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新しい時代のＨＩＶ／エイズと向き合う 

 
 2002 年 4 月 22 日、数人の有志たちと「HIV 陽性者があたりまえに生きることのできる

社会」の実現を目指して JaNP+を設立しました。それから満八年が経ちました。いまでは

ＨＩＶ陽性者スピーカーや全国交流会などをはじめとして複数のプロジェクトが動き、参

加者の地域も全国に広がりました。この数年、HIV 陽性者自身による活動も活発になって

きました。これもみなさんのご協力とご支援のおかげと感謝しております。この場をお借

りしてお礼を申しあげます。 
HAART 登場以来、治療技術はさらに進み、HIV 診療を行う医療機関や医療者の数も増

え医療へのアクセスも少しずつ改善されてきました。こうして日本ではエイズの死の恐怖

から解放されつつあります。 
いっぽう私たち HIV 陽性者を取り巻く社会環境はどうでしょうか？  
治療の進歩によってエイズによる死亡者数は激減したものの、療養の長期化に伴い治療

を続けながら生活する上での問題点はむしろ増えてきており、その内容も多様化していま

す。特に社会生活を送る上での問題に関しては JaNP+設立当時、否、日本にエイズが登場

した当時からそれほど前進したようには思えません。 
相変わらず、多くの HIV 陽性者が感染している事実を身近な人たちにまで知られないよ

うに気を使いながら生きています。自分以外の HIV 陽性者と出会うこともなく、生活場面

で相談したり支援を求めたりする相手も無く不安を抱えながら病院に通っている孤立した

人たちもまだまだ少なくありません。また、治療の長期化による副作用の問題はますます

深刻なものになっています。いま、医療には「死なないための医療」から「よりよく生き

るための医療」への枠組みの転換が求められています。 
JaNP+が求めているものは HIV を持ちながらも当たり前に生きて行くことです。医療体

制も限られた病院でウイルスのコントロールをするだけでなく、歯科や、外科、産科など

自分の生活圏で安心して受診できる地域診療の必要性もますます高まってきます。仕事も、

地域での日々の暮らしもも、恋愛や結婚などの個人生活も、私たち HIV 陽性者が社会的に

も心理的にも負担なく“あたりまえに”享受できる社会でなければなりません。 
そのために私たちはさらに社会に働き掛けていく必要があります。それはとてつもなく

大きなことのように聞こえますが、一人ひとりの「小さなちからを大きくつなぐ」ことで

実現するものだと私たちは信じています。 
 

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 

  

3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動目的とミッション
 
 
  

4 
 



 
ＪａＮＰ＋の活動の目的 

 

ＨＩＶ陽性者が秘密を抱えることもなく、社会的な不利益を受けることもなく、 

ＨＩＶ陽性者として、自立したあたりまえの生活ができる社会を目指します。 

 
 
ＪａＮＰ＋の３つのミッション 

 
 

ネットワーク

国内外のHIV陽性者の
グループや個人による
交流と意見交換を行う

 
 
 
 
 
 より多くの HIV 陽性者が 

連携することで、 

より大きな声へと変わります 

 
 
 

当事者のつながりを 

通して、より多くの HIV 陽性者に 

情報を届けます 

 
 
 

情報提供

医療、福祉、保健、政治
などの情報を

HIV陽性者の視点で伝える

アドボカシー

HIV陽性者の不利益や
差別や偏見をなくすよう

社会に働きかける

 
 
 
 

客観的な状況把握にもとづいて 

社会への働きかけを行います 
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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。 
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ＨＩＶ陽性者スピーカー派遣 年度実績 

 
依頼の件数や傾向には大きな変化はありませんでしたが、新たな依頼主からの依頼もあ

り、少しずつではありますがスピーカー派遣活動が認知されつつあると感じています。 
 
＜派遣件数＞ 

26 件 

 

＜依頼主の属性＞ （件数） 

 教育 5

 医療 4

 保健 1

 行政 4

 NPO、NGO 7

 マスコミ 3

 その他 2

 

 

＜講演目的＞ （件数／重複あり） 

 HIV/AIDS の基本的理解 7

 HIV 陽性者の理解 18

 HIV への差別偏見の解消 9

 人権問題 6

 感染予防 4

 性行動 7

 セクシュアリティ、ジェンダー 8

 家族 3

 就労 4

 治療、医療 2

 その他 4

 

 

 

 

 

＜聴講者の述べ人数＞ 

2,543 名 

 

＜聴講者の属性＞ （件数／重複あり） 

 学生 8 

 教員 3 

 医療職 8 

 保健所職員 5 

 心理職 4 

 行政職員 5 

 NGO、NPO 6 

 一般市民、その他 8 

 

＜講演等を担当したスピーカーの人数＞ 

8 名 

 

＜派遣先地域＞ 

北海道、宮城、福島、新潟、群馬、東京、神

奈川、愛知、広島 

 

※ 本報告における数値は、依頼主よりご提出

いただいた「派遣依頼書」に基づいて集計

したものです。昨年度の報告までは、「派遣

依頼書」を受領していない依頼についても

算入しておりましたが、今年度より算出の

対象外としました。 

※ 聴講者人数については、(1)主催者からの

報告、(2)スピーカーからの目算値報告、(3)

派遣依頼時の見込人数の優先順で採用し

ました。 
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JaNP+では今年度より全ての依頼主の皆様に派遣依頼書をご提出頂くとともに、この中

でアンケート協力の可否や各種資料の配布について、確認させて頂きました。特に聴講さ

れた皆様によるアンケートへの回答は、スピーカーにとってはモチベーションの維持、向

上と次回以降のスピーチの改善に、また JaNP+にとっては派遣依頼ニーズの把握等に、そ

れぞれ役立てられています。 
 
＜聴講者へのアンケートから＞ 

 一般論ではなく、ご自身の一体験としてお

話しいただき、より身近な視点から捉えるこ

とができたように思います。 

 ＨＩＶやＡＩＤＳのことは他人事で何かわかっ

ていませんでしたが、今日のような講演会

により知ることができました。もっと、自分、

相手を大切にしようと思いました。 

 医療者側が経験がないこともあり、構えす

ぎてしまうことがあり、それが伝わると、され

る側にも伝わるんだなぁと感じた。 

 「隠しとおすストレスより、隠し通した達成感

があった」という点について、隠すよりも全

部言ってしまったほうが楽なのかと思って

いた私にとっては意外でした。 

 私の中でセックスとコミュニケーション、セッ

クスと性欲…どうもコミュニケーションのこと

を強調してしまう（性教育の時など）要素が

あります。性欲があることは悪いことではな

く、自然なこととして捉えられるようになりた

いと思いました。 

 自分のため＝相手のため、それが予防啓

発のキーワードになると感じました。 

 最初、ゲイと聞いてびっくりしたけど、話を

聞いてて、受け入れられると思った。 

 「自分は偏見を持っていない」と思っていて

も、自分の考え方の外にある考え方を受け

入れられなければ、それは偏見と同じにな

ってしまうということには、とても共感でき

る。 

 エイズという病気を見るのではなく、“その

人”自身を見ることが大切だということが印

象に残りました。 

 私自身だけの知識として持っておかず、ま

ずは、身近な職場の人にも伝えていきたい

と思いました。身近な人からの理解を得て

いくように…。 

 多くの恋愛の中から、感染者である立場と

なって、関係者に対しての思いやり、優しさ

などの深さを知り、私たち健常者も、そうし

た心で生きていかなければと思いました。 

 
 また、2009 年 11 月に開催された「第 23 回日本エイズ学会」の一般演題において、スピ

ーカー派遣プログラムの過去 3 年間の実績について発表致しました。こちらの内容は、数

値等を最新のデータに改訂しまして、JaNP+のサイトにて公開しております。 
URL : http://www.janpplus.jp/project/speaker/ 
 
  

http://www.janpplus.jp/project/speaker/


 
ＨＩＶ陽性者スピーカー研修 「動機・スキル編」開催 

 
JaNP+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。 

 

 
今年度は、これらのうち「動機・スキル」を開催することができました。初めて JaNP+

のスピーカー研修に参加する 8 名を含む、計 10 名の参加者で行われました。陽性告知から

の経過年数や、HIV 関連の活動歴、地域、年代、性別など、とても多様な顔ぶれの参加者

が一同に会して交流をはかることができたことも、大きな収穫と言えます。また、今回の

研修参加者から、選考を経て新たに 1 名の HIV 陽性者スピーカーが加わり、2009 年度末現

在の JaNP+の登録スピーカーは計 12 名となりました。 
なお、万有製薬株式会社様より本研修プログラムの実施費用としてご寄付を頂きました。 

 
＜開催概要＞ 

日時 2010 年 3 月 21 日（日）～22 日（月・祝） 

場所 東京都内 

旅費助成 居住地域に応じて旅費・交通費を支給 （参加費は無料） 

参加者数 10 名 （スタッフ除く） 

参加条件  HIV 陽性者としてスピーカー活動をする意志がある。 

（すでに活動を行っている方を含む） 

 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おり、自分の健康状態を把握している。 

 他の HIV 陽性者または支援団体とのつながりを持っている。 

 この研修会の全日程に参加可能である。 

 研修所定のグランド・ルールを遵守する。 

 研修修了後に参加報告書を提出する。 
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＜研修参加者のレポートから＞ 

何らかの形で陽性者や支援

者の方々と関わり合っていたい

という気持ちを、ずっと持ってい

ました。しかしそれを満たすため  

ならスピーカー活動に限らず、イベントやフリー

スペース、懇親会や交流会、あるいはネット上の

SNS 等のコミュニケーションツールを利用すれば

よい場合もあります。実際、そういったツールを

利用し、様々な場所に顔を出してきました。居心

地のよい自分の居場所も幾つか見つかり、仲間

もできました。 
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そんな中、漠然と、何か行動したい衝動に駆

られました。居心地のよい場所から一歩踏み出

して、少しでも何か社会に貢献できたら、これか

らの人生が豊かなものになるのではないか、と

思ったのです。その頃に、スピーカー活動の事を

知りました。実際に陽性者の方々が話されるの

を見て、自分もやってみたいと思ったものの、い

ざとなるとなかなか勇気が出ず、ためらっていま

した。本当に自分ような者が、陽性者スピーカー

として発言してよいものか、場違いなのではない

かと感じていました。 

研修会に参加して 2 日間のプログラムを終え

た今、スピーカー活動のイメージを深める事が

出来て、イントロダクションをひとつ終了出来たと

感じています。専門家ではない自分が曖昧な知

識を伝えてはいけなくて、あくまで自分の経験を

伝えればよい事。ただし、同じ陽性者でも多様性

があり、偏った発言をすれば他の陽性者を排

除・差別することにつながる危険性もはらんでい

るので、幅広い視点から学習を深めていき、そ

れらをバランスよく維持していく事。話の組み立

て方やノウハウ、テクニックなどを身につけるこ

とはもちろん、自己開示することについてもう少

し深く考えるために、バックグラウンドを見つめ

直してみるなどの準備が必要である事。 

今回の研修会を通して学び、考えた事は、今

後の私のスピーカー活動、あるいはその他の

HIV に関する活動を行っていくうえで、とても重要

な道しるべとなりました。自分に出来る範囲でど

んな事がしたいのか、もう一度じっくりと考えて、

今回の研修会で得たものを積極的に活かして行

きたいです。 

 

 

私は HIV の他に別の病気も

抱えている。それらは、治療現

場や支援者等との関わりを通し

て、切り離せない複雑な問題で 

あると感じている。一般に病気はタブー視され表

面化し難い風潮があり、ことに病気が重複すると

タブーも重なり、苦しい状況の当事者にとっては

解決を見出す事は極めて困難となる。その上で、

経験を伝える事が当事者の一助となるならばど

の様な形があるのか、伝える事の可能性･不可

能性を探るため研修に参加した。 

研修で印象に残ったものは、｢話の組み立て｣

ワークの中でのグランド･ファシリテータの｢十人

十色｣という言葉だ。｢自己開示｣ワークも、参加

目的に対して大きな導きを得るものとなった。病

気や問題を、悲劇のヒーローの様に私だけの特

別なものと思っていたが、皆が抱えている悩み

や苦しみの｢リアル｣を知る事、感じる事が出来

た。そして｢伝える事｣は、曝け出す事でなく｢伝え

るべきを伝える事｣なのだ、と学びを得る事が出

来た。 

私の様な人が増えて欲しくないと、揺るぎない

思いを抱いてきたが、それに対しては残念なが

ら私は無力な様である。ただ、何かが必要な当

事者へ伝えるべきリアルを伝える事、その人達

を支える方々へ当事者のリアルを知らせる事は

重要だと考えている。今後も HIV 周辺者と関わり

を維持し、その経験を持つ私、そのリアルを知っ

て頂きながら、伝えるべきを模索しつつ伝えてい

きたい、そう思っている。 
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ワーク「共通点と相違点」 

 

ワーク「依頼主と参加者について考える」 

ワーク「スピーカーの要素」 

 
 
今後に向けて 

 
HIV 陽性者スピーカーの派遣を依頼する側のニーズは、地域、性別、セクシャリティ、

スピーチテーマなど様々な点において多様です。これらの依頼に継続的、安定的に対応し

ていくには、スピーカーの人数と多様性の確保が欠かせません。 
そうした多様なスピーカーを輩出するためのスピーカー研修に関しては、効率的な運営

に向けて数年間にわたり検討と工夫を重ねてまいりました。しかし、研修 1 回の開催につ

き、直接経費だけで少なくとも「動機・スキル編」で 50 万円（参加者 10～12 名）、「包括

理解編」で 40 万円（参加者 20 名前後）が経費としてかかることが明らかになっており、

現在では「いかにしてスピーカー研修開催のための資金を調達するか」が重要な課題と考

えています。 
なお、こうしたスピーカー派遣事業の継続性確保の一環として、2010 年度より登録スピ

ーカーの皆様のご理解とご承諾をいただきまして、スピーカー派遣に伴い依頼主からお支

払い頂く謝金の一部（金額に応じ謝金額の 0～30%）を、紹介料および事務手数料として

JaNP+にて徴収させて頂くことになりました。 
また、さらなる派遣機会の拡大のために、今後も HIV 陽性者スピーカー派遣プログラム

の各方面への広報により一層努めたいと思います。 
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エイズ診療拠点病院アンケート調査
 
 

ＨＩＶ陽性者が医療機関を選択する際の基準として「ＨＩＶ・エイズの診療の専門性」は

重要であり、過去に実施された調査でも上位に挙げられています。しかし、感染が分かっ

たばかりの陽性者や孤立した状況にある陽性者にとっては、「専門性が高い医療機関は

どこか？」という情報を自力で知ることは困難な場合もあります。 

さらに昨今では、治療の進歩によりＨＩＶが長期に付き合っていく病となったことで、必

然的にＨＩＶ関連以外の疾患で治療を必要する人たちが増えてきています。ところが現実

には、一般の医療機関ではＨＩＶ陽性であることを理由に診療を拒否される事例が起こっ

ています。また、それゆえに多くの陽性者は「ＨＩＶ陽性と知られることで、受け入れてもら

えないのではないか」といった不安を抱えており、それ自体も必要な治療へのアクセスが

阻害される要因になっています。 

そこで２００９年度から２０１０年度にかけて、ＪａＮＰ＋では全国の拠点病院にアンケー

トを実施してます。ＨＩＶ・エイズの診療実績について質問を行い、回答結果をウェブサイト

において公開するほか、多くの当事者に必要な情報が届くよう、保健所や医療機関等に

送付します。 
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拠点病院アンケート実施の背景 

 
日本における HIV 感染者数は約 15,000 人に上り、毎年約 1,500 人の新規感染者が判明

しています。現在では、抗 HIV 薬の継続的な服薬により HIV ウイルスの増殖と免疫機能の

低下を抑えることが可能ですが、これは HIV の治療は自らの意思による継続的な服薬が前

提です。服薬率が不十分である場合、薬剤耐性ウイルスへの変異により治療効果が低下し、

また治療の開始が遅れた場合にはエイズ発症により長期間の入院や後遺症、死亡等のリス

クがあります。このため、HIV 陽性者への迅速かつ適切な医療の提供は大変重要であり、

HIV/AIDS 診療（患者への抗 HIV 薬の処方と服薬指導、継続的な血液検査による健康管理

等）は、エイズ治療拠点病院において提供される旨、厚生労働省の通達により定められて

います。 
しかし現実には、同じ拠点病院であっても HIV/AIDS 診療に関する経験や体制には大き

な格差があり、中には診療経験が非常に少ない拠点病院も存在しています。拠点病院であ

るにも関わらず受け入れ体制が整っていないために、保健所や手術前検査等で HIV 陽性の

告知を受けたばかりの患者が「専門的な治療が提供されるはずの」拠点病院において、不

十分な治療や指導、差別的な対応を受けたことで治療姿勢の形成に悪影響を及ぼした事例

や、拠点病院が HIV 陽性者の診療自体を事実上拒否し、他の医療機関への転院を勧めた事

例など、患者が不利益を被るケースが後を絶たないのです。 
一方、陽性者が自ら積極的に情報を得ようとした場合でも、例えば一般の人々が情報リ

ソースとして活用しているインターネット上には、拠点病院の一覧こそ存在するものの、

受診者数など HIV 診療の専門性の“実態”についての情報は、容易には見つけられません。

また、最初に HIV 陽性を伝えることになる保健所や一般の医療機関で、そうした情報提供

が個別になされれば大変望ましいのですが、それが可能かどうかは現場スタッフの経験値

や人的ネットワークに頼らざるを得ないのが現状のようです。 
こうした状況下では、「専門的な HIV/AIDS 診療を受けられるのか」「HIV 陽性であって

も受診できるのか」といった“あたりまえ”の基本的情報について HIV 陽性患者が知る手

段は、極めて限られていると言えます。 
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アンケートの質問項目 

 
こうした HIV 陽性者の置かれた現状を踏まえ、JaNP+は「2009 年度ファイザープログ

ラム ～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援～」の助成を受けて、

全国 374 の拠点病院に対するアンケートを実施することになりました。 
より多くの医療機関に回答していただくこと、そして主観を排したベーシックな情報を

提供することを主眼とし、設問はほぼ全て選択式としました。また、質問紙の作成にあた

っては医師および支援団体スタッフ、HIV 陽性者からのアドバイスを頂きました。 
 
＜質問項目＞ 

1. HIV 抗体検査を実施する場合のインフォー

ムド・コンセントの実施 

2. HIV 抗体検査の希望者に対するカウンセリ

ングの実施 

3. HIV 抗体検査を行う際のマニュアルやガイ

ドライン等の参考資料の活用 

4. 抗 HIV 薬の処方や服薬指導の実施可否 

5. HIV/エイズ診療を行っている曜日および時

間帯 

6. 直近 1 年間の HIV/エイズ診療に関する受

診者数 

7. エイズ発症（日和見感染症や悪性腫瘍）の

治療可否 

8. HIV/エイズ診療を行う外来診療室は個室

であるか 

9. HIV 専門の看護師の有無 

10. HIV 陽性者に対応可能なカウンセラーの有

無 

11. ソーシャルワーカー（社会福祉士）の有無 

12. HIV/エイズ診療が可能な他の医療機関と

の連携（必要に応じた紹介等）の有無 

13. 形成外科における HIV 陽性者の手術可否 

14. 整形外科における HIV 陽性者の手術可否 

15. 産婦人科における HIV 陽性者の出産可否 

16. 眼科における HIV 陽性者の治療可否 

17. 歯科または口腔外科における HIV 陽性者

の治療可否 

18. 精神科または心療内科における HIV 陽性

者の受診可否 

19. HIV 陽性者の透析可否 

20. 他科の医療従事者を対象とした HIV に関す

る研修や教育等の実施 

 
アンケートの結果は、「どの拠点病院が、どう答えたか」が分かる形で JaNP+のウェブサ

イトにおいて公開する他、印刷物として全国の拠点病院や保健所に発送しフィードバック

していきます。また、公開に際しては以下の点に配慮致します。 
 

＜配慮事項＞

 回答が得られない拠点病院についても、

「回答が得られない」ことを 1 つの結果とし

て情報提供する。 

 地域により HIV 陽性者数に偏りがあるため、

地域ごとに分類して掲載する。 

 「拠点病院は厚生労働省の通達によって定

められた制度であり、調査結果が必ずしも

HIV/AIDS 診療に支障があること（ないこと）

を表すものではない」旨を明示する。 

 情報更新日を明記する。 

 



 
進捗状況および今後のスケジュール 

 
現在、質問紙を全拠点病院に一斉に送付しており、すでに多くの拠点病院から回答が集

まってきています。2010 年末までには、アンケート結果をウェブサイトにおいて公開する

とともに、多くの当事者に情報が届くよう、医療機関や保健所、行政、支援団体などに幅

広く調査結果をフィードバックしていく予定です。 
なお、各拠点病院の皆様におかれましては、アンケートへの回答を通じて患者がより良

い治療を得るための情報を得られますよう、回答へのご協力をお願い申し上げます。 
 
＜スケジュール＞ 

2010 年 1～2 月 

 

2010 年 3 月 

2010 年 5 月 31 日 

2010 年 6～7 月 

 

2010 年 8 月～10 月 

 

2010 年 11 月 1 日 

2010 年 11～12 月 

質問項目の検討 

拠点病院リストの整備 

アンケート発送 

アンケート回答期限 

未回答の拠点病院に対する 

電話での回答依頼 

アンケート集計・分析 

掲載（印刷）リスト作成 

ウェブサイトに掲載 

E-mail および郵送による広報活動 

発送作業の様子
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告知に関する調査＆シンポジウム開催
 
 

「エイズ＝死」の時代ではなくなった今だからこそ、告知を受けた本人と社会一般の感

覚との間にあるギャップは大きくなっており、問題はより見えにくくなっています。ＨＩＶ感染

を知るという経験は、陽性者本人にとって人生の大きなターニングポイントになっていま

す。その一方で、ＨＩＶの治療が進歩したことにより、陽性告知や治療はあくまで人生や生

活における一場面に過ぎないという側面もあります。 

では、ＨＩＶの陽性告知を受けてから、当事者が社会生活の中で自分自身を取り戻し

ていくために必要な要素は何でしょうか？  

２００９年度、ＪａＮＰ＋は特定非営利活動法人ぷれいす東京とともに、鳥居薬品株式

会社の後援をいただき、「陽性告知」をテーマとした共同プロジェクトをスタートしました。

このプロジェクトでは、２年間をかけてＨＩＶ陽性者を対象とした調査と、その結果をまとめ

た冊子の発行、そして告知をテーマとしたシンポジウムの開催を行います。 
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陽性者へのインタビュー調査 

 
2010 年度に実施する WEB 調査に向けて、2009 年度は HIV 陽性者に対する面接調査を

実施しました。「陽性告知の経験について当時どのように感じ、またその後の人生や考え方

はどう変わったか」をお伺いすることで、HIV 陽性告知を取り巻く課題を探る手がかりを

得ることができました。 
このインタビュー調査と後述のシンポジウムから得られた意見を元に、2010 年度は陽性

者を対象とした WEB 調査を行い、その結果を冊子として医療や検査の現場、そして陽性者

にフィードバックしていきたいと考えています。 
 
シンポジウム『ＨＩＶ陽性告知後に何が起きているのか？開催』 

 
インタビュー調査では主に陽性者の視点から探っ

ていきました。これに対してシンポジウムでは、医療

や検査の現場や研究、支援に携わる専門家らを招い

て、主に陽性者をサポートする側の視点からの講演と

パネルディスカッションを行い、またフロアからも貴

重な意見や質疑などいただくことで、陽性告知の問題

を探っていきました。 
調査の中間報告を行った井上洋士氏

 
＜開催概要＞ 

日時 2010 年 4 月 29 日（木・祝） 13 時 30 分～16 時 45 分 

会場 津田ホール 

プログラム 1. インタビュー調査中間報告 

井上洋士 / 放送大学 慢性看護学・健康社会学 教授 

2. 告知の現場から 

小島弘敬 / 東京都南新宿検査・相談所 室長 

3. 保健師への聞き取り調査 

大木幸子 / 杏林大学地域看護学研究室 教授 

4. 診療の現場から 

山元泰之 / 東京医科大学病院臨床検査医学科 臨床准教授 

5. 支援者の立場から 

矢島嵩 / 特定非営利活動法人ぷれいす東京 

新陽性者ピア・グループ・ミーティング（ＰＧＭ） コーディネーター 

6. パネルディスカッションおよび質疑応答 

参加者数 93 名 （出演者・スタッフ除く） 

 
  

17 
 



 
当日は医療機関や保健所、行政、NGO、教育機関、学生、企業など様々な分野の方々が

来場されました。また、アンケート回収部数 66 名のうち、50 名が「とても参考になった」、

13 名が「やや参考になった」と回答されました。 
 
＜来場者アンケートから＞ 

  

当事者の目線ということが貫かれ

ていた。その上で、各立場の方々の  

横断的なシンポジウムはとても有

意義だと思う。このことが発展して実 

践の場で生かされることがこれからの課題だと

思う。 

 

役割や課題、工夫などを詳しく知ることができた、

良い機会であった。各立場（施設）が連携するこ

との重要性。そして、どうやって連携を図っていく

べきか、改めて考えさせられた。 

18 
 

  

長い時間がたっているのにまだま

だ横への連携がたりてないことに驚 

いた。病院・保険所などもより一層の体制、準備

をして欲しいと思います。 

  

HIV/AIDS の相談業務に関わって２

０年になりますが、「多分野の人達が 

どうやって知り合って連携とるか」という課題は、

実はその当時から語られてきたテーマなんです

ね。で、私なりの結論ですが、「今日のように集

い、直接目を見て語り合うことこそが最大のチャ

ンスである」！！ 

  

性をタブー視する害が大きいとあら

ためて思いました。HIV ポジティブの 

方々はまだまだ「見えない存在」なんだなと思わ

されました。 

  

各支援者の間でセックスやメンタル

ヘルスについてどこまで語り、語らな 

いかを聞きたかった。 

  

ＨＩＶのこと１つをとると非常に奥が

深くまだまだ勉強するべきところはあ 

ると感じました。しかし現状の仕事の中ではＨＩＶ

の事業は係の仕事の中でも優先順位が低いの

が正直なところでもあります。 

 

違和感を伝え合うことが大切だと

思った。 

 

各演者の話しの内容が必ずしもか

みあっていなかった。例えば、陽性告

知に関して受検者側からの視点に立った話しが

あったが、それに対して検査実施者や医療者の

側か答えると言った話しがなかった。また、セー

ファーセックスを再感染を防ぐためという視点で

とらえられていたが、感染の流行を予防するの

が第一の目的であるはずだ。その意味で陽性者

のパートナーへの検査をどうすすめるかについ

て議論してほしかった。 

 

保健師として HIV 担当２年目です

が、まだ陽性告知を行ったことがなく 

受検者の方に、何をどう伝えたらよいのか（準備

性が足りず）があいまいで、私自身が告知時に

動揺してしまいそうです。井上先生のマニュアル

が早く欲しいと思いました。また、シンポジウム

に参加して、不安は人それぞれ皆違って、レア

ケースもいっぱいあるのでテーラーメイドの支援

が必要だとわかりました。今は、HIV=死ではなく

なった、とは言いますが、やはりそれには医療と

つながっていることが必要不可欠で、陽性者を

確実に医療につなげられるように、そして、治療

中も中断や自殺することがないように、ＨＣ～陽

性者とつながっていけたら、と思いました。 
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日本エイズ学会参加支援スカラシップ
 
 

ＨＩＶ医療体制は、患者も積極的に医療に参加してゆく先駆的治療の実現が求められ

ます。これは「患者中心の医療」の実質的展開そのものです。しかし、様々な意見を出し

合い討議され、新たな治療の在り方が提示される日本エイズ学会に関しては、専門家で

はないＨＩＶ陽性者が触れる機会は少ないのが実情です。 

そこで、全国にいるＨＩＶ陽性者が経済的、地理的または心理的に参加しにくいところを、

少しでも参加しやすくするために、ＪａＮＰ＋では複数のＨＩＶ陽性者当事者団体および支

援団体との協働により、日本エイズ学会・学術集会へのＨＩＶ陽性者の参加を促すスカラ

シップ（学会参加費援助）を行っております。多くの企業や団体、個人によるご支援のも

と、ＨＩＶ陽性者が自ら学会に参加することにより、地域を越えた様々な当事者や支援者、

専門家の方々と交流し、あるいは多くの専門的な会議に参加して、ＨＩＶ感染症に係わる

知見をさらに深めてもらいたいと考えています。 

一方、多様な専門家の学会参加者にとっても、HIV 陽性者の姿とともに、当事者の視

点や発想、熱望などに触れる機会となるのではないでしょうか。 

 
  



 
スカラシップ委員会の構成団体（２００９年度） 

 
 2009 年 11 月 26 日～28 日にわたり開催された第 23 回日本エイズ学会学術集会・総会に

向けて、JaNP+は以下の団体とともに「HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会」を構成

しました。 
 
＜構成団体＞ 

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 

http://www.habatakifukushi.jp/ 

http://www.ptokyo.com/ 

http://life-tokai.com/ LIFE 東海 

 
多くの当事者参加が実現 

 
また、よりリアルな参加者の声を伝える

場として、後述の通り参加報告会を開催し

ました。ここでは実際に参加した陽性者に

よるざっくばらんな感想や問題提起がなさ

れた他、来場者からもスカラシップの今後

の運営や社会へのフィードバックのあり方

について、活発な意見も出されました。 

今回も多くの企業および団体から寄付や

助成をいただきまして、過去最多となる 55
名の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。また、スカラ

シップへの応募者数も過去最多となり、学

会参加への関心の高まりを実感しました。 
また、参加された陽性者や、学会に興味

はあったが参加できなかった方々、さらに

医療、行政、医療、支援関係者等の方々に

向けて、参加者によるレポートをまとめた

報告書を制作、発行しました。学会では、

現在の HIV/AIDS への取り組みが多数発表

されましたが、それら見た HIV 陽性者が当

事者としてどのように感じたのか？を感じ

られる内容になっていると思います。なお、

報告書ではスカラシップ委員会が中心とな

って企画・実施したシンポジウム「HIV は

本当に慢性になったのか？～長期療養時代

の陽性者支援の課題～」の詳しい内容も、

あわせて掲載されております。 

 

 
報告書は WEB 上でもご覧いただけます。 

 http://www.janpplus.jp/project/scholarship/
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＜参加実績＞ 

寄付・助成金総額 

スカラシップ応募者

スカラシップ受給者

： 280 万円 

： 81 名 

： 55 名 （辞退者 2 名） 

 
＜報告会開催概要＞ 

開催日時 2010 年 1 月 31 日（日） 13:30～16:00 

場所 新宿文化センター 

主催 ＨＩＶ陽性者参加支援スカラシップ委員会 

後援 厚生労働省、財団法人エイズ予防財団、第 23 回日本エイズ学会学術集会 

内容 １．「当事者による学会への参加の意義」 

社会福祉法人はばたき福祉事業団 理事長 大平勝美 

２．「ＨＩＶ陽性者学会参加支援プログラム・これまでの取り組み」 

財団法人エイズ予防財団／特定非営利活動法人ぷれいす東京 大槻知子 

３．「参加報告書の発行について」 

財団法人エイズ予防財団／JaNP+ 高久陽介 

４．「学会参加者による報告 ～陽性者の視点で見たエイズ学会～」 

第２３回日本エイズ学会参加支援スカラシップ受給者 3 名 

参加者数 51 名 （出演者・スタッフ除く） 

 
次年度も実施 

 
 次回の第 24 回日本エイズ学会は、2010 年 11 月 24 日～26 日に東京で開催されます。す

でに同学会でもスカラシップを実施できるよう、社会福祉法人はばたき福祉事業団および

特定非営利活動法人ぷれいす東京との協働により、準備が始まっています。 
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全国ＨＩＶ陽性者交流会
 
 

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陽性者が横に繋がり、力と声を合わせる必要があります。しかし、

日頃はなかなか他の陽性者と知り合うことは難しい人もいます。このためＪａＮＰ＋では、

毎年「全国ＨＩＶ陽性者交流会」を開催し、地域や性別、セクシュアリティ、感染経路を越

えた様々な陽性者が集まり、交流をはかる場を提供しています。 

 
  



 
第２３回日本エイズ学会にあわせて開催 

 
今回の全国 HIV 陽性者交流会は、第 23 回日本エイズ学会の開催にあわせ、名古屋にて

開催しました。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や共催団体による呼びかけのご協力を頂けたことにより、昨年以

上に多くの方にご参加頂くことができました。 
参加者アンケートによると、「初めて HIV 陽性者限定のプログラム（交流会・勉強会等）

に参加した」という方が 11 名おり（アンケート回収総数の約 3 割）、全国交流会が他の陽

性者との交流のきっかけになる場として機能していることが感じられました。 
 
＜開催概要＞ 

日時 2009 年 11 月 28 日（土） 15:00～17:00 

場所 愛知県名古屋市内 

参加資格 HIV 陽性者 

参加方法 事前申込制 （会場は参加申込者に対して個別に案内） 

参加者数 45 名 （スタッフ含む） 

会費 1,000 円 

主催 日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

共催 HEARTY NETWORK / follow / ブリッジおおさか 

ライフ・エイズ・プロジェクト / LIFE 東海 

協力 HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会、第 23 回日本エイズ学会学術集会・総会 

 
＜参加者アンケートから＞ 

学会を聞いてみても感じましたが、

地域によって HIV に対する取り組み 

非大都市圏に住居している仲間

が、都市部に劣らない位住み易い世   
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方（病院・行政など）の違いを感じている。HIV 感

染者にとって住みやすい環境づくりに、何か一

役かうことができないか、と思ったりしています。 

  

場所が変わっても中心となって動

いている人は限られているので見知 

った顔が多い。地元にも「外」に出られない陽性

者が多くいる。自分が知り得る情報や人物だけ

で HIV 陽性者を定義することなく、より多くの陽

性者に出会い、現実を知りたいと思っている。 

 

の中になることを願っています。 

 

いろいろな方と知り合えて、皆さん

の元気な顔を見るとパワーをもらいま

す。 
支援団体を通じ、他の HIV 陽性者

に触れ、一人ではないのだと励ましを 

受け生活している。ピアサポートの大切さを感じ

ている。 
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フレンズ＋ミーティング
 
 

フレンズ＋ミーティングは、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。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。 
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フレンズ＋ミーティング 

 
2009 年度は、1 クールのみの開催となりました。従来は 4 回で 4 つのテーマを扱ってい

ましたが、今年度は参加者の負担を考慮して 2 回で 4 つのテーマについて話しました。 
 

日時 2009 年 8 月 22 日（土） 14:00～17:00 

2009 年 8 月 29 日（土） 14:00～17:00 

場所 東京都内 

プログラム １. 親しい人がＨＩＶ陽性だと知ったとき 

（できることは何か・自分の気持ちをどう整理するか） 

２. ＨＩＶの治療の現在 （医師の視点・患者の視点） 

３. セックスについて話そう （もっと安心して性生活を続けるために） 

４. 参加者同士での体験共有とフリートーク 

参加資格 HIV 陽性者をパートナー、家族、友人等に持つ方、または HIV 陽性者本人で、 

集まりの規則を守れる方であれば、どなたでも参加できます。 

参加費 1000 円  （賛助会員の方は無料） 

 
デリヘルボーイズ勉強会に出張 

 
東京の新宿二丁目にあるコミュニティーセンター「akta」を拠点に、フリーペーパーや

コンドーム配布を通じた予防啓発活動を行っている「デリヘルボーイズ」のスタッフ勉強

会として、フレンズ＋ミーティングのプログラムを短縮バージョンで出張実施しました。 
まず最初に、話題提供として陽性者スピーカーから感染を通じた経験や感じたことを話

し、続いて代表の長谷川から HIV に関する様々な問題提起をした後、参加者同士で

HIV/AIDS に関する自身の経験や予防活動を通じて感じたことなどを中心にフリートーク

が行われました。 
 
＜開催概要＞ 

日時 2009 年 9 月 18 日（金） 20:00～22:00 

場所 東京都新宿区内 

参加者数 デリヘルボーイズ活動メンバー 15 名 
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国際ネットワーク活動
 
 

「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の問題には、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陽性者グループや関連団体と連携し、国際会議等への

参画を積極的に行ってきました。 

また、国内の関連団体と連携して、エイズ・結核・マラリア世界基金に対する拠出金の

確保、増額のため日本政府に対するロビー活動も行ってきました。特に現在、世界基金

は第 10 期（Round10）に向けて資金不足が深刻になっており、日本国内に限らず広く国

際社会への働きかけが急務となっています。 
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アジア太平洋地域ＨＩＶ陽性者ネットワーク（ＡＰＮ＋）への参画 

 
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+）は、アジア・太平洋地域にある約 30 カ国から代表者が参加している

HIV 陽性者のネットワークであり JaNP+は日本の HIV 陽性者の窓口として参加していま

す。 
2009 年度は、前年度に続き川名奈央子が日本代表として参加し APN+の共同代表に選出

され、バンコクの事務局で開催された運営委員会および総会に参加するとともに、女性の

ためのワーキンググループ“Women of APN+”をコーディネートしました。また、じゅん

ぺいが副代表（alternative representative）として総会に参加すると同時に MSM ワーキ

ングループにも参加、長谷川博史はアドバイザーとして引き続き関与しました。 
APN+では、アジア・太平洋地域に住む陽性者の行動の可能性を広げ「現在の自分たちに

できることを考えよう」という 5 カ年計画を 2006 年から展開しています。 
いっぽう JaNP+は独自に中国、韓国、フィリピンなど、日本と関係の深い国の HIV 陽性

者を国内の支援団体へ紹介するなど、ネットワークを活用して日本在住外国人 HIV 陽性者

の支援を行いました。 
 
国際エイズ会議への参加 

 
2009 年 8 月 9 日～13 日、“Empowering People,Strengthening Network”＝「人々に権

利を与えネットワークを強化しよう」をテーマに、バリで開かれた 第 18 回国際エイズ会

議（International Congress on AIDS in Asia and the Pacific、ICAAP）には世界約 65 カ

国から約 5,000 名が参加し、JaNP＋からはじゅんぺいが参加しました。 
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主要国におけるＨＩＶ陽性者の入国規制に関する情報提供 

 
HIV陽性者が抱えている不安の一つに、海外への渡航に際する入国の可否があります。そ

こで、英語で提供されているウェブサイト“HIV Travel”（http://www.hivtravel.org/・2009
年 12 月現在）の情報をもとに、日本と往来の多い主要な国々について和訳し、リストとし

てウェブサイトにアップしました。 
残念ながら、国によっては法律上の規制と運用の実態が異なる場合もあり、このリスト

のみをもって入国できるかどうかを判断しにくいこともありますが、少なくとも当事者が

判断する際の最初の情報として参考になると思いますし、HIV に対する差別や偏見の現状

を知って頂くきっかけにもなるでしょう。今後も、定期的に情報を更新していきます。 
URL : http://www.janpplus.jp/project/information/ 
 
＜HIV 陽性者の入国規制に関する情報提供によせて＞ 

現在、世界には何らかの形で HIV 陽性者の入

国規制を実施している国が 70 カ国ほど存在しま

す。留学や就労、結婚などの理由による長期滞

在だけでなく旅行などの短期滞在も許可してい

ない国もあり、その中には韓国、中国、台湾、シ

ンガポールなど日本人になじみの深いアジアの

国々も含まれているのです。 

HIV/AIDS はいまだに完治のための医療技術

が開発されていません。したがって HIV 陽性者

やエイズの影響を受けたコミュニティが主体とな

って予防、ケア、サポートに取り組むことが求め

られ、当事者同士の相互扶助や意識啓発の運

動を促進させることが重要な意義をもつと考えら

れています。その実現のためには単一的な国家

の枠組みを超えた国際的な協力が必要ですが、

長年にわたる HIV 陽性者の入国規制措置はそう

した流れを挫き当事者間の団結を著しく阻害す

る要因となってきました。公衆保健の観点からみ

ても、こうした入国制限が何のメリットももたらさ

ない政策であることは明白です。 

かねてより WHO、UNAIDS は渡航制限の撤廃

を各国に要求してきましたが、撤廃に向けた法

的な取り組みに積極的に乗り出す国は少ないの

が実情でした。しかし、2007 年の 12 月、UNAIDS

や国際エイズ学会、フランス・ブラジル・エル＝

サルバドルなどの政府および HIV 陽性者を中心

とする市民社会組織から委員を選出して「HIV 関

連の渡航制限問題に関する国際タスクフォース」

が組織され、短期滞在に関する規制のみならず、

外国人 HIV 陽性者の入国、滞在、長期にわたる

在留のすべてを含む制限撤廃に向けて国際的

な取り組みを進めていくことになったのです。時

を同じくしてアメリカの議会内において外国人

HIV 陽性者の渡航規制撤廃に向けた動きが加

速しはじめ、2008 年の 7 月に規制の撤廃が議会

で可決されました。そして 2009 年 10 月 30 日、

オバマ合衆国大統領は 22 年間に渡った陽性者

の渡米禁止を 2010 年 1 月 1 日から解除する旨

を、正式に発表しました。 

HIV/AIDS と人権に関する国際ガイドライン

（UNAIDS）によれば「HIV に感染している、もしく

は感染の疑いがあるという理由で移動の自由や

居住の選択に制限を加えることは差別である」と

明記しています。アメリカの規制撤廃という重要

な転換期をメルクマールとして、私たちはさらに

世界中から規制を撤廃させるための取り組みを

活発に促していく必要があると考えています。 

  

http://www.hivtravel.org/
http://www.janpplus.jp/project/information/
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今後の課題 

 
2009 年度をもって川名の APN+への日本代表としての任期が満了となり、副代表のじゅ

んぺいが 2010 年度より代表を務めることを内定しています。しかし、エイズ対策は途上国

を含めその治療環境や社会状況が大きく転換しつつあることから、国際ネットワークの重

要性はますます高まっており、JaNP+の国際ネットワーク部門への参加者を増強する必要

があると考えています。 
特に、東アジアにおける HIV 陽性者が現在または近い将来直面する課題は日本と共通す

る部分が多く、中国、韓国、台湾、香港、香港、フィリピン、モンゴルなどの東アジア諸

国との連携が求められています。これらの国の中には経済成長が著しい国も含まれており、

世界基金への拠出など国際エイズ問題への積極的な関与を現地 HIV 陽性者団体とともに働

き掛けていきます。 
 
  



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会への働きかけ（アドボカシー）
 
 

ＪａＮＰ＋では、「ＨＩＶ陽性者の立場からの主張」「ＨＩＶ陽性者の権利擁護」「ＨＩＶ陽性

者の社会参加」といった視点から、ＨＩＶ陽性者のエイズ対策へのより広範な関与（GIPA：

Greater Involvement of PLWHA）を推進するべく、アドボカシー活動を行っています。 

広い意味では、ジャンププラスの活動全体がアドボカシーにつながるものですが、ここ

では特に、行政や政治、メディア等への働きかけについてご報告します。 
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衆議院選挙に向けて各政党への公開質問を実施 

 
2009 年 8 月 30 日に行われた衆議院選挙に先立ち、各政党から発表されたマニフェスト

には、エイズ対策について全く触れられていませんでした。そこで、JaNP+は HIV/AIDS
関連 NGO4 団体との連名により、自民党、公明党、民主党、社民党、共産党、国民新党の

6 政党に対してエイズ政策に関する公開質問を行いました。 
 
＜質問内容＞ 

１. 各政党がマニフェストにエイズ対策を特記しなかった理由 

２. 各政党のエイズ対策基本方針 

ア）国内対策について 

イ）国際エイズ問題への取り組みについて 

 
この結果、自由民主党、民主党、社会民主党、日本共産党の 4 政党から回答を得ること

ができました。一方、公明党と国民新党からは回答が得られませんでした。この結果は WEB
サイト上にて公開し、ニュースリリースを行いました。 
URL : http://www.janpplus.jp/project/advocacy/090818answer.pdf 
 

法務省に対する要望書提出 

 
国内には抗 HIV 治療を受診する多数の外国人患者が存在します。2009 年 4 月に発表され

た入国管理局のガイドラインによれば、在留資格の審査にあたっては、日本人配偶者や日

本国籍の子供の養育者や難病患者に対しては配慮がなされ、特に治療を急ぐ患者に対して

は 1～2 ヶ月で審査が終えられ在留資格が与えられるべきとされています。しかし、この点

は全国の関連機関および担当者に周知されているとは言い難く、担当機関および担当官の

理解が不十分なために不適切な対応が行われ、外国人患者が危機的状況にさらされる事態

が見受けられます。 
こうした経緯を踏まえ、2009 年 11 月 5 日、JaNP+は神奈川県勤労者医療生活協同組合

港町診療所の所長で特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会の副代表も務める

沢田貴志氏との連名により、法務省に対し「HIV 陽性外国人の入国審査と生存権に関する

要望書」を提出し、事態の改善について要望致しました。 
 
  

http://www.janpplus.jp/project/advocacy/090818answer.pdf
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厚生労働大臣に対する要望書提出 

 
2009 年 11 月 25 日、JaNP+は特定非営利活動法人アフリカ日本協議会および特定非営利

活動法人 AIDS & Society 研究会議との連名により、厚生労働大臣に対し「要望書」提出し

ました。 
 
＜要望内容＞ 

１. 対策立案、実施、評価において政府としてリーダーシップを発揮すること。「エイズ対策施策

評価委員会」を定期的に開催すること。「エイズ予防指針」を見直すプロセスを早期に提示

すること。 

２. HIV 陽性者の医療を確保すること。とくに国内に在住外国籍陽性者への緊急医療の保証と

医療環境の改善をはかること。女性陽性者への支援を充実させること。医療機関における

他科連携、地域における医療機関連携を促進すること。 

３. 検査（自発性に基づきカウンセリングを伴う）を受けやすい環境を整えること。 

４. 感染予防のための情報提供等の活動を促進すること。とくに男性同性愛者等個別施策層

への支援を強化すること。施策の基礎となる戦略研究を継続し、深化をはかること。 

５. 医療、就労、社会生活の場で、陽性者および個別施策層の人権尊重をはかること。エイズ

対策の事業化を継続し、充実をはかること。 

６. 国連合同エイズ計画（UNAIDS）、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）等への人

的財政的貢献を強化するとともに、積極的に国際協力を推進すること。 

７. 政府による対策の立案、実施、評価に、陽性者および個別施策層、支援団体の参画を保障

すること。その一環として、厚生労働省と市民社会とが情報を共有し、意見を交換する場を

設定すること。 

 
  



 
陽性者からの意見・要望を行政に届ける「ポジティブ・ボイス・プロジェクト」 

 
JaNP+では、これまでも厚生労働省を中心とした行政機関に対して、他の HIV 陽性者当

事者団体や支援団体等と協同して様々な提言や要望を行ってきました。これらの取り組み

に、より広い HIV 陽性者の声を反映させるため、意見の公募を行う「ポジティブ・ボイス・

プロジェクト」（Positive Voice Project）を開始しました。これは国および行政に対する HIV
陽性者の立場からの様々な意見を、団体だけでなく HIV 陽性者個人の皆様からも広く募集

し、JaNP+の様々な請願活動やロビー活動に生かすためのものです。 
また、これに伴い連携団体や専門家によるアドバイザー会議を設立し、客観的な視点か

ら活動への助言を求め、本プロジェクトの運営に反映させていきます。 
 
＜ポジティブ・ボイス・プロジェクトの概要＞ 

 
 
 
現在、所定の応募用紙により郵送、FAX または E-mail にてご意見、ご要望を受け付けて

おります（匿名可）。 
URL : http://www.janpplus.jp/project/advocacy/ 
 
ご提出いただいた意見の全てが行政機関等への提言や要望に必ず反映されることを保証

するものではありません。しかし、皆様から頂いた声を届けられるよう最大限に努めてま

いります。より多くの皆様からの御意見、御要望をお待ちしております。 
なお、この事業は Levi Strauss Foundation の助成を受けています。 
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その他のアドボカシー活動 

 
前年度に引き続き、長谷川が東京都エイズ専門家委員として東京都のエイズ対策に参画

しています。 
また、下記のメディアから取材を受けました。 

 
＜マスメディア取材＞ 

2009 年 6 月 

2009 年 10 月 21 日 

2009 年 11 月 6 日 

2010 年 2 月 15 日 

医学書院 「保健師ジャーナル」 

テレビ朝日 「東京サイト」 

FM フジ 「グラマラスラブ」 

日本経済新聞 （産業面） 

 
今後の課題 

 
HIV 感染症は治療の進歩とともに長期療養が中心的課題となり、現在では「生き残るた

めの医療」から「よりよく生きるための医療」への転換が求められています。その中でも

歯科、産科、外科などをはじめとする生活圏での受療環境の整備が急がれます。また、支

援体制では MSM（男性とセックスをする男性）のセクシュアルヘルス支援がほとんどない

こと、そして女性陽性者への支援もきわめて少ないといった問題があります。 
JaNP+はこうした HIV 陽性者の新たなニーズを「当事者の声」として集め、問題を改善

するための働きかけを行っていきます。 
 
  



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の活動
 
  



 
薬剤に関するアンケートへの協力 

 
株式会社日本能率協会総合研究所が製薬メーカー（企業名非公開）からの委託により、

抗 HIV 薬を服用中の陽性者を対象に、「抗 HIV 薬についてのアンケート」をインターネッ

ト上にて実施しました。 
JaNP+は、アンケートを通じて薬剤についての患者視点での評価や率直な意見が、今後

の薬剤の開発に活かされることを期待して、このアンケートの広報に協力しました。また、

回答者 1 名様につき 10,000 円が株式会社日本能率協会総合研究所より JaNP+に調査委託

費として支払われました。 
アンケートの回答に御協力頂いた皆様、改めて厚く御礼申し上げます。 

 
研究成果発表会「ＨＩＶ感染予防情報は必要な人たちに届いているのか？」開催 

 
平成 21 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）の研究成果等普及啓発事業として、

シンポジウム「HIV 感染予防情報は必要な人たちに届いているのか？」を開催しました。 
HIV 感染症をはじめとする性感染症の予防メッセージは、様々な理由から伝わりにくい

状況があります。特に感染のリスクが大きい人たちほど、その情報やメッセージが自分の

存在やライフスタイルを否定している感覚におちいることも多く、拒否的な態度を示しや

すいと考えられます。予防情報の送り手と受け手に横たわる大きなギャップが、予防啓発

のむずかしさを生みだしているのです。そこで、いくつかの角度からこのギャップを生み

だすものについて検討しました。 
アンケート回収数 46 名のうち、27 名が「参考になった」、14 名が「やや参考になった」

との回答がありました。 
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花井十伍氏による講演 左から高橋章太氏、稲垣朝子氏、郭晃彰氏 

 
  



 
＜開催概要＞ 

日時 2010 年 3 月 23 日（火） 18:30～20:40 

場所 津田ホール 

プログラム 第１部  講演 

 花井十伍 特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権<MERS> 理事 

「感染症予防と人権」  

 宮島謙介 日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス/臨床心理士 

「昼と夜は別の顔/MSM の予防情報アクセス阻害要因」 

第２部  パネルディスカッション 

「若者たちに HIV 感染予防情報は届いているのか？」 

 郭晃彰 早稲田大学公認イベント企画サークル qoon 前代表 

 稲垣朝子 東京都エイズ啓発拠点ふぉー・てぃー ピアスタッフ 

 高橋章太 NPO 法人ピアフレンズ HIV/AIDS 対策担当 

参加者数 53 名 （出演者・スタッフ除く） 

主催 財団法人エイズ予防財団 

 
＜参加者アンケートから＞ 

必要かもしれないけれど情報を受

け取る気がない層、自分の都合のよ 

様々な立場に立っている人達から

色々な意見が聞けてとても参考にな 

37 
 

  

りました。私自身、啓発活動を行っている側とし

て予防一辺倒の啓発に疑問を持っていたので、

今回のようなテーマでのシンポジウムに参加出

来たことで、改めて啓発内容やアプローチ方を

見直す参考になりました。 

  

啓発や予防の呼び掛けも、個人と

してのもの、公衆としてのものと違うと

いう再認識を得られた。 

  

「送り手と受け手に横たわる大きな

ギャップ」という言葉が記載されてい 

ましたが、今回のシンポジウムは「送り手」側が

感じているギャップを聞けたことに留まるような

気がします。ちょっと難しいのかもしれませんが

「受け手」側が感じているギャップも聞けて、更に

言えば、情報を発信する側と受信する側双方の

ディスカッションが聞けたら、お互いにもっといろ

いろな事がわかるのではないかなぁ…と思いま

す。 

 

い解釈をした上で受け取る層などの存在も示さ

れたような気がします。大変興味深く、考えさせ

られるシンポジウムでした。 

 

若年層の他が、必要な情報を手に

入れていると思ったが、現場の声を 

聞いて、まだまだなのだ、と思った。若いうちに

有用な情報を入手し、次の世代での感染が拡大

しないことをのぞみます。 

 

私は、養護教諭を目指しているの

で若い子の感覚が聞きたかった。今 

後も若い人を相手にしているガッキーさんのよう

な代表者、関係者の話が聞きたいと思いまし

た。 
人情や愛の大切さなどヒューマン

な側面だけでアピールするのではな  

い、別の切り口での予防メッセージが色々な種

類で必要となってくるのでしょう。 

 



 
「ＨＩＶ陽性者のための治療に関する勉強会（仮）」を開催予定 

 
2010 年度、東京・名古屋・大阪の３箇所で治療に関する勉強会（仮）」の開催を計画して

います。 
勉強会では HIV の治療に関する知識を専門家より学び、現在の医療や自身が受けている

治療を客観的に理解することで、仕事や人間関係、HIV 以外に抱えている疾患など、個人

により異なる治療に対するニーズや時間の経過とともに変化するライフステージに、治療

のあり方を対応させていく考え方を提供できればと考えております。 

 

医療・福祉の

基本的な知識

自分に合った

考え方・価値観

治療と生活の両立

ＱＯＬの向上

＜開催概要＞ 

時期 9 月～10 月頃を予定 

場所 東京、名古屋、大阪 

プログラム １. 治療と生活のアウトライン 

講師：長谷川博史（日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス 代表） 

自分自身が治療の主体であること、基本的な治療や医療の選択のポイント、メリ

ットとデメリット（リスク）の考え方、治療と仕事・人間関係・性生活などとの関係に

ついて提示します。 

２. 医学的な基礎知識と最新情報 

講師：ＨＩＶ専門医師（未定） 

医学的な観点から治療について説明し、治療に関する客観的な知識を習得しま

す。また、最近の治療の動向についても触れることで、長期的な治療に対するビ

ジョンの構築に役立てます。 

３. 福祉の活用 

講師：ソーシャルワーカー（未定） 

免疫機能障害者として活用可能な福祉資源のリソースを紹介し、現在の個人の

生活状況に合った福祉サービスの選択肢を把握することができ、また将来のライ

フステージの変化に対する準備性を高めることができます。 

４. 質疑応答 

参加者数 東京 50 名、名古屋 20 名、大阪 30 名を想定 

後援 万有製薬株式会社 
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スティグマに関する研究計画 

 
2010 年度は HIV 陽性者の性的健康支援と人権擁護の視点から、公衆衛生や臨床心理の専

門家との協働による「MSM（男性とセックスをする男性）陽性者のエイズおよびセクシュ

アリティにまつわるスティグマに関する質的調査」を計画しています。 
また、これに伴い JaNP+内に専門家および外部有識者による倫理委員会を設けます。 
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広報・事務局
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特定非営利活動法人の設立申請 

 
ジャンププラスは 2010 年 4 月、特定非営利活動法人の設立を東京都に申請致しました。

2010 年 8 月に認証の予定です。 
もちろん、「HIV 陽性者が秘密を抱えることもなく、社会的な不利益を受けることもなく

HIV 陽性者として、自立したあたりまえの生活ができる社会を目指す」という活動の目的

や、これを支える「情報提供」「アドボカシー」「ネットワーク」という３つのミッション、

そして従来のプロジェクトの多くは、これまで通り継続実施してまいります。 
 
＜団体概要（申請時）＞ 

名称 

住所 

設立時の理事 

 

 

 

 

設立時の正会員数

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 

〒160-0014 東京都新宿区内藤町 1-7 ホヲトクビル 402 

代表理事 長谷川博史 

理事 樽井正義 / 慶應義塾大学文学部人文社会学科哲学系教授 

理事 佐藤未光 / Rainbow Ring 代表 

理事 藤原良次 / 特定非営利活動法人りょうちゃんず代表 

監事 池上千寿子 / 特定非営利活動法人ぷれいす東京代表 

11 名 

 
JaNP+の活動には、HIV 陽性者であるか否かを問わず、賛助会員やボランティア活動を

通じて様々な形でご参加いただけます。また HIV 陽性の皆様には、意見の応募（WEB、

E-mail、郵送、FAX）や各種調査や勉強会への参加、スピーカー活動（研修の修了および

選考通過が条件となります）、陽性者限定のイベント等でのボランティア活動を通じてご参

加いただけたら幸いです。ご興味のある方は、どうぞお気軽に JaNP+事務局までお問い合

わせください。 
今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 
＜活動への参加および支援の方法＞ 

種別 費用 要件 

正会員 年会費１万円／１人  JaNP+の活動目的に賛同してくださる方 

 総会における議決権があります 

賛助会員 企業・団体１万円／１口 

個人６千円／１口 

学生３千円／１口 

 JaNP+の活動を支援してくださる方 

 総会における議決権はありません 

 お一人様何口でもお申し込み頂けます 

活動会員 不要  ボランティアスタッフとしてのご参加です 

寄付 任意   

※ お振込先につきましては WEB サイトおよび新パンフレットをご参照ください。 



 
ロゴおよびパンフレットのリニューアル 

 
NPO 法人化に伴い、「小さなちからを大

きくつなぐ」をキャッチコピーに、ジャン

ププラスのロゴを若干リニューアルしまし

た。また、パンフレットも全面リニューア

ルいたします。  
 

  
 
ニュースレターの発行 

 
 2009 年度は、ニュースレターの第 7 号～第 8 号を書く 2000 部発行しました。ニュース

レターは HIV 診療を行う主要な医療機関や HIV 関連の NGO およびコミュニティーセンタ

ー、行政、企業、専門家および賛助会員の皆様に配布しています。また、ニュースレター

は PDF ファイルにて JaNP+の WEB サイトにアップし、E-mail 配信と HIV 陽性者限定の

SNS 内での広報を併せて行うことにより、より多く方にご覧頂けるよう努めています。 
 
ＷＥＢサイトの運営 

 
 主にイベント案内や情報提供などの JaNP+の活動報告として、オフィシャルサイトを適

宜更新し広報に役立てています。初めて JaNP+に問い合わせる方が JaNP+の活動について

調べたり、スピーカーの派遣依頼や賛助会員や寄付の方法など手続きを事前に確認できた

りすることで、結果として事務局の実務負担の軽減にもつながっています。なお、2009 年

度の WEB サイトの更新回数は 51 回でした（軽微な修正等は除く）。 
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事務局 

 
事務局では、外部関係先との一次対応、印刷物や資料の発送、イベントの会場手配や備

品などの準備、アンケート集計、事務所の管理、会計を行いました。 
2009 年度より、アンケート集計やニュースレター発送作業などのうち個人情報の守秘に

支障なのない作業については、HIV 陽性であるか否かを問わずボランティアスタッフの募

集を行い、数名のボランティアの方々が協力してくださっています。 
また、今後もより効果的、効率的に広報や調査にも活かせるよう、全国の拠点病院およ

び保健所のリストの整備を行いました。 
 


