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【今号のイチ押し!】 AIDS IS NOT OVER
　安倍昭恵さんらパレードに参加 .............................................1面

【連載】 生活習慣病&介護
　血圧と生活習慣病、老後の生活に専門職がアドバイス 2,3面

【POSITIVE ワイド】 困難に直面するHIV予防啓発活動
　ゲイ男性らの間で広がるHIV、その対策は? ................4,5,6面

【JaNP+の広場】 活動告知板、列島 西から東から
　川田龍平さん出演トークショー、交流会のご案内 ほか ...7,8面
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　2014年 4月
27日、セクシャル
マイノリティの人
権を訴える祭典
「東京レインボー
プライド」が行わ
れました。主催
者発表によると、

パレード行進の参加者数は約3,000人、
その沿道に約2,000人、会場には約
10,000人が来場し、晴天に恵まれたことも
あり、とても大きな盛り上がりを見せました。
　パレードには、「すべての人がHIVととも
に生きている」というリアリティの共有を目的と
したプロジェクト・Living Together計画に
よるフロートも出展され、「AIDS IS NOT 
OVER（エイズはまだ終わっていない）」と書かれ

た横断幕やプラカードを掲げて多くの人々
にメッセージを発信しました。このフロートに
は、ゲイコミュニティにおけるエイズの問題
に長年尽力してきたJaNP+代表の長谷
川博史、ドラァグ・クイーンのhossyさん、
DJ NARUSEさんとともに、首相夫人の
安倍昭恵さんがサプライズで登場。トラッ
クの上から笑顔で沿道に手を振って呼び
かけ、エイズの問題がいまも続いていること
をアピールしていました。
　安倍昭恵さんと日本のエイズNGOの
つながりは、彼女が国際的なエイズ対策
のあり方等について議論を行う国連エイズ
合同計画（UNAIDS）・ランセット委員会の
第2回会合において、委員に就任したこと
から始まりました。同委員会への参加にあ
たって、昭恵さんは海外だけでなく日本国

内のHIV・エイズの問題にも関心を寄せ、
日本のHIV陽性者やエイズに取り組む
人 と々の直接対話を希望されました。東京
のゲイ男性が多く集まる新宿二丁目のコミ
ュニティセンターaktaなど、予防啓発の現
場にも何度か足を運んだり、NGOのメン
バーやHIV陽性の当事者とざっくばらん
な意見交換を行ったりしています。

AIDS IS NOT OVER

首相夫人の安倍昭恵さんらパレードに参加
「エイズはまだ終わっていない」メッセージ呼びかける

メッセージをデザインし
たプラカードを制作し、
エイズの問題が続い
ていることをアピール

安倍昭恵さんのパレード参加は、ゲイコミュニティの
中でも好意的に受け止められた



今 回のテーマは「高齢期の住まいと暮らし方」についてです。
皆さんは高齢期の住まいについてどのようなイメージをお持

ちでしょうか?　高齢になり介護が必要になった途端、すぐに老人
ホームに入居…というわけではありません。自分がどこで、どのように
暮らしたいか、どのような介護や医療サービスを求めているのか、使
えるお金はいくらあるのか等、その選択肢はこれまでの生き方同様に
千差万別です。
　働き盛りで元気なうちはなかなかイメージしづらいとは思いますが、
ご自分が高齢になり徐 に々体が衰え、介護が必要になったときにどう
いう暮らしがしたいかというイメージを少しずつでもすることが、まずは
備えの第一歩だと思います。考える時期が早ければ早いほど、その
イメージが現実的なのか検討できますし、準備をすることもできます。
それでは住まいにどのような選択肢があるのか、大まかに紹介をして
いきます。
　まずは「住み慣れた今の住まいで生活を続ける」という選択肢が
あります。前回、事例紹介をしたHさんのように訪問介護や通所介
護など様 な々介護保険や区のサービスを利用しつつ、知人やボラ
ンティアの手を借りながら一人で生活を続けるということも不可能で
はありません。しかし、住まいが賃貸の場合は、住宅改修などが認
められない可能性があることや、バリアフリーのない住居で暮らし続
ける事に不安を抱く方もいると思います。
　そこで次に考えるのが、「老人ホームで暮らす」という選択肢です。
老人ホームには大きく分けて「民営施設」と「福祉施設＊1」がありま
す。民営施設は、有料老人ホームや認知症高齢者グループホー
ム＊2、サービス付き高齢者住宅などがあります。特徴としては、入居
一時金が多くのところで必要になること、契約形態が様々であること、
入居金が数千万で豪華な設備やレジャー施設が含まれているとこ
ろから、入居金はかからないし毎月の料金も福祉施設と大差はな
いけれど、四人部屋や相部屋しかないところまで様 な々ニーズに合
わせた施設があります。また身寄りがなかったり、家庭環境や経済
状況などの理由によって、家族との同居が困難な方が自治体の助

成を受ける形で、比較的低額で入居できる 「ケアハウス（軽費老人
ホーム）＊2」という施設もあります。
　ご注意して頂きたいのは、選んだ老人ホームが終身利用できる
のかどうかという点です。介護型ではない老人ホームでは、容態が
悪化して介護度が高くなったり、専門的な治療が継続して必要に
なった場合は住み続ける事が難しくなる場合もあります。
　福祉施設は、介護保険による施設サービスであり、社会福祉法
人や地方公共団体が運営母体となっている公的な高齢者居住施
設です。有料老人ホームと比べると低料金で利用でき（だいたい1ヶ月

8万円～15万円程度）、入居一時金もかかりません。いわゆる「特養」
（特別養護老人ホーム）や「老健」（介護老人保健施設）と呼ばれる施設で
す。急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方 は「介護
療養型医療施設」を利用することが多いです。しかし現在、福祉
施設は多くのところで200～300人の待機者がいるのが現状です。 
介護が必要となったからといってすぐに福祉施設に入居できるわけ
ではなく、訪問や通所の介護サービスを利用しながら、入居を待っ
ている方が多くいます。
　今回は大まかな各施設の紹介となりましたが、次回は施設におけ
るHIV陽性者の受け入れ事例について紹介をしていきます。
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【 今号のイチ押し! 】

HIV＋の介護職が考える“老い”について
HIVと介護のはなし
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＊1：民間の有料老人ホームや医療保険が適用される（http://ja.wikipedia.org/
wiki/療養病床）療養病床なども含めた、介護が受けられる施設をまとめて「社会福祉
施設」と表現することがあります。また、施設のパンフレットや市区役所などで配布される
「介護保険利用の手引き」などで使われている用語で、それぞれの表現が異なる場合
があります。
＊2：知症高齢者グループホームやケアハウスは、民間のほかに公益法人に運営され
ている施設もあります。入居一時金がかからないところもありますが、相場はだいたい20
～100万円程度です。

文：福太郎
都内の特別養護老人ホームに
勤務する、ゲイの介護福祉士。
2008年にHIV陽性告知を受け
る。その後、急性B型肝炎を発
症し約3ヶ月間の入院生活を送
り、入院中に自分がこれから何
の仕事をしたいかを考え、退院
後に介護業界へ飛び込む。

HIV陽性者を対象に実施したアンケート
『HIV陽性者の医療に対するニーズ調査　報告書』（JaNP+発行）より　（2012年実施、回答者数160名）

Q.現在、介護を
必要としていますか?

Q.介護に関するあなたの考えや気持ちについて、以下のうち
あてはまるものをお答えください。（現在介護を必要としていない158名：複数回答）
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利用している
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介護が必要となったときに、
HIV陽性でも入所できるのか不安

介護が必要となったときに備えて、
受け入れ先を探し始めている

HIV陽性であること以前に、
介護そのものについてよく知らない

いまのところ介護については
特に何も考えていない

その他
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必要としていない
98.8%

51.9%

3.8%

17.7%

55.1%

0 50

2.5%



3 News Letter

JUNE, 2014

【 治療と健康 】

自覚症状なし !
まずは定期的な血圧測定から　

　高血圧は誰にでもおこる可能性があります。実際、日本では
約800万人が高血圧の治療を受けています。その中で高血圧
の原因がはっきり分かっているものは10％もなく、多くは原因
不明です。また高血圧の自覚症状は、ほとんどありません。症
状から高血圧を見つけることはできません。そのため、定期的
に血圧を測ることが重要です。
　HIV感染者の治療によく使われるテノホビルは、長期間の使
用で腎臓の働きを低下させます。高血圧があると腎臓の働き
の低下は、いっそう促進されます。腎臓の働きの低下および高
血圧を放置すると、動脈硬化が進行し、狭心症・心筋梗塞や脳
卒中などを起こす可能性が高くなります（図1）。したがって健康
診断は重要です。健康診断で高血圧を指摘されたら、自覚症
状がなくても主治医に相談してください。

しっていますか ?　血圧の数字の意味

　血圧計ではかると、たとえば130…80…74という数字がで
てきます。これらの数字は何を示しているのでしょうか?
　初めの数字が収縮期血圧です。心臓が収縮することによっ
て、血液が血管の中に押し出され、からだの中を流れていきま
す。血管にいちばん強く圧力がかかるのが、血液を押し出した
その瞬間で、この時の血圧を収縮期血圧と呼びます。
　二番目の数字が拡張期血圧です。これは収縮した心臓が、
もとにもどるときに、血管にかかる圧力がいちばん弱くなりま
す。この時の血圧を拡張期血圧と呼びます。収縮期血圧と拡
張期血圧のどちらかでも、基準値に比べ高くなると、高血圧と
診断されます。
　最後の数字は脈拍数です。診察時間に遅刻しそうで走って
きたり、緊張していると、本来の血圧より高くなりがちです。通
常の脈拍数になってから再度血圧を測りなおすか、または自宅
でリラックスしているときに測ってみる必要があります。最近で
は家庭用の自動血圧計が比較的安価になったこともあり、家
庭での血圧測定が重要視されています。日本高血圧学会によ

ると、初めて治療を始めるときや薬を追加・変更したときは週5
日、血圧が正常化しているときでも週に3日の測定が推奨され
ています。測った結果を外来などにおいてある血圧手帳に記録
し、主治医にみせると良いでしょう。

高血圧と食事

　高血圧のリスク因
子のひとつに、食塩の
とり過ぎがあります。
特に両親・兄弟など血
縁関係に高血圧の人
が多い場合、食塩を
取りすぎると血圧が上
がりやすいといわれて
います。日本人の成人
に勧められている1日の塩分摂取の目標値は、男性10g未満、
女性8g未満です（病院の普通食は10g未満です）。日本高血圧学
会では、高血圧と診断されている場合は、1日6g未満を推奨し
ています。その他食事で気をつけることを表に示します。
　肥満も高血圧のリスク因子です。とくに腹囲が大きい、内臓
脂肪型肥満が、高血圧と関連があります。肥満は、食べすぎと
ともに、運動不足が大きく関わっています。有酸素運動を長期
間続けると、血圧を下げる効果があります。ウォーキングや軽
いジョギング、平坦な道でのサイクリング、ゆっくりと長い距離
を泳ぐことが肥満対策にも高血圧対策にも有効です。肥満で
高血圧の場合は、体重を標準体重にもどすだけで、血圧が改
善することがあります。

生活習慣の見直と適切な治療を

　本態性高血圧の発症には、遺伝因子と環境因子が複雑にか
らみあっていますが（図1）、環境因子の多くを占めている生活
習慣の改善は必要です。生活習慣の改善のみで、血圧を下げ
る効果があります。投薬は、生活習慣の改善を3か月続けても、
血圧が140／90mmHg未満に下がらない場合に行います。
高血圧もHIV感染症同様、きちんと治療を受けていくことが大
切です。

H
生

I
活
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習
感
慣
染
病
症の治療環境の変化と

シリーズ

監修：味澤 篤 医師
東京都立駒込病院・感染症科部長とし
て数多くのHIV患者の診療にあたる。
日本感染症学会専門医、日本感染症
学会評議員、日本エイズ学会評議員、
東京都エイズ専門家会議委員、日本エ
イズ学会認定医。

図1：生活習慣と高
血圧および合併症
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異常症糖尿病 高血圧
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肥満・その他

腎機能
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野菜は350g以上
果物は150g

BMI（肥満度）を25未満に

1日酒1合、ビール500ml
痩せた人や女性は1日
酒0.7合、ビール350ml
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ない

飲みすぎ
ない
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図2：高血圧と食事
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 ［特集］どうなる? ゲイ・バイセクシャル男性の10年後
いま、困難に直面するHIV予防啓発活動

エイズはまだ終わっていない!

　治療の進歩によって、HIVはかつてのよ
うな死に直結する病でなくなったことが、皮
肉にも「HIVが現在も続いている問題であ
ること」、「自分にも関係があるもの」という認
識を薄れさせ、社会の無関心につながっ
ています。
　実際に、抗HIV薬を毎日服用していて
も、ウイルスや合併症、薬の副作用が、健
康に様 な々悪影響を及ぼしています。また
社会的にも、診療拒否や就労拒否など、
差別がなくなったとは言い難いニュースが
続いています。
　HIVの治療には、一人あたり生涯で数
千万円の医療費がかかるとも言われます。
未だHIVを完治する治療法が開発され
ていない以上、長期的に見て医療費負担
の増大を抑えることも必要です。
　エイズ対策は、治療と検査だけでなく、
予防と支援を継続していくこと、人権問題と
して取り組んでいくことが重要であることは、
いまも変わりありません。

MSM対策は予防の最重要課題

　厚生労働省エイズ動向委員会の報告
によれば、日本ではこの数年、毎年1500
人前後のHIV陽性が判明しています。そ
のうち、新規感染の約7割をMSM（Men 

who have sex with men：男性と性交渉をもつ男性）

が占めています。（図1）  日本のゲイ・バイセ
クシャル男性の1～2%程度が、すでに
HIVに感染していると推測され＊1、言うまで
もなく、HIVの予防に関してはMSMへの
取り組みが最重要課題です。
　そもそも性行動への介入は難しいもので
すが、とりわけMSMの間でHIV感染が
広がりやすい要因として次のようなことが相

互に作用していると考えられます。

1）男性同士の性行為では避妊がないた
め、性感染症の知識とリアリティがなければ
コンドームを装着する必然性がない。
2）男性同性間の性行為ではアナルセッ
クスが多く行われており、アナルは傷つきや
すく感染リスクが高い。
3）学校等では同性間を前提とした性教
育が不十分である。 （図2, 3）

4）MSMの人々は可視化されづらく、直
接的に情報や啓発メッセージを届けづら
い。またゲイ男性向け商業施設にアクセス
する人ばかりではない。 （図4）

5）自身のセクシャリティに関する被差別経
験や被差別意識から、自己肯定感が低
下しやすく、望まれると断れない等の心理
状態に陥りやすい。
6）性的マイノリティであることから、既存の
家族的な価値観の中に将来のロールモ
デルを見いだせず、長生きをすることや
先々の健康に価値を見出しづらい。
7）ゲイ男性らの間では、性行為自体がコミ
ュニケーションや自己肯定の手段となりが
ちである。

　こうした要因を考えれば、HIV予防介
入を行政の手だけで取り組むには、限界
があることは明らかでしょう。ゲイコミュニティ
やHIV陽性者ら当事者との連携が不可
欠です。このことは、すでにエイズ予防指
針＊3でも明記されています。
　これまで、国とゲイコミュニティとの協働に
よって、いくつかの研究や事業が行われて
きました。しかし、これまでのような小規模な
（HIVの治療にかかる生涯の医療費を考えれば非常

に小さい）予算では、効果も限定的にならざ
るを得ません。

厚生労働省エイズ動向委員会の発表によると、2013年に報告されたHIV感染者・エイズ患者数は過去最多となりました。
そんな中、国によるゲイ・バイセクシャル男性を対象としたHIV予防啓発事業は、
次第に予算が縮減され、来年度以降の事業の継続自体が危ぶまれています。

（図1）2012年に報告された
新規HIV感染者の感染経路別内訳

（図2）LGBT（性的マイノリティ）について、
授業で取り上げたことがありますか? ＊2

（図3）これまでの学校教育（授業など）で、
同性愛について得た情報 ＊2

（図4）過去6ヶ月間に利用した
ゲイ向け関連施設 ＊2
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 ［特集］どうなる? ゲイ・バイセクシャル男性の10年後
効果評価すらできないまま
予防啓発への予算が
年々減らされている

　ところが厚生労働省では、MSMに対す
る予防啓発事業の予算を年々大きく減らし
ています。この判断は、本当に妥当なのでし
ょうか?
　性的マイノリティの問題自体、国はほとん
ど取り組んでいませんから、男性人口の約
3%ともいわれるMSMの多様な性のありよ
うを捕捉することは容易ではありません。加え
て、この20年間の治療の進歩はめざましく、
これはHIVの流行抑制にも一定の効果を
もたらしていると推測されますし、HIVウイ
ルスにエイズ発症までの潜伏期間があるこ
とも考慮する必要があります。性行為に至
る手段や、HIV・エイズに対する人 の々認
識も、世代や時代によって異なるでしょう。
　財源を確保するために本来必要な効
果評価さえ、正確に行うことが難しい現状。
だからこそ、さらなる研究が必要であり、
HIVにもっともリアリティをもつステークホル
ダーである当事者との連携が必要なので
はないでしょうか?　そして、研究によって少
しでも成果があると認められた取り組みを、
できるだけ継続し育てていくことは、いわば
有効な“投資”であり、長期的に見て必ず
国益にもかなうはずなのです。

日本は低流行国で
あり続けられるか?

　ときどき新聞記事などで「日本は先進国
の中で唯一HIV感染が増えており…」と
いった言い回しを見かけますが、これは完
全に取材不足であり誤った理解です。先
進諸国でも新規感染が増えている国がい
くつもあり、その中でも男性同性間が主要
な感染経路です。治療の普及に頼って
HIVの予防効果をあげた国 も々、いまは
限界にぶつかっている時期なのです。
　昨年8月、台湾で開かれたHIV陽性
者の大規模な集会に呼んでもらいました。
「なぜ日本では、ここまで低流行に抑えられ

ているのか?」「台湾では、ゲイの友人にさえ
も、自分がHIV陽性だと伝えるのは難し
い。日本ではどうか?」これは海外のエイズ
関係者から多い質問ですが、私はこう答え
ています。「日本では、薬害エイズ被害者
の方々の戦いによって、HIV感染者への
医療と福祉がかなり整備された。支援的
な医療体制がとられていることは大きい」
「予防啓発に投下されている予算はあな
たの国より少ないが、ゲイコミュニティの中
で相手を選びつつHIVをカミングアウトし
ている人は多い。これはエイズ対策に行政
と研究者、NGO、当事者らが一緒になっ
て取り組んできた成果だと思う」

これからの10年間を、
想像してみてください

　しかし、10年後も同じように答えられる自
信が、私にはありません。しずかにHIV感
染がMSMの間で広がる中、日本社会で
は「エイズはもう終わった」ととらえるようにな
り、ゲイ・バイセクシャル男性のへHIVの
取り組み自体が放棄され、保健所や病院
での検査はやっているけれど、まともな性教
育も行われない…これでは、日本のエイズ
対策は間違いなく失敗に終わるでしょう。そ
して、未来の社会におけるゲイ男性やHIV
陽性者へのまなざしは、どのようなものか?
　あとになって振り返ったところで、当時の

責任者はもういないかもしれませんし、誰だ
かわからないかもしれません。誰も責任を
取れないのかもしれません。これは、薬害
エイズ被害者の方々が生き抜いて教えてく
れたことでもあります。私たちはその教訓を
忘れてはいけません。
　表紙でもご紹介したとおり、今年のパレ
ードは過去最大級の成功を収めました。
時代と世代を経て、性的マイノリティの可
視化と理解は、今後ますます進んでいくの
かもしれません。しかし、社会におけるHIV
のリアリティは、それほどのスピードでは進ま
ないでしょう。HIVに対する理解やイメージ
は、まだほとんど旧来のまま変わっていませ
ん。そのことは、実際にHIV感染を経験し
た私たち自身が、もっとも強く実感しているこ
とです。
　日本のエイズ対策がこうした難しい局面
を迎える中で、首相夫人でありながら堂々
と参加し、個人的な支援を表明してくれた
安倍昭恵さんに、心より感謝を申し上げた
いと思います。 （事務局長・高久陽介）

昨年8月、台湾のHIV陽性者支援団体「Taiwan 
Lourdes」から招待を受けて訪問。約100名のHIV
陽性者が集まり、二日間にわたり講演会やワークショ
ップなどが行われた。

6面「あらためて考えたい 献血とHIV」につづく



（図5）あなたがHIV感染した経路は何だと思いますか ＊4 （図6）HIV感染感染経路について聞かれたときに、何と答えましたか ＊4
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＊1：平成21年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「男性同性間のHIV感染対策とその介入効果に関する研究」（研究代表者：市川誠一）
＊2：平成25年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「HIV感染予防対策の個別施策層を対象にしたインターネットによるモニタリング調査・認知行動理論による

予防介入と多職種対人援助職による支援体制構築に関する研究」、平成23年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「HIV予防対策の個別施策層を対象
にしたインターネットによるモニタリング調査・認知行動理論による予防介入と多職種対人援助職による支援体制構築に関する研究」、平成20年度厚生労働科学研究費補
助金エイズ対策研究事業「インターネット利用層への行動科学的HIV予防介入とモニタリングに関する研究」（研究代表者：日高庸晴）

＊3：後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針、平成24年1月19日改正
＊4：2011年4月発行『239人のHIV陽性者が体験した検査と告知』発行：特定非営利活動法人ぷれいす東京・JaNP+、協賛：鳥居薬品株式会社、調査・分析・編集：井上

洋士（放送大学）、n=239

あらためて考えたい
献血によるHIV感染事例

　昨年11月、献血で採取された血液
からエイズウイルスの感染が確認さ
れ、その血液が患者2名に輸血され感
染に至った事例が、各種メディアで大
きく報道されました。テレビや新聞などで
も数多く報道されました。
　献血会場では、「男性どうしの性的
接触があった」などの項目でスクリーニ
ングを行っていますが、昨年のケース
では、この点について「虚偽の申告をし
た」と発表されており、そのために献血
者本人の法的責任にまで言及する大
手メディアも複数ありました。また、イン
ターネット上でもゲイやHIV感染者ら
当事者に対する批判的な意見が多く
見受けられました。
　いっぽう、2010年にJaNP+と特定
非営利活動法人ぷれいす東京が共
同で行った調査によれば、HIV陽性
判明時に医師等から感染経路の心
当たりを尋ねられた際に「異性間での
性交渉」「わからない」等と答えた人の
多くが、実際には「同性間での性交渉
だった」と認識しています。性的マイノリ
ティであることをカミングアウトできない

社会的側面に課題を残す現状では、
こうした傾向は今後も続くと考えるべきで
しょう。 （図5, 6）

　日本赤十字社では、再発防止に向
けて、これまでの20人ごとに検査を行う
方法から1人分ずつ検査するよう検査
精度を上げる対応を発表しています
が、ウインドウピリオド（感染直後は陽性と判
定できない場合がある）という技術的な限界
があることには変わりはありません。
　同社の献血事業では、HIV検査
の結果が陽性であっても本人には告
知しない運用となっていますが、実際に
は、HIV陽性を知るきっかけの数%が
献血であることは周知の事実です。2
月5日放送のフジテレビ「ニュース
JAPAN」では、日本赤十字社は「献
血者に対してHIV検査の結果を伝え
ているか?」の問いに「事業としては行っ
ていない」と回答しています。しかし、昨
年11月にJaNP+では同社に対して公
開質問を行っており、これに対し「担当
した医師の判断で、患者の早期発見・
早期治療と感染拡大防止の観点か
ら、検査結果を本人に伝えている実情
を把握している」と2月24日付で回答し
ています（詳細はホームページにて公開

⇒ http ://www.janpp lus . jp/proj e ct/

advocacy/）。献血を検査の場にしては
いけないという事業方針と、患者の健
康を第一とする医師法とのはざまで、
担当医が決断を迫られている現状が
うかがえます。
　この背景には、保健所等でのHIV
検査や相談が、まだまだ身近で信頼で
きるものとして国民に浸透していない現
状があります。このような状況下で、もっ
とも感染リスクの高い男性同性愛者等
に対する予防啓発の対策が後退すれ
ば、もっとも検査・相談が必要なMSM
層の保健所等へのアクセスが減少し
てしまうことが懸念されます。厚生労働
省では、輸血によるHIV感染事例が
起こるたびに「検査目的での献血はし
ないでほしい」と繰り返し呼びかけてい
ますが、これではエイズ対策として片手
落ちと言わざるを得ません。
　今後もし、献血でHIV感染が分か
る事例や、スクリーニングや血液検査
をすり抜けてしまう事例が再び起きたと
き、社会から責められるのは、私たち当
事者なのでしょうか?
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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。

　「実家を出たい」というのが今一番の
想い。そして前の生活に戻りたい。それは
相方との同棲である。約2年前に職場で
のパワハラで心の病になり、休職→退職。
その後、相方との些細な出来事で実家
に戻る羽目になったが、気持ちが晴れな
い。成人してから親と一緒に暮らす事は、
とてもストレスが溜まるというのが本音。家
を出る事が出来たとしても、以前のように
相方と同棲して明るく楽しく過ごす事が出
来るかどうかは、未知数。でも、そろそろ行
動しないと自分が後悔をしてしまう。
　自分の選択肢は、①実家を出て一人
暮らし　②実家を出て、相方の許に戻る
③現状維持　悩んでいても先に進まな

　自分がHIVに感染しているとわかった
のは昨年の8月でした。6月くらいから体
調がかんばしくなく、風邪のような症状が
しばらく続きおかしいなと思ったのと、風邪
が治りかけたときに、帯状疱疹がでたこと
でもしやと思い、検査を受けました。あとは、
ちょうどその頃であった人といい関係にな
れたらと思ったのもあり検査に行きました。
みごと陽性。きっと不特定多数との性交
渉がいけなかったのだと思いました。
　自分はいままできちんと誰かとお付き合
いをしたことがなかったし、そういう御縁も
なかったので、一人で生きていくと決めて
いたのですが、さらに出不精になりました。
ストレスは買い物で発散する。そういった
かたちでこの約1年過ごしてきました。
　でもやはり人恋しいのか、飲みに出るよ

いので最近はカウンセリングを受け、今
後の事を考えてみる事にした。遠距離は、
苦手というか自分には向かない。逢いた
い時に直ぐに逢えないから。地元では、
話し相手もいなくて、ストレスは溜まるばか
り。出会いを求める元気も湧かず。病気
の事を言い出すと、多分離れてしまうだろ
う。HIVと心の病。地方都市だと尚更。
　HIVを知るきっかけになった友人は、も
うこの世に居ない。彼が最期に自分に伝
えたメール『検査してみて』これが、きっか
けで保健所に行き検査をすることになるの
だが、その間に警察沙汰になり、相方や
両親に迷惑を掛けてしまった自分。失うも
のの方が多い自分に今までのお気楽人

うになりました。といっても月に1～2回くら
い…。感染が判ってから、この問題のこと
を一人で抱え込んでいて、誰にも話すま
いと思っていたのですが、なぜか行きつけ
の店のママに話してしまいました。彼は理
解を示してくれました。店側としても病気
に関して受け止め何かを発信していかな
いと的なことを彼は言ってました。半信半
疑な面と、嬉しかったという気持ちが同時
に沸いてきました。実感としてはないので
すが、心のよりどころが増えたのかな?　
なんて思ってます。
　感染者の交流会などにも参加させても
らってますが、いまひとつ積極性がなく何も
してません。ボランティアなんかも何かでき
たらという気持ちはあるものの、気力がわ
かない現在です。もうすぐ1年、薬で落ち

生を反省しろと天罰が下ったのかも。自
分は、HIVに関して、ショックは全くない。
それ以外の事でのショックが、あまりにも大
き過ぎたから。
　自分の事も大事だが、相方がとても気
になる。もう付き合って、今年の夏で17年
目に突入する。今まで、いつも一緒に居た
が、今は遠い。そばに居たいが、簡単に
いかない。焦りを感じないかと言うと、嘘に
なるかもしれない…でも、どうすべきか?と
悩む毎日。
　とにかく、今年の僕の目標は「引越し」
だ。相方の好きな料理を作る事が出来る
日を目指して、無理をせず、少しずつ前
向きに歩き出して行こう、マイペースで。

着いてる状態ですが、悪化することのない
よう細 と々行きたいと思ってます。

これからの生き方を考えながら、マイペースで

もうすぐ1年…やっぱり人恋しい!

ぬっち （男性／40歳代／2010年陽性判明／北海道在住）

タカシ （男性／40歳代／2013年陽性判明／千葉県在住）

p o s i t i v e  l e t t e r s

【 JaNP+の広場 】

このニュースレターでは、毎号HIV陽性
者によるエッセイを掲載しています。当
事者として感じること、日常の出来事
や日頃考えていること、印象的な出来

事などをつれづれに書いてもらってい
ます。ぜひ投稿してみたい！　という方
がいましたら、ぜひJaNP+事務局まで
ご連絡ください。

HIV+のみなさんへ　
エッセイを書いて
みませんか?
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新宿2丁目にHIV啓発広告を掲出中。 第2期デザイン募集要項 → http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/healthcare/index.html

私たちはHIV領域に特化した製薬企業として、治療の普及とともに
予防啓発やコミュニティ活動支援を行っています。

【 JaNP+の広場 】

【日時】2014年6月14日, 8月23日, 10月11日, 12月13日, 
2015年2月4日（いずれも土曜）14：00～16：00

【会場】札幌市内（参加者にのみ詳細をお知らせします）
【参加のお申し込み・お問い合わせ】NPO法人レッドリボンさっぽろ

〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条2丁目1-57-314
［TEL］011-812-1222　［FAX］011-812-1222　
［WEB］http://redribbon.or.jp/

昨年9月、NPO法人レッドリボンさっぽろとJaNP+の共催で、札幌で初めてのHIV
陽性者交流会を開催しました。

【日時】2014年9月6日（土）13：00～16：00
【会場】那覇市内（参加者にのみ詳細をお知らせします）
【参加のお申し込み・お問い合わせ】OHPAM

［WEB］http://ohpam.com/

【日時】2014年6月22日（日）13:20～16:30
【会場】新宿文化センター 第1会議室（東京都新宿区新宿6-14-1）

【費用】資料代として1,000円いただきます。来場者には活動報告書
をお渡しします。

活動報告会の後には、17:00から「Bar M・A」（東京都新宿区新宿2-15-13木村
ビル2F 地下鉄「新宿三丁目」駅より徒歩3分・http://barmatokyo.blog.fc2.
com/）で懇親会を行います。参加費は1,000円（ドリンク付き）です。

【WEB】http://www.janpplus.jp/tomonavi/

HIV陽性者交流会 in北海道
「NPO法人レッドリボンさっぽろ」の主催により、北海道でHIV陽
性者交流会が行われます。

2013年度JaNP+
活動報告会&トークショー
トークゲストに参議院議員の川田龍平さん（左）、作家の伏見憲明
さん（右）をゲストに迎えます。

「とも・ナビweb」
オープンしました!

健康に暮らしたいHIV陽性者の
セルフケアを応援するサイト「とも・

ナビweb」を、特定非営利活動法人ぷれいす東京と共同で制作し
ました（セルフマネジメント研究会・監修）。JaNP+が担当した「セルフ
チェック」のコーナーでは、じぶんの健康状態や生活環境について
チェックすると、回答に応じたアドバイスが表示されます。治療と生
活が安定している人も、何となく不調を感じている人も、ぜひ一度ア
クセスして自身の健康について見直してみませんか。

HIV陽性者交流会 in沖縄
沖縄で活動するHIV陽性者グループ「OHPAM」とJaNP+の
共催により、沖縄でHIV陽性者交流会が行われます。

他の地域でも、様々なグループがHIV陽性者向けの交流会などを行っ
ています。HIV陽性者のための総合情報サイト「Futures Japan」で
チェックしてみてください。
［WEB］http://futures-japan.jp/


