
部屋
（定員）

１２：３０～１３：００ １３：００～１４：３０ 休憩 １５：００～１６：３０ 休憩 １７：００～１８：３０

３０
(480)

３０号室

開会式

３０号室

全体会

４１
(99)

「エイズ教育実践（授業）の検証と課題」【ヘルスプ
ロモーション推進センター　岩室紳也・神奈川県立総合
教育センター　安藤晴敏】中学・高校でのエイズ教育（授
業）を検証し、元高校校長（教科書執筆者）と医師（教科
書解説書執筆者）が学習内容や授業展開を議論し、その
後、会場の参加者と議論を深める。（教育関係者必見）

「宗教とAIDS」【日本基督教団牧師　平良愛香、カトリック
信徒　豊崎イマニュエル、浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶
古川潤哉、ヘルスプロモーション推進センター　岩室紳
也】いま、宗教に何を学ぶ？～差別、偏見、他人ごと意
識、誤解、排除が蔓延する社会が変わるには～

４２
(72)

「知ると優しい気持ちになれる　HIV・AIDS　基礎講
座」【早稲田速記医療福祉専門学校　山田雅子】HIVに
感染するとその後どうなるの？・・・HIVとは？AIDSとは？
基礎知識をもっているとフォーラムが何倍も充実します。
そして感染症を通して人と人とのつながりや、「やさし
さ」って何なのかを一緒に考えたいと思います。

「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　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、わかりやすく解説します。

４３
(72)

「僕がゲイの牧師で良かったこと」【平良愛香】男性同性
愛者です。牧師です。一時期は苦しみましたが、今はゲ
イで良かったと思っています。そんな僕のお話を聞きにき
ませんか。質問大歓迎です！

「セックスレスを解消する方法と、夫婦のディープな夜学」
【愛花（元カリスマソープ嬢　男心専門家)】セックスレスを
解消し、昼も夜も愛される５つの秘密。

３５
(63)

「女装者や男の娘のＨＩＶ啓発活動について」【加納知世】
女装歴21年のHIV陽性者です。女装するHIV陽性者の立
場から、女装者や男の娘に対するHIV啓発活動の想いを
一般市民向けに解説します。

「医療現場から、中学生への「エイズ～性教育」の経験～
性感染症から若者を守りたい～」【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　連利
隆 】口腔管理を通して20年間HIV感染者の方々と向き
合ってきました。教育の場で、性感染症、男女交際のあり
方、DV、LGBTにも触れる必要を感じており、その活動を
報告致します。

３６
(63)

「薬物依存問題が間違って理解されていることを説明す
る～薬物依存もスマホ依存も原因は同じ、依存者への正
しい接し方とは」【NPO法人アパリ　木津川ダルク】薬物
依存者に罰を与えることは、効果的な方法ではありませ
ん。TEDの影像とダルクやポルトガルの取り組みから説
明いたします。

「極私的　薬物・感染体験談～My Drug Gay Life 僕
はどうして覚醒剤を使い、HIVに感染したか～」【三
重ダルク　田村通義】ゲイとして社会の中で「生きづらさ」
を感じながら、セックスとドラッグの日々を過ごす中で、ど
うじてHIVに感染したか。

３８
(63)

「『生きていること』がもっている苦悩と救い～スピリチュア
ル・ペインとケア」【京都大学大学院教育学研究科博士課
程　仲倉高広、当事者2名】当事者の「生きていること」が
もっている苦悩と救いについての語りを通し、スピリチュ
アル・ペインとケアを考える。

「高齢者のHIV陽性者、その課題と支援策を考える」
【NPO法人パープル・ハンズ】性的マイノリティの高齢期
の、学びあいと仲間作りを考えるサークルの活動紹介。
MSMに多いHIVを抱えた老後も考えます。

４５ｂ
(33)

「恋する君たちへ　－楽しく過ごすために性感染症
について知っておこうー」【平成28年度厚労科研 研
究分担「HIV感染妊娠に関する国民への啓発と教育」班】
性感染症、女性の病気､､､知らないから怖いのかも？い
つもは聞けない病気の話、医療現場の実際を聞いてみよ
う！！

「エイズ予防財団活動報告～助成金をもらえるコツお教え
します～」【公益財団法人エイズ予防財団】助成金交付事
業を中心にエイズ予防財団の活動を紹介します。
助成金を申請しようと考える団体向けに情報発信をしま
す。

４４ａ
(33)

「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」【青年赤
十字奉仕団】性感染症を予防するために、予防法を学べ
ばそれでOK!?　　いいえ、ここでは学校では教えてくれな
い、その答えに迫ります♪

「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」【青年赤
十字奉仕団】性感染症を予防するために、予防法を学べ
ばそれでOK!?　　いいえ、ここでは学校では教えてくれな
い、その答えに迫ります♪

共に生きる
予防
文化
薬物
セクシュアリティー
教育
保健・医療・福祉
若者

レッドリボン大作戦　～第6回AIDS文化フォーラムin京都～　　プログラム
１０月１日（土）

　～なぜAIDS？
　～なぜ文化？
　～なぜ京都？

１.開会イベント

　テーマ曲演奏
【シンガーソング

ドクター

   江藤天音】

２．「開会宣言」
　　【運営委員】

『HIVと共に生きるとは？
～若手医師のHIV診療～

これまでの経験、
これからのHIV診療の

すすむべき道』
 

宇野健司
　（南奈良総合医療センター

感染症内科）

白野倫徳
　（大阪市立総合医療センター

感染症内科）

澤田暁宏
　（兵庫医科大学血液内科）

笠松　悠
　（大阪市立総合医療センター

感染症内科）

＊ネットワーキングパーティー  
   １日（土）１９：００～ アマーク・ド・パラディ寒梅館にて  
      発表者も、参加者も、ボランティアも集まってわいわい交流しましょう。参加は自由です。 
        参加費： 社会人 ４，０００円、学生 ２，０００円 定員８０名 
          （参加希望者は事前に事務局（３階３７号室）でチケットを購入してください） 

  
  アンケートにご協力をお願いいたします    

    みなさまのご意見・ご感想をおきかせください。 



部屋
（定員）

１０：００～１１：３０ １３：００～１４：３０ 休憩 １５：００～１６：３０ １６：３０～１７：００

３１号室
「現役男優だからこそ見える性の大切さ 」【現役AV男優
たち】AV男優たちによる性感染症の意識、予防の話や性
の問題、幸せなセックスとは？について本音を語ります。

３０号室

閉会式

４１
(99)

「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性的マイノリティ～」
【特定非営利活動法人ＳＨＩＰ代表 星野慎二】国内HIV感
染者の約７割が男性同性間であることから、学校におけ
る男性同性間を視野に入れた予防啓発のあり方につい
て考えます

４０号室

１１：４０～１２：３０

「人はなぜ依存症になるのか～痛みと関係性の病理学」
【国立精神・神経医療研究センター　松本俊彦】正しく薬
物依存症を理解し、どのようにすれば回復できるのかを
話します。

４２
(72)

「HIV/AIDSと薬物依存～どう考え、向き合うのか～」【岩
室紳也】HIVと薬物は切っても切れない関係。でも教育者
は相変わらず「ダメ絶対」、医療者は「依存症専門医」へ
紹介、と他人事意識。予防をどうとらえ、共に暮らす社会
をどう作り上げられるかを考えます。

「お坊さんが行う中学生性教育授業～生と性と死を考え
るver5～」【浄土真宗本願寺派 僧侶（佐賀県伊万里市
浄誓寺） 古川潤哉】佐賀県の中学3年生向けに実施して
いる、「生と性と死」を考える授業を模擬体験！

４３
(72)

「HIVと在宅療養・介護を考える～京都での受け入れ事例
から(2)～」【摂南大学薬学部　高田雅弘、さぽーと京都
高畑吉博】京都でのHIV陽性者の在宅療養の受入事例
報告を中心に京都における今後の課題、展望を検討し
たいと思っています。

「性癖とエイズ」【愛知県私学性教育研究会　中谷豊実】
ＳＭや性癖は何を提供しているのか？女王様と共に考え
ます

３５
(63)

「若者たちの性・デートDV」【ウイメンズクリニック・かみむ
ら　上村茂仁】若者からLINEによる相談に日々答えなが
ら、若者達の生の声を社会に届ける、デートDV予防教育
の第一人者からのメッセージ。

「日本の薬害エイズとHIV/AIDS～学校教育の中で」
【PLANET・HIVとともに生きる会】風化しつつある薬害エイ
ズの歴史を振りかえり、現代のHIV・AIDSの問題から見え
てくる内容を学校教育の中で学ぶ。

３６
(63)

「HIV検査、今とこれから」【中瀬克己（岡山大学）、
川畑拓也（大阪府）、西本美穂（京都市）】HIV検査に多様
な場で関わる演者が、HIV検査を通して見えるエイズの
今とこれからについてお話しします。

「陽性者の生活を支える制度やサービスについて考
える」【医療ソーシャルワーカー有志】療養しながらの
生活で様々な生活上の心配事が出てきたときMSWは一
緒に考え解決のお手伝いをしています。福祉制度の基礎
知識と、京都、滋賀県の現状と課題を考えたいと思いま
す

３８
(63)

「LGBTがDSDｓ（体の性の様々な発達・性分化疾患）を持
つ子どもたち・人々・家族のアライになるには？）」【ネクス
DSDジャパン】性に関する様々な体の発達状態（性分化
疾患/インターセックス）の基礎知識と、当事者・家族の
実際をお話しします。

「男同士で結婚式を挙げて12年〜変わった事、変わらな
い事〜」【そう&カッシー】2004年に名古屋のイベントで同
性結婚式を挙げたゲイカップルが、平凡な日々の暮らし
の中で感じている「認められていない不安感」について話
します。

４５ａ
(33)

「薬剤師ミキティとアロマを体験しよう」【調剤薬
局グループ法円坂メディカル】アロマワックスバー（火を
使用せずに香りやデザインを楽しむキャンドル）作りを体
験し、生活の中に癒やしの空間を作りませんか?

「ＡＩＤＳとサブカルチャー」【桜屋伝衛門、さとうなおみ】漫
画、アニメ、ドラマ、映画などでＡＩＤＳがどのように取り上
げられてきたか、時代考証も交えつつお話します。

４５ｂ
(33)

「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」【SKG
＆ATAC in NARA】免疫力を鍛えよう。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

「性的マイノリティーのコミュニティーや社会運動の内部に
ある差別～クィア映画から考える～」【関西クイア映画祭】
「LGBT」や「同性婚」が話題になる今だからこそ、「いいこ
とをしているつもり」な活動の中に、どんな問題があるの
か、考えてみましょう。クィア映画の中の「少数派の内部
の少数派」の声やたたかいの記録を見てみましょう

４４ａ
(33)

「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」【青年赤
十字奉仕団】性感染症を予防するために、予防法を学べ
ばそれでOK!?　　いいえ、ここでは学校では教えてくれな
い、その答えに迫ります♪

「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」【青年赤
十字奉仕団】性感染症を予防するために、予防法を学べ
ばそれでOK!?　　いいえ、ここでは学校では教えてくれな
い、その答えに迫ります♪

４４ｂ
(24)

　

「メモリアルキルト展示＆レッドリボンをつけたテ
ディベア作り」【メモリアル・キルト・ジャパン】AIDSで
亡くなった人の生きた証として作られた　メモリアルキルト
からのメッセージを受けとめてください。HIV陽性者支援と
なるテディベア作り、レッドリボンを付けたベアを一緒に作
りましょう

臨光館
３階

共に生きる

予防

文化

セクシュアリティー

教育

保健・医療・福祉

若者

１０月２日（日）

１１：３０～１５：００
「ＨＩＶ抗体即日検査（無料・匿名）」【京都市保健医療課】
　自分のため、愛する人のために、今、一歩を踏み出しませんか？
　無料、匿名でお名前をお聞きすることはありません。
　プライバシーは堅く守られますので安心してお受けください。

１．閉会イベン
ト

２．閉会宣言
　　（運営委員）

★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

（江藤天音、白野
倫徳）

内科医の傍ら、シン
ガー、そしてラジオ
のパーソナリティー
として活躍している
シンガーソングドク
ター。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。
今年もトークショー
＆ミニライブを開催

します。

『ミッツ・
　　マングローブ！

“AIDS文化フォーラム
in京都”で何を語

る？』

①ミニレクチャー
　　「今、エイズって

　　　　　　どうなってるの？」
　　高折晃史（京都大学病院　医師）

②トークライブ

出演：

司会・金井　修
　　　　（京都医療センター　医師）

ミッツ・マングローブ
　（歌手・タレント）

高折晃史
　（京都大学病院　医師）

大野聖子
　（京都第一赤十字病院　医師）

高畑吉博
　（HIV陽性者支援団体さぽーと京都

代表）

提供：
　ヴィーブヘルスケア株式会社

３０号室

全体会

（要・入場整理券）

  
  １０月２日（日）１５：００～ 全体会 入場整理券 
       １０月２日（日）９：３０より受付で配布します。 
                    （おひとり ４枚まで） 

  
【プログラム変更のお知らせ】 
 
10月2日10：00～11：30 「若者たちの性・デートＤＶ」は発表者
の、急な止むを得ない事情により、残念ながら 実施できなくな
りました。あらかじめご了承ください。 
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	10月2日

