
News Letter NOVEMBER, 2019  No.41

【今号のイチ押し!】 かかりつけ歯科をもつことの大切さ
　HIV陽性者の歯科受診の現状と課題 ..............................1-3面
【POSITIVE ワイド】 HIV陽性者と海外渡航
　長期滞在が難しいケースも…入国規制とビザ ...............4-5面
【JaNP+の広場】 コラム「映画とHIV/AIDS」
　90年代が舞台の作品紹介 2  ...............................................6面
【JaNP+の広場】 HIV陽性者スピーカー紹介
　生まれ育った北海道で、自分らしく生きていくために ........7面
【JaNP+の広場】 3年に1度の大規模調査にご協力を! ......8面

編集発行／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
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-21-12-103　［TEL］03-4291-2312（不在の際はメールにてご連絡ください）  
［E-mail］info@janpplus.jp   ［ホームページ］http://janpplus.jp/

転移するし（他の歯もむし歯になる）、最後は死（歯を失う）、放置したらダ
メですよ」という事です。そして、歯を失えば義歯やインプラントを入
れて失った歯を人工物で補う訳です。また、歯科で扱う病気には、
顎関節症、睡眠時無呼吸症候群、摂食嚥下障害、口臭症、口
内炎、口腔がんなどの口腔粘膜（舌を含む）疾患もあります。
　さらに、近年の研究により、歯周病と全身疾患との関連が分かっ
てきました。糖尿病、心臓病、肺炎、動脈硬化、認知症、早産など
との相互の影響があるとされています。やはり、口の中も全身の一部
であるという事ですね。

HIV感染症と歯科の関係

　都立駒込病院の今村顕史先生のリサーチによれば、感染症科
から他の科への紹介を要するトップは歯科という事です。「口腔内
は免疫の鏡」と言われるように、口の中を診る歯科医は患者さんの
免疫の変化に気づくことができます。例えば、免疫が低下し始めるた
ことで口腔カンジダ症を発症し、その事でHIV感染が疑われたりす
ることがあります。かつては、「服薬待機」と言ってCD4が200ぐら
いまで低下して初めて服薬が開始されるという時代があり、歯科で
口腔カンジダを認め、内科と連携することで服薬が始まったという事
も経験しました。

はじめに

　HIV陽性者の方々の歯科治療に携わるようになって26年の歳
月が流れました。その間には不幸にして亡くなられてしまった患者さん
もおりました。しかし、現在では、抗HIV薬によりコントロールされ、
天寿をまっとうできるHIV陽性者がほとんどということで、数年ぶりに
来院された方でも「久しぶり！　元気そうだね～」と言えることに喜び
を感じています。

　まずは自己紹介から。私は1993年に品川区中延の地に歯科医
院を開業しました。その後、ぷれいす東京の生島氏に出会ったこと
からHIV陽性者の歯科における診療拒否の問題を知り、それなり
に勉強してHIV陽性者の方 を々受け入れてきました。
　そして、1995年には歯科開業医における診療拒否の問題の解
決のために、同じ志を持つ歯科開業医が集まって、東京HIVデン
タルネットワーク（THDN）という研究会を立ち上げました。歯科医
師会主催の学術講演会でレクチャーをしたり、歯科医師同士で
情報交換をするなどして、一人でも多くの歯科医が診療拒否するこ
となくHIV陽性者を受け入れ、健全な歯科医療となることを目指し
て活動しております。

口腔の健康と全身の健康

　医療の中で歯科は、老若男女すべての人のライフサイクルに関
わる医療と言えるでしょう。そう、皆さんも一度は好むと好まざるにかか
わらず、歯医者の門をくぐったことがあるでしょう。
　でも、歯科治療が敬遠されがちなのは、外科的治療が主だから
なのでしょう。薬を飲んで治せる内科的治療とは異なり、麻酔の注
射をしたり、キーンという音と共に歯を削ったり、歯を抜いて血を見た
り……。嫌なことが多いですよね。
　どんな病気も早期発見、早期治療に尽きます。歯周病はもちろ
ん、むし歯だって立派な病気です。よく患者さんにも話をしますが、
「むし歯は、がんと同じ。自然治癒しないし、末期は痛みとの闘い、
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開業歯科医院の診療拒否という問題を越えて
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ホームドクターとしての開業歯科医

　むし歯や歯周病に代表される歯科疾患の治療はもちろん、歯周
病と関連のある全身疾患の治療の一助としても、日常的な口腔ケア
のためにも、定期的な歯科受診を勧めています。「痛くなった時だ
け行く歯医者」から、「痛くない時にも口腔ケアのために行く歯医者」
へ。痛まない時でも歯石を取ってクリーニングしてもらったり、定期
的なチェックをしてもらいましょう。自分に合ったかかりつけ歯科医を
見つけておきましょう。
　特に、診療拒否という忌まわしい事態のために、急に歯が痛くな
ってもなかなか治療を受けられる歯科医院を見つけにくいHIV陽
性者の方 に々は、あらかじめ信頼できる歯科医院を見つけておくこと
が必要だという提言をしています。

　私たちは「いつでも、どこでも、だれにでも」というホームドクターの
モットーがあるので、同業の開業歯科医師に対しては、たとえHIV
陽性者であろうが健常者であろうが、歯科医療を提供しなければ
ならない、と講演会等で話をしています。「だれにでも」です！
　歯科医療においては、直接命にかかわることは稀な事です。しか
し、友人や家族との楽しい語らいの中で食べたいものを食べられる
生活を最期の最期まで続けられるようにする、言わば人間としての
QOL（生活の質）の維持という重要な事が歯科医療の使命である
と思います。
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　内科と歯科の連携は、疾病の治療に関して大切なことであると思
えます。しかし、HIV陽性者を取り巻く歯科医療体制は、残念なが
ら健全とは言えません。未だに診療拒否という問題が潜在しており、
顕在化して訴訟にまで発展するケースも少なからずあります。
この診療拒否という問題が、HIV陽性者の方々から歯科を遠ざけ
ている事実があるかもしれません。このニュースレターを通して、
HIV陽性者の方 に々少しでも歯科の敷居を低くすることが出来れ
ば、という思いで書き進めようと思います。

HIV陽性者がどうしたら
歯科受診しやすくなるか

　ここでは、HIV陽性者の方からの素朴な疑問を中心にお話して
いきたいと思います。

Q1. HIV陽性を言ったほうがいいのか?　虫歯だけのとき、抜
歯するときなど。
基本的に医療は、医師と患者との信頼関係に基づいて成り立つ
ものです。医師は患者の全身状態を把握したうえで治療に入る
べきもの、と思っています。患者さん側も、「この先生はすべてを
理解した上で治療してくれている」という安心感のもとで治療を
受けることが大切ではないでしょうか。
　　
Q2. 診療拒否をしない歯科の見分け方や、事前に調べられる
ことはある?
クリニックのHPなどに、「感染症を有している方の診療可」など
記載されていることがあります（私のクリニックのHPにも記載がありま

す）。また、事前に電話で「感染症がありますが診療してもらえま
すか？」と聞いてみることもできます。後でお話しますが、東京都
などいくつかの都道府県には「エイズ協力歯科医療機関紹介事
業」というシステムもあります。

Q3. 多くの開業歯科医はHIVのことをどんな風に思っている? 
「以前からずっと通って来られている患者さんが感染した場合は
治療するけど、新たにHIV陽性の患者を受け入れたくはない」と
いう声はよく聞きます。診療拒否をする原因として以下の事項が
挙げられています。

❶HIV感染症、AIDSの知識がない
❷感染対策にお金がかかり、十分ではない
❸スタッフの同意が得られない
❹院内におけるプライバシーが保たれない
❺病院の歯科に任せればいい
❻心理的に嫌

それぞれの項目について、私たちTHDNでは解決策を検討し、
歯科向けエイズ講習会等でレクチャーしています。それを聞き入
れられるかどうかは、歯科医師個々の問題なのでしょう。

Q4. 自治体の歯科医紹介制度はどのようなものですか?
例えば、東京都には、都から東京都歯科医師会に委託された事

業として「東京都エイズ協力歯科医療機関紹介事業」がありま
す。HIVの主治医に「歯科を受診したい」と申し出れば、東京都
歯科医師会の協力医リストに基づいて、通院しやすい歯科医院
が紹介されるシステムになっています。協力歯科医療機関の数
は103施設で、2018年度は100余名のHIV陽性者の方が紹
介を受けています。協力歯科医療機関数がもっと増えればいい
と思い、エイズ講習会や東京都歯科医師会の広報にて募集して
いるところです。同様のシステムが神奈川県などいくつかの自治
体にはあります。

Q5. 個室のない開業歯科医でもプライバシーは守られる?
個室でなければプライバシーが保たれないとは思いません。患
者さんのプライバシー保護に留意して、問診の多い初診の時間
帯やブースの位置に配慮したりするなど、工夫している先生もい
ます。

Q6. HIV陽性者にとっての口腔衛生の重要性は?
数年前、歯周病菌の産生する酪酸によってHIVが活性化すると
いう報告がありました。前述した通り、歯周病と他の全身疾患と
の関連もあります。大切なことは、HIV陽性者も非陽性者と区別
されることなく、口腔ケアに留意し歯周病の治療と管理に力を注
ぐべきものと考えられます。
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●かかりつけ歯科医がいないと回答し
ている人のうち、かかりつけ歯科医を
必要としている人は65％いる。

●HIVを伝えていない理由は「受診拒否される心配があった」がもっとも多く、次いで「伝える必要がないと思った」、
「近所の人や家族にHIVをのことを知られたくない」、「プライバシーが確保されていない」など。

●地域の歯科医療機関でのHIV陽性を理由とした受診拒否の経験は、
「はっきり断られた／やんわりと・別の理由を出して断られた」を合わせて（重複回答4人を除く）6.8%（71人）。

●かかりつけ歯科医がいると回答した
人のうち、HIVを伝えている人は約5割
にとどまっている。
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かかりつけ歯科医の有無
n=1038

HIV陽性であることを（一部／まったく）伝えていない理由（複数回答）　n=253

HIVを理由とした受診拒否の経験（複数回答）　n=1038

かかりつけ歯科医に
HIV陽性であることを
伝えているか
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かかりつけ歯科医を
必要としているか
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参考：HIV陽性者における歯科受診の現状
HIV陽性者を対象とした大規模アンケート調査の結果から

受診拒否される心配があったため

近所の人や家族にHIVのことを知られたくないため

プライバシーが確保されていないため

特別扱いされたくないため

主治医など医療スタッフに余計な心配をされたくないため

嫌々診ているという態度をされる心配があったため

伝える必要がないと思ったため

はっきりと受診を断られた

やんわりと・別の理由を出して受診を断られた
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56%

4%

34%

3%

30%

54%

26%

33%

26%

7%

20%

42%

0 10 20 30 40 50 60（%）

0 10 20 30 40 50 60（%）

出典：HIV Futures Japan プロジェクト「第2回・HIV陽性者のためのWEB調査」
（2016～2017年・日本国内在住のHIV陽性者1038人が回答）　https://survey.futures-japan.jp/



4  News Letter

NOVEMBER, 2019

【 POSITIVEワイド 】

 ［特集］HIV陽性者と海外渡航│第1回 入国規制とビザ
by スピーカー　けいた

　2019年6月、UNAIDS（国連合同エ
イズ計画）とUNDP（国連開発計画）がプ
レスリリースで48の国と地域の政府や
行政に対して、HIVに関連する渡航制
限を撤回するよう呼びかけを行っていま
す。実はHIVに感染していることでロシ
アやマレーシアなどのように入国を拒
む国・地域、オーストラリアやニュージー
ランドなどのように一部制限を設けてい
る国・地域もあります（図）。
　入国を拒むと言っても、滞在期間や
滞在目的によっては大丈夫な場合もあ
ります。また確認方法も色々なので完
全に入れないということは少ないです
が、それでも現地に行って入国を拒否
されるようなトラブルには巻き込まれた
くないですよね。また、海外転勤のため
のビザ申請で必要な健康診断の検査項
目にHIVが入っていて、不本意な形で
会社にHIV陽性が伝わってしまわない
か不安ということもあるかと思います。
　どこの国に行くか、目的は何か、ど

のくらい滞在するかによって、想定して
おくべきことや手続きは異なります。こ
こでは海外渡航に必要な準備にどんな
ものがあり、どのように行えば良いかを
お伝えできたらと思います。また、HIV
陽性者だけでなく多くの人に、世界の
国々がHIVについてどのような方針を
とっているかを知る機会にしたり、日本
の制度や日本で暮らす外国人の方のこ
とを考えるきっかけにしていただければ
と思います。

 

　海外旅行に必ず必要なものといえば
パスポートですが、それとセットで外国
に出入りするときに必要となるのがビザ
です。ビザは「滞在（入国）許可証」のこ
とで、その国の国籍を持たない人が国
内に入り滞在することを許可する書類
です。観光、商用、就労、留学など様々
な種類があり、どこの国の人がどこの
国に行くか、目的と滞在期間によって
必要なビザは変わってきます。
　日本のパスポートを持っていれば、

図：HIVに関連した各国の渡航制限
■ 渡航制限なし
■ 一部のビザでHIV検査が必要
■  HIV陽性だと短期／長期いずれか 
または両方の滞在を禁止

■  外国人がHIV陽性と判明した場合は 
国外退去を命令

HIVに関連する
入国・渡航制限

海外に行くなら
まず調べること

UNAIDS「HIV-related travel restriction」より
https://travelrestrictions.unaids.org

　こんにちは。HIV陽性者スピーカー
をしていますけいたです。HIV陽性者
のミーティングに出ると「1週間海外旅
行で○○に行ってきました!」という話
をたまに聞きます。私たちHIV陽性者
も条件（体調とかお金とか）が整えば海外
旅行にも行けちゃうんですよね。感染
を知る前、HIVにとても暗いイメージ
を持っていた私は「感染をしていても
ちゃんと検査と治療をしていれば日常
生活が送れる」ということの良い例だ
なぁと、そのような話を聞くたびに思い
ます。
　でも、初めての海外旅行という人や、
留学や転勤で海外に行かなきゃという
人は、どう準備したらいいか、本当に
行けるのか不安に感じる方もいるかも
しれません。たまたま私は海外でHIV
感染を知り治療を開始しており、その
経験からHIV陽性者の海外渡航につ
いてお伝えさせて
いただきます。
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90日未満（短期）の滞在であれば多くの
場合に現地の入管でビザが発行しても
らえます。90日以上（長期）滞在する場
合は渡航前にビザの申請が必要になり
ます。会社の転勤や現地での起業、留
学、外国籍の人と結婚して現地で暮ら
し始める時などに長期滞在用のビザが
必要となることが多いです。ビザの種
類もその取得のための必要書類も様々
で、学歴や雇用証明、犯罪歴がないこ
との証明、健康診断、銀行預金残高の
証明など、多種多様です。
　海外に行くことが決まったら渡航に
必要なビザの種類を確認しましょう。短
期であれば旅行ガイドや旅行会社で確
認できます。長期の場合は各国大使館
のHPや長期ビザの手配を代行サポート
してくれる会社で確認しましょう。各国
政府の方針で必要な手続きも変わるの
で、過去に行ったことのある国でも毎
回確認することが大切です。

　HIV陽性者の入国制限については
「The Global Database on HIV 
related travel restrictions」
（http://hivtravel.org）という英語のサイ
トが各国の情報をまとめて公開してい
ます。英語が苦手な方には見辛いかも
しれませんが、まずはトップの世界地図
で自分の行きたい国をクリックするか、
プルダウンから国を選べば情報が見ら
れます。
　国ごとの情報は下記の3つの項目で
大まかにまとめられています。その他

　❷の欄に自分の渡航目的に当てはま
る項目がある場合は残念ながら申請が
通らない可能性が高いです。完全にダ
メとは言い切れないのは、ビザ申請が
通るかどうかの基準は完全には公開さ
れておらず、場合によって通ることがあ
るからです。ビザの種類によっては面接
を行うなど総合的に判断される場合も
あります。しかし健康診断の項目にHIV

に、具体的な事例、治療レベルと外国
人が治療を受けられるかどうか、HIVの
情報提供やサポートをしている団体の
紹介、という構成になっています。

が入っている場合はHIV陽性者の長
期滞在は認めないという意識の現れで
す。その点も考慮して慎重に対応する
必要があります。

　ビザ発行の基準に「HIVに感染して
いないかどうか」という国は歴史的に多
くありました。HIVが死の病として恐れ
られていた頃に、入国後に体調を崩す
と対応に苦慮する、医療費が莫大にか
かる、国内の感染者が増えるとさらに
感染が蔓延すると考える人もいたこと
から、このような政策をとる国があった
ようです。
　近年このような方針を転換する国は
多くあります。アメリカは1987年にHIV
に感染した人の入国を制限しましたが、
この方針は2010年にようやく解除され
ました。UNAIDSもHIV陽性者の移動
を制限することは人権侵害にあたるこ
と、地域のHIV感染抑止の観点でも効
果があるわけではないことを指摘して
います。しかし、入国制限をしている48
の国・地域のうち30か国は方針を転換
しないとしています。治療が日進月歩
でよくなる中、社会制度もこれに追い
ついていかないといけないと思います。

The Global Database 
on HIV related travel 
restrictions
http://hivtravel.org

HIV陽性者の
入国制限の調べ方

HIV陽性者の入国制限を
取り巻く状況

❶ Entry regulations（入国規則）
　主に短期滞在の場合の入国に関
する方針が記載されています。「No 
restrictions（制限なし）」と書いてあれ
ば入国可能。「No restrictions... for 
short-term and tourist stays」と
書いてあれば、短期の滞在または旅行
の場合は入国可能という意味です。

❷ Residence regulations
　（居住規則）
　主に長期滞在の場合の入国に関する
方針が記載されています。空欄ならば
短期と同様という意味です。もし「HIV 
test required for work and study 
visa applications of more than 
six months」と書いてあれば、6 か月
以上の商用または留学目的でのビザ申
請にはHIV 検査が必要となるという意
味です。

❸ Additional information
　（追加情報）
　その他の特記事項が記載されていま
す。例えば、HIV 感染にともなうビザ取
り消しや出国命令、、難民申請する場
合は免除される国があるなど。

　私は10代の頃に海外で1年間ホー
ムステイをしたことがあります。異文化
の中で英語もよくわからない中、ホスト
ファミリーや学校の友人との生活をし、
楽しいことも苦しいこともたくさんあり
ました。あの1年はこの先ずっと自分
の人生で掛け替えのない1年だろうと
思っています。そんな思入れの強い国
が、実はHIV陽性者の長期滞在を認め
ていない国でした。知人も多くいるの
で、転職してその国で暮らしたいとい
う気持ちも心のどこかにはありますが、
事実上それはできないという状況です。
数年内にこのような方針も変わればい
いなと期待しています。
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世界には、HIV/AIDSを扱った様々な映画が数多く存在します。HIVの存在によって、多くの人々が身近な人との関わりや
性愛、あるいは政治、宗教、文化や歴史について見つめ直してきました。これらの経験に映画を通して触れることで、みな
さんが持っているHIVに対する考えや感情も、また違ったものに変化するかもしれません。

 ［コラム］いまこそ振り返りたい、
90年代が舞台の作品たち❷

IVという言葉すら登場しないものの、忘れてはいけない経験
や存在として暗にHIVを扱っている映画もあります。『悲し

みに、こんにちは』は、６歳の少女フリダの1993年の夏休みを
詩的に映像化し、ゴヤ賞（スペインのアカデミー賞）新人賞を受賞して
います。突然両親が「ある病気」で亡くなり、フリダはカタルーニャ
の山の中に住む叔父の家族と住むことに。この映画は監督カルラ・
シモンの経験を元にしていて、彼女は自身の母となった叔母や自
然の優しさ、どうしようもない孤独感を100分におさめます。スペイン
では、36年間に及んだフランコ独裁体制が1975年に終わり、民
主化する社会で自由を謳歌した当時の若者の一部でヘロインが
流行。1997年までに国内で12万件のHIV/AIDS診断が報告
されており、これは当時の欧州連合のなかで成人人口に対する比
率としては最も高かったようです。本作の2017年の公開後、あの
時無口だった６歳の少女は、根深いスティグマをよそに国を代表
する次世代の監督として国内外から注目されています。

　アカデミー賞受賞でも話題になった『ムーンライト』はどうでしょう
か。この作品にもHIVの言及はありません。しかし、自伝的な本作の
原作者であるタレル・アルヴィン・マクレイニーと脚本をかいた監督の
バリー・ジェンキンスの2人が10代だった90年代（劇中の第二幕）に
両者の母親はHIVに感染していました。偶然にも原作にある団地
で同時期に育ったジェンキンスは、薬物依存だった母のこと、ずっと

避けてきたことに脚本の執筆を通し向き合い、映画の完成後にはオ
ープンに話せるようになったと語っています。舞台のフロリダ州をふくむ
アメリカの南部では、現在、主に黒人コミュニティ、特に黒人の
MSM（Men who have sex with men:男性と性行為をする男性）の間に
HIVが蔓延し早急の対応が叫ばれるも、白人に危機が迫る時のよ
うには話題にされないことが問題視されています。

 「私もまったく同じ経験をした」そう伝えてくる観客が大勢いたと『悲し
みに、こんにちは』のシモン監督は作品発表後の経験について語っ
ています。彼女は学生時代にHIVを持って生まれ育ったロンドンの
若者にインビューした短編『Born Positive』も発表。90年代に多
感な時期を過ごしたこどもたちの多くは現在30代。自身のアイデンテ
ィティ形成に深く関係のある経験を振り返り、世界と共有する。『ムー
ンライト』のタレル・アルヴィン・マクレイニーはアカデミー賞授賞式で
真っ白なタキシードにレッドリボンをつけて登場しました。それは、白い
ドレスを着たエリザベス・テイラーが1992年にオスカーで実際につ
けていたもの。マクレイニーはリボンをつけた理由を「引き続きアウ
ェアネスをもち、エイズと戦う連帯を呼びかけるため」と語りました。

H

 News Letter

・Filmmaker, AIDS orphan Carla Simon on Spain's 'lost generation'/ 2018.5.26   
https://www.thelocal.es/20180526/filmmaker-aids-orphan-carla-simon-on-
spains-lost-generation

・For Film's Creators, 'Moonlight' Provided Space To Explore A Painful Past/2016.12.23  
https://www.npr.org/2016/12/23/506717537/for-films-creators-moonlight-
provided-space-to-explore-a-painful-past

・https://www.instagram.com/octarell_again/

秋田 祥
映像上映シリーズ・ノーマルスクリーン代表。ノーマ
ルスクリーンでは、セクシャルマイノリティの複雑な
経験を斬新な試みで表現する作品や作家を中心
に日本語字幕付きで紹介。他に翻訳なども行う。

悲しみに、こんにちは　
原題：estiu 1993　配給、宣伝：太秦、ノーム　
Blu-ray＆DVD 発売中 
© 2015, SUMMER 1993

ムーンライト
原題：Moonlight　配給：ファントム・フィルム　
Blu-ray＆DVD 発売中　
© 2016 A24 Distribution, LLC

vol. 2
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れなかったけど、今ならもうちょっと聞いていってよ、どうしてそう思
うのですか？　ともう一歩アクションできるかなと思います。
　きっと、僕はひとりの、決して立派じゃないけど、日々 泣いて笑っ
て、あちこちぶつかって、不器用だけど生きているHIV陽性者
がここにいるよ、あなたの隣にいるよと伝えたいのだと思います。

── HIV陽性とわかったばかりのころと、いまのご自分とく
らべて何か変化がありますか?
　20代の頃から立て続けに病気をしていたので、HIV感染
がわかった当初は今度こそ駄目かなと思いました。でも一方でこ
れもまた他の病の経験から、病とは上手く付き合う方法があると
いうこともわかっていました。なので、基本的なスタンスは変わっ
ていません。
　ただ、加齢に伴い、これからもHIV感染症の他に新たな病
と付き合っていくことになるんだろうなと思っています。先日も40歳
を機におこなった内視鏡検査で、大腸ポリープが見つかりまし
た。祖父も父もがんで亡くなっているので、がん検診もかかせま
せん。でも、それがHIVを抑えながら生きていくことなのかなと
思っています。

── 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします

　僕は北海道生まれ、北海道育ちです。だから、ずっとここ北
海道で自分らしく生きていけるにはどうしたらいいかと考えてきまし
た。個人で始めた発信も今は、レッドリボンさっぽろの仲間とお
こなっています。JaNP＋の高久さんの力も借りて立ち上げた
「HIV陽性者交流会 in HOKKAIDO」も5年が経ちまし
た。検査のハードルを下げようと、ゲイ・バイセクシュアル男性向
けのHIV検査会の企画・運営も札幌市と共におこなっています。
　そしてその北海道では、最近、ある地方医療機関でのHIV
陽性者不当就職内定取消しが問題となっていました。でも問
題は、訴訟となったこの１件だけじゃないんですよね、実際は。
　なので、僕たちはいま新たにこの北海道に特化した「HIV
陽性者スピーカー派遣事業」を立ち上げようとしています。今
後は、HIVを抑えながら働き、がんなどの新たな病にかかった
としても付き合っていけるように、道内の医療の場や就労の場に
地元のHIV陽性者の声を届けていきます。

── どのような経緯でHIV陽性とわかったかを教えていた
だけますか

　あの日は一日中雨降りの日で、2009年5月30日とはっきり日付
も覚えています。札幌のHIV専門の検査所で告知を受けました。
何の気なしに受けた検査でしたが、努めて冷静に受け止めようと
していた自分がいました。先日40歳になったので、あれからもう10
年経ったことになります。30代をHIVとともに過ごして来ました。
　元々、持病として心臓病や腎臓病があったので、現在は人
工透析を受けながら、仕事のほかにエイズ電話相談員の活
動をしています。最近は、もう置く場所ないよーと思いつつも、多
肉植物や観葉植物の世話をしている時、ホームセンター巡りを
している時が至福の時です。

── そんな龍太さんが、HIV陽性者スピーカーをはじめよう
と思ったきっかけは?
　告知を受けた後すぐその日にBlogを始めたんですね。あと
は地元のNPOにHIV陽性者としての手記を提供したりする
ようになりました。その延長線上ですね、スピーカー活動は。最
初は医療者や学生に向けてライフヒストリーを話したり、患者目
線の体験談を話したりしていました。
　そんななか、人づてにJaNP＋のスピーカー研修の話を聞き
参加しました。そしてそこで全国の同じHIV陽性者仲間に合
い、勇気づけられました。当時はなかなか北海道でスピーカー
をしている人は勿論、ほかのHIV陽性者に会うこと自体がな
かったんですよ。

── 実際にHIV陽性者としてスピーカーをしてみて、どうで
したか?
　実は普段、職場の人や家族、友人に、HIV陽性者であるこ
とを話していないんです。でも一方で、スピーカー活動もしてい
る。なぜだろうと自分でも時々思います。スピーカー活動をしてい
ると正直苦しいときもあります。何年か前ですが、少人数の座談
会の参加者から感染経路を問われたときに、性感染ですとお
答えしたら、その人はその場で「もう帰ってもいいですか」と、途
中でしたが実際に帰ってしまわれました。
　自分自身を拒絶されたように感じました。あの時は引き止めら

HIVは他人事でなく身近な問題であることを多くの人に知ってもらうために、
JaNP+ではHIV陽性者スピーカー派遣活動を行っています。
このシリーズでは、HIV陽性者スピーカーが毎回1人ずつ登場します。
スピーカーをやっているひとりひとりが、どんなひとで、どんなことを感じ、
どんな経験をしているのか……といったことを知っていただき、
リアリティに触れるきっかけとしていただければ幸いです。

龍太 さん

40代／男性／北海道在住
2009年HIV陽性判明

【 JaNP+の広場 】

vol. 6

 ［シリーズ］

 News Letter



D111-00338　2018年2月作成

8  News Letter

NOVEMBER, 2019

【 JaNP+の広場 】

HIV Futures Japan 第3回調査にご協力ください 
HIV陽性者の声をカタチに!　3年ごとの大規模アンケート

　この調査の結果は、
医療従事者・行政機関・
研究者・企業・NGOな
ど様々な立場の人たち
が、それぞれの分野にお
いてこの調査結果を活
用してもらうことを通じて、
私たちHIV陽性者にと
って暮らしやすい社会づ
くりに役立てることを目的としています。
　また、HIV陽性者のみなさんへのフィードバックを通じて、直接
役立ててもらうこともできます。日本のHIV陽性者の現状（全体像）を
知ることで、自分自身（個）の立ち位置を確認したり、ふりかえりのきっ
かけになり、自分らしい生き方を探すうえで役立てることができます。
　いまのHIV陽性者であることに伴う課題は、以下のように非常に
多面的であることから、質問の数も多い調査となっておりますが（回
答時間30分～1時間程度）、ぜひ回答へのご参加をお願いします！

当事者のホンネや気持ち、
実体験を反映した調査を目指して

 「HIV陽性者のためのウェブ調査」は、HIV Futures Japanプロ
ジェクトにより実施される、陽性者向け大規模ウェブアンケート調査
です。その時期に適したテーマを取り入れたり、時間を経て変化す
る私たち陽性者の状況を把握するため、3年に1度のペースで実
施をする計画を立てています。
　日本では、HIVに関する調査は医療や治療、予防や検査といっ
たテーマが多くなりがちですが、HIV陽性者の日常生活を多角的
にとらえようとする調査はとても少ないのが現状です。HIV/AIDSに
関する様 な々課題への取り組みには、いずれのテーマにも当事者
の声を反映することが重要であるとJaNP+では考えています。

数多くのHIV陽性者が企画段階から参加

　JaNP+では、HIV Futures Japan調査の企画にあたって全面
的に協力しており、これまでに培った全国のHIV陽性者ネットワー
クを活かし、全国から多くの当事者が参加していただいております。
2019年11月にスタートする第3回調査についても、調査項目のテ
ーマを検討したり、具体的な設問や選択肢にも当事者ならではの
視点を反映しています。

調査実施期間：2019年11月27日～2020年5月31日（予定）

https://survey.futures-japan.jp/

❶ あなたご自身のこと
❷ 健康状態
❸ 通院・入院
❹ 恋愛・性の健康
❺ アディクション（依存症）

❻ 子どもをもつこと
❼ 周囲の人々や社会との関係
❽ 心の健康
❾ 健康管理・日常生活
� この調査について

※ 調査研究の結果は、速報、全
体の結果報告など、いくつかにわ
けて、上記のWEBサイトで報告
する予定です。

社会環境
の改善

政策への
反映

現状把握

調査

支援策
提言

調査への回答は
こちら！


