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──7月から、井上さんを中心に、「Futures 
Japan」※というHIV陽性者へのWEB調査
が開始します。
　オーストラリアで「HIV Futures」という、

HIV陽性者を対象とした大規模なアンケート
調査が、1997年以降継続的に実施されて
います。質問項目は約350問あり、健康状
態、メンタルヘルス、治療、就労、セックス、
社会的支援、住居、経済状況、差別経験な
ど多岐にわたりますが、現在では豪州全土で
約千人の陽性者が参加しています。
　この調査の大きな特徴は、ラトローブ大学
（メルボルン）が中心となって、エイズに取り組
む団体やHIV陽性者らNGOと行政機関が
連携して行なわれていること、そして陽性者の
「本音と実態」が引き出されていることです。
例えば、服薬率やコンドーム使用率などは、
医療者による調査ではつい「いい子」の回答
をしてしまう傾向があります。もともとNGO側
が、「効果的なエイズ対策のためには、本当
のところを把握しなければ」という視点から発
案した調査ですが、当初は「リスキープロジェ
クト」と呼ばれたこともあったそうです。こんな
現実を明らかにしていいのか、と……。しか
し、今ではHIVに感染した人びとの実態にも
とづいたエイズ対策がとられ、その手応えを
陽性者自身も感じることで、当初のリスキー
感は薄らいでいきました。
──それを早速、日本でもやろう、と。
　いえいえ。私が初めてFuturesに触れた
のは、名古屋でのエイズ学会（2009年）で行

なわれた、ラトローブ大学のジェフリーという
研究者のシンポジウムです。魅力的でした
が、予算も労力もいる、とても日本では無理
だろう、と。しかし、JaNP+のメンバーと視察
に行き（2011年）、現地ではさまざまな団体が
この調査に信頼感をもち、連携し、得られた
結果を実際の政策に反映させ、陽性者の環
境改善にもつながる、いわばソーシャルムー
ブメントとして機能している姿を知りました。日
本では個々の団体がまだ小さく、頑張って役
割を果たしていますが、HIVコミュニティ全体
として連携し、何かに取り組む経験が少ない。
しかし、調査を契機に日本でもこのソーシャル
ムーブメントへつなげられないかと思うようにな
りました。
　その後、3年間の研究費が得られたこと
で、昨年度からJaNP+の協力も得ながら、
調査票の作成やWEBの準備、研究解析の
体制作りに取り組んでいます。
──現在、調査票の作成も大詰めだそうで
すね。
　まず私たちは、HIV陽性者の調査にかんす
る欧米の先行論文を調べ上げました。なぜそ
れを聞き、それをどう活用したらいいのか、と。
陽性者の視点に立った調査とは何なのか、
私たちも考え抜いた。そして、ともかく質問
を並べ上げました。その数、600問（笑）。
それを480問に絞ったところで、JaNP+
の協力で全国から陽性者20人ほどのモ
ニターを組織し、実際にやってもらい、検
討を加えてもらいました。陽性者同士の

交流やセックスの話、医療者とのコミュニケ
ーション、メンタルヘルスから子育ての話ま
で、これも聞いてほしいという声を取り入れつ
つ、準備を進めているところです。
　初回なので、まだまだ悩みながらの準備で
すが、多くの回答が集まれば集まるほど、より
確かなHIV陽性者の声として伝えることがで
きるし、それがまた未来につながる。そんなサ
イクルを日本にも作りたいと思っています。こ
の記事を読まれるHIV陽性者のみなさんはも
ちろん、ご存知の陽性者にも呼びかけて、多
くのかたのご協力をお願いします。

HIV陽性者の本音とリアルを、
日本のエイズ対策に反映させるために
WEBアンケート調査「Futures Japan」、いよいよ始まる

いのうえ・ようじ　専門は慢性看護学、健康社会学。
「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究」（代表：白阪琢磨）
ほか、エイズ対策研究事業への参加も多い。

放送大学教授 

井上洋士さん

※HIV Futures Japanプロジェクトと、この調査についての記事は、6ページにもあります。



　昨年4月に大阪で行なわれた「長期療養時代シリーズ」のシンポジウ
ム。7名のHIV陽性者が当事者として支え合うことの価値や難しさについ
てパネルディスカッションがありました（JaNP+ニューズレター13号に収録）。そ
の中で、パネリストの一人から、「ピア・グループの陽性者スタッフ向けの
研修会が必要なのでは」という発言がありました。それを受けて、事務局
長の高久さんが「JaNP+がやります!」と即答して、このプログラムが始ま
りました。以前から必要だと思っていたところへ、タイミングよく背中を押さ
れた感じでしたね。
　この10年ほどの間に、HIV陽性者によるサポートの機会が増え、交流
会、グループミーティング、サロン形式の会、勉強会など、形態もさまざま
になりました。しかし、その地域で得られたノウハウや経験が、他の地域へ
共有される機会は十分ではありません。そこで、まずは地域を越えて共有
できるような研修会を、おもにピア・グループのスタッフやグループの立ち
上げを検討している人などを対象として行なうことになりました。

　この研修会は、ピア・グループのスタッフとして必要なこと（考え方・知識・
技術など）を、自分なりに発見できたり、参加者同士で意見交換をしながら
気づけたりするように工夫がされています。プログラムはおもに個人ワーク
とグループワークからなっていて、人数や場所、参加者の動機やニーズ、
自分たちが持っているリソース、プライバシーなど、ピア・グループの重要
な要素を分解して再認識できるように、全部で11個のセッションで構成さ
れています。
　今年3月に第1回目の研修会を開催。初めての試みでしたが、全国
から多くの応募があり、その中から12名の陽性者が参加することとなりまし
た。この研修は2日間にわたって行なわれますが早い段階で参加者同士
がうちとけていて、「場」が温まった状態での活発で濃密な研修会となりま
した。時間にゆとりがなく消化不良だった人もいたのではないか、あるいは
逆にハードだったのではないかと心配もしましたが、参加者の反応は予
想以上に力強いもので、実務編・スキルアップ編を要望する声もありまし
た。 　（矢島崇）

※2回目のHIV陽性者ピア・グループ・スタッフ研修を、8月に開催予定。くわしくは
JaNP+WEBサイトをご覧ください!
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第1回 HIV陽性者ピア・グループ・スタッフ研修 
活動報告

みんなの発想や気づきを持ち寄って、組み合わせ、
そこからまた新たな発見が生まれ……。研修会の一こま。

【参加者アンケートより抜粋】
●今までのことを棚卸しすることができまし
た。たくさんの方の話が聞けて、共感できた
こと、真似してみようと思ったことなど、学ぶ
ことができて、またこれから前向きに歩いて
行ける気がします。
●何のスキルももたず、現在の地元での活
動にかかわるようになりましたが、今回この
研修を通してピア・グループ活動に必要な
要素や、今まで知らなかった参加者のニー
ズを知り、今後の活動に活かせたらと思いま
した。
●俯瞰から見た概略の説明から始まり、各
団体の実情、雰囲気、問題点などさまざま
聞くことができて素晴らしいプログラムでし

た。次回があれば、実際の運営にかかわる
資金の確保、スタッフ集めなど聞いてみた
いです。
●「ピア・グループを立ち上げてみよう」とい
う雲をつかむような漠然とした状態から、少
し現実的に動いてみよう!　という気持ちに
変わりました。地元に戻れば、少人数や自
分だけでくよくよ考えがちですが、今回のプ
ログラムを思い出し、もっともっと頑張って
いるみんながいるんだ!　と勇気づけられる
気がします。
●地域的な問題だと思ったことが、本当は
全国的に共通の問題であったとわかったこと
が一番の収穫でした。「私たちの地域は○

○だから、○○できない」という事例が共通
の問題だったことで、すごく楽になると同時
に、みんなに相談できるという安心感ができ
ました。
●研修というイメージですごく緊張していた
のですが、楽しく勉強できました。
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初めてのエイズの論文
がNew England 

Journal of Medicineに報
告されたのが1981年12月、
僕が医学部を卒業したのが1982年3月なので、エイズの歴
史とほぼ同じ時間を医師として過ごしてきたことになる。いくつか
の病院で研修をした後、初めてエイズ患者を診療したのが
1986年夏であった。以後、感染症を専門とする医師として
HIV診療に取り組み、はや27年が経過した。人類最大の
敵といわれるこの病気に、世界中の医学研究者が対峙してき
た。その甲斐もあり、たった30年の間にこの病気に対する病態
の理解や治療法は、他の疾患ではあり得ないほどの急速な
進歩を遂げた。自身、医学の進歩を間近で大観する幸運に
も恵まれた。しかし、その医学の進歩の陰には、多くの医学研
究者の努力と、自分のためにはならないかもしれないが次の人
のためにと、献身的にその研究を支えてくれたエイズ患者さん
たちが存在することも忘れてはならない。
　現状のレベルでは、まだHIV感染症を治癒させることはで
きない。しかし、適切な時期から適切な治療を受けることにより

エイズを発病することはほぼ皆無となり、今まで通りの生活が過
ごせるまでになった。医学の進歩を、何よりも感染者自身が享
受できる時代になったと言っても過言ではない。さらにもっとすば
らしいことに、治療でウイルスをしっかり抑え込んでおけば、パー
トナーへの感染もほぼ防ぐことができるということが証明されたこと
である。このことは、感染者にとって、心の底に残っていたパート
ナーへの感染という不安を減らし、精神的な負担を大きく軽減
してくれるに違いない。治療を受けるということが、最も有効なセ
ーファーセックスの手段の一つということになるのである。
　感染者個人は、治療を受けることにより自分自身の尊厳と自
信を持った生活を送ることができる。しかし、社会のこの病気に
対する認知は、まだまだこのレベルに追いついていない。この
病気に対する医学の進歩を知らない人たちの差別や偏見の
存在が、スムーズな検査を阻み、診断の遅れと新たな感染
を生み出しているのである。検査の敷居をもっともっと下げ、医
学の進歩を享受する感染者を一人でも多く増やさなければな
らない。
　医学の進歩は速い。HIV治療は、まもなく1日1回1錠飲
めば十分な時代に突入する。研究中の薬の試験管内での
効きの強さから、飲みにくかった大きな錠剤も、今後は普通の
大きさになると予想される。もしかすると月に1回注射すればいい
時代が来るかもしれない。医学の進歩は、まだまだ続いている
のである。この病気に対する社会の認知も、もう少し速い速度
で変化してくれることを望んでいる。
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　HIV陽性者にとって働きやすい職場は、どんな人にも働きやすい職場で
す。16ページの冊子にコンパクトにまとめられた『ハンドブック』は、そんな職
場作りにきっと役立つでしょう。

※本冊子をご覧になりたい場合
は、東京都福祉保健局「エイズに
ついて」（WEBサイト）にリンクされ
たPDFファイルをご利用ください。

　HIV陽性者は、いわゆる「現役世代」に多いのが特徴です。職場でも、
多くのHIV陽性者が治療と仕事を両立させています。
　しかし、現在も感染がわかったことを契機に、さまざまな理由から離職する
人は少なくありません。また、障害者雇用で求職しても、企業側にHIV感
染症に対する知識がなく、不適切な対応をされたという声も聞きます。
　東京都福祉保健局のエイズ対策係では、企業の人事・労務・障害者
雇用担当の人たち向けに、HIVと陽性者の現状や職場での対応ポイン
ト、陽性者を雇用した企業の経験談などを掲載した冊子を制作しました。
　JaNP+でもHIV陽性者の就労体験談の提供をはじめ、その作成に協
力させていただきました。

東京都が人事・労務向けパンフを制作
『職場とHIV/エイズ ハンドブック』
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 ［特集］HIV/AIDSのリアリティを感じてほしい
長期療養の中で、多くのHIV陽性者がぶつかる課題──カミングアウト。
連休最終日の5月6日、カミングアウトをテーマとしたイベントが開催され、112名もの参加者がありました。
プログラムの前半では、3人のHIV陽性者と看護師が、自身の経験や思いを語りました。
後半では、台湾のドキュメンタリー映画『The Hope of Love～愛のみ守り袋～』が上映。
エイズ発症で感染がわかった台湾人ゲイ男性とその母親の物語に、会場は静かな感動に包まれていました。

イベント「HIVとカミングアウト」&映画『The Hope of Love』上映会報告

HIVとカミングアウト & 
映画『The Hope of Love』上映会
2013年5月6日（月・祝）
家の光会館コンベンションホール（東京都新宿区）
主催：特定非営利活動法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
　　 特定非営利活動法人ぷれいす東京
後援：鳥居薬品株式会社

周囲へ与える影響

　日本では現在、推計で2万人を超えるHIV陽
性者が暮らし、毎年約1000人が、新たにHIV
陽性であることが判明しています。治療が進歩し、
また医療制度や福祉制度が整備された日本で
は、周囲にHIV陽性であることを伝えなくとも、毎日
の暮らしには困ることがないように思われています。し
かし、多くのHIV陽性者が、「HIVは誰にも言え
ない病気である」というイメージを抱きながらも、現
実には誰かにHIV陽性であることをカミングアウト
するという選択をとっています。さまざまな事情からカ
ミングアウトせざるを得なかった人もいます。
　このことは、本人だけでなく、伝えられた相手や
周囲の人びとにも、変化をもたらしています。一人ひ
とりのカミングアウトは、コミュニティや、さらに社会に
おけるHIVに対するリアリティにも影響を与えてい

るのではないでしょうか。
　今回のイベントでは、
HIV陽性者の「カミン
グアウト」をテーマに、当
事者の生の声という切
り口から、HIV/AIDS
のリアリティについて感じ
られるさまざまなきっか

けを提供しました。

3人の陽性者の話から

　りきやさんは、感染が
わかった1か月後に、直
属上司に個人的な打ち
明け話のかたちで話した
ところ、会社上層に伝わ
り、トラブルになりました。
「当時、彼のことを恨み
がましく思いもしましたが、

打ち明けられた側の気持ちを考えれば、自分もや
はり彼とおなじことをしたかもしれません。一人で受
け止めるにはあまりにも重たい事実なので」と振り返
ります。りきやさんは、陽性者は身近なところにいると
いうHIV/AIDSのリアリティがもう少し広がることを
願い、今、スピーカーの活動にも参加しています。
　カミングアウト経験は
少なくないものの、「まず
私自身が病気のことをき
ちんと受け止められてい
ただろうか」と振り返るの
は、じゅんぺいさんです。
誰かに話すことで自分の
中の重荷が取れていく
のが嬉しくて、一方的にカミングアウトすることが多
かったといいます。その背後には、どこかに感染事

実から目をそらしたかった自分がいた。「まず〈自分
へのカミングアウト〉が必要だったのでは」。それに
気づかせてくれたある印象的な思い出とともに語っ
てくれました。

　JaNP+事務局長の
高久も、陽性者がセック
スの場面でぶつかる「言
う・言わない」のジレンマ
に、経験をまじえて率直
な思いを語りました。セッ
クスしたあとで陽性であ
ることを伝えた時、相手か

ら「ゴム使ってくれて嬉しかった」と言われた。コンド
ームが感染を防ぐためだけのものではなく、相手と
の関係作りにも役立つことを実感した、とも語りまし
た。
　三者三様の経験談や考えに、会場は熱心に
聞き入っていました。

　このあと、名古屋医療センターの看護師、羽柴
知恵子さんのお話、休憩をはさんで台湾のドキュ
メンタリー上映と続き、プログラムは予定時間通り
終了しました。寄せられたアンケートには、びっしりと、
さまざまな感想が書き記されていました。

HIV陽性者、家族や友人、支援関係者など、
さまざまな人が参加しました。

りきやさん

JaNP+事務局長・高久

じゅんぺいさん

＊今回のイベントは、「長期療養時代シリーズ」の一環として開催されました。また、「TOKYO RAINBOW WEEK 2013」に参加しています。
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医療機関では、カミングアウトに
どのような支援が行なわれているか

冊子『Living with HIV 身近な人からHIV陽性と伝えられたあなたへ』

名古屋医療センター副看護師長
HIV/AIDSコーディネーターナース
羽柴知恵子さん

患者さんの気持ちをよく聞いて

　私たちがまず大切にしていることは、お一人お一
人の思いを聴くということです。療養生活において
支援が必要なのかどうか、今が支援するべき時期
なのか、看護師の権限や技術で対応できるか、そ
れらを判断するためです。医療者は、何かしたい、
伝えたい、とつい押し付けがちになりますが、患者さ
んはもっと話を聴いてほしいと思っている人が多いこ
とに気づきました。
　私も配属初期、話を聴いてほしいと言われ、患
者さんのほうが経験は長いし、私はまだ知識もない
のに、と悩みました。それを先輩たちに相談したら、
患者さんが何をどうしたいのか、その思いを聴くこと
が大事では、と言われました。助言するのではなく、
まずは相手を理解しよう、と考え方を変えてお話を
うかがうと、だんだん言葉の端 に々、患者さんが感
じている苦悩や悩みが聴き取れるようになりました。
全部キャッチできているわけではありませんが、言
葉や表情、雰囲気で、患者さんがどうしたいのか
を把握するよう努めているつもりです。
　思いを聴く中で私のケアの経験では戸惑いが
ある場合は、主治医や他のスタッフ、さらに全国の
経験豊富な先輩ナースに聞いたりすることもありま
す。そうやって医療者の中でも助け合いをしていま
す。大事なのは、一方的な押しつけをしないこと。つ
ねに戒めています。

カミングアウトの支援

　カミングアウトのメリットは、療養への支援者が得
られることですが、状況は人それぞれで、あくまで患

者さん自身が決めるお手伝いを心がけています。こ
こでもまずはお話をよく聴いて、時には「急がない
で」とお伝えします。
　病院に家族などがこられた時に、医療者が立ち
会ってカミングアウトをされる場合もあります。私たち
からも、された方へは、「あなたのことを大切だと思う
し、力になってほしいから、ご本人は伝えたんです
よ。伝えられたことを大切に思ってくださいね」と言
葉を添えています。また、された方は患者さんを支
えようとするあまり無理してしまう人もいます。その人へ
のサポートも必要で、「私たちは、いつでもお話を聴
く準備ができていますよ」と伝えています。
　ある30代の男性は発病で感染が判明しました。
ご本人の希望で家族への告知は見送り、病名説
明は「肺炎」で統一しました。その後、治療も順調
に進み、ご本人も前向きに家族への告知を考え、
ご本人からの告知のあと医師・看護師からもフォロ
ーを行ないました。ご家族は、「病名を聞いた時は
すぐ死ぬと思って心配したが、体調もよくなり、本人
と医療者の話が同じで安心した」とおっしゃり、ご本
人も「家族が自分を心配してくれていることがわかっ
たので隠すことはやめたかった。体調もよくなり前向
きになった今のタイミングで話せてよかった」と語っ
てくれました。
　これからも患者さんの思いを大切に、患者さん
への支援を行なっていきたいと思っています。

参加者アンケートから
●HIVにかかわらずカミングアウトというのはとても
難しく、考えてもゴールのないテーマだと感じていま
すが、それを真正面から向き合った今回の企画は
大変学びが大きかったです。
●当初知ったばかりのころは不安からか何か行動
を起こし、見つめなければと思っていたように思い
ます。感染後、1年くらいたつとフラットな気持ちで
向き合うようになれたかなと思います。
●HIV、セクシュアリティ、アディクション（依存）など
がクロスした場合は、カミングアウトされた側には相
当な負担を与えてしまいます。カミングアウトは一方
通行ではなく、相互理解になることがベストで、人
により選択はさまざまで、まず知ることが必要で、今
回のイベントはためになりました。映画はとても素晴
らしかったです。
●「カミングアウト」された側として、とても興味深く
聞いていました。する側もそれぞれですし、される側
もいろいろな立場があるということをあらためて感じ
ました。する側は言うまでもなく大変な勇気がいると
思いますが、される側は聞かされてから始まるのだと
映画を見てつくづく思いました。それを誰にも言え
ず、抱えている人がまだまだいるので、この映画の
ように周りの人も含めたサポート団体がもっともっと
増えるといいと思いました。
●自分も比較的カミングアウトすることが多く、その
理由がすべて隠していることへの後ろめたさからの
解放でした。隠さないことがえらい!　なんて思って
いたこともありましたが、ある時、同じ病気を持つ友
人から「カミングアウトされた人の気持ちを考えたこ
とはあるの?」と聞かれました。自分が楽になるため
に降ろした荷物は、じつは別の大事な人に背負わ
せてしまった……、反省しました。
●このイベントに来るまではHIVをもっている人は
セックスしてほしくないと思っていた。もし移されたら
めっちゃ恨むと思っていた。しかし陽性者はとても苦
しんでいるし、元の生活を奪われるいわれはない、
と思うようになった。HIVをもっている・もっていない
にかかわらず互いに注意した行動をとることで、誰
も傷つくことなく過ごしていけるといいなと思う。

　今回のイベントは、「長期療養時代シリーズ」の一環とし
て開催されました。「長期療養時代シリーズ」は、特定非
営利活動法人ぷれいす東京と特定非営利活動法人日本

HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラスによる協働プロジ
ェクトです（協賛：鳥居薬品株式会社）。本イベント『HIVと
カミングアウト』の開催のほかに、冊子『Living with HIV
　身近な人からHIV陽性と伝えられたあなたへ』も作成さ
れました。
　この冊子では、男性陽性者7人、女性陽性者2人、パ
ートナーの男性8人、パートナーの女性2人、そして母親

や同僚、友人など合計24人が手記を寄せました。
　カミングアウトは、「しなければいけないもの」ではありま
せん。またこの冊子では、カミングアウトを勧めているわけ
ではありません。カミングアウトをした側・された側の経験を
知りたいとか、相手に渡してフォローの資材としたいなど、
それぞれのニーズに合わせて活用していただければと思い
ます。
　全国のエイズ拠点病院に鳥居薬品さんを通じて配布さ
れるほか、各地の支援団体やスペースでの入手も可能で
す。WEBでも公開されます。ぜひ、ご覧になってください! 



　1面でお伝えした Futures Japanプロジェクトでは、HIV陽性者のため
の総合情報サイト「Futures Japan」がオープンしています。
　インターネット上には、HIV・エイズに関する数多くの情報があふれていま
す。このポータルサイトは、多くのHIV陽性者による意見をもとに、HIV陽
性者が必要とする情報にたどり着けるような検索機能を備えています。
　さらに、HIV陽性者のための交流会やミーティングや、きょうかけられる電
話相談の情報も網羅。
　ぜひ、ブックマークして活用してください。

Futures Japan　
【URL】http://futures-japan.jp/　
「Futures Japan HIV」でも検索できます。
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　JaNP+は、HIV陽性者のネットワークづくりを応援する交流会を運営し
ています。この交流会では、お茶とお菓子を囲みながら、少人数で気楽に
おしゃべりをする時間を提供しています。参加者はもちろん、スタッフも全員
HIV陽性者です。

博多　
【日時】7月28日（日）　15：00～17：00
【定員】3～7名　【参加費】500円
【参加資格】HIV陽性のゲイ・バイセクシュアル男性
【申込方法】JaNP+のWEBサイトから。7月23日締切です。

札幌　
9月15日に予定されている「レインボーマーチさっぽろ」の開催にあわせ
て、9月14日（土）または16日（月・祝）に札幌市内でHIV陽性者交流会
を計画中!　決定次第、ホームページ等でお知らせいたします。

　日ごろご支援くださっている皆様、ご参加くださっている皆様はもちろん、
HIV陽性者の当事者による活動に興味のある方も、この機会にぜひご参
加ください。今回は、井上洋士さんによるFutures Japanプロジェクト（1面参

照）のご講演もあります。

【日時】6月23日（日）　14：00～16：30
【会場】大久保地域センター　会議室A

＊資料代として1,000円をいただきます（正会員・賛助会員・活動会員は無料）。
＊事前の申し込みは不要です。

HIV陽性者交流会　博多&札幌

2012年度JaNP+活動報告会

【 POSITIVEワイド, JaNP+の広場 】

※いずれの情報も、くわしくは
決定次第、JaNP+WEBサイト、
E-mail等でお知らせします。

　JaNP+のファンドレイジングと、さまざまな人の交流を目的としたカフェ・イ
ベントです。中村うさぎさん（作家・エッセイスト）をゲストに招いてのトークショーや、
ドラァグ・クイーン、シンガーによるパフォーマンスもあります。

【日時】7月6日（土）　18：00～23：00
show time 1st: 19：00～ , 2nd: 21：30～
【会場】Time Out Café & Diner Tokyo（恵比寿）

＊このパーティはJaNP+のファンドレイジングイベントとして開催させていただきます。
＊入場料¥3,000（学生¥2,000）1drinkつき。お食事は各自でのご注文となります。
＊カフェ形式ですので、お好きな時間にお越しください。

イベント「Cross Border Cafe」

HIV陽性者のための
総合情報サイト、オープン!

●1面でご登場いただいた井上さんは20年前、
NGOを立ち上げ、海外のHIV感染症治療情報
を翻訳し、提供するSHIPニュースレターを発行。
名称はステイ・ヘルシー・インフォメーション・プロ
ジェクトの略で、僕はこの名前に、感染していて
も健康でいられることに気付かされ、勇気づけら
れました。 （長谷川博史）

●いま、エイズ予防財団では今年の12月1日「世
界エイズデー」に向けて、国内でのキャンペーン
テーマに関する意見を募集しています（6/26ま
で）。HIV陽性者の方、エイズの問題に携わって
いるみなさんが日々感じていることが反映されると
いいなと思います。投稿してやるぜ ! という方、詳
しくは「API-Net」で検索してみてください。
 （高久陽介）

●イベント（4面）で見た台湾のドキュメント映画の
お母さんは、いかにも台湾の肝っ玉母さん、息子
の感染にショックを受けつつも、私が支えなけれ
ば誰が支えるの、母親とはそういうもの、と言い切
る。高雄のプライドパレードでは、自殺したゲイの
母がスピーチし、「あなたたちみんなが私の息子・
娘」と。これも胸を打たれる場面だった。
 （永易至文）

編集後記 from editors

　情報検索では、検索のキー
ワードを思いつくのが苦手な
人もいるので、あらかじめさま
ざまなキーワードが提示され
て、それをチェックすることで
情報にたどりつきやすくなって
います。
　また、電話相談やミーティン
グもカレンダー式に表示され、
きょう行ける・きょうかけられると
ころがわかります。
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緊急連絡先カードのすすめ

　自分の身の上に突然、何かが起こった時──たとえば急な発病（心
筋梗塞や脳疾患）や事故に遭ったなどの時について、考えてみましょう。
　会社や路上で、自分の意識がなかったり、発作などで自分からの行
動が困難になった時、周囲の人は誰に連絡をしてくれるでしょう。入社
時に会社に届けてある緊急連絡先で、現在も大丈夫ですか?　ある
いは路上で倒れた時、救急隊は誰に連絡をしてくれますか?
　これらは一人暮らしや、法的な家族とは認められない人と暮らしてい
る場合、けっこう切実な問題かもしれません。
　自分に万一のことがあった時、家族以外に優先して連絡が伝わっ
てほしい人がいる場合（同性パートナー、親友など）、緊急連絡先カードを
携帯してはどうでしょう。名刺の裏に、「自分に万一の場合はつぎの人
に連絡してください」という旨と、その人の名前と電話番号を書いてお

き、財布など他人が発見しやすいところに所持すればOKです。また、

HIV陽性者の場合、病名はともかく「私の主治医は○○病院╳╳科
の某先生です」と書いておくこともよいでしょう。
　現在、個人情報保護法があり、救助した救急隊が携帯履歴をもと
に電話して、せっかく同性パートナーに繋がったものの、「家族ではな
い」ことを理由に救急隊からの情報提供を拒まれるケースがあります。
大事故に巻き込まれたらしく、同性パートナーが病院に照会した時も、
個人情報保護を理由に収容されているかどうかにも答えてもらえない
例もあります。
　緊急連絡先カードは、むしろ意識のない本人にかわって、同性パー
トナーなど情報を受けにくい人に情報を届ける役割もあるのです。同
性パートナーのいる人は、相手に自分の名前を書
いた緊急連絡先カードを持っておいてもらうことも
大切です。

　｢とても理路整然としたお話でしたが、そんな風に、冷静で論理的な判
断が下せたはず、ありませんよね｣
　と話しかけられた。支援従事者たちの前で、自分の病気の経緯を話
し終わった時のことだ。「本当は、ものすごく大変な思いをされましたよね」
と畳み掛けてくる。あたかも、僕自身よりも僕の心の歴史が良くわかってい
る、と言わんばかり。ほんとうにガクゼンとした。たしかに、薬が少なかった
頃は治療が大変だった。それでも、できる限り情報を集めて、自分なりに
最善と思える方法を選び、納得した上で実行してきたつもりだ。ところが、
そんなことはあろうはずがないと、出会ったばかりの人が断定する。打ちひ
しがれ、落ち込んでなかったなんて、許されないとばかりに……。
　こうしたことが繰り返されると、フツーの日々 を、何も無かったかのように
送っているのは間違っているのだ、といわれているような気になる。
　告知を受けて22年経つだけに、これまで多くの陽性者と出会ってきた。
本当にさまざまな人がいる。もちろん、ひどく落ち込んでいる人もいるけれど、
あっけらかんとしている人もいる。それまでの人生は千差万別なのだから、
告知後の人生も、これまた、人それぞれ。考え方も、好き嫌いも、恋愛や
セックスだって多様で、ひとつの「ザ･陽性者」という像などありえない。ウ
イルスは人を選ばないのだから当たり前だと思う。それなのに、十把一絡
げにして、｢落ち込んでいて、かわいそうな人｣というイメージに落とし込もうと
する。そのイメージが再生産され、その言説によりそった幾多のまなざしに
囲まれて、本当に｢かわいそうな私｣になってしまったりすることもあるだろう。
ちょっと待って!　と言いたくなる。
　なにも、楽観的なメッセージを広めたいわけではない。けれど、負のステ
レオタイプの陽性者像が作られ、陽性者自身がそれにからめとられていく
のは、我慢ならない。こうして僕は、細 と々でも活動を続けているのだと思う。

列島 西から東から
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性別、年齢、告知年、居住地もさまざまな
ポジティブの仲間たちからのレターエッセーをお届けします。

　陽性告知を受けてから、約10年が経ちました。10年前は、HIV感
染症への予防啓発運動が、徐 に々盛んになりつつある時期でした。頭
の片隅には「セーファーセックス」という言葉やその方法について、なんとな
く知識としてはありましたが、何度かリスキーなセックスをすることもあり、保
健所が行なっている無料検査を、定期的に受検していました。しかし、そ
のようなことを繰り返しているうち、HIVに感染し、陽性告知を受けることに
なりました。
　保健所では別室に案内され、医師からの告知を受けました。当時、
HIVの予防方法についてはさまざまなツールから情報を得ることができま
したが、HIV陽性者となった後の治療や日常生活などに関する情報は
知識としてほとんどなく、呆然とその事実を受けとめたものの、ただただ漠然
とした不安と後悔から、その場で涙がとめどとなく流れ落ちていきました。
　2週間後、保健所から紹介された拠点病院に初診で受診した時に
は、とにかく「僕はどうなっていくんだろう」という疑問と不安を医師にぶつけ
たいと思う反面、病院に行った時に知り合いがいたらどうしようという小さな
不安の中、受診しました。その時に印象的だったのは、「HIVは今では
死ぬ病気ではない」「今までの生活を変える必要もない」と言ってくださっ
た医師の言葉です。安堵しました。ただ、やはり病気とうまく付き合っていく
にはどうしたら良いのか、誰かにこの事実を伝えたらいいのか、そんな悶々
とした気持ちもありました。
　その後、病院のたくさんのスタッフに助けられ、自分自身でこの病気を
受け入れ、今では“HIV陽性者の僕”ではなく“HIV陽性であることも僕
の一部”と捉えられるようになりました。

僕を安堵させてくれた言葉

健吾 （男性／30代／2003年告知／中部地方在住）

「支援者」たちの陽性者像

TERU （男性／50代／1991年告知／近畿地方在住）
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ながやすしぶん　編集者／ライター、2級FP。平成24年行
政書士合格、現在、老後のゲイや陽性者を支える事務所を開
業準備中。著書もよろしく!

text永易至文 05

【 JaNP+の広場 】
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　LAFは、MSM※のセクシュアルヘルス増進と、セーファーセックスを選
択することのできる環境づくりを目的に活動しています。ゲイバーが多く集まる
博多でのコミュニティセンター「haco」運営を中心に、つねに当事者性を
重視した予防啓発活動を行なってきました。
　今年2月、JaNP+とLAFはゲイ・バイセクシュアル男性限定でHIV陽
性者交流会を開催、12名が参加しました。交流会の終了後、LAF代表
の牧園さんにhacoでお話しを伺いました。

──これまで主に予防啓発活動を中心に行なってきましたが、今回なぜ
HIV陽性者交流会を?
牧園●hacoをオープンして以来、実際に何人ものHIV陽性者が来てい
て、多くの方が「他の陽性者と会いたい、話を聞きたい」というニーズを持っ
ています。でも、hacoはオープンスペースなので、陽性者向けの冊子を読
んでいると、かえってHIV陽性だとバレてしまうかも……という不安もあり、ここ
で手に取って読んだりする人はなかなかいないんです。私がスタッフとして
話を聞いたり、情報や相談サービスを案内したりはできるけど、ニーズには
応えられていないな、という思いがずっとありました。
──地方に住むHIV陽性の人たちや、NGOのスタッフに話を聞くと「地
方ではゲイコミュニティが狭く、ゲイのHIV陽性者どうしで集まるのには勇気
がいる」という声も多いですよね。
牧園●最初は慎重でしたね。まず、HIV陽性者でもあるhacoのスタッフ
が、東京での陽性者交流会に参加してみて、本人も「これならできそうだ」と
いう手応えがあったようなので、じゃあやってみようかと。ただ、これまでの活動
を通じて自然に至った考えなのですが、基本的に私たちがやっている予防
啓発活動の対象には、当たり前にHIV陽性者も含まれているんですよね。
保健所や拠点病院で話を聞いてもらうこともできるけど、セックスやセクシュア
リティに関する話だと、ヘテロセクシュアルの医師やカウンセラー相手にはな
かなか相談できない人も多い。同じゲイなら、同じ陽性者なら、話したり聞い
たりできる。そういう場を提供すること自体が、予防啓発活動の一つだと思っ
ています。

──昨年のエイズデーには、hacoで「福岡のHIV陽性者手記展」も開
催していました。
牧園●HIV陽性でない人たちの中にも、やはり感染への不安があります。
「もし自分がHIV陽性だったら……」と考えた時に、この博多に「居場所が
ない」と感じさせてしまうようでは、LAFというゲイの当事者グループがここで
活動している意味がない。手記集の制作・展示も、陽性者交流会も、博多
のゲイコミュニティの人たちに「もしHIV陽性だったとしても、このコミュニティ
は居場所があるんだ」というメッセージになればと思っています。
※MSM…ゲイ・バイセクシュアルなど、男性と性行為をもつ男性。

Love Act Fukuoka
http://www.loveactf.jp/
福岡市博多区住吉4-4-21エバーライフ住吉107
TEL:092-404-5119

このコミュニティには「居場所」がある、と伝えたい
Love Act Fukuoka（LAF）

【 JaNP+の広場 】

hacoの内部。月火水はお休みです（くわしいスケジュールは上記WEBで）

「HIV陽性者交流会 in博多」開催
7月28日に、LAF&JaNP+共催で2回目となる「HIV陽性者交流会in博
多」があります。くわしくは6面のお知らせをご覧ください。


