のマイノリティがいるか

のように錯覚させてしまい、それぞれの異なる課題や、

LGBT以外の性的少数者を見落としてしまいやすいという課

題）や、男性同性愛者であることは性的少数者であると同時

に、女性に対しては抑圧者になっている可能性が絶えずあ

る、ということに話が及びました。また、異性愛カップルの男

女がなかなか「対等」になれない現実と、同性カップルだか

らこそ、対等なパートナーシップのモデルとなれる、そういっ

たことが、「僕がゲイの牧師だからこそ気づけたこと、伝えて 

いけること」といった物語になりました。 
 

 

 

 

 

連絡先：横浜市都筑区川和町１７４２ 日本キリスト教団川和教会 

メール aika.crocus@nifty.com 
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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」  

多様性を認め自分らしく健康で生きられる社会づくり  
～クラスに１～２人はいるかもしれないLGBT～ 

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、ただ知ってるだで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、合計約90名の参加者と楽しくワーク

ショップを進められました。アンケートより、参加者から「HIV

の理解が深められて、ディスカッションではいろんな意見を

交換でき満足」「若者だけで話せたので話しやすかった」「楽

しくグループワークしながら勉強ができて良かった」などの意

見がありました。  

 
連絡先： 赤十字京都ユース（RCY京都） 

【RCY京都HP】 yaplog.jp/rcykyoto/ 

【住所】 〒605-0941 京都市東山区三十三間堂廻り町644 日本

赤十字社京都府支部内  【TEL】 075-541-9326 

 

（認定）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。 

 

  2018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 感染者の年齢階級別では、25-29 

歳が最も多い。  

 

 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が、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年から性的マイノリティの居場所づくり

や、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。 

 

連絡先：認定）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 16:00〜20:00、日曜14:00〜18:00） 

e-mail:  info＠ship-web.com 
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宗教とAIDS part9 

 

薬害エイズとHIV/AIDS・学校の中で 

伊東和子（カトリックAIDS/HIV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研究センター長、泌尿器科医）  

 

 京都のみならず、横浜、佐賀でも毎年実施しているフォー

ラムの名物コーナー。岩室紳也医師による宗教への疑問、

AIDSやダイバーシティとの関わりについての話を軸に、身近

なことから自分の生き死にという哲学、宗教的な話までおも

しろく展開。今回は、いわゆる宗教者ではなく、カトリックの信

徒としてAIDS文化フォーラムにお関わりの伊東和子さんを交

えてのセッション。「信仰を持って、なにか良いことありました

か？」など、普段聞けない話も飛び出しつつ、一見とりとめの

無い話のようでありながら、最終的には全てが絡み合って宗

教や信仰、私たちのいのち、生活を考えることができ、ひい

ては、なぜこのフォーラムがAIDS『文化』フォーラムなのか？

というあたりまで考えるきっかけとなるセッションであった。一

部分だけ切り取るのが難しいセッションであるため、是非次

の機会には会場でご一緒に体験していただきたい。 

 

 

 

 

PLANET（HIVとともに生きる会）小田切 孝子 

 日本の薬害エイズの歴史を通じて、HIV・AIDSの学びを

考えていく内容です。 

 

 アメリカでのエイズの歴史は日本の政治・企業・医療をか

らめて、大きな取り返しのつかない被害を起こす原因となっ

た。アメリカでの血液製剤が加熱処理の認可を受けてか

ら、２年半後に、やっと日本での製薬会社の治験が始まっ

た。この２年半の空白の年月の中で日本の薬害エイズの状

況は進行していた。多くの子どもを含めた患者、感染者が

壮絶な病状の中で命を落とした。その後の長い裁判の中

で、実情が明らかになるが、PLANET創立者の一人である

石田さんは、薬ができる前に亡くなっておられる。身体が動

く最後まで講演や活動を続けておられた。この裁判は和解

を迎えるが、その後のHIV陽性者の方たちが治療に関わる

恩恵を受けることになる内容が盛り込まれていた。 

 

 現状の社会ではもちろん、学校教育の中でも、薬害エイ

ズは忘れ去られている。日本のHIV・AIDSを学ぶ中で、薬

害エイズの内容を含め、その歴史から見えてくるものを考

えてゆくことはもう一つHIV・AIDSの問題を深める内容とな

るものと思う。 

 

 参加者の質問の中に、当時セックス感染の方と薬害での

陽性者のエイズへの見方はどうであったかとの質問があっ

た。当時はその問題が大きく横たわっていたことは確かで

あった。石田さんがPLANETを企画された思は、HIV・AIDS

は広く社会的な問題となっていく、そのためにも社会の広く

ネットワークを広げてこの活動を展開してゆきたいとの思い

があった。薬害エイズを通して、日本のHIV・AIDSの問題を

振り返ってゆくことで、現在も残されている、偏見や差別の

現状を克服してゆく課題を共に考えてゆきたい。 
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AIDSがまだ死の病だと言われていた1990年のNY生活から始まった 

「俺のGAY LIFE」 ～当事者だからこそ話せる本当の姿 

男同士で結婚式を挙げて15年～変わったこと、変わらないこと～ 

透海 零（元LGBTマガジン「yes」編集長 ） 

死の病だと言われていたエイズ…その真っ只中の1990年代

初頭にニューヨークで暮らしていた中、目の当たりにしたアメ

リカのゲイ・シーン。そして、帰国してからの一般誌「宝島」や

ゲイ雑誌「薔薇族」「さぶ」などで連載コラムを執筆、タワーレ

コードから出版されたLGBTマガジン「yes」の企画から編集

長までを経験したことを自身の経歴と共に「俺のGAY LIFE」

として紹介していくスタイルで講演しました。 

93年に「宝島」２回目となるゲイ特集の冒頭を飾った松任谷

由実さんを新宿二丁目へ招いての画期的な座談会“朝まで

ゲイ放談”、さらにマドンナのエイズへの取り組みなども折り

込みながらの懐かしい90年代の情報量てんこ盛りとなってし

まった… 

そのせいで、後半バタバタと慌ただしい（丁寧さに欠けた）進

行になった上に、終始緊張したヘタクソで残念なスピーチと

なっていた…が、誰一人、途中退席することも無く、ちゃんと

最後まで（聴講された方々の暖かい気持ちで支えるように）

聴いて頂いた会場の皆さんの笑顔を一生忘れません！  

講演後に集ってくれて…話したこれまでの活動を賞賛して

貰えた上に、今後の活動への期待までして戴いた。（当時、

失恋したてでズタボロになっていた俺へのエールのように聞

こえた！）会場のサポートをしながら講演を聴いていた若い 

 

男性ボランティアから「(生き様)カッコいいです！」と言われ

て素直に嬉しかった。 

このフォーラムが、エイズだけで片付けられない多様な問題

へ果敢に挑む（優しくも厳しい思いやる無償の愛に満ちた）

心ある主催者、その真っ直ぐな姿勢にキチンと応えるべく参

加する講演や展示、ボランティアのスタッフ、会場を訪れる

みなさん、一つになって創られていることに感動！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
連絡先：E-mail：zero_tohmi@yahoo.co.jp 

そう＆カッシー 

 横浜市に居住しているゲイカップルです。男二人と犬一

匹で暮らしています。養子縁組はしていません。   

 

 「男同士で結婚式を挙げて15年～変わったこと、変わら

ないこと～」と題して名古屋のNLGR2004で結婚式を挙げ

てからの15年間の同性カップルを取り巻く状況の変化や、

各地で始まっているパートナーシップ制度について話させ

ていただきました。 

 

 私共の暮らしている横浜市でも2019年内をめどにパート

ナーシップ宣誓制度を開始するとの事で申請を検討して

います。制度の効力は極めて弱いものなので、あまり期待

はしていませんが。 

※NLGRについては http://nlgr.nagoya をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連連絡先： 

そう  sou21century@gmail.com 

ブログ http://ameblo.jp/sou21century  
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産婦人科医のおじさんと泌尿器科医モモ先生の教室 
～少女漫画とデートDV～ 

「性・薬物乱用防止教育」と児童・生徒指導 
―授業を通して自己指導能力・自己有用感を高めるー 

産婦人科医のおじさんと泌尿器科医モモ先生 
共同ブログで性教育活動をする産婦人科医と泌尿器科医のコンビで

す 

 

 男子・男性がアダルトビデオを性の教科書にするという問題が指摘さ

れるようになって久しいですが、一方で女子・女性の恋愛や性の教科

書は何でしょうか？自らも学生時代に影響を受けていたこともある、「少

女漫画」が与える影響が大きいのではないかという仮説を立て、会場の

参加者も一緒に検証・意見交換しようと考えました。 

 人気、有名漫画のシーンを引用し、「壁ドンにあこがれる心理」「強引

さとデートDVの違い」「SEXや避妊の描かれ方」等について意見交換を

行いました。なかなか挙手して発言しにくいテーマであるため、「Slido」

というアンケートアプリを使用し匿名かつリアルタイムで疑問や意見を募

集したところ、かなり踏み込んだ内容や、自分の体験も交えて意見が集

まり、非常に有意義な場となりました。 

 

 その中でも 

・「自分は恋愛においてSEXの必要度が低い（相手のことを愛していて

もSEXはそれほど好きではない）ため、交際初期の時点で相手と性に

ついて話しておきたいと考えるが、それを相手に伝えようとすると『そう

いう話はちょっと・・・』と引かれてしまう。」（女性） 

といった会場からの意見に、「女性が性について積極的に話すことは

好ましくないとされる雰囲気が社会にある。」「そもそも、男性の方が女

性よりも性欲が強いものだという思い込みがある。性欲の強さは男女問

わず個人差が大きいのに。」等の意見が交わされました。他にも 

・AV,漫画を教科書にしてしまう背景には、ほかに性の情報を得られる

媒体が少なすぎることがある。 

 

 

 

・日本人は空気を読むことを求める社会なので、性に拘わらず同意を

取ることに慣れていない。 

・相手を傷つけずに断る方法を知りたい。 

・幼少期の親族からのボディタッチに不愉快な思いをした。 

等、普段であれば話しにくいようなテーマや話題もどんどん飛び出し、

大いに盛り上がりました。 

 

 今回意識したのは、こちらの意見や情報を一方的に「教える」のでは

なく、自らの体験や思いを踏まえ、それぞれが主体的に「考え」「発信」

してもらうことです。性に関する内容は、「確固たる正解」というものがあ

るわけではなく、個々の人間の価値観や、パートナー間の関係性など

によっても変わってくるものです。正解を押し付けるのではなく、自分た

ちで考える場をもっと公に設ける必要性を改めて感じました。今回の講

演では、匿名の意見交換アプリを使用したことで、大いに目的を達する

ことができたと考えております。 

 こういった内容を、もっと多くの一般の参加者や学生たちに届けたい

と考えております。 

ご興味のある方がいらっしゃればぜひご連絡いただければと思いま

す。 

 

 

 

連絡先：y-okada13@tees.jp  

https://www.facebook.com/yurika.muto.5. 

健康教育アドバイザー 安藤晴敏 

 

 多様化、情報過多の社会や文化の中で健康教育は、授

業での知識習得だけでは対応できない時代に来ている。

教科指導も教科書の枠を拡大して多様化しなければなら

ない。本年度のフォーラムにおいて自ら教育現場にいた振

り返りと、色々な所で講演をさせていただいている経験を踏

まえて、私の考えやこれからの健康教育について表現させ

ていただきました。「性・薬物乱用防止」教育は、自己指導

能力や自己有用感、責任ある行動選択、行動判断力等の

育成に取組みやすく、行動の「わけ」や「生きづらさ」にまで

触れられ、教科指導と児童・生徒指導の結びつきが非常に

大きいと考えている。児童・生徒主体の授業を工夫すること

により、子ども達にとって気づき」の多い授業となり、教育効

果が期待できる。また、授業の中で、人と人との「つながり」

を体験、経験することにより、学校や家庭での「生きづらさ」

の払拭、人や自分を信頼できる「心の自信」が生まれること

も期待できる。そろそろ、日本の健康教育の意識改革を学

校現場の指導者が論じる必要があるのではないでしょう

か。 

 

  

 

 ご来場いただきました皆様、ボランティアの方々に深く感

謝申し上げます。 
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HIV陽性者と介護をつなぐ 
～介護の現状と課題について話し合おう～ 

HIVおよび性感染症の検査 

摂南大学薬学部医療薬学研究室， 

コーディネーター： 摂南大学教授 高田雅弘   

              京都府介護福祉士会会長 柏本英子 

れ介護職(パネリスト)から、様々な視点で介護の現状とHIV

陽性者の受入問題について報告してもらい、 

HIV陽性者と介護をつなぐためには何が課題となるのかをフ

ロア全体で話し合いました。 

①「訪問研修、介護職向けパンフレット作成の報告」 

摂南大学薬学部医療薬学研究室4年生 永井里美,藤村颯

紀 

HIV/AIDSの現状と訪問研修でのアンケート結果の報告、 

介護職向けパンフレットの説明を行いました。 

②「京都市内における特養の受入状況」 

介護老人福祉施設 にしがも舟山庵 社会福祉士 大畠れ

んさん 

ある京都市内の特養の入居・退居の現状や要点について報

告しました。 

また、実際の特養の様子をフォトムービーとして流しました。 

③「退院支援における急性期病院の取組み～HIV陽性者の

支援を中心に～」 

京都市立病院 地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー 

楠寿子さん 

 

医療保険・制度や病院からの転帰状況についてHIV陽性者

の実例も含めて報告しました。 

④「介護サービス受入実態と今できること」 

京都大学医学部付属病院 地域ネットワーク医療部 医療

ソーシャルワーカー 隈村綾子さん 

今回の課題の要点と、京都で行われている研修実施内容や

京大病院の出前講座について報告しました。 
団体連絡先：摂南大学薬学部医療薬学研究室 

            高田雅弘（takada@pharm.setsunan.ac.jp） 

            さぽーと京都（support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp） 

 

西本 美穂（京都市健康安全課）、川畑 拓也（(地独)大阪

健康安全基盤研究所）、中瀨 克己（吉備国際大学） 

  団体ではありませんがHIVや性感染症の検査や対策に

深く関わる演者がお話しました。 

 

 京都市のＨＩＶ／エイズ発生動向や報告数の増加してい

る梅毒発生動向について説明したうえで，ＨＩＶ・性感染症

検査の実際の様子や検査を受けていただくための啓発内

容などについて紹介しました。平成３０年度には４，０００人

以上の方が京都市ＨＩＶ検査を受検されており，陽性の方

には確実な受診につながるよう支援を行っています。 

今後も，どなたでも受けやすい検査体制を整備及び啓発

をするとともに，安心して利用していただけるような相談支

援体制の継続や陽性者への支援にも力を入れていきま

す。（西本） 

 

 「大阪におけるHIV・梅毒の発生状況と検査体制」と題し

て、大阪府のHIV感染症・AIDSと梅毒の発生動向につい

て報告しました。すなわち、大阪のHIV報告数はこれまで

の高止まりから減少傾向に転じたように見えること、梅毒は

異性間の性的接触を中心に感染拡大しており、特に母子

感染や妊婦の報告がここ数年急増していること、などで 

 

 

す。また、大阪で始まり10年以上の実績がある、診療所を

窓口としたゲイバイセクシャル男性向けHIV･性感染症検査

キャンペーンの2018年度の実績を報告すると共に、新たに

取り組んでいる健診センター･人間ドック施設におけるHIV･

梅毒の無料検査についても報告しました。（川畑） 

 

 HIV感染症の動向について、日本ではそれほど広がって

いないが発見の遅れが多いこと。梅毒の増加について、地

域差があるがアウトブレイクを介して急増していること、をご

紹介しました。また、「ポスターを通して検査を考える」と題

して梅毒報告数が人口当たりが全国第3位である岡山県の

現状と岡山県が検討しているポスターについて会場からの

ご意見をお願いしました。「ネット情報は興味のない人はア

クセスしないから、地道なチラシによる伝達は大切」など、

大学生や参加者から具体的なご意見が色々と頂けました。

ありがとうございました。（中瀨） 

 

 
連絡先  吉備国際大学 中瀨 ktsuminakase@gmail.com 
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免疫力の低下を防ごう  
リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）とエイズと結核とがん（乳がん）の謎（発表・展示）  

「仲間との出会いと別れ，孤独を通し生きることを考える」  
～HIV陽性者との対談を通して～  

SKGH＆ATAC in NARA（後藤千寿子・田村猛夏・畠山雅

行） 

リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）により免疫力を

高めて癒します。エイズと結核とがん（乳がん）の謎に注目

します。 
 

①エイズ・結核の予防と乳がんについて早期発見と治療を

学習しました。 

②無煙社会の推進（-受動喫煙の影響-）のために無煙社会

（実現）を学習しました。 

③リンパマッサージ（体験）を行いました。 

昨年同様に今後はエイズのみならずエイズ合併症の結核や

がんについても参加者に正しい知識を伝える必要性がある

と考えられました。リンパマッサージの体験では参加者に今

すぐ役立つ技術と好評でした。特に男性参加者の積極的な

体験の取り組みが認められました。「ピンクリボンアドバイ

ザー」への興味も認められました。 

参加者の理解や社会の関心を高めるために、AIDS文化

フォーラムに今後も参加いたします。 

 
連絡先：SKGH ＆ATACin NARA 代表畠山雅行  

Ｅmail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp  

 

仲倉高広（京都橘大学），有志（HIV陽性者） 

 

 HIV感染症と物質依存を併せ持つゲイ男性２名と「仲間と

の出会いと別れ，孤独」に関して対談を行った。はじめは

緊張しながら，それぞれの生い立ちや現状を話された。そ

して，HIV感染の告知や物質依存を機に，どのような別れ

があったのか，また出会いがあったのかを話された。HIV感

染の告知や物質依存になる以前からの孤独感は，HIV陽

性者のみが持っているものではなく，フロアの方やインタ

ヴューを行った私も「そんなことあるなあ」と思いが至ること

もあった。しかし，同性を恋愛の対象となることへの社会の

無理解や世間の中で同性同士が仲睦まじくする機会は少

なく，密室である性行為が恋愛と共に強調されることもあ

り，社会の無理解と性や物質依存との関連が示唆される語

りであった。 

 

 また，語り手である方が，周りに理解されないという思いを

語っていくなかで，「理解されないとはじめから自分で壁を

作っていた面もある，自分から作っている面もあると気づき

ました」と語られたことが印象的であった。 

 

フロアからの質問や同じような経験をなさっている方の発言 

 

もあり，暖かい雰囲気のなかで対談はすすめられた。そし

て，HIV陽性者・非陽性者の両者にまたがる孤独と出会

い，別れをそれぞれの方が感じたのではなかろうか。そし

て共通する孤独や仲間という意識と共に，やはり違いも感

じつつ，しかし，会場に参加していたみんながその違いを

そのまま受け止め，話をし話を聞けた時間のようであった。 
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シンガーソングドクター江藤天音 ミニライブ 

 エイズ文化フォーラムin京都のテーマソング「ひだまりの

場所」を提供させていただきました、シンガーソングドクター

の江藤天音です。 

 

 今回は、10月6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」、介護される側の目線

で綴った曲「夢のつづき」のほか、エイサーをテーマにした

「ダイナミック琉球」を、わたしの息子と娘の兄妹けん玉とと

もに披露させていただきました。トークショーでは、大阪市

立総合医療センター感染症内科、白野倫徳医師と対談

し、HIVの最近のトピックス、「U=U」について語りました。 

 

 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。 

 

 

連絡先： 大阪市立総合医療センター 感染症内科 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 

ジミー・ハットリ君とAIDSについて考えよう 
～ジミー・ハットリ君が京都にやってきた！～ 

秘忍者ジミー・ハットリ 

 

HIVなどの性感染症予防や望まない妊娠・出産からの児童

虐待防止のために避妊具の使用を啓発しています。正しい

知識を身につける事で、自分の身を守れるように若者や子

供達への性教育にも力を入れています。 

 

 ジミー・ハットリくんが、またまた京都にやってきた！一緒

にAIDSについて考えよう！ 

 トレードマークはピンクの帽子！HIVや梅毒などの性感染

症予防や児童虐待を防止したいという想いをハットに込め

て、みんなのハートに届けるニン・・ 
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アディクションと偏見、そしてコミュニティへ 前半 

～「つなぐ」「つながる」今、できること 〜アディクションを正しく理解する大切さ～ 

アディクションと偏見、そしてコミュニティへ 後半 
～「つなぐ」「つながる」今、できること 〜アディクションを正しく理解する大切さ～ 

龍谷大学犯罪学研究センター｜JST/RISTEX「安全な暮ら

しをつくる新しい公／私空間の構築」領域「多様化する嗜

癖・嗜虐行動からの回復を支援するネットワークの構築」

（ATA-net） 

 

 石塚伸一教授（本学法学部・犯罪学研究センター長、

ATA-net代表）が趣旨説明を行った上で、依存症者への偏

見について紹介しました。日本では、メディアによる薬物事

犯への過剰な報道やドラマでの過激な表現、民放連による

啓蒙広告のキャッチコピー「覚せい剤やめますか?それとも

人間やめますか?」などの影響から、「依存症者は危ない人

だ」という偏見を持たれがちです。そのため、回復支援施設

等の建設に地域の住民が反対運動をする、という光景がし

ばしば見られるようになりました。石塚教授は「依存症者は孤

立してしまうことが1番の問題。だからこそ、回復のためには

地域住民とのつながりが必要だ。ダイバーシティを認めると

いうことが、社会への課題である」と、依存症者の問題を共

有・浸透させ、何か問題が起きた時に応えることができる、社

会の保水力の重要性を述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 つぎに、石塚教授による講師紹介があり、その後、田代ま

さし氏（日本ダルク）の講演が行われました。田代氏は曲に

のせて自身の薬物依存の体験談を語り、依存症やDARC

（Drug Addiction Rehabilitation Center）について説明しまし

た。田代氏は「薬物依存者というイメージが一度でも社会に

浸透してしまうと、回復後であっても周囲の人々からの疑い

がエスカレートする。私はそうした偏見こそが回復を遅くして

いると思う。依存症の理解は難しいものだが、回復のために

は地域社会の理解が必要だ」と、依存症者と地域社会のつ

ながりについて主張しました。そして「『笑い』を交えて講演を

することは、自分にしかできないこと。それで皆が笑顔になる

ことが、自分の中で1番回復につながると信じています」と述

べ、講演を終えました。 

 後半、同テーマで“えんたく”が行われました。“えんたく”

とは、アディクション当事者（嗜癖・嗜虐行動のある人）の主

体性をもとに、当事者をとりまく課題をめぐる情報をもつ多

様なステークホルダーと参加者が集まり、話し合いを通じて

課題を共有し（あるいは課題の解決を目指し）、緩やかな

ネットワークを構築していく話し合いの場を指します。セン

ターテーブルには、石塚教授・田代氏をはじめ、金 尚均教

授（本学法学部・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユ

ニット長）や木津川ダルク代表、京都ダルク代表、会場有

志の方が壇上のテーブルに集まり、前半は他の参加者とと

もに、問題を共有しました。その中で依存症を社会に正しく

理解してもらう大切さ、方法が話し合いの場に挙がりまし

た。 

 

 石塚教授は心理学者のブルース・アレグサンダー博士に

よる「ラットパーク実験」（*3）を用いて、「孤立した依存症者

も地域社会の住人である。周りとのつながりの中で、共に

生きていくということを、当事者も地域住民も理解する必要

がある」と、つながりの大切さを強く主張。また金教授は、

2016年に成立した障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消

法・部落差別解消法の3つの人権に関する法律を挙げ、

「地域社会からの排除を煽るような薬物依存症リハビリ施設

の建設反対運動は、差別にあたる。日本はまだまだハン

ディキャップがある方への理解が足りない」と、ヘイト・クライ

ムの観点からの意見を述べました。 

 
連絡先  龍谷大学 犯罪学研究センター 京都市伏見区深草

塚本町67 TEL 075-642-1111 

ATA-net   https://ata-net.jp/ 
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「AVで描かれるファンタジーセックスとリアルの違い」  

看護師からの性教育！思春期に贈るメッセージ 

現役AV男優有志の会 

 

  18歳未満は見ることが禁止されているAVに出演してい

る現役男優で、社会活動に興味を持つ有志の集まり。 

AVで描かれている性行為は、行為者が楽しむことよりも、視

聴者に楽しんでもらうことを優先しています。つまり、性行為

に参加する者たちとは別に、第三者が存在します。その点

が、一般人がする性行為とは決定的に違います。なので、

AVの性行為を真似するということは、見せることを第一優先

することになり、相手が置いてきぼりになったり、性行為その

ものがおざなりになります。その結果、相手を傷つけたり、関

係性が壊れたりします。AVは視聴者を興奮させるという目的

上リアルを追及していますが、視聴者は、あくまでも映像の

世界のことと理解しなければならないし、制作側もその点を

啓蒙していく必要があると思います。 

 
連絡先  森林原人（もりばやし げんじん）

moribayashigenjin@gmail.com 

 

星野貴泰 

手術室看護師として働きながら群馬県内外の中学校高校

で性教育講演活動をしています。  

 

 まず、看護師が中学校や高校に外部講師として性教育

講演に行くうえでどんな課題を抱えているかを話し、実際

に性教育講演で行っている「経験談から話す心に響く性教

育」をさせていただきました。 

 

 プログラムには「東日本と西日本の性教育交流しません

か？」と記載し、質疑応答の時間では参加者の方と性教育

についての意見交換をしました。 

 

 性教育は“目的を達成するための手段”だと考えていま

す。星野貴泰の目的は「失敗も成功も否定されずに話せる

居場所づくり」、「さびしい、つらい、くるしいと誰もが安心し

て言える社会にしたい」、そう思って性教育をしています。 

 

感想 

「看護学生として参加させて頂きました。体験談でいろいろ

考えさせてもらい、勉強になりました。ありがとうございます」 

「『性教育』と一口に言っても人それぞれのメッセージがあ 

 

るというのが非常におもしろかったです」 

「男性の語る性教育、新鮮でした」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  星野貴泰 ＨＰ：tkstarys.com  

              E-mail：tkstarys.lovelives@gmail.com 
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「生活を支える制度やサービスについて考える」 

マラウイで感じたエイズという病気について 
(青年海外協力隊の経験から) 

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。 
京都第一赤十字病院 医療ソーシャルワーカー 松井 久典  

滋賀医科大学医学部附属病院 医療ソーシャルワーカー  

新居 加菜  

京都大学医学部附属病院 医療ソーシャルワーカー 隈村 綾子 

  

 医療ソーシャルワーカー（MSW）は保健医療機関におい

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業

務をおこないます。つまり、気持ちと暮らしを支える相談援助

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。 

 

 今回は、「HIV陽性者を支える制度」のお話しと、滋賀県と

京都の現状と課題についてそれぞれの医療ソーシャルワー

カーからお話ししました。アンケートでは、制度の話と、事例

を挙げて説明がわかりやすかったとの意見をいただき、次回

の内容に生かしていきたいと思います。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
連絡先： 京都大学医学部附属病院 地域ネットワーク医療部 

 医療ソーシャルワーカー 隈村 綾子 電話075-751-4542 

青年海外協力隊の感染症・エイズ対策隊員としてアフリカ・

マラウイで活動 

マラウイという国について、マラウイにおけるHIV/AIDSの実

情、日本との比較、活動報告 
    

マラウイでの脂っこい食生活や他人とシェアするという文

化、時間通りに物事が始められないなどの価値観の違いな

どを話しました。また、日本ではあまり知られていませんが、

マラウイ湖という観光地も紹介しました。 

HIV/AIDSについては、マラウイでの現状と実際の活動内容

をお話しました。 

 

実際にマラウイで飲まれているARVsや使われているカルテ

の紹介、HIV陽性者のためのクリニックでの活動を紹介しま

した。 

 

 また、マラウイと日本でのHIV/AIDSの現状について、マラ

ウイでは差別の問題、医療費はタダではあるが交通費が捻

出できない、病院が遠いなどの理由で陽性者が服薬を続け

にくい現状を話しました。差別をなくすための活動の1つとし

て差別がそもそも何であるかやHIV/AIDSについての正しい

知識をつけてもらうワークショップやイベントを現地で開催し 

たことも話しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先   

矢谷優季 gsk1025@gmail.com 080 – 7752 – 3079 
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ＮＡとの出会い 
～薬物依存からの回復の始まり～ 

ONE TRACK MINDS ２ ～オリンピックと性分化疾患：キャスター・セメンヤが闘っ

ているものは何か？～ 

ＮＡ関西エリアＰＩコミティ 

 

薬物なしの新しい生き方を見つけ、回復に向かっているア

ディクト（依存症者）の為の、非営利的で国際的な、そして地

域に根ざした活動をしている組織です。ＮＡは宗教ではありま

せん。 

 

実際に薬物依存からの回復を目指している3人の仲間から、

自身の体験談を話してもらうという形を通して、ＮＡの説明をさ

せて頂きました。ご来場いただいた方には「ＮＡに興味を持ち

ました」「実際に見学に行ってみたい」というお言葉を頂き、

我々も大変うれしく思いました。欲を言えば、もう少し沢山の方

にご参加いただきたかったです。 

 

 

 

連絡先  

080-5703-4121（ＮＡ関西エリアフォンライン） 

 

 

ネクスDSDジャパン：日本性分化疾患患者家族会連絡会 

 

 「人間の体の性」（外性器の大きさ・形や、性腺の種類、

X・Y染色体の構成、ホルモンの分量）については、「これが

女性／男性の体のはず」という社会的生物学固定観念が

あります。DSDs（体の性の様々な発達／性分化疾患）と

は、このような固定観念とは生まれつき一部異なる女性・男

性の体の状態を指します。そして当事者の大多数は、「男

でも女でもない性別」という社会的な誤解や偏見とは全く逆

に、「第３の性別」などは求めておらず、むしろ切実に女性・

男性であることも分かっています。 

 

 「性別疑惑」という汚名を着せられ続けている南アフリカ

の女性陸上選手、キャスター・セメンヤさんも同じような偏

見の目にさらされ続けました。ある人々は「彼女は一般的な

女性よりアンドロゲン値が高い。染色体も違う。女性と認め

られない」と彼女を女性から排除しようとし、ある人々は

人々は、彼女をして「男女以外の第三の性別を認めねば

ならない。男と女の境界線なんてないのです」という「自分

の意見」を語りました。 この両者に共通しているのは、「XY

ならば男性」という社会的生物学固定観念（DSDsではXY

染色体でも女性に生まれ育つ体の状態もあるのです）と、 

 

 

自分の語りたい「偏見」や「望み」を、彼女の私的でセンシ 

ティブな体の領域をして、 

まるで自分のモノ・材料のようにして語るobject化（標本化）

の問題でした。 

 

 このような、当の人間の尊厳を忘れた人権侵害にも当た

るような「意見の応酬」ではなく、セメンヤさんやDSDsを持

つ人々について語る時、果たして何が大切なのか？南ア

フリカの人々にその答えがあります。ぜひQRコード先のビ

デオをご覧ください。    

 

 

 

 

 

 

 
連絡先  

「ネクスDSDジャパン」（www.nexdsd.com/「ネクスDSD」で検索）

nexdsd@gmail.com  



20

性感染症のアップデート 

 

保健室発！コンドームソムリエが教える選び方の方程式 

 

関西HIV臨床カンファレンス 

関西HIV臨床カンファレンスはHIV診療の向上及び 

HIV感染症の研究を推進することを目的とした医療従事者  

の団体です。 

 

 HIVの治療自体は改善してきましたが、ここ数年の間に性

感染症の流行は世界的に問題となりました。特に我が国で

は数年来の梅毒の流行に加え、A型肝炎の流行と共に、世

界的に変化している抗HIV薬による予防（PrEP）などが上げ

られます。本年はこれら性感染症の最近の知識をアップ

デートする目的でパネルディスカッションを企画しました。 

 

 まず、そねざき古林診療所古林先生からは梅毒の症状や

現在の流行状況について、次に大阪市立総合医療セン

ター白野先生からはA型肝炎とアメーバ感染症に関して、南

奈良総合医療センター宇野先生からはB型肝炎の現状につ

いて、最後に兵庫医大の澤田先生からは現在のPrEPにつ

いての現状を説明しました。 

 

 梅毒は様々な病期があり、その症状は非常に多彩である

事、ワクチンのある、A型肝炎やB型肝炎は積極的にワクチ

ン接種が勧められる事、現在PrEPは日本では適応はない

が、 世界的に行なわれている事、PrEP導入によりクラミジ 

 

ア、淋菌などの発生が増加している報告などが説明されて

いました。今後もHIV感染症と強く関連している性感染症は 

注視、知識のアップデートが必要であり、その情報提供が必

要であると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

連絡先  HP：http://kansai-hiv.com/ 

コンドームソムリエAi（養護教諭） 

 

 国内100種のコンドームを識る、性教育インフルエンサー 

今回は「素材」「サイズ」「厚さ」「形状」「ゼリー量」の５つの

特徴的なコンドームを１３種類ご紹介しました。大学の教室

内でコンドームたちがあっちこっちに運ばれていくのはや

やシュールだったとは思いますが、実際に手で触って素材

の感触や伸びの違いを比較したり、匂いを嗅いだりと「試

触」を楽しんでいただけたのではないでしょうか。 

  

 これまでコンドームを「選ぶ」という選択肢がなかった人

も、これからは選ぶ楽しみを通して、自分のお気に入りのコ

ンドーム「推しコン」に出会ってもらえたら嬉しいです。性感

染症や妊娠を予防するためのプロテクターとしてだけでは

なく、パートナーとの性生活をよりよく送るためのエフェク

ターとして使うことで、生活力の維持や向上にも繋がりま

す。 

 

 参加してくださった皆さんが「今日はどれ使う？」とコン

ドーム選びを前戯にできるような、ヘルシーなパートナー

シップを築いてくださったら嬉しいです。 

答えがあります。ぜひQRコード先のビデオをご覧ください。    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：Twitter https://twitter.com/Ai_con_j 

ホームページ https://www.aicon-j.com 

ご依頼はこちらからどうぞ info@aicon-j.com  
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にじ色ライフプランニング入門（発表・展示） 
～2000 万円なくても死ぬまで生きよう～ 

女性と性感染症 
～HIVをはじめとする性感染症と妊娠・出産の関係～ 

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老後を考え、つながるNPOです 

 

 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

顕在化してきます。「老後は2000万円不足する」も、社会の

大きな関心を呼びました。陽性者も例外ではありません。 

このセミナーでは、性的マイノリティと高齢期の困難を紹介

し、それを乗り越えるために必要な情報を整理しました。 

 １）お金や社会保障制度の堅実な知識、２）結婚制度の外

で誰かとの関係を保障する方法、３）コミュニティ情報、で

す。 

 

 本セミナーでは、最低でもまずこれだけは知っておきたい

ことや、広告に踊らされないお金の合理的な使い方、制度を

活用するコツなどをお知らせしました。10名ほどの聴講でし

たが、支援や周辺にいる人々の受講も多く、「だれにでも必

要な、学ぶべき情報だった」と好評をいただきました。 

とかく「こころのサポート」になりがちなエイズ支援現場で、

「お金や老後のことも大事」と言えることが必要だと思いま

す。 

 

 とかく「こころのサポート」になりがちなエイズ支援現場で、 

 

「お金や老後のことも

大事」と言えることが必

要だと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  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/  ツイッター：@PurpleHands_net 

令和元年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策事業 

「HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホート

的調査研究と情報の普及啓発法の開発ならびに診療体

制の整備と均てん化に関する研究」班 研究分担「HIVをは

じめとする性感染症と妊娠に関する情報の普及啓発法の

開発」  

 

 従来、性感染症報告の多くは男性ですが、最近では女

性も増加傾向にあり問題となっていることを紹介しました。

また、日本におけるHIV感染妊娠の現状について、研究班

の調査結果を報告いたしました。日本ではHIV感染妊娠は

年間40例ほど報告されています。我が国は母子感染予防

対策として①HIVスクリーニングによる感染の診断、②母親

の抗HIV療法、③選択的帝王切開術による分娩、④帝王

切開時のAZT点滴、⑤出生児へのAZTシロップ投与、⑥

人工栄養が推奨されており、これらが実施されていれば母

子感染を防止できるようになっています。しかし出産前に

母親の診断ができていなかった分娩例において、いまだに

HIV母子感染が報告されています。HIV陽性者の妊娠出

産について知っていただき、母子感染は防げるという知識

が広がることを期待しています。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  研究分担者：桃原祥人  

〒170-8476 東京都豊島区南大塚2-8-1, TEL：03-3941-3211 

FAX：03-3941-9557  

HIV感染妊娠と母子感染予防 URL：http://www.hivboshi.org/  
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養護教諭だからできる「性教育」と生徒の反応 

薬剤師とプチ調剤薬局体験をしてみよう 
〜抗HIV薬の展示もあるよ〜 

岡山睦美 

公立中学校で養護教諭をしています 
これまで公立小中学校や私立中高一貫男子校で養護教諭として

働いてきました。その後大学院で「性教育」について研究し、世界

でスタンダードとなっているような内容のセクシャリティ教育を目指

して、学校の中で少しずつ授業を行っています。外部講師もいいで

すが、日常関わる生徒から気づくテーマで、生徒のニーズに合っ

た、よりよい教育をめざしています。性に対しての大人の態度で生

徒の態度も変わるので、身近な教育者が性に向き合い話しやすい

教育ができるよう実践を紹介しています。 

 

  性教育の位置づけや、現代の若者の性の現状をお話し

し、実際私が関わっている保健室に来る生徒たちや、その

生徒たちの置かれている背景、性に関する意識や現状をお

話ししました。そして、現代の子どもたちにどのように「性」を

伝えているか、伝えていきたいかを教員の立場で、また大人

としてお話しし、最後に授業で生徒たちとやったワークショッ

プをグループに分けてやりました。「もしセックスがライセンス

制だったら、どんなテストに合格すればいいか、なにをクリア

すればいいか」について話してもらいました。前提として、中

学生がどのような内容を学んでいるかをお話し、やってもら

いましたが、各グループ活発で具体的な内容が話され、い

ろいろ悩んでいる声も聞こ 

 

え楽しい時間でした。最後に実際生徒たちに書いてもらった

案を見せ、大人よりもアイディア豊富で、彼らの価値観のわ

かる内容に目を向けてもらいました。学校の先生も何人か来

られていたので、自信をもって、生徒の実態と向き合いなが

ら、性教育に取り組んでいってもらえたらなと思いました。 
 

連絡先  岡山睦美 muumin121@gmail.com 

 

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 

 

調剤薬局体験として、メーカーより錠剤分包機をかり、模擬

処方箋による分包機体験おこなった。薬の代わりにナッツ

を利用した。またプロペトを10ｇ容器に詰める体験・虫よけ

スプレーを作る体験も行った。 

 HIV薬の模型展示でHIV療法について関心のある方々

に薬剤師による「おくすり相談」コーナーも設けた。 

 

   

 
連絡先  きらめき薬局 

大阪市中央区谷町４丁目３－２－３０１ 

TEL 06(6942)0311 
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メモリアルキルトに出会うとき 
～HIV陽性者の支援となるテディベア作りにチャレンジしよう！～ 

メモリアル・キルト・ジャパン 寺口淳子 

 

 IDSで亡くなった人たちの生きた記録としてあるメモリアル

キルト。90㎝×180㎝の大きさで人の等身大とも言える1枚の

布には、その人の衣服、好きだったもの、メッセージが縫い

付けられています。日本では名前を出せない現状がまだま

だ存在しますが、まずキルトを見てほしい、メッセージに耳を

傾けてほしい、と毎年キルト展示を行っています。今年は新

しい場所、100名教室をゆったりと使い、テーブルの上に椅

子をセットしてキルトを取り付けました。 

  

目線が合い説明のパネルも新調でき、見やすかったとの

声。テディベア作りは参加者8名と少なかったのですが、 

今までは購入することで協力してくださる方が初チャレンジ。

フォーラムのチラシを町内で配布していてベア作りを知り、

小物作りをするサークルでベアを作ってボランティアしたい、

と来られた方もありました。 

 

 理解と共生のメッセージであるレッドリボンを胸にテディベ

ア基金の資金となるテディベア作り。「つなぐ」「つながる」今

私たちにできることを体験できる時間を共有できたと思いま

す。 

 

  

熱心に一針一針、時間をかけてベアを完成させた若い男

性、学生さんかと思いきや、群馬でもフォーラムをやりたいと

閉会式で挨拶された保健所の職員さんでした。群馬に行か

ねばなるまい！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸前高田へたすきをつなぐ 閉会式 

スタッフ 会場受付 
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性の多様性とキャンパスライフ  

ＰＬＡＮＥＴ（HIVとともにいきる会）  

龍谷大学  

 

 龍谷大学は、学生と教職員が協力し、性の多様性に関す

る取り組みを進めています。ブースでは、「性のありかたの多

様性に関する基本指針」や「だれでもトイレ」、「SOGIカフェ」

などについて紹介しました。また、学生や卒業生らが執筆し

た冊子「大学生のためのLGBTQサバイバルブック」を無料で

配布しました。この冊子は、セクシュアルマイノリティの就職

活動をテーマとしたVol.1「先輩たちのライフストーリーズ」、

同性婚をテーマとしたVol/2「それぞれの結婚のカタチ」、現

役学生など若者の声を集めたVol.3「みんなのキモチ」の3部

作で、ホームページからもPDF版をダウンロードできます。 

くわしくは「龍谷大学 宗教部」で検索してください。 

  
連絡先：龍谷大学 

〒612-8577 

京都市伏見区深草塚本町67 

https://www.ryukoku.ac.jp 

 

ＰＬＡＮＥＴ（HIVとともにいきる会） 

PLANET(HIVとともに生きる会)は１９９２年に京都で立ち上

げた、HIV・AIDSの啓発を中心とするボランティア団体で

す。当時、薬害エイズの問題が起き、HIV・AIDSの差別的

な報道が渦巻く中での活動を開始しています。薬害エイズ

の裁判をたたかっておられた、京都在住の石田吉明さん

を中心とした多くのメンバーが立ち上げに加わりました。現

在、エイズキャンドルパレードを5月第3土曜日に実施して

います。 

 

 初めての龍谷大学での展示となり、展示場所は、昨年よ

りも狭いスペースでの展示となった。会場そのものは、ガラ

ス張りの明るい環境の中での展示でよかったと思う。展示

内容は、エイズキャンドルパレードの実際の様子を見てい

ただけるように映像をPCで上映した。今年はパネルが使用

できず、机上に椅子を積み上げた形での仕様と、机上での

展示となった。写真家の方に写していただいたパレードの

様子を展示。机上では店頭に飾られたレッドリボンの様子

を写真で見て頂いた。また、毎年のチラシを初期の頃から

の数枚を展示。その他、PLANETの活動の紹介をプリント

でお知らせをし、活動を知って頂いた。展示に足を止めて

いただいた方々は、京都でのこの活動をご存じない方が多 

 

く、このような活動がある事を知って頂けて良かったと思う  

 
連絡先 ：HPの設置  Ｐｌａｎｅｔ－ｈｉｖ－ａｉｄｓ．ｗｅｂｎｏｄｅ．ｊｐ   
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京都府保健所のエイズ等予防教育 

京都市のHIV検査ってどんな感じ？（展示・HIV即日検査） 

 

京都府健康福祉部健康対策課 

京都府の保健所では、地域の中学、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。 

 

 エイズ予防啓発パネル及び京都府の保健所が健康教育

で使用している資材を展示・紹介しました。 

保健所が行っている予防教育では、HIV/AIDS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

ついてもテーマとしています。 

  
連絡先： 京都府健康福祉部健康対策課感染症対策担当 

    〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 薮ノ内町 

    Tel:075-414-4723   Fax:075-431-3970  

        E-mail:kansen@pref.kyoto.lg.jp 

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

 

 

京都市保健福祉局医療衛生推進室健康安全課，医療衛

生センター 
京都市におけるHIV／エイズをはじめとする感染症対策に取り組

んでいます。HIV／エイズ対策に関しては，検査や相談だけでな

く，学校への出前健康教育や啓発イベントなども行っています。 

 

 京都市で実施しているHIV検査の場所，流れを写真付き

で説明し，実際に検査を受けた方の感想や検査理由も一

緒に展示しました。無料・匿名で保健師や医師に相談しな

がら検査を受けられることなどを知り，検査について具体的

にイメージしていただけたのではないかと思います。「こん

なに（多種類の）検査しているんですね」，「HIVとAIDSの違

いは考えたことなかったです」，「利用者目線で分かりやす

いです」等の感想をいただきました。 

 

展示と同時に実施したアンケートには100名もの方々にご

協力いただけました。あかりんの啓発グッズも好評で，啓発

グッズをきっかけに口コミで展示に興味を持っていただけ

たことも良かったと思います。 

 

 また，10月6日には，約1時間後に結果が判明するHIV検

査を無料・匿名で実施し，58名の方に検査を受けていただ 

 

きました。AIDS文

化 フ ォ ー ラ ム を

きっかけに，初め

て検査を受ける方

も多く，より身近に

HIV検査を感じて

い た だ く 機 会 と

なったのではない

か と 考 え て い ま

す。 

 

 これからも心配や不安がある時に，気軽に検査や相談が

受けられるような検査・相談体制を検討していきたいと思い

ます。（検査詳細は「京都市HIV検査」で

検索） 
 

連絡先  京都市保健福祉局医療衛生推進室

健康安全課 

〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る

柳八幡町65  京都朝日ビル7階 

Tel:(075)222-4421 Fax:(075)222-4062 京都市エイズ予防啓
発キャラクター 
「あかりん」 
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カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク 

 

若者の「性」と「いま」 

カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク 

1995年から、感染拡大や偏見・差別をなくそうと、HIV/AIDS

の正しい最新の情報を広める啓発活動を続けています。 

 

 啓発メッセージを色紙に書いたものやポスター等を展示

し、小冊子『HIV/AIDSについて話したことがありますか』（改

訂版）や本年6月に改訂したミニカードを配布しました。啓発

グッズはキーホルダー、クリアファイル、ビーズバッジ、トート

バッグ等を出展しました。 

  

来場者、ボランティアに若い方が多く、活気にあふれていま

した。親子連れも多く、性別のある2体の人形に興味を持つ

お子さんが、性別当てクイズに参加してくれました。  

  
連絡先   

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 

URL:http://www.cath-aids-desk.jp/ 

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

 

（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，市内７カ所の青少年活

動センターを拠点に，青少年を対象に様々な事業を実施

しています。その中で関心はあるものの，なかなか触れにく

い，恋愛や性，心や身体に関することの相談受付や情報

提供，若者同士がお互いの恋愛観について語るプログラ

ムなどを行っています。今回のフォーラムでは，昨年に引き

続き，一般社団法人未来支援委員会の助成金で作成した

パネル展示を行いました。 

 

 このパネルはエイズ等予防啓発ボランティアグループ「紅

紐」，花園大学写真部にご協力いただき制作したもので

す。 

パネルは若者にとって自分自身の問題として考えられるよ

うエイズに関しての基礎知識や予防を親しみやすい語りか

けを通して伝えると共に，「デートDV」についても身近な問

題として触れています。また，同助成金で作成したDVや性

感染症予防のためのリーフレットも配布し，セクシュアルヘ

ルス事業の啓発を実施しました。 

 

 来年は若い人たちを対象にワークショップのような参加型

のプログラムができたらと考えています。ぜひご参加くださ 

 

い。 

 

 
連絡先 （公財）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  

          京都市中央青少年活動センター内 
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カフェでみんなで話そう（・∀・）学校で教えてくれないエイズのこと 

 

学生の考えるセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス/ライフ 

 

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。 

 

 カフェでお茶しながらリラックスした雰囲気でHIVやAIDSに

ついての知識を学び、意見交換できるようなカフェ空間を提

供しました。普段はワークショップや展示を中心に、若者言

葉でHIVやAIDSの予防啓発活動を行っている若者ボラン

ティア団体ですが、気軽に予防啓発の情報を知っていただ

けるよう、ワークショップ形式の出展と併せてカフェを行いま

した。 

  

 2日間で約90名の方にご利用いただき、ワークショップと併

せて体験していただきました。気軽に体験していただけるよ

うにと、クイズだけの簡略版を実施していましたが、体験した

参加者の多くからご興味を持っていただき、続編を体験され

た方もおられました。 

  

 

 

 

 

連絡先：赤十字京都ユース（RCY京都） 

【住所】 〒605-0941 京都市東山区三十三間堂廻り町644 日本

赤十字社京都府支部内 

【TEL】 075-541-9326 【RCY京都HP】  yaplog.jp/rcykyoto/ 

 

団体名：京都府青年赤十字奉仕団、大阪産業大学学生赤十字奉

仕団、関西福祉科学大学学生赤十字奉仕団、長野県青年赤十字

奉仕団、広島県青年赤十字奉仕団、三重県青年赤十字奉仕団 

color＊study 

性について考える大学生サークル 

  

 2日間ともにワークショップ形式で展示し、合計来場者数

は20名ほどであった。ブースではサークルメンバー4名が

来場者と対話しながら、ワークシート(性のあり方や性的合

意、セーファーセックスに関する自己分析シート)を使って

意見交換を行った。また、団体の理念や活動履歴、今まで

の作成物の展示も併せ、来場者との交流を図りながら広く

性の啓発につながったと考える。 

 

color*study (カラ*スタ) 

colorstudy17@gmail.com 

https://colorstudy17.wixsite.com/website 
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ＮＡ関西エリアＰＩコミティ（展示）  

京都文教大学 × 京都DARCの ハンドメイドアクセサリー 

 

ＮＡ関西エリアＰＩコミティ 

 

 この度、AIDS文化フォーラムに参加させて頂きありがとうござ

いました。ＮＡ関西エリアＰＩコミティから展示ブースにて、書籍

販売・会場案内・その他ＮＡの資料を無料配布させて頂きまし

た。反省点として、来場者の方にもう少し関心をもって頂けるよ

うな工夫があればよかったと感じました。 

 

 

 

京都文教大学 地域連携学生プロジェクトREACH 

 私たちは、京都文教大学の地域連携学生プロジェクト

REACH（リーチ）です。今年の5月、臨床心理学科の学生

を中心に設立されました。 

 

 私たちの大学の最寄り駅、近鉄向島駅の周辺では、昨

年、京都ダルクのグループホーム移設に対する「反対運

動」が巻き起こりました。その主張の是非はともかく、中には

依存症の当事者や、精神的な「生きづらさ」を抱える人々

への看過しがたい差別的言動も多々見受けられ、私たちも

非常に大きな衝撃を受けました。「排除型」の地域社会や、

分断されつつある地域のコミュニティの現状を、我々はどの

ように捉えるべきでしょうか。 

 

 私たちは、臨床心理学を専攻する学生として、それ以前

に、それぞれが「生きづらさ」を感じるひとりの人間として、

対話と共生が可能な社会のあり方を日々考えています。 

 

 今回のAIDS文化フォーラムin京都では、京都ダルクのみ

なさんと私たちが一緒に制作した、ハンドメイドアクセサリー 

 

 

 

の販売をおこないました。出展を通して、本当にたくさんの

方々が私たちの活動に関心を持ってくださり、また私たち

も、会場で様々な方々と交流や意見交換をすることがで

き、大変充実した2日間となりました。 

 

 私たちのブースにお越しくださった方々をはじめ、このよ

うな機会を与えてくださったすべての皆さまに、あらためて

感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

連絡先：Twitter ： ＠KBU_REACH  / E-mail ： reach2019＠

stu.kbu.ac.jp （髙橋）、TEL ： 0774-25-2630（京都文教大学フィー

ルドリサーチオフィス） 
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関西クィア映画祭 

 

耳鍼無料体験 
～アメリカ発、メンタルヘルスに対する耳鍼治療～ 

関西クィア映画祭 

団体紹介・・・「性」をテーマに、世界各地から集めた作品

を、大阪・京都で上映しています。2019年の映画祭では、長

年上映し続けてきたジュールズ・ロスカム監督を迎え、トラン

ス男性特集を組みました。また、今年初の取り組みとして、

「国内作品コンペティション」も開催し、延べ1000人以上のお

客さんに足を運んでいただきました。 

 

 14の国や地域から集めた計36の上映作品を、ラミネートに

て展示し、来場者の方々に紹介しました。また、これまでの

映画祭のパンフレットの展示、公式カタログ・特集記念ZINE

の販売 (関西クィア映画祭2019では、トランス男性の映画監

督である、ジュールズ・ロスカム監督作品の一挙上映を特集

として組み、記念としてすべてのロスカム監督上映作品のレ

ビュー集を制作) を行いました。 

今回は、ホールへと続く廊下に展示スペースをいただいたこ

ともあって、たくさんの来場者の方が足を止めてくださいまし

た。AIDSを語るとき、「性の多様性」も避けては通れない議論

で、「クィア」や「セクシャルマイノリティ」という言葉に反応を

いただき、今年の特集や、国内作品コンペティションについ

て、来場者の方へ見どころをお話ししました。 

  

 

 

 

 

 
連絡先： メール：info★kansai-qff.org（★→@） 

      電 話：080-3820-2731（留守電） ＦＡＸ：06-7878-8882 

 

一般社団法人NADA JAPAN 
 NADA(National Acupuncture Detoxification Association)は、1985年にア

メリカで設立された、依存症やPTSDに対する鍼治療を行う団体です。現

在、世界41か国のNADAが各国独自の活動をしています。私たちNADA 

JAPANは一番新しく、41カ国目の活動拠点として、2016年に発足しまし

た。NADAプロトコルは、薬物依存症だけでなく、アルコール依存、処方薬

依存、自然災害後のPTSDにも用いられています。 

 

 私たちNADA JAPANの活動は、日本ではまだまだ認知されて

いません。一人でも多くの方に、この耳鍼の効果を知っていただ

く目的で、耳鍼無料体験会を実施いたしました。初参加でした

が、２日間で約100名の方々に耳鍼を体験していただくことができ

ました。ほとんどの方が初めての耳鍼体験でしたが、思いの外す

んなり受け入れてくださったと思います。中には「鍼は怖いんで

す」とおっしゃる方もいましたが、「1本だけ刺してみて、痛かったら

やめましょう」とお勧めしてみると、「全然大丈夫でした」と、笑顔で

帰って行かれました。「昨日耳鍼をしてもらったら、いつも眠れな

いのにぐっすり眠れたので、今日もやってもらいたい」と仰ってく

ださるリピーターの方もおられました。2日間という短い期間でした

が、素晴らしい出会いの連続で、私たちNADA JAPANメンバーは

たくさんの勇気と感謝を頂けました。これからも耳鍼をドンドン外

へ外へと発信していこう！と、思いも新たに、これからも活動を続

けていきたいと思います。最後に、NADA JAPANと耳鍼を受け入

れてくださった、全ての方々に心から感謝申し上げます。ありがと

うございました。    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先： 一般社団法人NADA JAPAN 

Email:nada.jpn@gmail.com 

URL:https://www.nada-japan.com 

★AIDS文化フォーラム参加報告ページ https://www.nada-

japan.com/2019/10/08/aidsforumreport/     
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広がるAIDS文化フォーラム 

 

日本初「ビバジェル(VivaGel®)つきコンドーム」  

AIDS文化フォーラムin佐賀、 

AIDS文化フォーラムin横浜、 

AIDS文化フォーラムin名古屋、 

AIDS文化フォーラムin京都、 

AIDS文化フォーラムin陸前高田 

 

 

 1994年に横浜で生まれたAIDS文化フォーラムが京都、陸

前高田、佐賀、名古屋へ広がりました。ポスター展では主に

各地の実施報告や次回開催のアピールを行いました。各地

から届いた資料や啓発物品も好評でした。 

オカモト株式会社  

 

 第 9 回 AIDS 文 化 フ ォ ー ラ ム in 京 都 に「ビ バ ジ ェ ル

(VivaGel®)つきコンドーム」を出展させて頂きました、オカ

モト株式会社です。 

 

 オカモト株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社

長：田村俊夫）は、ご好評を頂いているコンドーム「ゼロゼロ

スリー」シリーズの新商品として「プレミアム ゼロゼロスリー

®＋ビバジェル」を10月10日より新発売いたしました。 

 

 本商品は「ビバジェル」というジェル剤を潤滑剤に配合し

たコンドームです。梅毒患者が急増し、HIV/AIDSも高止ま

りしたままの状況の中、国際的なイベントが相次いで開か

れていますが、政府も感染症対策の一つとして性感染症

予防に乗り出しており、当社も性感染症啓発に貢献できる

商品として発売いたしました。 

 

 今後もコンドームを通じた社会貢献活動として、予期せぬ

妊娠や性感染症の予防啓発活動に積極的に協力していき

たいと考えております。  

 

 

連絡先 ： 

オカモト株式会社 

医療生活用品マーケティング室 マーケティング課  林 知礼 

〒113-0033東京都文京区本郷 3丁目27番12号 

◆TEL 03-3817-4231 ◆FAX 03-3814-1684 
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フォーラムを何で知りましたか  1日目   2日目 合計 

ホームページ 15 24 39 

Facebook 6 13 19 

Twitter 7 8 15 

ラジオ 0 0 0 

ポスター 1 3 4 

チラシ 10 9 19 

知り合い 27 34 61 

京都府・市の広報紙 2 6 8 

その他 12 5 17 

    

来場目的  1日目   2日目 合計 

知識・情報収集 46 53 99 

ネットワーク 14 14 28 

スキルアップ 34 23 24 

その他 8 10 24 

    

居住地  1日目   2日目 合計 

京都府 25 33 58 

その他近畿地方 29 26 55 

北海道地方 0 0 0 

東北地方 0 1 1 

関東地方 5 4 9 

中部地方 2 1 3 

中国地方 2 4 6 

四国地方 0 0 0 

九州地方 1 3 4 

外国 0 0 0 

    

満足度  １日目  ２日目 合計 

不満足 0 1 1 

どちらかというと不満足 0 1 1 

どちらかというと満足 19 19 38 

満足 25 37 62 

年代   1日目   2日目 合計 

１０代 1 2 3 

２０代 13 11 24 

３０代 11 12 23 

４０代 15 11 26 

５０代 9 17 26 

６０代 10 16 26 

７０代以上 4 2 6 

    

職業   1日目   2日目 合計 

社会人・教育 8 10 18 

社会人・医療 12 23 35 

社会人・行政 13 12 25 

社会人・NGO/NPO 5 2 7 

社会人・介護関係 0 1 1 

社会人・自営業 0 1 1 

社会人・会社員 5 8 13 

社会人・主婦 4 6 10 

社会人・無職 6 1 7 

社会人・その他 3 3 6 

学生・教育 1 0 1 

学生・医療 3 2 5 

学生・福祉 1 0 1 

学生・その他理系 0 0 0 

学生・その他文系 1 0 1 

小学生 0 0 0 

中学生 0 0 0 

高校生 0 0 0 

生徒・その他 0 0 0 

参加者からの声        
・知ることでバカらしい考え方やこりかたまった考え方をしなくていいようになる場を                         

ありがとうごさいます。 

・星野さんのお話とても良かったです。LGBT当事者の自尊心の低下が様々な生きづらさを生んでいると思いました。神奈川県の取組が全国に広

がるといいなと思います。同性パートナーシップ制度ができても、それだけでは対応できないことがあると思いました。 

・全体会でHIVのこれまでの流れみたいなことが理解できた。病気として治療し、コントロールできる状況になっていることは知らなかったの

で役立ちました。 

・岩室さんのお話を聞かせていただきました。幅広いお話でしたが、「人と人とのつながり」が何においても（教育・成長・依存など生きるこ

と）大切だと感じました 

・視覚障害とHIVの結びつきがあまり知られていない。各視覚障害や日盲連等ももっと知識があればと感じました。 

・大教室はマイクが反響して聞きとりづらい。ゆっくり話してもらえるようアプローチしてもらいたい。岩室先生の司会にたすけられた 

・入口が階段しかない（なかった）のがまず問題だった。お昼食べるところがなくて、トークショーが見られず。話は若い時に聞いていたら

違ってた？のかも 

・江藤天音さんのライブは毎回感動します。去年、残念だった分今年はケン玉隊（？）の活躍も見られてとても素晴らしかったと思いました。 

・それぞれテーマ・タイトルはあるけど内容はどんどん幅が広がっていく。性教育、生、を中心とした話に展開する、というかそのあたりが今

後の鍵なのかと。今の状況の中で自分のできることに取り組む、自分で考えてきたことと軌を一にしている気がして方向性間違ってないかなと

確認できた。 

・「エイズ文化フォーラム」という事で参りましたが、色々な側面からの発見があり(前向きに生きる考え方、このまんまでいいんだ・・・と

か笑)、ありがとうございました。 

・3人のDｒのトークという形でざっくばらんで良かった。わかりやすい内容だったと思う。当事者の声も欲しかった。 

・人と人とがつながり、話すことの大切を学ぶことができました。自分の居場所はどこだろう？どのくらいあるのだろう？と考える時間になり

ました。 

・いろいろな人とのつながりがあることで、病まない・依存症にならないことがとても納得できました。つながること、雑談で助けられる、学

べることが分かりました。正解を伝えるのではなく、雑談を増やしていこうと思います。 

2019 入場者アンケートまとめ 

上記以外にも、個々のプログラムへのご意見やフォーラムへのご提案など、たくさんのお声をいただきました。いただいた貴重なご意見

は、第１０回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都開催に活かしてまいります。ありがとうございました。 
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AIDS文化フォーラムin京都 趣意書 

                          

背 景 

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

たが、国際会議に並行して草の根市民版エイズフォーラムが立ち上げられました。以降、市民の手で

すべての人に開かれた場として「AIDS文化フォーラムin横浜」が毎年8月に開催され、全国各地で

HIV/エイズに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に若者に向けての啓

発の場として定着しています。 

関西は現在HIV新規感染者数が急増している地域で、その中で京都は、学生層が多く集う町であ

り、また日本古来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもありま

す。 

今回、横浜の思いと経験を受けついで京都でも「AIDS文化フォーラムin京都」を開催しようと組織

（運営委員会）を設立いたしました。エイズの問題に取り組むにあたり、日常のさまざまな領域に関わ

る必要があり、そのことを文化としてとらえ「AIDS文化フォーラム」と名付けています。 

 

AIDS文化フォーラムin京都の目的 

Ⅰ．エイズ問題の啓発 

①市民に開かれたフォーラムによって、エイズが抱える問題を社会に浸透させる。 

②エイズ問題について、人間として必要な文化の領域からのアプローチを試みる。 

③特に若い世代へ、エイズに関する有益となる情報を提供する。 

④学校教育について考える機会とし、特に性教育に関してオープンになることを期待する。 

 

Ⅱ．多様性を理解する 

①性と文化、性教育、性のあり方等を考える機会とする。 

②異なった意見や考え方を大切にする。 

 

Ⅲ．ともに生きる 

①エイズは日本を超え地球規模の問題であり、ともに考え問題を分かち合い、ともに生きる世界

の実現に努める。 

②HIV陽性者の支援・交流の機会とする。 

③人間のうちにある差別や偏見をなくし、人権を大切にするよう努める。 

 

（２０１１年１月３１日） 

主催：ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都 運営委員会 
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「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」 運営委員会規約 
 
１． 名称 

  この会は「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」運営委員会と称する。(以下、「運営委員会」と略す） 

 

２． 趣旨 

   1994年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第10回国際エイズ会議」が横浜で開催されましたが、国際会議に 並 行

して草の根市民版エイズフォーラムが立ち上げられました。以降、市民の手ですべての人に開かれた場とし て「AIDS 文 化

フォーラム in横浜」が毎年8月に開催され、全国各地でHIV/エイズに取り組む団体・個人の発表・交流 の場として、また多く

の市民、特に若 者に向けての啓発の場として定着しています。 

   関西は現在HIV新規感染者数が急増している地域で、その中で京都は、学生層が多く集う町であり、また日本古 来の文化

が根 付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあります。 

   今回、横浜の思いと経験を受けついで京都でも「AIDS文化フォーラムin京都」を開催しようと組織（運営委員会）を 設 立 い

たしました。 

 

３． 目的 

  Ⅰ．エイズ問題の啓発 

①市民に開かれたフォーラムによって、エイズが抱える問題を社会に浸透させる。 

②エイズ問題について、人間として必要な文化の領域からのアプローチを試みる。 

③特に若い世代へ、エイズに関する有益となる情報を提供する。 

④学校教育について考える機会とし、特に性教育に関してオープンになることを期待する。 

  Ⅱ．多様性を理解する 

①性と文化、性教育、性のあり方等を考える機会とする。 

②異なった意見や考え方を大切にする。 

  Ⅲ．ともに生きる 

   ①エイズは日本を超え地球規模の問題であり、ともに考え問題を分かち合い、ともに生きる世界の実現に努める。 

   ②HIV陽性者の支援・交流の機会とする。 

   ③人間のうちにある差別や偏見をなくし、人権を大切にするよう努める。 

 

４．構成 

   運営委員会は、エイズ問題に関心を持つ諸団体および個人で組織する。 

   運営委員会に代表幹事１名と幹事を若干名おく。なお、代表幹事ならびに幹事は運営委員会で選任する。 

 

５．運営費 

   フォーラムの運営に必要な経費は、運営委員からの拠出金ならびに寄付金及び助成金をもってまかなうものとす る。 

 

６．運営委員会の役割   

   「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」開催の主催者となり、このフォーラム開催に関して最終責任を負う。 

 

７．運営委員会幹事の役割 

   「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」開催にむけて運営委員会を円滑にすすめる。 

 

８．事務局の設置と役割 

   運営委員会の事務局を京都ＹＭＣＡ内に設置し、事務局長１名をおく。 

   事務局ならびに事務局長は運営委員会との連絡調整を行い、フォーラムの円滑な運営を助ける。 

 

９．年度及び任期 

   運営委員会の年度および会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

   運営委員および幹事の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

   初年度はこの規約の制定日から翌年３月３１日までとする。 

 

10．その他この規約に定めるものの他、運営委員会に関して必要な事項は運営委員会の議を経て定めるものとする。 

（付則）この規約は、2011年３月４日から施行する。 

 
2011年5月12日改正 



35 



36 

第９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、 （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 

        龍谷大学、 龍谷大学人権問題研究会、 龍谷大学犯罪研究センター 

                     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 

               （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国際協会西日本区京都部、 （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： 龍谷大学                 

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

 

平成31年度京都府地域交響プロジェクト支援事業 

ＡＩＤＳ文化フォーラムin佐賀・横浜・京都・陸前高田の企画は、 

(公財)エイズ予防財団の助成金の支援を受けて実施しました  
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協賛企業・団体 一覧(順不同、敬称略) 

ヴィーブヘルスケア株式会社 大日本住友製薬株式会社 

塩野義製薬株式会社 ギリアド・サイエンシズ株式会社 

バイエル薬品株式会社 中外製薬株式会社 

優美印刷 公益財団法人エイズ予防財団 

藤本製薬株式会社 武田薬品工業株式会社 

コカ・コーラウエスト株式会社 有限会社 新巧社 

オカモト株式会社 株式会社TENGAヘルスケア 

ワイズメンズクラブ西日本区京都部 

京都ワイズメンズクラブ 京都パレスワイズメンズクラブ 

京都ウエストワイズメンズクラブ 京都めいぷるワイズメンズクラブ 

京都キャピタルワイズメンズクラブ 京都プリンスワイズメンズクラブ 

京都センチュリーワイズメンズクラブ 京都ウイングワイズメンズクラブ 

京都洛中ワイズメンズクラブ 京都エイブルワイズメンズクラブ 

京都グローバルワイズメンズクラブ 京都みやびワイズメンズクラブ 

京都トップスワイズメンズクラブ 京都トゥービーワイズメンズクラブ 

京都東稜ワイズメンズクラブ 京都ウェルワイズメンズクラブ 

京都ZEROワイズメンズクラブ 北京都フロンティアワイズメンズクラブ 

御協賛に感謝申し上げます 
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第９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 内科部長兼顧問 

               大野 聖子   京都第一赤十字病院 感染制御部 医師 

              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          薬剤師 

              髙田 雅弘   摂南大学 薬学部薬学科 教授 

              加藤 武士   木津川ダルク 代表 

              加藤 俊明   京都ＹＭＣＡ 総主事 

 

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  URL: http://hiv-kyoto.com 

事務局長：     大野 聖子 

 

運営委員、サポーター、サポートスタッフ 

今出 賢紀、   木下 浩一、  半井 達弥 、 中川 拓也、  橘 昌利、  堀 忍 、     藤原 千尋 、 秋江 友子 、 西本 美穂 

小澤 知嘉子、 魚野 朱実、  野村 裕美、 佐藤 文寛、  淀 宏、  畠山 雅行、 山本 知恵、  小田切孝子、  小嶋  薫  

山田 二三男 、 小林 和博 、 新井 淸久、 須上 敦史 、 寺口 淳子、  池田 勝俊 、 小林 マキ 、 金井  修 、 白川 翔太郎  

藤村 颯紀 、  永井 里美、  小西 由真、 肥後 盛一 、 日丸 全士、  乙坂 優次 、 濵田 佳穂、  岡本 直子 、 中村 美紀  

藤原  巧 、 来住 知美、  金銅 良明、  隈村 綾子、  藤川  満 、 岩田 歩子 、     井村 春樹 、 ぜん  、 堤亮然、  松居 和子 

中野 慶子、 神﨑 清一 、 浅井 陽子 、 久保田 展史、  藤尾  実 、 光武 泰子 、 永井 里美 里、 永井 英子 、     岩室 紳也  

古川 潤哉、  籠谷 倫信、     横山 紀江、  塚田 留三子、  塚田 乃慧 、 tam   、 前田 眞理子 、 いいぬ  まりこ、    増岡 広志  

コザル、 さおりん、  りの   、 てらやん 、  みやふう 、    堀川、    仲 亮輔 、 山野 順平、  とも、 みこと  、 細谷 真優 、 河野 智子 

 櫻田 里愛、 太田 景子 、 時光 泰子、  横溝 玲子、  粟井 初美、 須藤 恵美、 野瀬ありさ 、 田中 優花、  はるか、  加藤 明子 

 久世 明日香、 芦田 尚加、  宇田 千鶴 、 山本 奈緒 、 木村 巴瑠 、 水口 望 、 ゆきざね まさと、 あ～ちゃん、  はーちゃん 

 髙木 元暉、 横尾 悠太         （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陸前高田運営委員の皆様 

ＡＩＤＳ文化フォーラムin佐賀運営委員の皆様 

ＡＩＤＳ文化フォーラムin名古屋運営委員の皆様 



ひだまりの場所 
                   作詞：井筒日美／江藤天音 作曲：江藤天音 

言葉じゃうまく言えなくて 

涙と一緒に飲み込んだ 

こんなにそばにいるのにね 

星よりもずっと遠かった 

 

打ち明けてすべて失くしてしまっても 

自分への嘘で泣くよりいいだろう 

ずっとそばで逃げたくない 

満ちることのない月よ 

 

そっと傷ついた心に 

やさしく触れ ありのままの 僕を解き放つ君は   

どんなずぶぬれの僕でも 

あのひだまりのように包んでくれる 

 

心が叫びだしそうで 

消せない願いがあふれ出す 

孤独な心と体は 

自分で自分を許せない 

 

現実の壁に押し返されても 

自分の心にまっすぐ生きよう 

はがゆくてもあきらめない 

満ちることのない月よ 

 

きっと踏み出していけるよ 

ずっとそばに 変わらないで いてくれたから僕は 

やっと自分を愛せるよ 

あのひだまりのような君のそばで 

 

打ち明けてすべて失くしてしまっても 

自分への嘘で泣くよりいいだろう 

ずっとそばで逃げたくない 

満ちることのない月よ 

 

そっと傷ついた心に 

やさしく触れ ありのままの 僕を解き放つ君は   

どんなずぶぬれの僕でも 

あのひだまりのように包んでくれる 







＊　あなたも参加しませんか？ ＊

♥

!?！
?

● 参加団体として！
ＨＩＶ/ＡＩＤＳに関する視点をもった内容であれば、どなたでもご参
加頂けます。講演・ワークショップ・展示など、発表の形式は自由で、
教育・若者・国際・医療をはじめとして多様な切り口からの発表を
募集しています。

● サポートスタッフとして！
サポートスタッフとして、フォーラムに参加しませんか？ 小学生から
社会人の方まで、幅広い年齢層の方 の々ご参加をお待ちしています。

※ 募集は５月頃からホームページやチラシ等でご案内予定です。

お問い合わせ ＝  
AIDS文化フォーラムin京都 事務局
〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２ 京都ＹＭＣＡ
tel：075-231-4388 fax：075-251-0970
mail：information@hiv-kyoto.com
twitter : @bunka_forum
facebook : https://www.facebook.com/AidsBunkaForum

 ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都
 キャラクター
「陽だまろ」

http://hiv-kyoto.com

日程 ＝ ２０２０年10月10日（土）、11日（日）
会場 ＝ 龍谷大学深草キャンパス
　　　　　　　　     和顔館

 第１０回
「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」の
 開催日程が決まりました！
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