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TO THE NEXT DECADE 〜つぎの10 年へ
JaNP+ はおかげさまで今年 4 月、創立から満10周年を迎えました!

2002

JaNP+ 設立。HIV 陽性者スピーカー養成の

ための研修マニュアル作成。APN+（アジア・
太平洋 HIV 陽性者ネットワーク）
へ参加。第 11 回

世界 HIV 陽性者会議出席 @ ウガンダ。

2003

者ラウンジ、ブース等を運営。厚生労働大臣

の提出と記者会見。各政党のエイズ政策の

。
と面談、要望書を提出（大臣面会の定例化へ）

基本方針に関する公開質問実施。HIV 陽性

2006

者の入国審査に関する要望書を法務省へ

HIV 陽性者の訴訟支援活動。HIV 陽性者ス
ピーカー派遣事業開始。HIV 陽性者のため
の治療と福祉に関する勉強会開始。国連総

HIV 陽 性 告 知 支 援 ビ デ オ「Positive
Vision」制作。新規陽性者向けプログラム
「治療と生活のアウトライン」を制作。HIV 陽
性者スピーカー研修会。HIV 陽性者ミーティ
。
ング（勉強会）

2010

エイズ治療拠点病院へのアンケート調査お

会・HIV/ エイズハイレベル会合に出席。日

よび情報公開。HIV 陽性者のための勉強会

本エイズ学会 HIV 陽性者参加支援スカラシ

（東京、
大阪、
名古屋）
。
HIV 陽性者女子会（東京）

。
ップを開始（共催）

開始。針刺し事故による抗 HIV 薬の事後処

2007

方の労災認定の要望と実現。NPO 法人化。

HIV 陽性者のパートナー・家族・友人の会

2004

提出。

2011

HIV 陽性者グループ設立支援事業開始。

会議委員会および厚生労働省エイズ施策

HIV 陽性者セクシュアルヘルス支援プログ
ラム「Talking about SEX」開始。HIV 陽

長期療養シリーズ（HIV 陽性者 web 調査、冊子

評価検討会へ参加。

性者が受診可能な一般医療機関の調査開

発行、シンポジウム開催）開始。国際エイズ会議

2008

員参加。タイ洪水に伴うタイ人労働者の国

企業向け啓発プログラム開発。ASEAN・日本

内受け入れに関する要望（厚生労働省、経済産

HIV/AIDSワークショップ（プノンペン）へ参加。

業省、外務省）
と実現。

2009

2012

（バンコク）
へブース出展。書籍『Quiet

「Friends+」を開始。東京都エイズ専門家

Storm

〜 HIVとたたかう人々の勝 利のために〜
（UNDP 編）
』出版。

2005

労働組合との協働による職場への啓発事

ポジティブボイス・プロジェクト開始。主要国

（7th
業。第7回アジア太平洋国際エイズ会議

における入国規制に関する情報提供を開

ICAAP）で HIV 陽性者フォーラム、HIV 陽性

始。在日外国人の診療体制に関する要望書

始。厚労省エイズ予防指針見直し作業班委

そして……。
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明るい時間から、SEXを語ろう!
男性ならだれでも参加 OK の「JaNP+トークショー」と
HIV 陽性者がじっくり語れるワークショップを開催中
ゲイ・バイ男性（MSM、Men who have sex with men、男性とセックスをする男
性）
が抱えるもっとも重要な課題のひとつに、自分自身のセクシャルヘルスとど

う向き合うかという問題があります。
異性間セックスにく
らべてもともと情報が少
または感染をおそれて、自身のセックスやセ
ないうえ、HIV の感染によって、
クシャリティそのものに対する否定的態度を抱えていることが、JaNP+ のこれ
までの活動や聞き取り調査からわかっています。
性に対する肯定的な姿勢を
とり戻しつつ、性行動にともなうメリット
とリスクをリアルに認識する機会が必要
なのかもしれません。
というMSM の
そこで JaNP+ では、2011 年に「Talking about SEX」
トークショーとワークショップを
HIV 陽性者オンリーのプログラムをスタートし、
（作家、
開催してきました。
トークショーではゲイカルチャーに造詣の深いゲスト

【昨年のトークショーの感想から】
●明るいところで今までのゲイ雑誌を通しての SEX についての話が
聞けて、楽しかった。
●セックスに関して正直なお話がきけて満足でした。やはり想像力はな
にごとにもかえ難い宝であることを認識できました。5000 人以上とヤ
ッテ参りましたが、まだまだ足りずというのが正直な意見です。
●感染発覚して半年で、これからのセックスについて不安が大きかっ
た。今回のイベントに参加して、自分自身が考えすぎていたことを実感
し、安心しました。ただ、セーファーセックスだけは気をつけなければなら
ないことを学びました。
● at your own risk。この言葉が印象的というか、自分の心情どお
り。それ以上何もいらないのかなと。

漫画家、
アクティビスト、
ゲイ雑誌編集長など）
に、性のファンタジーとリアリティについ

●愉快で痛快で楽しかったです。恋愛／ SEX ／パートナー／……っ

てさまざまな視点から語っていただき、ワークショップではセックスを楽しむた

て本当に難しすぎて自分も縁遠いものなのでそろそろ、と思いながら

めのグループワークを少人数で行いました。初めて取り組んだプログラムの
ため試行錯誤もありましたが、
おかげさまで来場者のかたがたから好評をい
ただく
ことができました。
今年は、HIV 陽性者限定をはずして男性ならだれでも参加可能な

JaNP+トークショーと、並行してHIV 陽性者限定のワークショップを、東
京、大阪、名古屋で開催していきます。

も、人の価値観だとか考えてしまいます。陽性の知人・友人でパートナ
ーがいたり一緒に暮らしていたりする人もいるので、羨ましいなあと思う
ばかりでしたが、実際は大変なのね……。
●今までは陽性者同士での SEX の話しかしたことなく、普通に話をし
ていることが嬉しくもあり、自分達の立場がもっとオープンになることで、
（陽性でない人）
今までのように友人たち
と普通に話せるようになれたら

なあと思いました。

【昨年のワークショップの感想から】

このプログラムは、
「明るい時間から

●ずけずけと本音を出せたわけではないが、なかなか話すことのないテ

セックスについて真正面から考える」

ーマで、多少は 楽 になったかと思います。こういった会を運営されて

となかろう
と、
どん
「HIV陽性者であろう

いることに敬意を表します。自分があまり外向的でないので、やや強制
的に発言する仕組みはよかったと思います。また機会があれば参加し

なセックスをするかは自分で決める」を

たいと思います。

テーマに、そんな雰囲気をゲイコミュニ

● SEX 自体が日ごろ表立って会話にあまり出てこない。しかし、生きて

ティの中から醸成していけるようなプロ

いくうえで行なうものであり、HIV に感染して、より深く考えなければなら

グラムを目指しています。JaNP+主催

なくなったと思う。しかし、感染していてもいなくても抱えるリスクはみな

のイベントですが、
「HIVの話を聞きた

同じであり、陽性者だけではなく、一般的にも行なってよいワークショッ

い人」ではなく、
「ゲイとしてのセックスや

プだと思いました。

恋愛の話を聞きたい人」をターゲット
と
しています。
より参加しやすくなった JaNP+ のプ

6 月 3 日、名古屋で開催のトークショー
は、中村うさぎさんがゲスト! 大阪（6
月）
、東京（7 月）でも準備中です。

ログラム「Talking about SEX」へ、ぜひご参加ください。開催情報は随
トへ掲載中です。
時、JaNP+ ウェブサイ
このプログラムは M・A・C 財団（ニューヨーク市）
の助成を受けて実施されます。

●陽性者のかたがたの SEX 事情を聞くと、陽性者であっても普通に
SEXしていること（してないこと）をあらためて実感することができて、安
心感が得られました。発覚して半年ほどのかたには、今後のイベントに
も参加してもらい、安心感を得てほしいと思う。
●最初はすごく緊張してましたが、終わってみるとまだまだ話し足りな
い、聴き足りないと感じます。
「SEX のメリット・デメリット」はとても参考
になりました。HIV について、SEX について、話し合う機会があればよ
いのにと思います。
●病気のことを伝えずにセックスするのは罪悪感があるし、いままでの

こんな冊子も
あるよ !
『 Talking about SEX
（2006）
セクシュアルヘルス読本』
陽性者のセックスを考えるベースとなる考えや、
陽性者だからこそ知っておきたいセーファーセッ
クスの知識が満載。入手はコミュニティセンター
や支援団体のほか、JaNP+ 事務局まで。

ようにハッテン場で気楽に !、とはいかないので、やはりセックスに対す
る考え方がより慎重になると思う。ゲイであることを公表せずに生活し
ているうえに、HIV 陽性者であることも二重に隠さなければいけないの
はやはり大きな問題なのかなあ……。コンドームで OK! では解決し
ないセックスの課題が多いことも再確認できました。
●発言しているうちに、自分がネガティブな考え方だと思いました。
「考
え方は人それぞれ」で、狭い視野から広い視野へ、考え方の幅を広げ
るのは、まさに精神療法で注目を浴びている
「集団認知の行動療法」
だと思いました。
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新「エイズ予防指針」
、通達される
随所にNGOとの連携が重要と明記
1 月19日、厚生労働大臣名で改正「エイズ予防指針」が通達されまし
た（厚生労働省告示第 21 号）。

れています。薬物使用者を犯罪では
なく保健支援の対象としたことも注目さ

かつて存在した「エイズ予防法」は、
1999 年 4 月に伝染病予防法、性

れます。

病予防法とともに感染症法（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

検討会を傍聴しつづけた宮田一

する法律）
に廃止・統合されました。
この法律のもとで「総合的に予防のため

「現時
雄さん（産經新聞編集委員）は、

の施策を推進する必要があるもの」
として、エイズ予防指針と性感染症予

点で必要な対策を網羅的に取り上

防指針が、厚生労働大臣告示として制定されました。

げ、
目配りがきいた指針だが、実施体

指針はほぼ 5 年ごとに見直されることになっており、今回の改正は 2006

制が伴わない。
つぎの改正のときに、
や

年に続き2 度目です。2011 年の 1 月からエイズ研究者や臨床医、エイズ

っぱり感染拡大は止まらなかったねと

対策の現場の NGO 代表のほか、JaNP+ 代表・長谷川博史も加わった

言わなくてすむよう、
これから絵に描い

約20人の委員で構成されるエイズ予防指針作業班が検討にあたってきま

た餅にしない努力が必要だ」
と語って

した。

います。

行政も NGOとの連携に積極的に動きは
じめた（写真は厚生労働省）
。

予防指針は、予防といいながら、実際は日本のエイズ対策全体の基本

ト
新予防指針の全文は ACC（エイズ治療・研究開発センター）のウェブサイ

方針となるものです。今回の改正では、
「検査・相談体制の充実」の位置

（検索可）
などで読めるほか、
新予防指針とNGO 連携についてエイズ予防

づけの強化や、
地域における総合的な医療体制の充実（拠点病院制度を維

財団編による解説とNGO の実践報告をまとめた書籍（編集・宮田一雄さん

持しながら、歯科や人工透析などHIV 関連以外の医療ニーズへの対応にも言及）が

他）が刊行される予定です。

指摘されるとともに、さまざまな活動での NGOとの連携の重要性が明記さ

での最初の対策プロジェクトに参加し、
96 年から15 年間、国
連エイズ合同計画（UNAIDS）の初代事務局長として、人権
にもとづく対策の最前線に立ちつづけけ、現在はロンドン衛生
熱帯医学大学（LSHTM）の学長をされています。94 年、横

の

かた
JaNP+ ゆかりのけします

浜で開かれた国際エイズ会議には国際エイズ学会（IAS）会

エッセイをお届

長として、2005 年、神戸のアジア太平洋国際エイズ会議

樽井正義
さん︵第 回日本エイズ学会学術集会会長︑慶応大学教授︶

つなぐ つづける ささえあう

（ICAAP）
では UNAIDS 事務局長として、大きな支援をして

26

今

下さいました。
このプレナリーでは、
日本の診療を率いると
ともに、
年の日本エイズ学会学術集会は、11 月24日から26

対策全般の中核を担ってこられた、エイズ予防財団理事長

日まで、
慶應義塾大学の日吉キャンパス（横浜市）で開

の木村哲さんにもお話いただき、ぷれいす東京理事の池上

催されます。
その標語に、
「つなぐ つづける ささえあう」
という
三つの言葉が選ばれました。
着実に進展してきました。
アフリカでも、
世界のHIV 対策は、

千寿子さんに司会していただきます。
わけてもアジアとの連携の
日本のHIVの取り組みを世界と、
なかで考えるというのが、
標語の「つなぐ」
という意味です。2日目

アジア全体でも、予防が進んで新規感染が減少し、先進国

（CERA）
のプレナリーには、
マレーシア大学エイズ研究センター

途上国にも普及され始め
で効果を示したHAART 療法が、

（Adeeba Kamarulzaman）
所長のアディーバ・カマルルザマン
さ

ました。しかしそこでの対策はリーマンショック以降の ODA 減

んをお呼びします。彼女は診療と研究を牽引すると
ともに、マレ

額によって停滞し、欧米では一度は減少した新規感染が再

の前代表として多様なNGO の
ーシアエイズ協議会（MAC）

び増加し始めています。日本では治療環境は保健医療として

活動を支え、ハームリダクションの導入に尽力して、薬物使用

整えられてきましたが、
新規感染は、
他の東アジア諸国と同様、

者の感染を大きく減らしたことが特筆されます。
来年アジアで初

依然増加傾向にあるのに、
保健所での検査数は減ってきてい

の共同
めて開催される第 7 回パソジェニシス会議（IAS 2013）

ます。世界でも、日本でも、
これまでの努力を確認し、継続と前

議長の立場から、
今後の対応の課題について話していただき

進をはかる必要があります。
それが「つづける」
という意味です。

ます。
また、多年にわたってARV 治験を実施してこられたジョ

これまでの 30 年の取り
学術集会の1日目のプレナリーには、

（Joel Gallant）
さんにも
ンズホプキンズ大学のジョエル・ガラント

組みを顧みるのに、
もっともふさわしいゲストをお招きします。
ピー

お話しいただきます。司会は、東京大学医科学研究所の岩

（Peter Piot）
さんです。彼は、1980 年代にアフリカ
ター・
ピオット

本愛吉さんにお願いします。
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長期療養「時代」を考えるシンポジウム開催
7人の陽性者が語る、経験と「思い」
4 月 21 日、大阪医療センターで足掛け 6 年にわたった「長期療養時代シリーズ」の調査完結を記念したシンポジウム、
「HIV 陽性者のいま 〜多様化する長期療養時代のニーズ〜」が開催されました。
はじめにシリーズを振り返って、研究の中心を担った井上洋士さん（放送大学）から全体報告、
矢島嵩さん（ぷれいす東京）からそのウェブ版オープンの紹介があり、後半は全国各地からの HIV 陽性者による
トークセッションが行なわれました。会場は陽性者、支援者、医療や行政関係者など 100 名近い参加者であふれました。
井上さんのお話とトークセッションの一部をご紹介します。
【主催】特定非営利活動法人ぷれいす東京／ジャンププラス 【後援】鳥居薬品株式会社
【協力】NPO 法人 CHARM ／ NPO 法人エイズ & ソサエティ研究会議／公益財団法人エイズ予防財団／
NPO 法人りょうちゃんず／ follow ／ BASE KOBE ／さぽーと京都／ MASH 大阪／関西 HIV 臨床カンファレンス

（

それぞれの地域で、
HIVと生きる

）

都市部と地方の格差
高久 都市部とそれ以外の地域差の問題も話して
みましょう。東京だと活動にかろうじて人がそろいます
が、地方だと人も少ないしプライバシーの懸念も多

全国から集まった 7 人の陽性者
高久（JaNP+ ／司会） 全国各地から集まってくだ

性もわかったのですが、
私にとってエイズは死をまえに

い。病院の選択肢も都市部は土曜や夜間を選ぶこ

した壮絶な病気というイメージです。

ともできますが、地方だとそもそも選択肢がありません。

藤原 自分は80 年代に血友病での告知で、
以前

山本

沖縄では病院は選ぶものではなく、一方的

さった陽性者のみなさんに、
最初に自己紹介をお願

は周囲でつぎつぎ仲間が亡くなった経験を生きてきま

に決めて与えられるケースも多いと感じています。
私は

いします。

した。

沖縄に越す時に、病院へ通えるところを選んで引っ

テル（大阪） 90 年代に告知を受け、当時は薬も

高久

病院の体制もない時代で、専門家を招いての勉強

会活動をやっていました。その後しばらく活動を休ん

薬を飲んでいれば平気というライ
トな層もいま

すが、
若い人とのジェネレーションギャップもありますね。
真野 3 年ほど前にゲイバー主催のボーリング大

越しました。
しげ 私は発症時、近くの拠点病院に受け入れを
拒まれ、選ぶ余地もなく少し離れたブロック拠点病

でいましたが、
2008 年から、関西の陽性告知間もな

会で 200 人のアンケートをさせてもらいましたが、20

院を指定された経験があります。

にかかわっています。

が、
イメージはやはり死ですね。ただ、薬でどうにかな

集中して、
ほかの拠点病院が機能していない。
先生
やスタッフはいいのですが、予約も大変で土曜の診

い人へのサポートプログラムである
「ひよっこクラブ」

代から4、50 代までで比較的若い人も多いのです

真野

東海は名古屋医療センターへ千人越えで

真野新也（名古屋） 2003 年告知で、当時は死

ると知っている人が多いことはわかりました。

ぬ病気と思い、ショックで立ち直るまで何年もかかりま

テル 世代というより、
いつ告知を受けたか、
告知前

察もなく、利用者側にすれば問題を抱えています。

したが、いまはライフ東海としてみなさんのまえで話を

にどういうイメージをもっていたかが作用してるんじゃ

テル

できるまでに落ちつきました。

ないですか。

わかった場合、
いく
ら拠点病院だったとしても陽性者

しげ（広島） 2008 年、
発症でかつぎこまれた総合

しげ

病院で、
家族のまえで告知される衝撃のスタートを切

私は 2008 年で比較的新しい時期の告知

発症で担ぎ込まれたとか術前検査で突然

対応の能力がないと、本人はあとでしんどい思いをし

ですが、死のイメージはなくはないですね。発症で

ながら機能している拠点病院を探し直さなければな

りました（笑）
。いま、
りょ
うちゃんずの検査イベントで、
プ

CD4 が 7 でしたから。ただ自分の死よりも、母と妹に

らない。

レカウンセリングのボランティアをしています。

エイズとゲイであることが医者から同時に伝わったの

藤原 むつかしい専門性があるうちは力のある病

藤原良次（広島） 88 年告知で、
人生の半分を陽

で、
そっちのショックのほうが大きかった。

院がいくつかあるほうが患者は助かるけれど、慢性

きられるようになると、医療だけでなく、就職や恋愛、社

てしまいましたが、既婚、ヘテロ、女性の語りでみなさ

ステムはある意味、
古くなっていて、
本当に診られるな

会など、人として生きていく
ことを考えるようになりました

んが耳にされていることがあれば。

ら便利な開業医で診てもらったほうがいい場合もあ

ね（笑）
。

る。普段行ける病院とたまに行く専門的な病院を持

山本（沖縄） 当地には陽性者の自助活動はいま

真野 ライフ東海のメンバーは 70 名ほどいますが、

ある既婚でゲイのかたは、家族には病気のことは一

てるといいけど、更生医療など制度の面から難しい。

のところなく、沖縄臨床心理士会がピアミーティング

切伏せているそうです。もうお一方も障害者手帳を

しげ

を実施してくれています。
きょ
うはこうした「地方」のやり

取得していますが、家族には言えない。

ょ
うが、
地方は少ない。
カウンセラーさんに相談したら、

方についてもお話できればと思っています。

矢島 ぷれいす東京では
「異性愛者ミーティング」

エイズ学会を紹介されてしまいました（笑）
。いまは自

矢島（東京） ぷれいす東京で、新陽性者ミーティン

や「Women s Salon」があります。ヘテロ男性や女

性者として過ごしてきました。陽性者として25、
6 年生

グのコーディネータなどをしています。長期療養時代
シリーズにも、企画・調査・編集としてかかわりました。

陽性者 2 万人の多様性

高久 きょ
うはゲイ、MSM のパネラーが中心になっ

性は、
医学情報はもちろん生活上の情報がものすご

く少ないようです。
ゲイなら1500 人以上も登録してい
るSNS やコミュニティセンターなど、ある程度、情報

病になると近くで診てもらったほうがいい。
拠点病院シ

東京だと他の陽性者に会う機会は多いでし

分が陽性者の SNS の中でコミュニティーを立ち上

げ、
ときどきオフ会を呼びかけてもうすぐ10 回目です。
地元以外の他都市からも来ますよ。

山本 沖縄は保守的で閉鎖的な土地柄で、
ちょっ

ルートがありますが、
女性へは情報が届いてない。
既

とした噂がすぐ広がるため、陽性であることを伏せて

婚で MSMも情報が得られにくい層です。

いる人が活動をしにくい。でもおなじ仲間に会いたい

テル ヘテロで結婚されて子もいるかたは、いつか

ニーズはあって、臨床心理士のかたが手弁当でミ

イメージは少なかった。みなさんはいかがでしょ
う。

子に伝える問題もありますが、ケースが少なく情報が

ーティングをしてくれています。エイズストップ基金か

山本 私は 6 年一緒にいたパートナーが突然エイ

ないので、みなさん手探りですね。

ら補助を受けて、
それで継続しています。
地方都市は

高久

私自身は 2001 年にわかりましたが、身近に

「普通」に生きている陽性者がいて、HIV＝死という

ズを発症して1 年後に死去し、
その過程で自分の陽

陽性者が中心になっての活動は困難でも、他の専
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門職が媒介することで可能性がある場合もあります。
藤原 グループミーティングはプロの専門職が入る
といいけれど、アマの陽性者がやる場合、対人スキ
ルに問題のある人も来るので、受け流すことを知って
ないと、生真面目にやる人は燃え尽きます。JaNP+
でもグループミーティングのファシリテータ養成研修

井 上 洋 士さん の お 話

「私」と「私たち」との
あいだをつなぐ
講演する井上さん

をしてはどうですか ?

高久 はい（笑）
。ぜひやりましょ
う
！

人とつながる 社会とつながる（2008）
私がかかわったのはこの冊子からですが、ここで
は既存のデータを紹介しながら陽性者のグルー
プインタビューを実施しました。
いろいろな語りが引
き出され、
それをこれまでのデータとともに紹介した
ものです。
長期療養時代の治療を考える（2009）

長期療養時代シリーズをどう生かすか

生活者の視点からとらえる、治療や医療とのつき

高久 4 冊の冊子を読んで、興味のあった点とか

あい方に関する調査です。
これまで医療関係者か
らの調査はあっても陽性当事者からの調査はほと

ご紹介ください。
てる なにを目安に病院を選んだかのデータです

んどなかったため、貴重なものです。医療とのつき

が、
地域差や服薬経験の有無などで違いがあり、
い

あいや薬を飲むこと、情報収集、なぜいまの病院

ろいろクロスして情報整理してくれているのがわかり

私の専門である健康にかんする学術研究で

やすい。逆に全体の数字ではあまり実態がわからな

は、
それまでの医師など医療関
1980 年代前後に、

に通い続けているのかなど、
医師からは見えてこな
い当事者ならではの視点が浮き彫りになりました。
自由記載も多く、冊子にも多数掲載しました。

いんじゃないですか。

係者の視点で病気を見ていく視点から、患者さん

真野

の生活や社会を中心に考えていく視点へパラダイ

239人が体験した検査と告知（2011）

ム転換が起こりました。1996 年前後に、薬剤の進

自身が受けた陽性告知の経験をもとに、今後の

歩や、薬害訴訟の和解による恒久対策で医療が

検査をよくしてほしい、という位置づけの調査で、

整備され、長期的な健康維持が可能になった

告知時に知りたかった情報などをあげてもらいまし

医療には進歩があるんですけど、病気への

イメージがあまり変わっていきませんね。
しげ

私は JaNP+ やりょ
うちゃんずでスピーカーの

研修を受けて、保健所職員や看護師さんのまえで

話すことがあり、239 人の検査と告知をよく紹介しま

HIV 陽性者をめぐる領域の動きも、10 年ほどあと

す。
自分の住所地で話した時は、
おなじ町に当事者

追いするかたちで、死から生へのパラダイム転換

がいると思ってなかったようで、涙をこぼす人もいて、
リ

が起こったといえ、生活を中心に考える視点がより

アリティを感じてもらえました。

重視されるようになったといえるでしょ
う。

藤原 ウェブや冊子には、いろいろな感想をもつこと

現在、
死の病というイメージはかつてよりは薄れた

た。成果が検査ガイドラインの改訂などにも反映
されています。
私自身、
数年越しでこのシリーズに取り組ませても
らったわけです。振り返ると、研究者としてかかわる

が重要。
こんなに何年も聞き取りを続けている調査は

ものの、長期療養を続けることによる疲れの問題に

者が私一人のため仕事が多く、
また会議がともかく

ない。井上さんも、研究者が一人しかいなくて大変と

加え、
セクシュアルヘルスや薬物等へのアディクシ

長くていろいろ大変でしたが、当事者との協働で

言ってたけど、
友だちの研究者を作って引っ張ってこ

ョン
（依存）
など新しい問題も顕在化し、陽性者へ

研究者の一人よがりにならず、
さまざまな学びができ

（笑）
んと
。

の支援がますます必要になっています。
しかし、
研究

ました。
また、
私がなにをしたら調査に協力してくれた

山本 沖縄にもコミュニティセンターがありますが、
そ
こで冊子を手にしているだけで陽性者と思われるの
ではないかと、
手にすることができません。
それが沖縄、
地方の現実です。悔しいです。その点でウェブ版が
できたことはありがたい。
矢島 このシリーズの調査は、パーッとまいて数を集

分野のデータベースで「HIV、生活、調査」
という

人にお返しできるのか、さらには私自身のライフワー

キーワードで検索しても、海外では論文が 3 千本

クは何かを考えるよい機会にもなりました。

情です。

たにも役立てていただいているようですが、さらなる

近く
ヒットしますが、日本ではきわめて少ないのが実
この「長期療養時代シリーズ」は、HIVとともに

暮らしていく
ことは陽性者にとってどういうことか、
そこに

研究の結果は4 冊の冊子にまとめ、
支援者のか
広がりのために、
今度、
長期療養時代シリーズのウ
ェブサイ
トも立ち上がりました。研究のなかで、当事

める式でない、
僕らなりにていねいに作り、
横のつなが

はどんな課題があるか、医療的側面だけではなく
よ

者のなかにもリアリティの幅があることがわかってきま

りで回答を集め、記述も含め僕たちの実態を明らか

り幅広い分野の課題（そのほとんどが調査されたこ

した。
「私のことはわかるが、
私たちのことはなかなか

にしていきました。
だんだん風通しがよくなってきたなか

とがない）
にはなにがあるかを探るため立ち上げら

で、みんないろんなことが言えるようになったと思いま

「幅」は広いといえるでしょう。長期療養時代シリー

す。同時に、
それでもなお沈黙している人もいます。今

れたものです。陽性当事者団体であるJaNP+さ

ん、陽性者支援団体であるぷれいす東京さんとの

ズのウェブサイ
トや冊子を通して、
ぜひ、
「そうそう、
わ

後も沈黙している人もいるであろうことを胸に刻みつ

協働プロジェクト
として取り組まれ、調査結果と4 冊

かるわかる」
「え、僕は違うな」
と、いろいろな感想を

つ、調査を広げていきたいと思っています。

の冊子をまとめることができました。

わからない」
という側面です。HIVと生きる人の

持っていただければと思います。それが「私と私た
ち」のギャップを架橋していくための実践になると思

ウェブサイト
オープン

長期療養生活のヒント（2007）
メ
2006 年に治療と生活、
ンタルヘルスなど陽性者
のライフマネジメントにつ
いてウェブアンケートを実
施。2 週間にもかかわらず
124名の回答を得ました。
陽性であることがパートナ

HIV 陽性者の視点で読み解く
長期療養時代

長期療養シリーズの内容が、ウェブサイトになり
ました。冊子を手に入れにくい人も、ぜひアクセ
スしてみてください。

http://chokiryoyo.ptokyo.com/

ー作りの障害になったか、
感染後のセックスの有無
など、陽性者の多様な姿
が見えてきました。

います。

協働プロジェクトで制作された冊子
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あなたの経験を
生かして!
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HIV 陽性者スピーカー派遣事業

JaNP+では、HIV陽性者が当事者としての視点で社会に等身大の語
りを提供することにより、
「HIV が他人事ではなく、身近な問題であること」を
社会に認知してもらうことを目的に、
HIV陽性者スピーカーの派遣活動を行

今年もその研修会を準備しています。あなたも自分の貴
重な経験を生かして、陽性者スピーカー事業に参加してみませんか ?

なっています。学校・行政・医療機関などからシンポジウムなど公開性の高

【研修会日時】9月1日〜 2日、東京都内

いイベントやマスメディアへの出演までさまざまありますが、
スピーカーを受ける

【おもな応募条件】HIV 陽性告知を受けてから1 年以上経過、定期的

受けないはご本人の情況におうじて判断でき、
自分のすべてを話す必要もあ

に通院して自分の健康状態を把握している、他の HIV 陽性者または支

りませんし、
自身の住所地を外すなど地域を限定して活動する人もいます。
ス

援団体とのつながりを持っている、全日程に参加可能である

スピーカーとしての「準備性」を
ピーカーには、JaNP+ 所定の研修を受け、

あなたの声を
生かして!

【応募方法／問合せ先】
応募の詳細はウェブサイト／Eメール等でご案
内します。

もつことができたかたを派遣しています。

HIV 陽性者の医療に対するニーズ調査

「私たちHIV 陽
日本では2 万人近くのHIV 陽性者が暮らしています。
「通院や入
性者が、
日本の医療に対してどのようなニーズを持っているか ?」
院に関する出来事、
日常生活やさまざまな病気やケガについて日頃感じてい
ることは?」を伺うウェブ調査が、現在実施されています。
結果は報告書にまとめて全国の医療機関や行政などへ配布するほか、

参加しませんか？

ウェブサイ
トでも公開いたします。HIV 陽性であることにともなう医療上の不

利益や不自由が少しでも解消されるよう、ぜひとも多くの皆様にご回答いた
だけますと幸いです。
【URL】https://qooker.jp/Q/ja/janp/janp/
【回答受付期間】2012 年 6月1日
（金）〜 9月30日
（日）
※このプロジェクトは、
「2011 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」の助成を受けて実施しています。

活動報告会

HIV 陽

今年も無事、年度替わりの活
動報

性者交流会

てみたい」
IV 陽性の人と会っ
「自分と同じH
んだろう?」
の人はどうしてる
「こんなとき、他
しています。同
流会を定期開催
交
者
性
陽
IV
ワーク
JaNP+では、H
、仲間とのネット
報交換を通じて
情
と
睦
親
の
で
スタッフ
じ立場どうし
HIV 陽性のピア・
では、
会
流
交
?
か
ん
。
を広げてみませ
お待ちしています
子を用意して、
菓
お
と
茶
お
が
（1 〜 3 名）

（ 火・16:00
）
、7月31日
（ 土・14:00 〜
日
21
月
7
】
日
【 開催予定
、東京都内で。
、各 3 時間予定
日・14:00 〜）
（
日
12
月
、8
〜）
）
お茶・お菓子代
院へ
会費 500 円（
、または拠点病
ウェブサイトから
+
P
N
Ja
】
み
込
申
【詳細・
で
（申込書）
ライヤー
配布しているフ

告会を開催します。日ごろご
支援くださっている皆様、ご参加
くださっている皆様、
そしてHIV
陽性者の当事者活動に興味のあ
る方、ぜひご参加ください!
【日時】6月30日
（土）14:00 〜

16:30

【会場】大久保地域センター
会議室 A
【プログラム】
1．ご挨拶 &JaNP+10 年史（JaNP+ 代表
理事 長谷川博史）
2．2011 年度活動報告（JaNP+ 事務局長
高久陽介）
3．当事者調査の可能性とこれからの
展望（放送大学教授 井上
洋士）

※資料代として 1,000 円を頂き
ます（正会員

無料）
。※事前の申し込み

・賛助会員・活動会員は

は不要です。※ HIV 陽性者限
定のイベ
ントではありません。※終了後
に懇親会もあります（会費制、申込
みは
ウェブまたは電話で）
。

編集後記 from editors
●ニュースレターをリニューアルしました。体力と

●ヘタレゲーマーのわたし、最近はドラゴンズドグ

●ニューズレター担当になったフリー編集者です。

気力と予算の持つ限り、がんばっていきます。さ

マとファイアーエムブレムにハマってます。夏には

陽性者の生の声を多く伝えてほしい、そういう

らに夢は大きく、HIV 陽性者のための生活や治療

ドラクエが出るんだけど、
はたして終わるのやら…。

JaNP+さんの意向で、アンケートやレターエッセ

の情報誌にまで発展させられたらなんて考えて、

そうそう、人生で初めて宝くじ買いましたよ。競馬

ー、そしてワイド特集を企画しました。みなさまの

広告スペースも設けました。みなさんのご協力を

はやるんですけどね。1 億円あたれーーーーー !

ご愛読をお願いします。

お願いします。

（長谷川博史）

（高久陽介）

（永易至文）
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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。

日々のおしゃべり

01

シゲ（男性／ 40 歳目前／ 2008 年告知／中国地方在住）

つながりや日常に感謝

02

Ryu（男性／ 20 代／ 2008 年告知／関東地方在住）

体調不良で仕事を辞め、実家に戻った 2008 年 4 月。その約 2 か月
後、家から近い総合病院でニューモシスチス肺炎、エイズ発症の事実

HIV の感染がわかったのは2008 年の秋。当時僕は22 歳。社会
人になって2 年目の出来事だった。陽性告知を受けた当時、幸いに僕

を母親と妹同席で告知された。エイズという現実にショックを受けたが、

の周りには僕を支えてくれる友だちや彼氏がいた。僕自身もそれなりの知

病名がわかったことでホッとしていた。
それよりも突然に息子が、
兄がゲイで

識があり、動揺はありつつも頭が真っ白になったりパニックに陥るようなこと

あること、エイズという病気であることを告げられた二人のことを思う
と、心が

はなく、告知を受け止めることができたと思う。
けれどもその後、
ほどなく
して今度は B 型肝炎に感染していることが拠点

ひどく痛んだ。
「ゲイ」
ということには触れてはこな
それからもうすぐ 4 年が経つ。二人とも

らい前からずーっと風邪
病院の定期診察でわかった。
そういえば 2 週間く

いが、病気のことについてはいろいろ聞いてく
る。オカンは夕食後、
「薬飲

みたいな微熱とダルさが続いていた。
もちろん即日入院。治療のために3

るし、結婚した妹は帰省してく
るたびにCD4 の
んだんか ?」って聞いてく

か月ほど入院をした。
じつは B 型肝炎がわかったときの方が、HIV 陽性

値を聞いてきたり。そんな生活にすっかり慣れた。

の告知を受けた時よりも動揺していたのを覚えている。
「なんで? 気をつ

私は今、家から一番近い拠点病院に通院し、
そこで働いている。がん

けてはいたのに……」
と。

が、
本を読みに来たりインターネットで情報検索するお手伝いをしている。

セックスをする時は、
なんとなく自分なりに気をつけ
HIVに感染してから、
ていた。でも、
よく
よく考えてみると気をつけていたのは「相手にHIVウイル

情報コーナーでの事務員。がんという告知をされた患者さんや周りの方
私は医療については素人なので、
できるだけ患者さんの話をじっく
り聞く
こと

スをうつさないこと」であって、
自身を守ることへの意識は薄かったのだと、
当

を大切にしている。患者さんの負担になってはいけないので、
HIVというこ

時を振り返ってみるとわかる。
むしろ
「もうHIVポジティブになったのだから、

とはあえて言わないが、大きな病気を経験していて、今も治療中であること

これ以上コワいものはないよね」みたいな感覚で、
自虐的かつリスキーなセ

を伝えることもある。
その中で、私がこの 4 年で経験したこと、例えば一人で

ックスをしていたこともあった。
自分自身を愛したり優しくすることが、
当時は今

抱え込まず患者会で当事者に会うことを提案したり、
ドクターの説明でわ

以上にできていなかったんだと思う。われながらバカだなぁって思う。

かりにくいことは他の専門職に聞いてみるのもいいですよと言ってみたり。専

このかんにもいろん
月日は早いもので、
今では HIV ポジティブ 4 年生。

門的なことを尋ねてくれば、同僚のがん相談員やソーシャルワーカーの

な出来事があった。
この病気があるから起きた出来事、病気がなくても起

面談へとつなぐ。

こるべく
して起きた出来事。いろいろあったけれど、おおむね自分らしく生き

私がHIV/エイズとなってから支えてくれたチーム医療や当事者団体

ているなと思う。悩みながら、楽しみながら。HIVについては、病気というよ

を、がんと告知された患者さんにその存在を知ってもらうことで、少しでも前

りは自分の一個性というか一部としてつきあうように自然となっていった。
そん

向きに治療に結びつけばと考え、来所された患者さんと
ともに日々おしゃべ

なふうに思えるのは、僕を支えてくれる人たちがいるおかげなんだけれど

りをしている。

ね。そんな人とのつながりや日常に感謝して、今を生きている。

者の医療費にかかわる自立支援医療やマル障も、
この収入額で判断
text 永易至文

01

確定申告、忘れていませんか ?
長期療養時代にともない、
HIV 陽性者も「お金や老後」など長い人
生設計（ライフプランニング）への備えやサポートも大切になってきました。
陽性者の視点で役立つライフプラン講座、今回は「確定申告」
。

されます。
確定申告を毎年やっているかたは慣れているでしょうが、昨年会社
を辞め、その後、再就職をしていないかた、今年の春に確定申告をし
ましたか ? なにか税務署から郵便が来ていたけど……と思いつつそ
のままにしていては、
アラ大変 !

7月ごろの自立支援医療の切り替え

に確定申告書のコピーが必要なのです。
退社時にもらった源泉徴収票や昨年中の収入を証明する書類（失

私たちの収入には国税である所得税が課されます。勤め先のある

業保険は非課税、
申告不要です）
と、
退社後に支払った国保や国民年金な

人は会社で 12月に 1 年分の給与に対する所得税を計算し、それまで

ど社会保険料、
10 万円を越える医療費があればその領収書などを揃

の源泉徴収額との過不足を清算する年末調整があり、
源泉徴収票を

え、税務署で聞きながらでも確定申告をすませまし

もらうとともに、過払いなら差額が返ってきます。
しかし、
フリーやアルバ

ょう。障害者控除も受けられますから手帳も忘れず

イトの人、また複数の勤め先を持つ人は翌年の春、自分で税務署へ

に。税金の還付があるかもしれません。

収入を申告する確定申告をしなければなりません。
この年末調整や確
定申告によって 1 年分の収入額が把握され、住所地の役所へも通知
されて、住民税や国民健康保険料の計算が行なわれます。HIV 陽性

ながやすしぶん 編集者／ライター、にじ色ライフプランニン
グ情報センター主宰、2 級 FP。
『にじ色ライフプランニング入
〈暮らし・お金・老後〉』好評発売中。
門─ゲイの FP が語る
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News Letter

思春期のゲイに「居場所」を提供しつづけたい
1

星野慎二さん／特定非営利活動法人 SHIP

5 年間にわたる神奈川県との協働事業をいったん終了し、特定非営利活
再スタート。
神奈川県を中心とした HIV 予防啓
動法人 SHIPとしてこの春、

とで、メディアにとってインパクト

発活動のほか、
セクシュアルマイノリティのための電話相談やグループミーテ

もあったかもしれません。でも本

を運営しています。
ィング、そしてコミュニティセンター「SHIPにじいろキャビン」

人は、ホントにふつうの高校生

の子がゲイとして出演しているこ

落ち着いた雰囲気の SHIP の内装

なんです。悩んだ経験やドラマティックな語りばかりではなく、親や友達の理
──以前にコミュニティセンターSHIPにおじゃましたのですが、
10 代 20 代

解のもと、本人が等身大の自分として伝えている、
ということが大事だと思って

の若い人たちがたく
さんいました。

います。

星野● 2007 年 9 月にオープンしてから2012 年の 3 月まで、約 4 年半で

──新聞に掲載されたあと、反響はありましたか ?

延べ 6 千人以上の来場者がありました。
10 代が 3 割、20 代が 4 割ですね。

星野●記事を読んで、生徒からセクシャリティについて相談を受けていると

──「ここで初めてセクシャルマイノリティの友達ができた」
という人も多かっ

いう養護の先生から電話をもらったり、校長先生が記事の切り抜きを養護

たですね。以前の「SHIP」は、神奈川県との協働事業でオープンしたん

の先生に持っていったり
という話を聞いています。
もちろん、記事を読んで新

ですよね ?

たにSHIPに訪ねてきた人もいます。

星野●初年度は、セクシャリティについて悩んでいる若い人たちというのは、

──性やセクシャリティの問題は、思春期での経験や得た情報が、
その後

あまり多くは来なかった。そのことを協働事業の年度末審査で尋ねられたん

の行動やメンタルに大きく影響すると思うのですが、同時にアプローチも難し

です。
「どうすればもっと10 代の若い人たちに知ってもらえると思いますか ?」

いといわれています。
しかし、SHIP の活動は教育の現場とも関わっているわ

と。10 代の人たちの基本的な居場所は学校だから、学校で広報できなけ

けで、
こうした動きを全国に広げていけたらいいですよね。

れば届かない。
でも学校へ性に関連する情報を届けるのは、
いちNGO で

星野●そうですね。
特に思春期く
らいのセクシャルマイノリティの人たちの多く

は難しい。
そう率直に伝えたところ、神奈川県のエイズ担当から県の教育委

は「居場所がない」
という漠然とした不安や悩みをもっていると思います。
僕ら

員会に働きかけてくれました。

ゲイの場合でも、
インターネットで情報が手に入る時代だけど、
それは恋愛や

──来場者は、学校でポスターを見て来た人が多かったのですか。

性行為を目的とする出会いにも、簡単にアクセスできちゃう
ということ。だけど、
そ

星野●どちらかという
と、
インターネットで知った人が多いですね。
ただ、実際

ればかりではなかなか友達ができないことも多く、
結局
「居場所がない」
ままだ

に訪ねてく
る人にとっては「県との協働事業」
とか「学校にもポスターを配布

ったりするんです。
そういう意味でも、
とりあえずの居場所、ひとりで悩まなくて良

している」
ということで、少なく
とも怪しげなサークルではないという印象を持って

い環境、セクシャルマイノリティの友達を作るきっかけとして、コミュニティセン

もらえてるみたいです。

ターは続けていきたいなと思っています。

一定の信頼を得るということは大
── HIVに関する活動を続けるためにも、
事ですよね。最近では、DVD の制作やセミナー、講演会なども開催してい

特定非営利活動法人 SHIP

ますね。

〒221-0834 横浜市神奈川区台町 7-2 ハイツ横浜 713 号室

高校生の男
星野●DVDは新聞などにもずいぶん取り上げてもらいました。

TEL/FAX: 045-306-6769 http://www2.ship-web.com

広告募集

● JaNP+NEWS LETTER は、
6、9、12、3月の 1日発行。
全国の拠点病院やエイズ啓発スペース、協力機関で配布
され、PDF 版の JaNP+ ウェブサイトの掲載等により、陽性
者ご本人やパートナー・家族・友人、医療者、支援者、行
政関係者に広く読まれています。
●毎号、最終面のこのスペースを広告（カラー広告）にご提供
します。HIVコミュニティへの効果的情報発信をご検討のク
ライアント様は、ぜひこの広告スペースをご利用ください。
●くわしい料金表や仕様については、JaNP+ 事務局へお
問い合わせください。

