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の工夫が必要でした。まず、副作用があればすぐに伝えていただけ
るよう連絡体制を検討しました。副作用の第一発見者は患者さん
です。どのような時期にどのような症状が出る可能性があるか、すぐ
に連絡していただきたい症状はどのようなものかを伝えて、患者さん
ご自身にご理解いただくことが重要です。

チーム医療の重要性

　チーム医療については、HIV診療科の長である白阪琢磨先生
のご指導もあり、大阪病院ならではの取り組みが始まっていました。
近畿のエイズブロック拠点病院に指定されてから、多職種によるカ
ンファレンスが実施され、医師・看護師・カウンセラーとの情報共有
も密に取るようになりました。
　HIV/AIDS医療はチームで行うものだと思います。チームには
医療職に加えて、NGOやその他多くの皆様の支えがあってこそ成
り立つものです。そして、私がもっとも大切だと考えていることは、患者
さん自身がチームの一員であることです。

コンプライアンスからアドヒアランスへ

　HIV感染症の治療では、従来使われてきた「コンプライアンス：
盲従、従順」から、新たに「アドヒアランス：遵守、固執」という言葉
が生まれ定着しました。日本薬学会の薬学用語解説によると「コン
プライアンス」とは医療者が患者さんを評価する際の「医療者の指
示に患者がどの程度従うか」という概念であるとされています。1990
年代後半にプロテアーゼ阻害薬が登場し、医療者の指示に従う
「コンプライアンス」の概念では、治療が成功しないことが分かりまし
た。そのため、患者さんが積極的に治療方針の決定に参加し、そ

　第34回日本エイズ学会学術集会・総会の主催者としてお世話
をすることとなりました桒原 健です。2020年11月27日～29日に千
葉県の幕張メッセ国際会議場で開催する予定で準備を進めてお
りました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に
対し、大会委員会や理事会でご検討いただきました結果、今年の
学会はWeb開催の形に変更させていただくことといたしました。開
催方法や会期等の詳細につきましては、ホームページでご案内さ
せていただきます。よろしくお願い申し上げます。

薬剤師としての経験から

　元々私は国立病院に勤務する薬剤師でした。国立病院は転勤
があり、いくつもの病院を経験しました。1997年に国立大阪病院
（現在の国立病院機構大阪医療センター）がエイズブロック拠点病院に
指定されたとき薬剤部に勤務しており、HIV感染症に関わるように
なりました。
　当時は初めてプロテアーゼ阻害薬が登場した時代で、薬の飲
み方も複雑でした。食後や空腹時に飲む必要のある薬の組み合
わせで、1日に何回も服薬することが求められる患者さんもおられまし
た。それぞれの患者さんの生活リズムを伺い、時には栄養ハンドブ
ックを片手に食事のとり方や服用時間などについてご相談していま
した。
　まだ治療効果の高い薬が少なかったこともあり、米国では抗
HIV薬の迅速承認が行われていました。日本でも同様の対応が
取られていましたが、国内の患者さんの数が少ないため、日本での
臨床試験を行わずに承認されています。十分な副作用情報が収
集・検証されずに薬を使い始めるため、患者さんの安全を守るため
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　過去の大会と同様、ポジティブトークやメモリアルサービス、メモ
リアルキルトの展示も企画していましたが、Web開催となりましたの
で実施方法等については検討中です。通常の懇親会ではなく比
較的参加費を抑えた全員交流会の開催を企画していましたが、こ
ちらもWebを利用した交流会を検討したいと思います。

患者さんの生活をささえる“心の処方箋”

　フジテレビの「アンサング・シンデレラ─病院薬剤師の処方箋
─」というドラマをご存知でしょうか。日本の連ドラ史上初となる、病
院薬剤師を主人公にした医療ドラマです。新型コロナウイルス感
染症の影響で放送開始が延期されていましたが、7月16日から放
送が開始されます。
　番組HPにプロデューサーの野田悠介さんが「視聴者のみなさ
まへのメッセージ」としてこのように記しています。「怪我（けが）や病が
治って終わりじゃない。薬剤師は病気を治すということだけにとらわれ
ず、患者さんが“今後どう生きるのか、どう生きていきたいのか”を考
え、退院した後の生活も含めてケアをし続けています。処方箋は医
師が出すものですが、病院薬剤師が出す“心の処方箋”という意味
をサブタイトルにも込めさせて頂きました。」
　この言葉はとても重いものだと受け止めています。薬剤師だけでな
くHIV/AIDSに関わる医療者すべてが、現在の治療法ではずっ
と服薬を続けなければならない患者さんの生活を、大事にしたいと
考えていると思います。

開催に向けて

　今年の日本エイズ学会学術集会・総会がWeb開催となることは、
日本エイズ学会にとって初めての試みです。新型コロナウイルス感
染症の影響を受けたこの時だからこそ、最新のHIV/AIDSに関
する情報発信・交換の場を失うことや、学会活動を中止・先送りする
ことは、避けなければならないと思います。2020年というこのタイミン
グで主催できることを、とても光栄に思うと共に、大きな責任を感じて
います。これをチャンスととらえ、新しい情報発信の方法を模索しな
がら、全力で取り組む所存です。
　本学会が、ご参加いただきます皆さまの意見交換の場となり、さら
にHIV/AIDSを取り巻く環境の未来を築く場となりますよう願ってお
ります。多くの皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。何
卒、よろしくお願い申し上げます。
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の決定に従って自ら治療を受けることを意味する「アドヒアランス」と
いう概念が、HIV感染症に関わる医療者に定着していきました。
問題を解決するための方法などを医療者が患者さんとともに考え、
相談の上決定していく必要があるとされました。つまり、薬を飲む方
法を伝えるだけの説明ではなく、患者さんが利益を得るため、薬の
効果を最大限に引き出す方法や、困ったときの考え方を伝えること
が薬剤師をはじめとした医療者の役目になりました。お薬を飲むの
は患者さんですので、薬や治療を理解していただく必要があります。
そして、副作用の第一発見者である患者さん自身にチームの一員
になっていただくことも大事なポイントです。

進化を続ける抗HIV薬

　今回の学会は、HIV/AIDSを「くすり」という観点から考えてみ
たいと思い、テーマを「進化を続ける抗HIV薬 ～Prevention, 
Treatment, and Beyond～ 」としました。
　1981年6月、米国で後にAIDSと呼ばれる症例を米国疾病予
防管理センタ（CDC）が報告してから約40年が経過しました。抗
HIV薬は1987年に満屋裕明博士らによって開発されたAZT
（商品名：レトロビル）をはじめとして、これまで多くの薬が開発され、
現在では1日1回、1回1錠での服薬が可能となっています。
　学会のポスターには、日本での発売年順に並べた抗HIV薬、そ
の時々のHIV/AIDSに関係するトピックを配置しました。これまで
進化を続けてきた抗HIV薬の歩みを振り返ると共に、私たちが
HIV/AIDSから学んだことを再確認する意味が込められていま
す。そして、今後さらに進化する未来の抗HIV薬や、「くすり」を取
り巻く環境などについて議論できる場にしたいと考えています。抗
HIV薬は、治療から予防へと拡がりを見せています。さらに、その先
に拡がる未来の姿にも、今回の学会では触れてみたいと思います。

今回の学会での様々な取り組み

　副作用などもある薬を、どのように安全かつ迅速に患者さんに届
けるか、創薬関係者だけではなく行政の関係者も招いて、過去の
取り組みついて振り返ると共に、未来に向けた提言を行うシンポジ
ウムを企画しています。また、基礎分野では新しい治療法に向けた
創薬研究の進展やお薬以外の治療方法などについて、臨床分野
では抗HIV薬の使い分けや症例から学ぶHIV感染症診療等に
ついて、社会分野ではPrEPやU=Uに関連したセッションなどの
開催を予定しています。
　HIV/AIDSの治療に関係する「くすり」は抗HIV薬だけではな
く、感染症治療薬や抗がん薬など、多様な薬が使われています。ま
た、健康食品、さらには中毒性を有する薬物（ドラッグ）など、様 な々

ものが関係しています。こうした問題も取り上げる予定です。
　また、主に大学生を対象とした教育講演を企画しています。基
礎・臨床・社会の各分野の専門家による講義を行う予定です。この
教育講演を聞けばHIV/AIDSのすべてがわかる！　といった意
気込みで講師の先生には講演をお願いしたいと思います。
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HIV陽性者の介護施設受け入れの課題
北海道における地域ネットワーク構築の取り組み
北海道大学病院  HIV診療支援センター  ソーシャルワーカー　富田 健一

なくありませんでした。
　なぜHIV陽性者のサービス申し込みを断ったのだろうと思い、
サービス提供を拒否した施設にインタビューをしました。すると申し
込みを断る施設には特徴があったのです。特徴の一つは、感染症
全般に対する拒否感があることでした。HIVに限らず感染症を持
つ方へのサービス提供を断っていたのです。
　一方、HIV陽性の方に戸惑いなくサービスを提供する施設に
は、「困った人からのお願い（申込み）を断らない。」、「疾患の種類、
障がいの重さなどで断らない。」「わたしたちは介護を通してその方
の望む生活をともに実現するために働いています。それが福祉支援
者としての使命だから。」など、組織としての理念をしっかり持たれて
いる施設が多かったです4）。

HIV陽性者の受け入れ促進に向けて

　HIV陽性の方が利用できる福祉施設を増やすにはどうしたらい
いのでしょうか？ 
　まず、HIV感染症をきちんと理解してもらうこと。そして、しっかりとし
た理念を持つ福祉施設と繋がることだと考えます。
　HIV感染症の理解を広げるため、HIV治療拠点病院が福祉
サービス事業所に出向きHIV感染症のケアについてお話する出
張研修を行っている地域があります5）。当院でも出張研修を行って
おり、研修を受けた福祉サービス事業所の7割が今後HIV陽性
の方へケアができるとアンケートに回答されています。また、しっかりと
した理念を持ちHIV感染症を理解している福祉施設とのネットワ
ークを、すでに作られている地域もあるかと思います。
　もし福祉・介護サービスが必要になったり、歳をとったときに不安だ
と思われたりしたら、通院している病院の担当者に、その地域のネッ
トワークについて尋ねてみてください。
　全国どこでもあたりまえに自分のニーズに合った福祉サービスが
選べるよう、これからも一歩ずつ着実に、福祉施設に向けてHIV
感染症への理解を広めていきます。

サービスの提供を拒否する介護福祉施設

　HIV感染症はもはや「死の病」ではなく、HIVに感染していない方
とほぼ同じく長生きができることは皆さんご存知かと思います。HIV感
染症で亡くなることが減り、HIV陽性の方の高齢化が進んでいます。
　高齢化するHIV陽性の方が抱える問題の一つに「介護施設が
サービス提供を拒否する」ことがあると言われています。HIV陽性
の方の介護サービスが必要になり療養施設を探しても100施設か
ら断られたという報道 1）もあります。
　なぜ福祉施設はHIV陽性の方の申し込みを断るのでしょうか？ 
施設を対象とした調査2）で「HIV陽性者に施設サービスを提供し
たくないと思う理由」として主にあげられたのはこのようなものでした。

　福祉サービスが正当な理由なくサービス提供を拒否することは禁
じられております。ですが、このような理由でHIV陽性の方へのサー
ビスが断られている実態があります。

北海道の現状と
「北海道HIV福祉サービスネットワーク」

　HIV陽性の方が介護施設に入居できない・福祉サービスが利
用できないという状況には、地域差があるようにわたしは感じております。
　わたしが担当する北海道の主に札幌圏では、現在ではHIV陽
性の方はそれほど困難なくご希望される条件の福祉施設・福祉住
宅へ入居されております。北海道内の福祉施設を対象とした調査
では、「HIV陽性者からの入所申し込みを受ける」という施設が全
体の7割という結果でした3）。
　北海道大学病院HIV診療支援センターでは、HIV感染症を
理解し他の疾患と同様にサービスを提供する福祉施設の集まりで
ある「北海道HIV福祉サービスネットワーク（http://hok-hiv.com/

for-medic/welfare-service/）」を構築しています。現在、北海道内
671の福祉サービス事業所が参加しており、うち入所サービスは
114事業所の参加があります

拒否する施設・受け入れる施設

　しかし、「北海道HIV福祉サービスネットワーク」の構築以前は、
HIV陽性の方が必要な入所・入居サービスを探すのは苦労しまし
た。入居申し込みをしようとしても受け付けてくれない福祉施設が少

● 組織内の体制が整っていない
● 施設環境が整っていない
● 他の利用者、自分たちに感染する可能性がある
● ケアの方法がわからない
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解決のためにズバッとアドバイスをくれ
る」と思われる方もいらっしゃるかもし
れません。確かに私たちカウンセラーは、
ときにクライアントに助言をすることや、
クライアントがHIV感染症に現実的に
適応するために必要な具体的情報をお
伝えすることはあります。しかし私たち
はまず、何らかの困りごとや悩み、ある
いは自分自身について考えたいという
ニードをお持ちのクライアントのお話を
ゆっくりと聴きます。前提として、クライ
アントが安心して話をすることができる
ように、話された内容について秘密を
守ることをお約束します。
　クライアントが語る内容を聴き、カウ
ンセラーがその方のこころについて理
解したこと・理解できなかったことをク
ライアントに伝え返す作業を丁寧に続
けることで、その方自身が自分のこころ
（ときにその方自身も自覚していない部分を含

む）について考え、感じ、気づき、より
納得のいく選択ができるように援助し
ようとします。

　身体的健康についての不安だけでな
く、パートナーや家族、友人・上司・同僚
など自分がこれまでに作ってきた人間
関係がどうなっていくのかについての
不安がカウンセリングで語られることは
多くあります。性生活を含め、“周りの
人との間で、HIV陽性であることやセク
シュアル・マイノリティであることをどう
共有するのか・しないのか”という悩み
は、“私はどのような人間関係の中で生
きていくのか”“私とはどのような人間
なのか”という、根本的なこころの課題

　私は大阪医療センターの臨床心理室
に勤めている臨床心理士です。私が勤
務する大阪医療センターは近畿地方の

HIV診療のブロック拠点病院であり、多
くのHIV陽性者の皆様が通院されて
います。私はいまから20年ほど前から、

HIV医療チームの一員として、HIV陽
性者の方とカウンセリングの場で関わら
せていただいてきました。
　今回はJaNP+の皆様からお声掛け
をいただき、カウンセリングがどのよう
なものかを読者の皆様にご紹介する機
会をいただきました。お付き合いいただ
けますと幸いです。
　なお、カウンセリングを提供する人は、
臨床心理士、公認心理師、心理療法士、
心理職、カウンセラーなど、資格や立場
によってさまざまな呼ばれ方をするので
すが、ここでは一番皆さんに馴染みが
あると思われる“カウンセラー”という言
葉を使います。また、カウンセリングを
受ける方のことを“クライアント”と呼ば
せていただきます。
　以下本稿は、私がこれまでクライアン
トや医療従事者の皆さんからよくご質
問いただいた点についてQ&A形式で
進めさせていただきます。

　皆さんの中には、通院先の病院でカ
ウンセラーと実際に会ったことがない
方もいらっしゃると思います。“カウン
セリング”と聞いて、皆さんはどんなこ
とを思い浮かべるでしょうか。「悩みの

に直結するテーマだと思います。
　また、気分が沈んで、これまでなら楽
しめたことが楽しいと感じられなくなっ
た、不安や心配ごとが頭から離れない、
眠りのリズムが崩れている、身体には
明らかな原因がないのに体調不良が起
こる…といったことをきっかけに、カウ
ンセリングに来られる方も少なくありま
せん。
　ほかにも、人と会うことが億劫、人間
関係がうまく行かない、アルコールや薬
物の使用が自分でコントロールできな
い、HIV感染症に関する通院や服薬の
継続が難しい、自分で自分を傷つける
行為が止められない…といった行動に
関することをカウンセリングで語る方も
いらっしゃいます。
　このような精神・身体の症状、行動
についてクライアントが語るうちに、そ
の人自身も気づいていなかったこれら
の症状や行動のきっかけやこころの理
由（それがHIVと関係する場合もしない場合も

あります）が明らかになることがあります。
考えや気持ちが気づかないうちにこの
ような症状や行動に置き換えられて表
現されることがあるのですが、精神・身
体の症状や行動に置き換えられていた
気持ちの整理が進めば、困っていた症
状や行動に変化が起こる可能性があり
ます。
　なお、お薬による治療が役に立ちそ
うな方には、私たちカウンセラーから精
神科や心療内科への通院をお勧めする
ことがありますし、その方の問題を専門
的に相談できる院外の機関におつなぎ
する場合もあります。ご相談内容によっ
ては、心理検査をご提案する場合もあ
ります。

 ［特集］ちょっと立ち止まって、
自分自身のことを見つめてみませんか?
カウンセリングのご紹介
大阪医療センター 臨床心理室　安尾 利彦

はじめに、自己紹介です

“そもそも、カウンセリングって
何をするの？”

“みんなカウンセリングで
どんなことを話しているの？”



◎HIV陽性と判明したショック

◎病気のことを周りの人に伝えるか、

どう伝えるか・伝えないかの迷い・悩み

◎服薬や治療についての不安や疲れ

◎将来に対する漠然とした不安

◎生きていくことがしんどい

◎生きる意味がわからない

◎セックスライフについての不安や悩み

◎家族・パートナー・友人・同僚らとの人間
関係の悩み

◎気分が沈む、やる気が起こらない、不安、
イライラ

◎人と接することが億劫

◎仕事が長続きしない

◎アルコール、薬物、ギャンブルなどが止め
られない

◎性的指向や性別違和などによる生きづら
さ

◎物忘れが多くて心配

◎自分のことを隠さず話すことができる場所
が欲しい
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【 POSITIVEワイド 】

よくあるご相談の例は、表「よくある話
題・ご相談の例」を参考になさってくだ
さい。

　カウンセリングを利用される方の中に
は、もともと特に悩みや困りごとはない
という方や、一時期は上述のようなこ
とで困っていたけれど、その時期を乗
り越えていまは落ち着いているという
方も大勢いらっしゃいます。“いまはそ
んなに困っていないけれど、たまには自
分のこころのメンテナンスをしておきた
い”“自分のことを隠さないで話ができ
る場所があることに意味がある”という
お気持ちでカウンセリングを利用してお
られるようですし、それもカウンセラー
としてはカウンセリングの重要な役割だ
と思っています。中には、“自分のことを
もっと深く知ってみたい”というニーズ
から、時間をかけて自分のことを語りに
いらっしゃる方もおられます。

　私が勤めている大阪医療センターの
ように、常にカウンセラーが院内にいる
医療機関もありますが、カウンセラーが
勤務する曜日が限られているところや、
自治体から病院にカウンセラーが派遣
されるシステムを使っているところもあ
ります。まずは主治医の先生や担当の
看護師さん、ソーシャルワーカーさんに、
カウンセリングに関心があることを伝え
てみてください。
　HIV感染症を診療している拠点病院
では、カウンセリングは無料で受けられ

ます。ワンポイントでの相談も、継続的
な相談も、相談の内容によってどちらも
可能である病院が多いと思います。継
続する場合には、どのくらいの頻度で
会うのがいいか、カウンセラーと相談し
て決めることができます。病院によって
は、HIV陽性者ご本人だけでなくその
パートナーやご家族も同じようにカウン
セリングを利用することができます。
　なお、上述の自治体から病院にカウ
ンセラーが派遣されるシステムについ
て情報をまとめたウェブページがあり
ますので、ご関心のある方は参考にな
さってください。

　カウンセリングは“心が弱い人”や“特
別な問題を持っている人”が受けるわ
けではありません。カウンセリングで自
分のこころをより深く知る作業は、とき
に痛みを伴いますが、人生をより豊か
にする可能性を持っていると思います。
少し立ち止まって、ご自身のこころと対
話をしてみませんか？ご関心をお持ちの
方は、受診をされたときに一度ご担当
のスタッフに相談してみてください。皆
さんからのご相談をお待ちしています。

よくある話題・ご相談の例

“どうすればカウンセリングを
受けられるの？”

最後に、カウンセラーからの
メッセージです

“特に困っていることは
ないんだけど？”

拠点病院診療案内［派遣カウンセリング制度について］
https://hiv-hospital.jp/counseling/
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【 JaNP+の広場 】

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］ボーイズ・オン・ザ・サイド：やっと現れた彼女たちの物語

995年製作、主役はウーピー・ゴールドバーグ。この情報
だけでこの映画を観たくなる人も多いのではないでしょうか。

メジャー作品ながら、今でいうインデペンデント映画のような地に足
のついた雰囲気を纏っているあの頃のハリウッド映画。笑って泣け
る『ボーイズ・オン・ザ・サイド』。冒頭、ウーピー演じる歌手のジ
ェーンは住んでいたニューヨークを離れロサンゼルスで新たな人
生をスタートさせることを決意。そんな折に車でアメリカ横断の同乗
者を求めるロビンに出会い映画は動き始めます。ケンカはもちろん、
ドラッグに警察に破天荒な友人（ドリュー・バリモア！）や差別的な家族
も登場する珍道中。忘れがたいポップソングが流れ、西部に向か
うにつれて季節がかわり、光が眩しくなるロードムービーです。

　少しネタバレになってしまいますが、うかない顔をした白人女性ロ
ビン（ドラマ『Weeds ～ママの秘密』で人気のメアリー＝ルイーズ・パーカー）

が旅立つ背景には、彼女のHIVへの感染があり、この映画は
HIVを持つ女性をハリウッドで描いた初めての作品といわれてい
ます。元気に西海岸にたどり着けるのか、まだ恋はできるのか、親に
感染のことを伝えるのか。不安と期待のなか、様 な々出会いが待ち
受けます。

　HIVと生きる女性が描かれることがその前後も少ないことから本
作が珍しい存在であったことは想像に容易いですが、公開された
のは1995年と、随分と時間はかかっています。ハリウッドはそもそも
HIVやAIDSへの応答が非常に遅く、本作品より前に発表され
た低予算のインデペンデント映画、テレビドラマやテレビ映画を経
て、1993年には、有名な『フィラデルフィア』が。その成功があった
ために本作の製作にグリーンライトが出たものと考えられます。

　90年代のアメリカでは、HIVと生きる女性の数が急増。1993
～1995年のエイズ患者全体の17.5%（43,383人）が女性と報告
されています。しかし、メディアはHIVを男性だけの問題のようにと
りあげ、女性を無視してしまっているようでした。その状況や男性だ
けを念頭においた米国疾患対策センターのAIDSの定義に対し、

1991年、グランフューリー（アクトア
ップのデザイン部門）は、「Women 
Don't Get AIDS They Just 
Die From It（女性はエイズに感染
しない、ただエイズで死ぬだけだ）」と
書いたポスターをバス停で掲げ
意識の向上を求めました。

　早くからエリザベス・テーラーエ
イズ財団の活動にも参加していた
ウーピー。彼女が映画のなかで
AIDSと向き合うこの作品には、バリモア演じるホリーの子供っぽい
複線もありますが、セリフにはない、言葉にならない瞬間も多く描か
れ、エイズ患者や女性のステレオタイプを越えた姿を映し出そうと
しています。

1

 News Letter

参考：
・Elizabeth Taylor AIDS Foundation ウェブサイト
・First 500,000 AIDS Cases -- United States, 1995, Centre for Disease Control, US 

Department of Health and Human Services. 1995年11月
・Reassessing the Critical Legacy of Early “AIDS Movies”: Longtime Companion, 

Philadelphia and Boys on the Side. Paul Sendziuk & Eva Squire. Screening the 
Past. 2019年3月

＊日本語字幕（翻訳）に一部不適切な表現が見られます。

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。

ボーイズ・オン・ザ・サイド 　原題：BOYS ON THE SIDE
DVD発売中　¥1,419＋税 
20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン

vol. 4
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でした。そのころはもうメンタルもバッチリ回復し、まぁセックスもそ
れなりに楽しんでいた私は、「エイズにならず、こうして人生を楽
しめるのは保健所の検査で発症前に感染が分かったからで、
眼の前にいる陽性告知を受けた人は命拾いをした人。みなさ
んのおかげで生きている！」ということを伝えたところ、それまでの空
気が嘘のように明るくなり、安堵感が広がったことは、とても印象
的でした。保健所の人たちが知っているHIV陽性者の姿は、
2009年の私のように、HIV陽性を知らされショックを受け絶
望した姿でした。そのときのアンケートで、初めてその後の陽性
者の話を聞くことができ、自分たちがやっていることは意義のある
ことなんだと回答している人が多かったことを覚えています。
　いまでは当時のような重苦しい空気にはならず、ゲリラ的な
演出が通用しなくなってきているのは、ちょっと寂しい気もします
が、ありがたいことです！

── 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?
　いちばん変わったことは、ゲイであることもHIV陽性者である
ことも恥ずかしいことだとは思わなくなったことですね！　予防啓
発活動に関わり、HIV陽性者交流会を始めたこととも繋がりま
す。いまではスピーカー活動を、会社の研修や学校などへと枠
を広げていきたいと思っています。

── 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします

　本来ならば一番知識があり、一番守ってくれるはずの一般
医療や介護などでの偏見や差別が未だに根強いことが悲しい
です。診療拒否や入所拒否がまだ頻繁に起こっていることに強
い怒りを感じます。病院や介護施設を一軒ずつ回って研修し
たいくらいです！
　他のHIV陽性者に対しては、交流会の名前でもあるNot 
Alone（ひとりじゃない）ってことですね。学会に初参加したとき、会
場にいたHIV陽性者はもちろん、医療関係者、研究者、活
動家などなどがみんな、自分のサポーターのように思え、守って
くれる人は大勢いて、ひとりじゃないんだって強く感じました。だ
からひとりで悩まず、電話相談や交流会やコミュニティーセン
ターなどをどんどん活用してほしいです。

── まずは自己紹介をお願いします

　こんにちは！　灰来人です。ご存知の方は、あの派手な服装
の人と思っているでしょうが、本当は性格は地味なんですよ（汗）
　2009年5月、保健所の検査でHIV陽性と知りました。友
人が検査を受け、ゲイの出会い系で陰性アピールをしていた
のを見たことが検査を受けるきっかけでした。「病気持ち」では
ないことがマッチングに有利、これがまさに理由。結果は陽性
でした。当時はHIVの知識も何もなく、エイズパニック時代を
経験していたので、もう死ぬものだと思い、崖っぷちから突き落と
された感じで、しばらくは立ち直れませんでした。
　いまはコミュニティーセンターHACOでHIV/エイズの予
防啓発活動をしたり、notAlone Fukuokaという HIV陽性
者交流会を開催したりしています。

── HIV陽性者スピーカーをはじめようと思ったきっかけは?
　陽性告知からそんなに間がないころ、ネットで調べたHACO
に行ったのですが、慰めてもらうつもりが、ほぼ「だから何？」っ
て感じの対応でした。自分の感染を話しても特にリアクションも
起きないことが逆にショッキングでしたが、そのほうが自分には
居心地がよいことがわかり、通うようになりました。この経験が、の
ちにHIV陽性者交流会を開くベースになったんだと思います。
　いまではなくなってしまいましたが、日本エイズ学会にHIV陽
性者のためのスカラシップ制度があり、それに申し込んで学会へ
行きました。そこでは、多くのHIV陽性者の方が座長だったり、サ
ポート活動をしていたり、質疑応答ではHIV陽性者の立場か
らの意見を言ったり、質問をしている。その姿に感動しました。その
時に何か自分にできることがあるのかもしれないと思ったんですね。
　2011年にジャンププラスでスピーカー研修があることを知り、
参加しました。

── HIV陽性者としてスピーカーをしてみてどうでしたか?
　保健所の研修に講師として参加した最初のころは、HIV陽
性者であることは伏せ、プログラムが終わった時点で自分が
HIV陽性者であることを表明して思いを伝えるという段取りでし
た。保健所職員による陽性告知のロールプレイでは、空気は
重苦しく、泣き出す人まで出たりと、まるで死刑宣告の場面のよう

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。

灰来人 さん

60代／男性／福岡県在住
2009年HIV陽性判明

【 JaNP+の広場 】
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WEBサイト「性病リスク・セルフチェック」 
性感染症全般のリテラシー向上を目指して

ィットした性感染症総合情報サイトを目指して、WEBサイト「性病リ
スク・セルフチェック」を立ち上げました。

　正しく知ってしまえば怖がる必要はありません。いちばん怖いのは、
知らないことです。セルフチェックは1分で完了できます。恥ずかしが
らず、是非この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか？

　みなさんは、性感染症について知りたいときに、どんなサイトを調べま
すか？　実際に調べてみて、こんなことを思った経験はないでしょうか。

　JaNP+のメンバーも参加している「HIV Futures Japanプロジ
ェクト」では、HIV陽性者のセクシャル・ヘルス向上について追求
した結果、「セックスをする全ての人が、性感染症全般に対するリテ
ラシーをより高めることが必要」と考え、日本で一番詳しく多くの人にフ

● たくさんの性感染症情報が並んでいるけど、ぜんぶ自分に関
係があるの？

● 治療後にセックスしても大丈夫なのか書いていない…。
● 男性どうしでのセックスにも当てはまるのか、よく分からない！
● 自覚症状の有無が前提になっていて、潜在的なリスクを知るこ
とができない。

● 肝炎ウイルスの説明が抜けている。
● 通販のページにリンクしていて、なんだか怪しい…。
● HIVの説明に“治療をすればうつらない”（U=U）の記載がない。

このサイトの特徴
●自覚症状がなくても、自分に当てはまる性行為を選ぶこ
とで、自分にとってリスクのある性感染症を知ることがで
きます。

●感染経路、症状、無症候期間、治療法、予後、妊娠・出
産への影響、ワクチン、治療前後の他者への感染リスク
…もれなく説明しています。

●ご自身の性別とセックス相手の性別を選べるので、より
セクシュアリティに合ったリスク診断が可能です。

●国立国際医療センターの医師が監修しています。
●もちろん、HIVの説明にも“治療をすればうつらない”
（U=U）の記載があります。

std-check.jp 検索

HIV陽性者のための総合情報サイト「Futures Japan」では、
全国各地で実施されているHIV陽性者のグループミーティングや、

HIV陽性者のための電話相談、HIV陽性者の個人ブログなどが
紹介されています。また、知りたい情報にスムーズに辿り着ける
検索機能もあります。ぜひチ
ェックしてみてください。

［WEB］http://futures-japan.jp/


