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代表者挨拶 

 
日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス（JaNP+）は、私たち HIV 陽性者が“あた

りまえに暮らすことのできる社会”の実現をその達成目標として、2002 年 4 月 22 日に発足し、

設立７周年を迎えました。 

 
最近は、首都圏や京阪神地区などで複数の HIV 陽性者グループが、交流、ピアサポート、相

談など、それぞれに個性豊かなプログラムを展開し、同じ HIV 陽性者と出会うことが比較的容

易になりました。しかし、まだ地域や病院によっては情報が十分に届いていない人たちや、差別

や偏見にさらされることへの不安から HIV 陽性者グループの活動や地域の支援サービスにさえ

アクセスできない人たちがいます。 

また、匿名で情報収集やコミュニケーションが可能なインターネットでは、同じ立場の人たち

との出会いや情報を求めて多くの HIV 陽性者が活発に活動しています。SNS（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）やブログなどでは HIV 陽性者であることを明らかにして継続的に

情報発信を続ける人も増えてきました。 

この７年でわたしたち HIV 陽性者を取り巻く環境はずいぶんと変わり、着実に前進している

部分もあります。 

いっぽう、今年の新型インフルエンザのパニックともいえる過熱報道を見る限り、感染症に対

する日本社会の態度は1980年代に起こったエイズパニックの時代と大差ないことに改めて気付

かされます。 

医療や福祉のサービスも次第に充実し、匿名性の高い大都市やインターネット空間でこそ

HIV 陽性者は少しだけ自由になったものの、日本社会全体を見渡すと、個人情報の管理が難し

い地域社会や職場においては、HIV 陽性者はまだまだ親近者にさえ秘密を抱えながら生きなけ

ればならず、困難な状況にあります。 

特に HIV/AIDS に関する啓発活動は一見十分に進められてきたかに見えますが、それらの中

心は予防のための啓発であり、HIV 陽性者や HIV 感染症という疾病そのものに対する社会の偏

見は残されたままです。このことが HIV 陽性者の支援へのアクセスを遅らせ、予防活動の効果

を十分に発揮させていなことは明らかです。 

 
JaNP＋では、これらの課題を改善するために当事者の視点から社会に働きかけ、私たち HIV

陽性者自身が生きやすい状況を作り出すために、さまざまな活動を行っていくつもりです。 

今後ともみなさんのご支援と、ご協力、そしてご参加をお願いいたします。 

 
2009 年 6 月 28 日 

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス  

代表 長谷川博史



 

ＪａＮＰ＋のミッション 

 
JaNP+は、以下の３つのミッションに基づいて、さまざまなプロジェクトを企画・実施してい

ます。 

 

１．情報提供 

医療、福祉、保健、政治などの幅広い分野から、HIV 陽性者の生活に関する情報を、

HIV 陽性者独自の視点で選び、伝えています。 

 

２．アドボカシー 

社会に根強く残る HIV/AIDS への偏見や差別をなくし、HIV 陽性者であること 

から生じるさまざまな不利益をなくすよう、社会に働きかけています。 

 

３．ネットワーク 

国内外の HIV 陽性者グループと、交流や情報交換を行います。多くのグループが

連携、協力しあうことで、より大きな声へと変えていくことが可能となります。 

 

 

09 年度～ 
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陽性者スピーカーの派遣と育成 

 

社会に差別や偏見が存在する限り、HIV 陽性者が自分の感染の事実を周囲の人にオープンにし

て生活するには困難が伴います。HIV 陽性者が顔のある一人の生活者として認知される機会がな

ければ、HIV の問題は多くの人にとって「他人事」のままであり、結果として偏見や差別はいつ

までも解消されない…といった悪循環が続きます。 

当事者である HIV 陽性者が、いきいきと自分らしく暮らしていくことは、こうした悪循環を断

ち切る１つの力になり得ます。そのためには、徐々に社会が変わってくことを待つだけでなく、

当事者である HIV 陽性者自身が自らの存在を示していくことも重要です。 

しかし、HIV 陽性者であることを広く社会に開示できる人は稀です。一方で、多くの人が自分

のできる範囲で身近な人々に開示をした結果、初めて HIV が「身近な問題」として認識される…

そんな小さな変化が起こっているのも事実です。 

「小さなカミングアウト」を「大きくネットワーク」して社会を変えていくことが、陽性者

スピーカーの目的です。そのために、JaNP+では HIV 陽性者スピーカーの研修と派遣を行ってい

ます。なお、JaNP+の HIV 陽性者スピーカー活動は、マスコミに顔を出すといったことに限らず、

小さな会合において話をさせていただく機会を捉え、なるべく多くの HIV 陽性者が等身大の語り

を提供できるようにすることを目指しています。 

 

 スピーカー派遣依頼実績 

 
2008 年度のスピーカー派遣依頼件数総数は 34 件、聴衆者総数は 2,584 名（マスメディアの

読者や視聴者は含まず、依頼主より詳細報告が得られない場合はスピーカーの目算による報告数

を採用）、派遣人数は実数 6 名（延べ 37 名）で、全体として前年より減少傾向でした。なお、

この件数は JaNP+を経由した派遣依頼のみをカウントしたものであり、JaNP+の研修修了者へ

の直接依頼や、各々の所属団体を経由した依頼は含まれません。 

派遣事務局では、2008 年度後半よりスピーカー活動へのフィードバックを得るため、派遣依

頼書を改訂し、主催者に対し参加者アンケートにご協力いただけるよう働きかけを開始しました。

アンケート結果は、スピーカーにとってはモチベーションの維持・向上とスピーチの改善に、派

遣事務局では派遣依頼ニーズの把握等に、それぞれ役立てています。 



 
＜スピーチ形式＞ ＜対象者 （重複あり）＞ 

講演・講義（非公開型） ２１

シンポジウム（公開型） １

メディア取材・出演 ９

その他 ３
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＜派遣依頼主＞ 

各種団体・ＮＧＯ １３

行政 ４

教育機関 ６

医療機関 ２

企業・労働組合 １

メディア ８

一般・市民 １３

医療・保健専門家 １３

学生・生徒 ７

教育関係者 ８

ＮＧＯ関係者 １２

メディア ９

 

 

 

 

 

 

 企業・労働組合向けパッケージプログラムの開発 

 
職場では、様々な人々が働いています。しかし、その多様性は必ずしも可視化されるものでは

なく、そのために無理解につながり、差別・偏見が生まれているかも知れません。 

そこで JaNP+は、企業および労働組合を対象とした HIV/AIDS 啓発プログラムを開発しまし

た。このプログラムは、基本的な知識の提供、HIV 陽性者によるスピーチや手記のリーディン

グ、そして参加者が自ら情報発信者の立場を経験するワークショップによって構成されています。

HIV 陽性者が当事者として企画から運営まで関わることにより、HIV を通して様々な多様性へ

の気づきと共感を高めつつ、HIV 陽性者の人権啓発と職域における予防介入を図ります。 
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また、このプログラムを、2008 年 12 月 16 日に開催された労働組合主催のイベント「HIV 陽

性者が語る職場とエイズ」において企画提案し、実施させていただくことができました。 

 
＜イベント概要＞ 

名称  

日時 

会場 

主催 

参加者 

プログラム 

「HIV 陽性者が語る職場とエイズ」 

2008 年 12 月 16 日（火）13 時～15 時 30 分 

東京都千代田区神田駿河台 3-2-11 総評会館 3 階 A・B 会議室 

NGO-労組国際協働フォーラム HIV/エイズ等感染症グループ 

労働組合員、NGO 関係者、一般市民 24 名（スタッフ・講師除く） 

HIV/AIDS の基礎知識、HIV 陽性者スピーチ 

手記読み合わせ、ワークショップ「ポスタープロジェクト」 

 
＜参加者アンケートより＞ 

HIV 陽性者のスピーチを聞いて 

 周りの人のちょっとしたことが陽性者の方に力を与えることが分かった。陽性者のサポートとこれから

の予防が重要。 

 自分がなった時にどう対処できるか考えさせられた。 

 自分が HIV であることを受け入れるにはとても長い時間がかかることを印象深く思いました。 

 服薬や通院など、気付かないところで職場の人に公にせずに仕事を続けることの難しさが分かった。 

 聞いて見て、初めて具体的な行動をとらなければと感じた。 

ポスタープロジェクトに参加してみていかがでしたか? 

 様々な意識、捉え方の違いを感じました。 

 実際やってみることで自分の理解を知らしめられる。 

 グループ内の検討を通じて、様々な考え方、感じ方があることが分かったのが収穫であった。 

 職場に陽性者というのは近い将来の課題だと思います。 

 大変ためになりました。自組合セミナーでも他のテーマでやってみたいと思いました。 

 人に伝えるということは本当に難しいことだと感じた。ポスターを見て、HIV 陽性者がどう思うのか、伝

わるのか、考えさせられました。人に伝える、という意味では組合活動にも生かせると感じた。HIV に

ついて単組でも何らかの取り組みをしたいと思います。 

自由意見 

 とても難しい課題で自分が何をできるか分からないが、HIV を考えるよい機会となった。 

 もっと幅広く、いろいろな世代に伝えることが大事だと思う。考えを止めずに、いろいろな人に伝えてい

きたい。 

 エイズをよく理解していなかった。 

 まだまだ浸透されていない。社会全体（企業、団体、地域）がしっかりと推進していく必要がある。 

 ｢知る｣｢感じる｣｢伝える｣という構成に感銘を受けた。 

 当事者からの生の声は大変良かったです。職場、社会に生の声を伝えていくこと、いっしょに歩むこと

が大切と感じもした。 



 

 スピーカー研修・包括理解編 開催 

 
ジャンププラスでは、HIV 陽性者スピーカーが準備性を高めるために、2 つの研修会を提供し

ています。1 つは、自らの動機や姿勢を確認しつつ、伝える方法を学ぶことを目的とした「動機・

スキル編」。もう一つは、様々な角度から HIV 問題を捉え直し、当事者性とともにある程度の視

野の広さを獲得するための「包括理解編」です。 

 
＜研修から派遣まで＞ 

 

※ 上記２種類の研修名称は、従来の「ビギナーコース」「フォローアップ研修」を、目的と内容に応じて 08 年

度より改称しました。 

 
2009 年 2 月に実施したスピーカー研修「包括理解編」では、ゲストの充実した活動に裏打ち

された説得力のある講演と、参加者の積極的な参加により、大きな成果のある研修会となったと

確信しています。陽性告知からの経過年数や、活動歴、感染経路、身体的状態、年代、セクシュ

アリティ、性別など、多様な参加者が一同に会して、交流をはかることができたことも大きな収

穫でした。 

運営と準備により多くのエネルギーを必要とする「動機・スキル編」をなるべくコンパクトに

実現することや、二つの研修会と派遣システムの有機的な連携といった課題が、より明確になっ

た研修会でもあったと言えます。 
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＜スピーカー研修の開催概要＞ 

名称 HIV 陽性者スピーカー研修・包括理解編 

開催日時 2009 年 2 月 1 日（日） 午後 1 時～午後 5 時 

会場 東京都内 

費用 参加費は無料、遠距離からの参加者には交通費助成 

参加者数 14 名（スタッフ・講師除く） 

プログラム １. 日本の性教育の現状と課題 

講師：池上千寿子さん / 特定非営利活動法人ぷれいす東京 

２. 在日外国人の HIV 陽性者の現状から見たグローバル・エイズ 

講師：稲場雅紀さん / 特定非営利活動法人アフリカ日本協議会 

３. 参加者によるワークショップ 

応募資格  HIV 陽性者スピーカーとして活動する意志がある。 

 HIV 陽性告知を受けてから 1 年以上経過している。 

 病院に定期的に通院していて、自分の健康状態を把握している。 

 他の HIV 陽性者や、支援団体とのつながりを持っている。 

 研修所定のグランド・ルールを遵守する。 

 研修修了後のアンケートを提出する。 

 
＜参加者アンケートより＞ 

 こういった研修に参加するのは初めてでしたが、とても密度の濃い研修で、たくさんのことを考えるきっ

かけをもらったと思います。スピーカーとしてどう話すか、How to の研修も必要ですが、実際にスピー

カーとして活動されている方の語りを聞き、そこから自分がどうしていくかを考えることの方が、自身を

省みながら自身の問題意識を再確認できるのだなぁと思いました。これから、自身も HIV のことを語る

場があると思います。その時に、何か答えを提示するのではなく、あくまで一陽性者の個人的な経験、

考えを語り、捉え方は人それぞれ、聞いた人が何かを感じ、考えてくれるきっかけをもってもらえる「触

ばい」のようになれたらと思いました。 

 昨年のスピーカー研修を含め２回目の参加ですが、今回、性教育のこと、世界の現状について学ぶこ

とができ、たいへん参考になりました。また、前回お会いした方との再会もあり、大変よかったです。今

後、もしスピーカーとしての役割をまかされた時、今回の研修（フォローアップ）が、かなり自信になると

思います。 

 内容的にも時間的にもちょうどよく、楽しく学ぶことができました。日頃の活動の中で「陽性者で何かを

発信したいと思っている人は多いなぁ」と思ってしまいましたが、参加者間のワークでその根底にある

ものが感じられて良かったです。 

 一昨年のビギナー研修に続いての参加で、「いつやるのか」と待ち望んでおりました（笑）。最初はレク

チャー形式とのことだったので、つまらない内容なのかと思っていましたが、池上さんのトークに引き

込まれ、あっという間の講義でした。後半のワークでも、自分がなりたい、またやりたいスピーカー像と

いうものが少し自分の中でイメージできた気がします。 

 自分を語るということは、恐ろしく注意力の要る作業だが、実は自分を語るのと同時に、人の話を聞い
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て自分の知らなかった現実に耳を傾け、自分ならどうするか、ということを真剣に考える貴重な機会で

もあることに気づいた。語ることは人の話を聞くことで、語るためには人の話を聞かなければならな

い。そのことから、相互理解は始まる。想像力を働かせることは、新たに色々なことへ興味を広げてい

くことになると痛感させられました。 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
派遣に関しては、従来通り派遣依頼への円滑な対応のほか、より積極的な派遣機会の創出に取

り組みます。具体的には、基本的な広報活動に加え、2008 年度に開発した企業・労働組合向け

パッケージプログラムの企業・労働組合への展開、学生など若年層を対象としたパッケージプロ

グラムの開発、スピーカーの活用イメージを具体化するための実例や実績等の紹介を行います。 

研修に関しては、2008 年度は包括理解編を開催しましたので、2009 年度は動機・スキル編を

優先的に開催することとし、可能であれば包括理解編も開催したい考えです。 

 



 

長期療養時代シリーズ 

 

効果の高い薬の登場と医療体制の整備により、私たちにとって HIV は長期的な視点で向き合

い、ともに暮らすことが前提となりつつあります。そこで JaNP+では、特定非営利活動法人ぷ

れいす東京と協働して「長期療養時代シリーズ」プロジェクトを 2003 年より実施しています。

このプロジェクトでは、陽性者のみなさんを対象とした調査結果等に基づき、長期的な視点

で生活を続ける上での様々なヒントを、冊子やイベントといった形で提供しています。これま

でにも、冊子『服薬と生活』（2004 年）、『ストレスとつきあう』（2005 年）、『長期療養生活の

ヒント』（2007 年）、『人とつながる 社会とつながる』（2008 年）を発行し、様々な団体・機

関・施設・個人など幅広い皆様にお届けしてきました。 

長期療養時代シリーズは、HIV 陽性者が中心的に関わることにより、他にはない陽性者ならで

はの視点を取り入れた内容となっています。また、陽性者の皆さんだけでなく、支援者や親近

者の皆さん、HIV に携わる医療従事者や支援者の皆さんにも役立つツールを目指しています。 

 

 冊子「長期療養時代の治療を考える～生活・健康・医療～」発行 

 
５回目を迎えた今回は、陽性者のみなさんに WEB アンケートにご協力いただき、医療と健康

に対する現状と考え方について調査、分析を行いました。そして、この調査結果を、冊子「長期

療養時代の治療を考える～生活・健康・医療～」にまとめ、2009 年 3 月に発行しました。 

 
 

『長期療養時代の治療を考える ～生活・健康・医療～』 

 

発行：特定非営利活動法人ぷれいす東京 

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

協賛：鳥居薬品株式会社 

編集：生島嗣、高久陽介、長野耕介、長谷川博史、矢島嵩 

調査・分析・編集：井上洋士 

デザイン：新藤岳史 

イラスト：森恵 
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 シンポジウム「長期療養時代の治療を考える」 

 
冊子の発行にあわせて、冊子と同タイトルのシンポジウムを開催し、調査に関するご報告のほ

か、調査結果に関する医療従事者や陽性者からのコメントをいただき、意見交換を行いました。 

前回までは、冊子の報告会を陽性者限定のイベントとして開催しておりましたが、支援者や親

近者、医療関係者の皆様にも参考にしていただくため、今回より一般公開型のイベントとして開

催しました。 

 
＜シンポジウムの開催概要＞ 

名称 シンポジウム「長期療養時代の治療を考える」 

日時 2009 年 4 月 19 日（日） 13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ文化会館 5 階特別ホール 501 

プログラム 1. 調査研究報告、冊子「長期療養時代の治療を考える」の紹介 

井上洋士さん / 放送大学准教授 

2. 調査研究及び冊子「長期療養時代の治療を考える」を踏まえてコメント 

 医師の立場から：小田原隆さん / 東京大学医科学研究所 

 ソーシャルワーカーの立場から：岡本学さん / 大阪医療センター 

 HIV 陽性者の立場から / 陽性者スピーカー3 名 

3. パネルディスカッション、質疑応答 

主催 特定非営利活動法人ぷれいす東京、日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

後援 鳥居薬品株式会社 

参加者数 79 名 

 
＜参加者アンケートより＞ 

 地方でも、こういうシンポジウムが開催出来ると、患者・その周囲のサポートにもまたつながるのでは

ないかと思いました。 

 陽性者とのコミュニケーションの大切さをあらためて重くうけとめなければと思いました。 

 様々な立場のパネリストのコメントを聴くことができ、非常に勉強になった。 

 主治医に対して、“そんなに信頼していない”という一言に、ホッとした。そう思っているのは自分だけじ

ゃないんだ…と、ちょっと安心した。 

 陽性者の方々の生の声が聞けてよかったです。人によって色々な考え方や症状が違うので、決まっ

た治療法、生き方はなく自分らしく生きて行けばいいと再認識できました。 

 正直、今まだ自分で最新情報を得る勇気がないので、こういう場に出席できることはとても嬉しく思い

ます。 

 これからの医療制度にも目を向けていかなければいけないと思いました。 

 もう少し医療関係者の方が増えて、専門的な話が聞ける事が希望です。 

 仕事（保健所）の中で、何人かの陽性者の方と出会います。初期の方が多いのですが、彼らは淡々と

受容しているような印象をもっていましたが、今日の陽性者のお話を伺い、自分の本当の気持ちを言
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えない、または気付いていない状況もあるのかと感じました。 

 冊子のもととなった web アンケートに参加しました。冊子の内容を見ることができ、また今回の調査に

関する報告とコメントを聞くことができて、とても有意義でした。 

 歯科医療に従事する者として、医療側の意志（治したい）と患者側の意志（こうしたい）の違いについ

て、医療側の人間として考える機会を得たと思います。 

 昨年のシンポジウムに比べ、陽性者のコメントが前面に押し出された形になった。HIV 陽性者の日常

というものがよりリアルに感じられて良かったと思います。 

 情報の量・ツールが増え、正誤関わらず情報があふれかえっている現代において、HIV/AIDS に関す

る正しい情報を適切な方法で、それを必要としている人々（←必要性を自覚していなくても）のもとにき

ちんと提供することが重要なのだと感じた。 

 HIV+の方のこれからの生活の中で高齢化しての生活をどう支援していくか、現状での難しさも感じま

した。 

 「長期療養時代」ということで、糖尿病など年齢とともに問題になってくる病気と薬との関係、新薬が

次々と登場する状況の中で、薬を変更する可能性など、もう少し新たな時代の新たな問題というところ

を聞いてみたかったように思いました。 

 HIV 陽性者の方の“医療”的な側面に着目しがちでしたが、“普通の日常・生活”があることを、改めて

気づくことができました。 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
過去に実施していた勉強会の再開を予定しています。スタッフおよび資金の不足といった課題

はありますが、将来的には定期開催を目指したいと考えています。 

また、長期療養時代においては、治療に対するニーズもまた多様化しております。2008 年度

にリニューアルした WEB 上にて、長期的な治療選択に必要となる基本的な情報リソースの紹介

等も行っていきたいと考えています。 
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全国交流会 

 

JaNP+の活動目的である「HIV 陽性者があたりまえに生きることのできる社会」の実現のため

には、まず HIV 陽性者が横に繋がることで、力と声を合わせる必要があります。その一環として、

JaNP+では毎年「全国 HIV 陽性者交流会」を開催し、日頃会うことが難しい他の地域の陽性者同

士での交流をはかっています。 

 

 全国交流会 in 大阪 

 
2008 年度は、下記の要領にて大阪市内で全国交流会を開催しました。参加者は HIV 陽性者限

定で、全国から 33 名が参加しました。後述の第 22 回日本エイズ学会参加支援スカラシップ・

プログラムとの相乗効果、およびスカラシップ運営委員会をはじめ様々な団体・個人の呼びかけ

のご協力をいただけたことにより、昨年に比較して参加者数は増加しました。なお、参加者の約

３分の２は関西地域在住者でした。 

アンケートや会場での参加者の声からは、特に東京・大阪など陽性者当事者活動が存在する地

域以外での開催を望む声が多く聞かれました。 

 
＜全国交流会の開催概要＞ 

名称 全国 HIV 陽性者交流会 

日時 2008 年 11 月 29 日（土） 14：00～16：00 

会場 大阪市内 

参加資格 HIV 陽性者であること 

会費 1,000 円 

参加者数 33 名 

主催 日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

共催 ブリッジおおさか、りょうちゃんず、Follow 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
 2009 年度も、引き続き全国交流会を開催する予定です。第 23 回日本エイズ学会にあわせた

名古屋での開催のほか、全国の陽性者が交流しやすい時期や予算面等を考慮しつつ、可能ならば

他の地域での開催についても前向きに検討したいと考えています。 
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フレンズ＋ミーティング 

 

フレンズプラス（FRENDS+）は、HIV 陽性者と、陽性者のパートナー、家族、友人など陽性者

を親近者にもつ人たち、そして JaNP+の活動を支援する人たちが集まりです。HIV 陽性者自身も、

この活動に参加します。毎回テーマを設定し、様々な立場から HIV について相互交流し、ともに

考えていきます。 

HIV に対する社会の偏見と、陽性者自身が抱え込んだ HIV に対する偏見は、根源は同じところ

にあると考えています。このミーティングを通して、陽性者は陽性者限定のフィールドに閉じ

こもる状況から、本来の生活者としての自分を取り戻す手がかりを得ることができ、その周辺

の人たちにとっては、日頃は知り合う機会が少ない他の陽性者との交流と会話を通して、普段

接している身近な陽性者との関わり方について改めて考える機会を得ることができるでしょ

う。 

JaNP+の活動に、当事者以外の皆様にも参加していただくことで、「HIV 陽性者もいれば、そう

でない人たちもいる」という JaNP+が目指す“あたりまえ”の社会への、最初の一歩を踏み出

すことができると考えています。 

 

 試行プログラム、全４回を開催 

 
 2008 年度は試行プログラムと位置づけて、全 4 回を開催しました。第 1～3 回は、話題提供

と基本的な情報共有を兼ねて、前半では講師による講演、後半にディスカッションを行うという

形式で行いました。一定のグランド・ルールのもと、陽性者とその友人やパートナー、支援者等

が、それぞれの経験や感じていること等を語り合いました。参加者のアンケートは好評でしたが、

特に第 3 回に関しては「セックスをテーマに語り合う場が、他に少なく貴重である」「もっとこ

ういう場があれば」といった声が多く寄せられました。 

 
＜フレンズ＋ミーティングの開催概要＞ 

名称 フレンズ＋の集い 

日時 第 1 回 ： 2008 年 4 月 24 日（木）19:00～21:00 

第 2 回 ： 2008 年 7 月 17 日（木）19:00～21:00 

第 3 回 ： 2009 年 1 月 13 日（火）19:00～21:00 

第 4 回 ： 2009 年 4 月 9 日（木）19:00～21:00 

会場 東京都内 

参加資格 HIV 陽性者の親近者（パートナー、家族、友人）または本人で、集まりの規則を守れる方 

参加費 1,000 円  

テーマ 第 1 回 ： HIV 陽性者とともに暮らす ～親近者としてできること～ 

       講師 ： 生島嗣さん / 特定非営利活動法人ぷれいす東京 

第 2 回 ： HIV 感染症治療の現在 ～医師の視点・患者の視点～ 
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       講師 ： 根岸昌功さん / ねぎし内科診療所院長 

第 3 回 ： HIV 陽性者とセックス ～セックスについて話そう～ 

       講師 ： 長谷川博史さん / 日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

第 4 回 ： 身近な人のＨＩＶ感染を知って ～体験を分かち合おう～ 

参加者数 第 1 回＝10 名、第 2 回＝10 名、第 3 回＝11 名、第 4 回＝10 名 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
2008 年度の試行プログラムで得た経験をもとに、2009 年度は広報を充実させて、より多くの

方に参加して頂けるよう努めます。また、東京以外の地域でも開催を望む声が寄せられているた

め、機会と予算を考慮しつつ、可能ならば東京以外での開催も検討したいと考えています。 

同時に、このプロジェクトを安定運営するためにはファシリテーターの役割が重要となるため、

ファシリテーターの育成方法についても検討を開始します。 
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日本エイズ学会参加支援スカラシップ 

 

HIV/AIDS の問題は、その性質上、HIV 陽性者が当事者として参加し、医療者・学者・支援者等

と協働して取り組む必要があることは言うまでもありません。このことは、毎年 12 月 1 日前後

に開催される学術集会である日本エイズ学会も同様です。当事者である HIV 陽性者が学会に参加

することで、HIV/AIDS に関わる医療従事者に陽性者の声を届け、HIV 陽性者が最新の情報を獲得

し、さらには HIV 陽性者がネットワーキングすることが可能となります。 

そこで、関係者の皆様の多大なるご厚意とご協力のもと、HIV 陽性者の日本エイズ学会への参

加を支援する制度として、スカラシップを企画・運営しています。 

 

 参加報告 

 
昨年と同様、社会福祉法人はばたき福祉事業団ならびに特定非営利活動法人ぷれいす東京と共

同でスカラシップを企画、運営いたしました。 

幸いにも多くの企業・団体からの協賛をいただくことができ、その結果 48 名の HIV 陽性者

がスカラシップを通じて学会に参加することができました。この場を借りまして、ご支援頂きま

した企業・団体の皆様に改めまして厚く御礼申し上げます。 

 
＜スカラシップ実施概要＞ 

事業名称 

実施内容 

応募資格 

 

応募者数 

受給者数 

助成額 

寄付総額 

実施時期 

主催 

 

 

後援 

協賛企業・団体 

第 22 回日本エイズ学会学術集会 HIV 陽性者参加支援スカラシップ 

全国の HIV 陽性者の学会参加費用及び交通費を一部助成する。 

第 22 回日本エイズ学会において開催されるシンポジウム、セミナー、演題等 2 つに参加

することができる HIV 陽性者。学会終了後、所定のレポート提出を要する。 

57 名 

48 名 

近畿在住者 10,000 円、中遠隔地在住者 30,000 円、東北以北、九州以南 50,000 円 

160 万円 （余剰金は今後のスカラシップ基金に繰越） 

2008 年 11 月にスカラシップ提供者を決定し、助成提供を実施。 

HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会 

（社会福祉法人はばたき福祉事業団、特定非営利活動法人ぷれいす東京 

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス） 

厚生労働省、エイズ予防財団、第 22 回日本エイズ学会学術集会・総会 

鳥居薬品株式会社、中外製薬株式会社、株式会社日本アルトマーク 

日本たばこ産業株式会社、田辺三菱製薬株式会社、財団法人化学及血清療法研究所 

セコム医療システム株式会社、バイエル薬品株式会社、萬有製薬株式会社 

グラクソ・スミスクライン株式会社、アボット ジャパン株式会社、ファイザー株式会社 

ブリストル・マイヤーズ株式会社、ヤンセンファーマ株式会社（順不同） 



また、参加された陽性者の皆さんや、陽性者の視点から捉えた学会の印象について興味を持つ

行政・医療・支援関係者の方々、学会への参加に興味はあったが行けなかった方々などのために、

参加者によるレポートをまとめた報告書を制作・発行し、参加報告会を開催しました。 

 

 

 

『第 22 回日本エイズ学会学術集会・総会 

    HIV 陽性者参加支援スカラシップ報告書』 

 

発行：HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会 

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 

社会福祉法人はばたき福祉事業団 

 
＜スカラシップ参加報告会の開催概要＞ 

名称 ＨＩＶ陽性者による第 22 回日本エイズ学会参加報告会 

目的 第 22 回日本エイズ学会学術集会で発表された最新の研究動向、医療情報等をＨＩＶ陽

性者の視点でとらえ、一般の方等に広く紹介する。 

対象 ・ＨＩＶ陽性者ならびに支援団体関係者 

・ＨＩＶ陽性者の自立及び社会参加の意欲向上に関心を有する一般の方 

開催日時 2009 年 1 月 28 日（水） 13:30～15:30 

場所 東京都新宿区新宿 2-15-13 第二中江ビル 301 コミュニティセンター「akta」 

主催 社会福祉法人はばたき福祉事業団、特定非営利活動法人ぷれいす東京 

日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

後援 厚生労働省、財団法人エイズ予防財団、第２２回日本エイズ学会学術集会・総会 

内容 １．講演「ＨＩＶ陽性者が学会に参加する意義」 

社会福祉法人はばたき福祉事業団 理事長 大平勝美さん 

２．講演「ＨＩＶ陽性者の社会参加と日本エイズ学会」 

特定非営利活動法人ぷれいす東京 専任相談員 生島嗣さん 

３．講演「陽性者の視点で見たエイズ学会」 

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス 代表 長谷川博史さん 

４．ＨＩＶ陽性者参加者代表報告 

第２２回日本エイズ学会参加支援スカラシップ受給者（３名） 
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＜参加者アンケートより＞ 

 文面では伝わらない「リアルな声」を聞くことができて良かったです。今後も積極的に多くの情報を得た

いと思います。 

 成果、今後の期待についてお聞きすることができました。今後も続けて頂きたいと思います。エイズ学

会、今後各分野の融合を進めなくてはなりませんね。まず共通のテーマを持つことでしょうか。 

 自立というエンパワーメントを本当に理解されている患者支援団体３団体をメインとしたスカラシップだ

からこそ、意味あるものとなっていると感じました。医療者・国・企業との連携、今後ともよろしくお願い

致します。 

 陽性者の視点が新鮮であった。アプローチの方法であったり、政策であったり、参考となることが多く

あった。難しいことは承知しているが、声を上げてもらうことは大変ありがたいことであるし、その様な

機会を作っていただいていることに感謝したい。 

 形式ばらない、本音での報告を、非常に興味深く拝聴させていただきました。また、冊子（資料）が大

変しっかりしているため、この会に参加できなかった方へもスカラシップの趣旨・成果をきちんと伝えら

れると思います。 

 このまま、継続開催していただきたい。サポートできること自分でも考えたい。 

 陽性者がその当事者性を活かして学会に参加し、発信していくことの意義を再確認した。臨床基礎、

社会医学、医師、患者等が有機的に作り上げているのはすごく意味のある活動だと思う。 

 スカラシップの方々がかかえている背景が、それぞれ違う立場だったので、とても興味深い話が聞く事

ができました。自分も他の病気をかかえており、症例も少ない為、情報が少なく主治医も自分も手探り

状態なのが現実です。不安になる事も多いのですが、本日の話を聞けて、今まで以上に前向きにな

れました。ありがとうございました。 

 ①この報告書を学会参加者に読んでもらいたい。②患者と医療者の関係性を再構築することの大切

さを、スカラシップを通して伝えたいと思った。③当事者の視点なくして医療の進歩はないと確信でき

た。④せっかくの機会に質疑、ディスカッションがなかったのは残念。 

 色々な団体が個別に活動するだけでなく、つながりを持って活動している様子を聞くことができたこと

は有意義であった。感染した人達が、生きてきた経験・思いを率直に話して頂けた。陽性者の声が病

院の体制を変えたという体験を話して下さり、声をあげていくことの重要性を認識した。 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
2009 年度（第 23 回日本エイズ学会）も、引き続きスカラシップを実施する予定で、すでに

他団体と共同で準備を開始しております。なお、昨今の経済状況を鑑み、企業からの協賛が減る

ことも予想されますが、並行して助成プログラムへの申請等も検討しています。 

 



 

社会への働きかけ 

 

HIV 陽性者の権利擁護を目的としたアドボカシー活動の一環として、JaNP+は行政・立法・司

法等への働きかけにより、エイズ対策への HIV 陽性者のより広範な関与（GIPA：Greater 

Involvement of PLWHA）を推進しています。 

 

 厚生労働大臣面談と日本のエイズ対策に関する要望書の提出 

 
2008 年 7 月 17 日（木）、厚生労働省大臣室にお

いて、舛添要一厚生労働大臣との面談が行われ、

JaNP+は複数の HIV 陽性者当事者団体と連名で

「国内エイズ対策に関する要望書」を提出しまし

た。 

今回の面談では、医療現場における感染経路によ

る差別、性やセクシュアリティに関する偏見、出産

に関する問題点、HIV/AIDS 対策の適正な予算配分

など、幅広い分野について話し合われました。 

また、これらに対し舛添大臣からも、医療従事者および医療機関の評価と教育や、多様なセク

シュアリティに対する社会の受容レベルの向上が、HIV/AIDS 対策において重要であるとの考

えが示され、「ぜひ協力して取り組んでいきましょう」との力強いコメントを頂きました。 

 
＜要望書の概要＞ 

１．独立したエイズ対策部門の設置 

日本におけるＨＩＶ／エイズ対策は、医学的視点だけではなく、この疾病の特徴である社会構造、社会心

理に関連した社会科学的視点と、人権や医療倫理に関連して人文科学的視点を以って、公衆衛生、治療、

福祉、研究など複数の領域に渡り横断的、調和的に計画、実施されるべきである。このため、その事業推

進に関しては、他省庁との連携の必要性も高く、強い政治的リーダーシップが求められる。 

現在、国内のＨＩＶ／エイズ対策は、厚生労働省の指導のもと、地方自治体およびエイズ予防財団が推進

しているが、このような複雑かつ専門性を必要とするエイズ対策事業を有効に行うには、従来の感染症対

策の方法論や、厚生労働省健康局疾病対策課の限られた人員と権限では限界がある。 

事実、エイズ動向委員会の報告を見る限り、過去２０年以上にわたり実施されてきた日本のエイズ対策

事業は十分に成果を上げていない。ＨＩＶ陽性者数の増加傾向もさることながら、ＭＳＭ（Man who have Sex 

with Man）など局在流行から、一般人口への流行拡大へと向かう重大な岐路にさしかかっていることから

も、その推進体制を根本的に見直すべき時期であることは明らかである。 

そこで、ＨＩＶ／エイズ対策推進のための部門を独立させ、専門性を高め、その推進をより確かなものにと

することを要望する。 
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２．患者が安心して治療を受けられる医療環境の整備 

社会に存在するＨＩＶ／エイズにまつわる偏見や誤解が差別を生み、差別される不安や恐怖が予防情報

や検査機会の享受に対する障害となっている。このことは、本来は発症以前に自ら検査を受け、必要な治

療を受けることにより健康を維持し、社会に貢献できるはずの多くの国民が、その機会を逃していることを

意味する。 

さらに、このようなＨＩＶ陽性者に対する偏見の存在は、就労、司法、教育の場において具体的な差別行

動となって現れている。とりわけ、本来は患者を支えるべき医療の現場においては、数多くの差別事例がＨＩ

Ｖ陽性者の当事者団体に報告されている（拠点病院における他科診療拒否、ＨＩＶ陽性妊婦に対する通院

病院での出産拒否、病院管理者による感染経路による差別的取り扱い指示、診察室内での医師によるハ

ラスメント行為など）。そして、これらの事例のほとんどは、ＨＩＶ陽性者が自らの感染事実が漏洩することを

恐れ、問題を公にすることを自主規制しているために表面化されない。 

 本来、ＨＩＶ陽性者が安心して生活し治療を受ける環境が整う事は、結果として現在行われているＨＩＶ／エ

イズ対策の有効性を高める事と表裏一体の関係にある。 

そこで、医療者に対する患者理解のための人権研修を充実させ、ＨＩＶ陽性者が安心して治療生活を送

れる環境の整備を要望する。これは、ＨＩＶ感染症に限らず多くの疾病にも共通した問題であり、現在社会が

求めている「患者本位の医療」を実現する上でも重要であると考える。 

３．個別施策層対策の強化 

ＨＩＶ／エイズ対策は、「一般対策」と「個別施策対策」の双方が平行して行われるべきとされている。ま

た、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針（エイズ予防指針）」前文には、個別施策層対

策の重要性が謳われている。 

しかしながら、この予防指針制定以降も、その施策は主に一般対策が中心となっており、有効な個別施

策層対策は実施されていない。特に、日本においてはＨＩＶ感染者・エイズ患者のおよそ７０％をＭＳＭが占

めているにもかかわらず、厚生労働省エイズ対策研究事業およびエイズ予防財団事業によって実施されて

いるＭＳＭ対策の規模は、その規模に比して十分であるとは言い難い。 

一方で、１９９９年から厚生労働省エイズ対策研究事業により一部地域で研究者と男性同性愛者コミュニ

ティの連携協働が進み、その関与があった地域ではエイズ患者割合が全国平均に比較して大幅に減少し

ているという成果も上がっている。ところが、こうした活動は多くの当事者ボランティアの活動に依存している

ために、活動の人的資源、経済的資源ともに限界が現れてきており、活動の持続性すら危ぶまれている。 

そこで、エイズ予防法で定められた個別施策層対策を、より強力に推進することを要望する。特に、これ

まで有効な予防啓発が実施されなかったことにより、多くの感染を許したＭＳＭ層に対する支援的対策を緊

急に行うことが重要である。 
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 在日外国人の診療体制に関する要望書の提出と記者会見 

 
日本国内でエイズを発症したタイ人が医療機関で十分な治療を受けられず、重い身体障害が残

ったり亡くなったりするケースが相次いで発生したことを受け、タイ陽性者ネットワーク

（TNP+:Thai Network of People Living with HIV/AIDS）、タイエイズ NGO 連合（Thai NGO 

Coalition on AIDS）およびエイズアクセス財団（AIDS Access Foundation）の３団体が、日本

政府および自治体に対し、2008 年 7 月 30 日付で在日外国人の診療体制に関する要望書を提出

しました。これに関し、JaNP+は特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会とともに、

このタイ NGO による要請行動を日本の市民社会の一員として支持することを決め、要望書の提

出と同日、記者会見を行いました。 

 
＜要望書の概要＞ 

2007 年、2 名の在日タイ人がエイズの合併症による脳腫瘍を発症しました。 

一人はクリニックを訪ねＨＩＶ陽性であることを知りました。そして脳腫瘍による意識低下によって自分では

どこの医療機関に行けばよいかわからない状態のまま、入国管理局でビザを超過していることを理由に逮

捕され、一週間も警察に留置されました。その間、医師にかかることは認められませんでした。結局、友人

が繰り返し電話をし、大使館を通じて病院での治療を求めたことで、ようやく治療が実現したのです。もう 2

～3 日長く拘束されていれば命を落としていたと思われます。 

もう一人は設備が整った医療施設で、エイズにより脳内に多数の腫瘍ができていることが分かりました。

しかし診察した医師は、タイに帰国するようアドバイスしただけでした。健康保険を所持していないので、こ

の患者には治療が高額すぎるからという理由で何の治療も提供しなかったのです。数日後この病人は半昏

睡状態に陥りましたが、この時点でも病院は治療の提供を拒みました。最終的に日本の NGO とタイ大使館

の連携によって、患者は遠く離れた地域にある別の病院で治療を受けることになりました。 

タイでは公立病院で無料の治療が可能ですが、上記の病人たちはタイに移動するに耐えられるだけの状

態に回復するまでに数週間を要しました。帰国後、一名は脳の腫瘍の治療開始が遅れたために障害を負っ

てしまいました。もう一名はすでに脳腫瘍が著しく進行をしており抗レトロウイルス剤治療が不可能で、タイ

に帰国してから亡くなってしまいました。 

タイでは市民社会も政府も HIV に感染した人々に対して向けられる全ての差別と闘う強い決意がありま

す。私たちは日本のように豊かな国でＨＩＶに感染したタイ人が差別を受け、基本的な人権であるべき適切

な医療を受けることを否定されたことを極めて遺憾に思います。日本国内で特定の人々が急を要する医療

サービスを否定されることは、日本がエイズ新規発生を減少させエイズの問題を乗り越えることを困難なも

のにするでしょう。 

私たちは日本政府および行政に対して、医療機関が病人に対して国籍やビザの種類にかかわらず、適

切で迅速な治療を提供するよう指導することを強く求めます。また、入国管理局と警察当局に対しても、たと

え非正規滞在の外国人であっても必要不可欠な医療サービスを受けられるようにすることを強く求めます。
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 エイズ対策への参画 

 
HIV 陽性者の立場から、行政のエイズ対策に関する以下の委員会に、委員として参加してま

いりました。 

 
＜行政への委員会参加＞ 

・ 東京都エイズ専門家会議 委員 

・ 厚生労働省「エイズ施策評価検討会」 委員 

・ 厚生労働省「エイズ医療連携推進協議会」 委員 

・ 厚生労働省「エイズ予防のための戦略研究」倫理委員会 委員 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
2009 年度も引き続き、厚生労働省および地方自治体のエイズ対策に積極的に参加していきた

いと考えております。 

また、厚生労働大臣面談と日本のエイズ対策に関する要望書の提出を、今後も継続実施したい

考えです。多くの陽性者当事者団体・支援団体の皆様による連携と協力を、宜しくお願い申し上

げます。 
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国際 

 

JaNP+の活動目的である「HIV 陽性者があたりまえに生きることのできる社会」の実現は、日

本国内における活動によってのみ実現するものではありません。マラリア・結核と並んで世界

三大感染症と呼ばれる HIV/AIDS の問題は、グローバルな視点で取り組むことが必要不可欠です。

この観点から、JaNP+では国内のみならず、国外の HIV 陽性者とのネットワークを広げること

が重要であると考え HIV 関連の陽性者グループとの連携や、国際会議等への参画を積極的に行っ

ています。 

 

 アジア太平洋地域 HIV 陽性者ネットワーク(APN+)への参画 

 
2008 年 5 月にバンコクで開かれたアジア太平洋地域 HIV 陽性者ネットワーク（Asia Pacific 

Network of People Living with HIV、以下 APN+）の総会で、川名が引き続き APN+の女性代

表に、長谷川も引き続き顧問に選出されました。また、川名は APN+の女性ワーキンググルー

プ、Women of APN+ (WAPN+)の運営委員として、長谷川とじゅんぺいは MSM のワーキンン

グループのメンバーとしても APN+の活動に参加しています。川名は APN+のニュースレター

の編集チームにも入っています。 

3 名が 2008 年度に参加した APN+のミーティングおよびワークショップは以下の通りです。 

 
 WAPN+治療リテラシーに関するワークショップ（2008 年 4 月、バンコク）：川名 

 年次総会（2008 年 5 月、バンコク）：川名、長谷川 

 WAPN+/ICW (International Community of Women Living with HIV)合同ミーティング

（2008 年 10 月、バンコク）：川名 

 運営委員会（2008 年 12 月、2009 年 4 月、バンコク）：川名 

 

 国際エイズ会議（2008 年８月、メキシコ）への参加 

 
2008 年 8 月（8/3～8/8）、メキシコシティで開かれた 第 17 回国際エイズ会議（AIDS2008）

には世界各国から約 22,000 名が参加し、JaNP＋からはじゅんぺいが参加しました。 

テーマは「Universal Action Now 」。途上国におけるヘルスケアシステムの強化策が討議さ

れ、貧困や性差別、ホモフォビアなどによる感染リスクの拡大を阻止するための対策や各国での

成果が報告されました。「2010 年までに予防・治療・ケアサポートに対するユニバーサルアクセ

スを実現」という目標を達成するためには、HIV に対する社会的な差別偏見を排し、包括的な

取り組みと個別の取り組みを連動させたアクションを起こすことが重要です。
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 ２００９年度の活動計画 

 
＜APN+への参画＞ 

 
2009 年度の総会は 6 月 14～15 日にバンコクで行われます（2009 年 5 月末現在の予定）。川

名や長谷川の代表、顧問としての関わりはこの総会の選挙次第ですが、川名、長谷川、じゅんぺ

いの WAPN+と MSM ワーキンググループへの参加は今年も去年同様に続きます。じゅんぺいは

総会に先立って行われる MSM ワーキンググループのミーティングに参加予定です。また、総会

のあとに３日間の日程で行われる「Treatment Summit」には川名が出席予定です。これは 2008

年から 2009 年にアジア地域の国々で APN+が行った、女性、MSM、IDU の陽性者による治療

へのアクセス調査の結果から、各国での今後の戦略計画を立てるという趣旨のワークショップで

す。残念ながら日本は対象になりませんでしたが、自分たちで質問票を作成することや、フォー

カスグループディスカッションを行っていくという方法と、その結果をアドボカシーのツールと

して、また、今後の活動計画のエビデンスとして用いるという手法は、日本での今後の調査にも

役立つのではないかと考えております。川名はこのワークショップのあとに開かれるドナー・ミ

ーティングにも APN+の代表として参加予定です。 

 
＜第 8 回アジア太平洋地域エイズ国際会議への参加＞ 

 
第 8 回アジア太平洋地域エイズ国際会議が、2009 年 8 月、バリ・インドネシアで開催されま

す。川名は、この中の HIV 陽性者小委員会（PLHA  sub-committee）に参加しています。こ

の委員会の役割は、PLHIV フォーラムの議題を考えたり、インドネシアの組織委員会(LOC)に

対して、セッションやフォーラムに関して助言をしたりするというものです。 

なお、川名、じゅんぺい、長谷川の会議自体への参加は未定です（2009 年 5 月末現在）。 

 
＜ウェブサイトでの情報提供＞ 

 
APN+などの活動や海外の情報を日本語に訳し、随時、提供していく予定です。



 

研究 

 

JaNP+では HIV 陽性者の社会環境改善に貢献するため、また自らの活動をより客観的に評価す

るために、官民さまざまな助成を得て HIV 陽性者の視点から当事者性を生かした研究活動を行っ

ています。 

 

 介入困難群の予防・保健サービスへのアクセスに関する研究 

 
2008 年度は、厚生労働科学研究費エイズ対策研究事業「介入困難群の予防・保健サービスへ

のアクセスに関する研究班」（研究代表者：服部健司）に参加しました。 

 

 シンポジウム「医療とジェンダー・セクシュアリティ」開催 

 
2009 年 3 月 20 日、津田ホール（東

京都渋谷区千駄ヶ谷）にて「医療・

保健」と「セクシュアリティ・ジェ

ンダー」との関連をテーマとした、

一般公開型のシンポジウムを企画し

ました（主催：財団法人エイズ予防

財団）。性行動やセクシュアリティ・

ジェンダーに対する誤解や先入観か

ら生ずる、医療現場や医療政策への

影響について、HIV/AIDS に限らな 

い様々な領域からお招きした出演者から意見発信と議論が行われ、課題を共有されました。 

なお、このシンポジウムは、平成 20 年度厚生労働科学研究費エイズ対策研究事業「介入困難群

の予防・保健サービスへのアクセスに関する研究班」（研究代表者：服部健司）の研究成果発表

会として実施されたものです。 
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＜参加者アンケートより＞ 

日時 2009 年 3 月 20 日（金） 13:45～16:15 

会場 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-18-24 津田ホール 会議室T101・102 

プログラム １．花井十伍さん / 特定非営利活動法人医療と人権＜MERS＞理事 

「人権とジェンダー、セクシュアリティ」 

２．中村美亜さん / セクシュアリティ研究者、『クィア・セクソロジー』著者 

「各学問・実践領域間での『性』に関する認識の隔たり」 

３．松本亜樹子さん /特定非営利活動法人Fine代表 

「不妊治療とジェンダー」 

４．長谷川博史さん / 日本陽性者ネットワーク・ジャンププラス代表 

「性にまつわるスティグマと性感染症」 

５．出演者によるパネルディスカッション 

主催 財団法人エイズ予防財団 

事務局 日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

座長 服部健司（群馬大学大学院医学系研究科 教授） 

生島 嗣（社会福祉士、特定非営利活動法人ぷれいす東京 理事） 

参加者数 41 名（スタッフ・出演者除く） 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
2009 年度も、「介入困難群の予防・保健サービスへのアクセスに関する研究」の継続が決まっ

ています。また、研究成果発表会も開催予定です。 
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広報 

 

広報機能の充実と継続により、JaNP+の全ての活動を対外的にお知らせし、活動の広がりを促

進することを目的としています。具体的には、ニュースレターの発行、ウェブサイトの運用、

メール配信等を行っています。 

 

 ニュースレターの定期発行 

 
 広報プロジェクトの立ち上げ後、JaNP+の活動報告を主な目的として、ニュースレターを継

続的に季刊発行していくことを目標に、外部の方々のご協力を得て体制を整えてまいりました。

そして 2008年 9月以降、第 4号から第 6号まで各 2000部を順調に発行することができました。

ニュースレターは、拠点病院や HIV/AIDS 関連団体、他疾患の患者団体、協力関係先等、様々

な対象に送付しております。 

 
＜ニュースレター発行実績＞ 

ニュースレター第 4 号（2008 年 9 月発行） 

記事 ・ 舛添厚生労働大臣と面談。要望書を提出 

・ 第 17 回国際エイズ会議参加報告 

・ A positive voice “普通”の病気 

・ 新規プロジェクト“フレンズ＋”が始動 

・ これからの活動予定 

ニュースレター第 5 号（2009 年 1 月発行） 

記事 ・ 第 22 回日本エイズ学会 

・ 関西の陽性者ネットワーク 

・ 在邦外国人エイズ患者の対応改善 

・ from friends of + 無関心はどこにある 

・ from APN+ APN+便り 

・ これからの活動予定 

ニュースレター第 6 号（2009 年 4 月発行） 

記事 ・ 企業・労働組合向けワークショップ開催 

・ 「長期療養シリーズ」5 冊目発行 

・ シンポジウム「医療とジェンダー・セクシュアリティ」 

・ from friends of + 抗レトロウイルス治療と予防 

・ from APN+ APN+便り 

・ これからの活動予定 

 



 

 公式ウェブサイトのリニューアルと継続的な運用 

 
これまで、JaNP+の WEB サイトは構造が硬直化しており、更新作業が煩雑な状況でしたが、

2009 年 1 月、外部の方々のご協力を得て、ウェブサイトをリニューアル致しました。 

その後、イベント開催やツール発行等にあわせてサイトを随時更新し、また各プロジェクトに

関するこれまでの活動実績を整理し、すべての掲載を完了しました。 

これにより、JaNP+の最新の告知から過去の活動実績まで、従来に比べて対外アナウンス・

ツールとしての機能が格段に向上しました。 

 

 

 E-mail 配信 

 
ウェブサイトが更新されても、実際にアクセスされなければ広報としての機能は不十分です。

そこで、ウェブサイト更新のタイミングで、お知らせやご案内等を同時に E-mail にて配信し、

ウェブサイトへの誘導を行いました。 

イベント等の参加者アンケートからも、こうした広報活動が、着実に JaNP+の活動に関する

認知機会に結びついていることが感じられています。 
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 その他の広報活動 

 
昨今では mixi 等の SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が広く普及して

おり、これらを主要な情報リソースの１つとする人が多くなっております。また、HIV 陽性者

限定の SNS も登場しており、すでに数百名の陽性者が登録しており投稿も活発です。さらに、

医療従事者や支援者の多くは HIV/AIDS 関連のメーリングリストに登録しています。 

こうした背景を踏まえ、2008 年度はこれらの広報ルートを積極的に活用し、イベント開催や

ツール発行等に関する告知および情報提供を行いってまいりました。 

この結果、イベント参加者のアンケートや事務局への問い合わせにおいても「SNS を見て知

りました」「ML を見て来場しました」といった反応が多く見受けられるようになり、JaNP+の

活動の広がりに貢献いたしました。 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
 2009 年度も引き続き、上記と同様にニュースレター、ウェブサイト、E-mail、SNS 等といっ

た広報活動を継続実施していきます。 
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事務局 

 

活動メンバーおよび関係者への諸連絡、各プロジェクトにおける事務局機能、事務所の運営、

経理・会計処理等を通して、JaNP+の活動を支えています。 

 

 ２００８年度の活動内容 

 
2008 年度は、JaNP+の事務局機能を強化いたしました。活動メンバーの皆様には、雑務に煩

わされることなく、より専門性を発揮して活動して頂くため、事務局は全てのプロジェクトの後

方支援として機能しました。業務内容は以下のように多岐にわたりますが、効率よく対応するこ

とで JaNP+の活動を支えています。 

 
＜事務局の主な業務＞ 

・ 関係者情報の一元管理 

・ 関係者との窓口機能（電話・E-mail・郵送） 

・ 印刷物や資料、備品等の準備、会場の手配等、イベントにおけるロジスティクス機能 

・ アンケート集計 

・ 事務所の整理整頓と有効活用 

・ 収支管理 

・ 事務所の管理（月曜～金曜 13:30～19:30） 

 

 ２００９年度の活動計画 

 
 2009 年度も引き続き、上記の活動を継続実施していきます。また、後述します通り、2009

年度は賛助会の設立および法人格の取得を予定しておりますので、これらの準備および運営に注

力します。 

 



 

２００９年度に向けて 

 

 ２００９年度の活動体制図 

 

 

 
 2009 年度の活動は、引き続きプロジェクト制に基づき以下の体制で運営してまいります。ま

た、期中における諸事情の変更等に対しては柔軟に運営体制を再検討してまいります。 

 

 法人格の取得 

 
JaNP+では、「特定非営利活動法人」の認定を取得する方向で準備を進めております。なお、

活動の方針及び内容等につきましては、従来と変更はございません。 

 
＜法人格の取得に関する概要＞ 

予定時期 

法人の種類 

名称 

2009 年 9 月 

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（従来通り） 

 

 賛助会の設立 

 
JaNP+は、HIV 陽性者当事者団体として 2002 年に設立し、HIV 陽性者があたりまえに生き

ていくことのできる社会の実現を目指して 7 年にわたり活動してまいりました。 
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JaNP+は「ネットワーク」、「アドボカシー」および「情報提供」という３つのミッションを

掲げ、他の多くの当事者団体や支援団体等と連携して、行政への提言や参画、社会へのメッセー

ジ発信、陽性者視点での情報提供等を行ってまいりました。こうした活動は、いずれもご支援く

ださる皆様のご厚意と、陽性者を中心とする多くのボランティア・スタッフの献身的な協力によ

って支えられております。しかしながら、社会における HIV に対する偏見や誤解のもとでは、

陽性者の声を社会に届ける活動を継続的に実施していくことは、決して容易ではありません。 

つきましては、この度 JaNP+の賛助会を設立させて頂く運びとなりました。私どもの活動へ

のご理解とご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。 

 
＜ジャンププラス賛助会の概要＞ 

１．名称 

ジャンププラス賛助会 

２．目的 

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス（JaNP+）への活動支援を目的とし、賛助を通じて HIV 陽性

者があたりまえに生きていく社会の実現を目指します。なお、会員は JaNP+の活動および運営に関する

議決権を有しません。 

３．活動報告等 

ご入会いただきました皆様には、以下の通り JaNP+の活動報告をさせて頂きます。なお、事情により書類

の送付およびメール配信を希望しない方は、入会申込書にてご指定ください。 

 活動報告書の送付（年 1 回） 

 ニュースレターの送付（年 4 回） 

 E-mail 配信（随時） ※ E-mail アドレスをお知らせいただいた方のみ 

 その他、JaNP+の発行物および制作物の送付 

また、JaNP+のイベント等への参加特典もございます。 

 HIV 陽性者のパートナー、家族、友人など親近者の会「フレンズ＋ミーティング」の参加費（1,000

円）が無料となります。 

 その他、JaNP+が主催するシンポジウム・勉強会等のイベントが定員申込制の場合、優先的にご参

加いただけます。 

４．会員 

個人のほか、企業または団体による入会が可能です。また、会の趣旨にご賛同いただける方であれば

HIV 陽性者に限定されません。 

５．年会費 

企業・団体会員：10,000 円   個人会員（一般）：6,000 円   個人会員（学生）：3,000 円 

※ 年度単位は 5 月～翌 4 月とし、11 月以降の入会は半額となります。 

※ 2 口以上でのご入会も歓迎いたします。 

６．特記事項 

JaNP+は、平成 21 年 10 月に法人格の取得を予定しております。法人設立後は、本賛助会の権利関係も

同法人に移管させて頂きますので、予めご了承ください。 

 


