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コミュニティセンター事業の
灯を消すな
HIV/エイズ対策予算の削減を憂う
名古屋市立大学看護学部 市川誠一

エイズ対策研究事業の研究班（MSM 研究

それはNGOが始めた

班）
と協働して、MSM の HIV 感染対策に取

わが国の公衆衛生の中心だった伝染病

り組む活動を始めました。この NGO による啓

対策では、感染者や患者の届け出と隔離とい

発活動は、新宿や大阪のゲイ関連の商業施

※

った「感染源」対策が近年までとられました 。

設が集積するコミュニティの中で、地域型の

なぜ、これらの法律がかくも長く続いたのでしょ

活動として発展してきました。

うか ?

公衆衛生行政に、感染者・患者やそ

の周囲の人びとが関われなかったことが起因

厚生労働省はこうした取り組みを評価し、
同性間のエイズ対策として NGO による予防

していると私は思います。公衆衛生や予防は、

啓発の拠点となるコミュニティセンターを設置

病気に罹っている人、罹っていない人、罹って

しました（akta、dista）。しかし、予算は家賃・光

いるかどうかわからない人、その全体に向けて

熱費が中心で、肝心の啓発資材作成や人

行なわなければならないのです。

件費等は研究班の費用に依存せざるをえま

かか

アクタ

新宿 2 丁目のコミュニティセンター a kta で
始まった Living

Together は、HIV 陽性者

やその周囲の人びとが綴った手記をもとに開

せんでした。それでもコミュニティセンターは、

いちかわ・せいいち 男性同性間 HIV 感染対策の第一人者。厚
生労働省、東京都等、諸機関での委員を歴任。研究者にして組
織者、実践者。2012 年日本エイズ学会アルトマーク賞受賞。

アウトリーチ活動やコミュニティイベントなどの

年度以降のコミュニティセンター事業の継続

予防啓発活動を促進しました。

は困難であると伝えられています。

発された啓発プログラムです。また、JaNP+

その後、名古屋、福岡、そして仙台、沖縄と

しかし、地方自治体が男性同性愛者を対

は陽性者自身がエイズ対策に関わる活動を

合計6か所にコミュニティセンターが設置され、

象とした HIV 感染対策に取り組むことができ

（2005）
開始し、冊子「働くHIV ポジティブ」

（2006 〜 10）
「エイズ予防のための戦略研究」

ない状況で、コミュニティセンターを軸とした

で「HIV はだれにでも降る雨の一粒」
として、

の終了を契機に、2011 年度からは 6 か所の

NGO 活動こそが、地域の MSM への HIV

HIV 感染のリアリティを伝えています。

コミュニティセンターと大阪の chotCAST な

感染対策を担っているのです。

感染者・患者の声を中心としたこれらのエイ

んばが事業化されました。公益財団法人エイ

また、MSM におけるHIV/ エイズは、大

ズ対策活動は、これまでの感染者・患者不在

ズ予防財団が 6 か所のゲイコミュニティセンタ

都市部以外の地域でも増加が続いています。

の対策から、誰でもが罹りうる可能性を知り、

ー事 業を受 託し、各 地 域の NGOとともに

感染者・患者と共にその感染症に向き合って

MSMにおけるHIV 感染対策としての啓発

全 国 6 か所のコミュニティセンターには
HIV 陽性者の利用もあり、また検査や医療

対策を進めていくことに方向を変えた取り組み

活動に取り組んでいます。

に関する情報を求めてくる利用者もあります。

と言えるでしょう。

厚労省がコミュニティセンターを設置

1996 年以降、わが国では男性同性間で
の性的接触（MSM）によるHIV 感染が増え

同性愛者や HIV 陽性者への偏見・差別が

廃止の危機に立つセンター事業

存在する地域の中で、NGO の啓発活動や

現在、国や自治体のエイズ対策は、HIV

陽性者支援活動は MSM への HIV 感染

陽性者への支援や普及啓発の必要性が増

対策として欠かすことができない取り組みであ

大している一方、予算は年々縮小しています。

り、コミュニティセンターはそれらを継続していく

続けました。

男性同性愛者等を対象としたコミュニティセン

基盤としてとりわけ重要であると言えるでしょう。

1998 年頃から、大阪・東京でゲイ・バイセ
クシュアル男性によるNGO が、厚生労働省

ター事業費も毎年 10％減額が続き、厳しい

いま、センター事業の火を消すわけにはいかな

状況におかれています。本年当初には、2015

いのです。
※感染症法（1999 年廃止）、らい予防法（1996 年廃止）など。
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さまざまな活動 担う全国のHIV陽性者
2012 年度 JaNP+ 活動報告会

6 月23日、大久保地域センター（新宿区）で、2012 年度の JaNP+ 活
動報告会が開催され、会員や支援者、約 30 名が参加しました。
はじめに代表の長谷川博史が、
「JaNP+を立ち上げて 10 年、多くの
陽性者が顔出しして語る時代になったことには隔世の感がある。しかし、
圧倒的多数の陽性者はいまも誰にも言えない状態であり、職場、恋愛、
セックス、結婚……社会の意識は何も変わっていない。慢性疾患という
捉え方も広まってきたが、逆に医療さえあればいいと思われて、本当に必

があり、これまで陽性者の集まりに参加経験のない人も多く参加した。参
加できなかった人からも「地元にこういう場があるのは心強い」
という声も
耳にした。開催してよかった」

9 月にはレインボーマーチ札幌にあわせて、レッドリボン札幌との共催
で札幌での交流会も予定されています（6 面参照）。

SEX について語り、見つめ直す

の活動や、陽性者の声を集めるウェブ調査「Futures Japan」のような取

ワークショップを通じてHIV 陽性者の視点でSEXを考える
「Talking
「参加者
about SEX」。名古屋でファシリテーターを担当した Kさんは、

り組みが、今後ますます重要性を増すだろう」
と挨拶しました。

として、自分のセックス観に気づかされ、その後、自分もファシリテーターと

要なのは社会的支援だという視点が薄れている。新たな世代のスタッフ

つづいてプロジェクトごとの活動報告とともに、かかわった参加者も登壇
して感想を述べるスタイルで報告会は進められました。

陽性者の交流の場づくり
「HIV 陽性者というと、
HIV 陽性者スピーカーとして活動した Sさんは、
死にそうな人や落ち込んだ人、あるいは何か不満を抱えている人というイ

なるなかで、参加者が囚われがちなセックスの固定観念に気づいてもらう
ことを心がけた」
と語りました。後日、
「彼氏ができた」
という参加者からの
報告があったり、HIV の活動に参加したりした人もいたとのこと。高久事
務局長からも、
「彼氏をゲットできることを保証するプログラムではありませ
んが……」
と笑わせたあと、
「継続することで認知度があがり、参加希望
者の増加やプログラムの改善も進んでいる」
と補足がありました。

メージがもたれるが、それをどう
「転覆」させて、いろんな人がいるという多

JaNP+ ではさまざまな研修を実施しています。陽性者スピーカーの研

様性を伝えるのかが難しく、
また面白い。学生時代に私の話を聞いてくれ

「2005 年ごろから経験を重ね、すでに 70
修について担当の Yさんは、

た人と、後年、職場の研修で再会するなど、意外な楽しみもあります」
と述

名以上の卒業生を送り出している。最近は、周囲の親しい人にカミング

べました。

アウトするなど 小さなハードル はすでに自分で超えている人が、
もっと多く

JaNP+ では、陽性者どうしが会う機会の少ない地方でのネットワーク
作りを重視し、LGBT パレードやエイズ学会などの機会に全国交流会
や地方交流会を開催しています。女性陽性者のための「女子会」も好

の人の役に立とう、と研修に参加してくる」
と印象を語りました。
（詳細は前号参照）
また、昨年から始まった「ピアグループスタッフ研修」

では、広島から参加した Sさんが、
「自己流でやってきた陽性者のつどい

評です。福岡ではじめて開かれた交流会でスタッフをした Kさんが感想

が、グランドルールなどを学ぶことで、みんなが安全に、気持ちよく集まれ

を述べました。

（笑）
、安全で楽し
る場になってきた。今後もカープ観戦ツアーなどを交えて

「九州では上京して首都圏での交流会に参加する人もいますが、私は

く交流できる場を作っていきたい」
と語りました。

地元で開催できないかと思っていた。地方では予防啓発が主で陽性者
ケアの課題が手薄。開催するにしても経験が少なく、またプライバシーの

多様なプログラムが、全国各地からJaNP+ に参加する多彩なHIV

に参加
不安も大きい。私は JaNP+ でのピアグループスタッフ研修（後出）

陽性者自身によって担われている姿を実感することができた、そんな活動

し、また交流会では高久事務局長にも参加してもらえることで、これなら開

報告会でした。

催できると思った。病院の協力も得て、福岡での交流会には 10 名参加

コウティーノ博士、JaNP+ へ来訪
アフリカの著名なエイズ臨床医

「野口英世アフリカ賞」は、アフリカのための医学研究・医療活動に顕

ティーノ博士です。

著な功績を挙げた方々を顕彰する取り組み。5 年ごとに開催されるアフリ

6月5日、第 2 回野

カ開発会議（TICAD）の機会に、医療研究部門、医療活動部門それぞ

口英世アフリカ賞受

れ 1 名ずつ授与されます。
その第 2 回は、両部門ともにエイズ分野からの受賞となりました。医学

賞関連イベントのた
め来日していたコウ

日本のエイズNGOと
研究部門では、UNAIDSの前事務局長であり、

この訪問
ティーノ博士が、夫人とともにJaNP+ 事務所に来訪されました。

も深い親交のあるピーター・
ピオット博士（ベルギー）。そして医療活動部門

との希望に
は、コウティーノ博士より
「日本の HIV 陽性者と面談したい」

では、ウガンダで臨床医として多くの患者の命を助ける一方、NGOとし

よって実現したもので、JaNP+ からは代表の長谷川、事務局長の高久

て HIV/ エイズの予防と治療・ケアの仕組みを構築し、アフリカで広く適

をはじめ 4 名の HIV 陽性者が出席。およそ1 時間にわたり、お互いの国

用できるモデルとして普及させる活動に尽力した、アレックス・G・コウ

内におけるHIVをとりまく状況や活動の内容などについて歓談しました。
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20回を迎えた横浜 AIDS 文化フォーラム
発案者の南定四郎さんが登壇

AIDS 文化フォーラムin YOKOHAMA が 8 月2 〜 4日の 3日間、
かながわ県民センター（横浜市）で開かれました。今年は第 20 回の記念
の年にあたり、オープニングでは20年前の初開催にかかわった人びとが
集い、往時を振り返り、現在につづくフォーラムの意義を語り合いました。

壇上、左から2 人目
が南さん、右は司会
の岩室さん。
（ 写真
提供：AIDS 文化フォ
ーラム in 横浜）

第 1 回が開催されたのは 1994 年。横浜で世界エイズ会議が開催さ
れ、開会式には皇太子夫妻も出席して大きな盛り上がりを見せる一方、
まだ情報が乏しい時代で、市内のホテルが陽性者の宿泊お断りを表明

進の市民グループでの飲み会で隣席した人にその話をしたところ、その

して騒ぎにもなる時代でした。エイズ会議も医療者中心で陽性者の姿は

人が神奈川県の保健行政の関係者で話がつながり、いろいろな人を紹

少なく、まして参加費が 7 万円では一般市民にも無縁の会議でした。

介されるなかで、YMCAを事務局とする現在のフォーラムが生まれてき

市民の草の根の交流と、
「もう一つのエイズ会議」
として企画されたの

た思い出を語りました。

が、横浜 AIDS 文化フォーラム。発案者は元ゲイ雑誌編集長で、日本

当時、神奈川県秦野保健所の医師で、今回の司会をつとめた岩室

で最初期から予防啓発と陽性者支援をともに掲げた団体「エイズアク

紳也さんは、エイズを考え取り組む人びとが自分の手作り実践をだれか

ション」を創設した南定四郎さん。現在、沖縄に移住された南さんが、

に聞いてもらい、仲間を見つける場として、市民による等身大のエイズ理

81 歳のかくしゃくとした姿を現わしました。

解とはこういうことではないかを示す場の大事さを語り、フォーラムがいま、

南さんは横浜会議の前年、ベルリンでの国際エイズ会議に参加。同
と
時期に開かれていた「AIDS CULTURE, CULTURAL AIDS」
いう市民イベントに刺激を受け、帰国後かかわっていた NPO 法制定促

京都や陸前高田にも広がりつつあることを紹介しました。
「HIVと共に生きるということ」
と題し、陽性者ス
JaNP+ では 3日午後、
ピーカー 2 名によるスピーチとトークセッションを行ないました。

Think Big Together!

かたの

かりの
JaNP+ ゆ お届けします

松中 権さん（特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ代表）

エッセイを

T

hink Big Together! グッド・エイジング・エールズ（以降グッド）
のサポーターであるAlfa Romeo のティツィアナさんからいただい
た言葉。LGBTもそうでない人も、みんなが自分らしく年を重ねていける
社会をつくろう! という目標に向け、つねに勇気と元気をもらってきました。
Think Big! 設立以降、グッドはライフマネープランのワークショッ
プや就活座談会など、LGBT 視点で編纂した暮らしの知恵や当事者

ら、怖い。怖いから、近付かない、

のネットワークづく
りを主に企画してきましたが、
その活動の幅を広げ、僕

攻撃する。攻撃されるから、名乗り出ない。だから知らない。という負の

むエンジンになると信じて。

Together! 現在の日本におい
ては、法的整備や社会システム改
善より先に、LGBTに対する知識や
理解の少なさが課題。知らないか

たち自身が「グッドらしさ」
を見つける契機となったのが、LGBTフレンド

サイクルを崩すために、非当事者に「身近にいるフツーの人たちなん

リーな「カラフルカフェ」をつくろうという、Think Big! なプロジェクトで

だ」
と実体験してもらい、同時に当事者の「自分はそうなんだよ」
と明か

した。スタッフ含め誰もが実現不可能と決めつけていた企画は、各所ほ

す不安感を拭っていくことが大切です。5.2％存在するセクシュアル・マイ

ころびはありつつなんとか形となり、夏季限定・土日祝のみ営業にもかか

ノリティの話は、じつは 94.8％のマジョリティをいかに巻き込み、アライ

わらず、1 年目は約 1,000 名、2 年目は約 1,300 名のお客様にお越しい

（ally、支援者）を増やしていくかの話でもあります。LGBT だけに閉じず、

ただくことに。このニュースレターが配信される頃は、3 年目の葉山での

両者が繋がる場を提供し可視化していく
ことも、
「グッドらしい」
ミッション

（笑）。
営業を終え、スタッフ全員が抜け殻状態になっていることでしょう

だと信じています。

ボランティア、アーティスト、
ピアノ奏者、メニュー協力店、コラボ企業

そんなTogether! 企画の一つが、今年のゴールデンウィークにグッド

など、本当に多彩な人が関わる
「みんなでつくるみんなのカフェ」
というプ

を含むLGBT関連の7団体が実行委員会を組んで開催した「Tokyo

ラットフォームは、たんなる夏の思い出を超えて、
「LGBT でもこんなこと

Rainbow Week 2013」。大小 23 のイベントにご協力をいただき、約
18,000人を超える方々が参加、来年開催に向け10月の台湾パレード
に協力する計画も! 国境さえも超えて Together! できるアイデアを

という誇りや「LGBT の自分も何かやってみよう!」
という勇気
ができる!」
につながってくれていると嬉しいなと思います。自己肯定感、
そして自己実
現感を体験する当事者が増えることが、日本に大きなムーブメントを生

（ルー大柴さんみたい）
、みんなで実現していきたいですね。
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［記録］政党のエイズ対策に関する公開質問

回答結果

特定非営利活動法人 日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラスでは、参議院議員選挙（平成 25 年 7 月 21 日執行）にあたり、
候補者名簿を届け出た政党に対し、以下のような「エイズ対策に関する公開質問状」を送付しました。
こうした働きかけを通じて、政党のエイズ問題への姿勢や取り組みを知るとともに、
HIV 陽性者視点での情報を、政治にかかわる人びとへ届けていくことが必要であろうと思います。
ジャンププラスでも、HIV 陽性の当事者として、またエイズ問題に取り組む一人として、今後も注視してまいりたいと思います。
みなさまにも、今後ともご関心をおもちいただければさいわいです。

エイズ対策に関する公開質問状
私たちは、
「HIV 陽性者が秘密を抱えることもなく、社会

エイズ予防指針）が告示されました。エイズ予防指針について

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

は、厚生労働省において見直しが行われ、おもに以下のよ

あたりまえの生活ができる社会」を目指して活動しております

うな現状の課題があることが報告されています。

NPO 法人です。
平成 25 年 7 月21日の参議院議員選挙に際して、貴政

② 個別施策層に対する施策が重点的、計画的に実施

党のエイズ対策に関する考えをお伺いしたく、以下のとおり、

されていない

質問状をお送りいたします。なお、回答内容は当団体の

③ 各ブロックの現状に応じた医療提供体制の構築が、

ホームページ等にて公開させていただきます。

依然としてなされていない

（月）頃までにご回答をいただ
まことに勝手ながら、7月15日

けますよう、宜しくお願い申し上げます。

① HIV 抗体検査件数の減少と患者等報告数の増加

④ 各種施策の効果についての分析・評価・検討が不十
分である

〈エイズへの取り組みに関する国の指針と現状の課題〉
平成 24 年 1 月19日、
「後天性免疫不全症候群に関す
（厚生労働省告示第二十一号、以下
る特定感染症予防指針」

⑤ 薬害被害者に対する恒久対策の推進
また、このような現状をふまえ、国および地方自治体が当
事者を含む NPO、NGOと連携してエイズ対策に取り組
むようエイズ予防指針の各項目に明記されました。

1. 過去 2 年間において、貴政党において特に HIV/エイズに関して
ご質問

2.

行った取り組み等ありましたら、ぜひともご紹介ください（国内外問わず）。
日本におけるエイズ対策の現状と課題を踏まえ、
貴政党では今後のエイズ対策にどのように取り組みたいとお考えでしょうか。

◉以下に各党の回答内容を、到着順に掲載いたします。
＊日本維新の会、生活の党、緑の党、新党大地、みどりの風は、回答がありませんでした。

【

民主党

】【

1. 過去 2 年間の取り組み
民主党政権下、昨年 1 月に「後天性免

日本共産党

】

1. 過去 2 年間の取り組み
HIVなど性感染症の正しい知識を子ども

性感染症への正しい知識と予防法を周知
する、性教育の尊重と充実を要求しています。
抗 HIV 治療など、高額で長期にわたる

疫不全症候群に関する特定感染予防指

たちに伝える、性教育の普及・発展を、国政

治療にかかる患者負担を抜本的に軽減す

針」を全面的に改訂した。

でも地方でも求めてきました。日本において、

るため、現行の「高額長期疾病にかかわる

HIV 感染者・エイズ発症者が増え続けてい

高額療養費の支給特例」を大幅に拡大し

る大きな要因に、性交や性感染症にかかわ

た、
「長期療養給付制度（仮称）」の創設を

上記指針に基づき、予防対策等を徹底

る教育の遅れがあります。日本共産党は、科

提言しています。

し、感染者の健康維持等に向けた公的支

学的な性教育を敵視する、一部勢力の政

アメリカ製血液製剤の輸入規制緩和に

援を行う。

治介入に反対し、HIV・梅毒・クラミジアなど

道をひらき、国際的にも、アメリカの製薬大企

2. 今後のエイズ対策への取り組み
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【
業によるエイズ治療薬の特許独占の強化と
後発薬の開発制限につながっていく、TPP

】【

1. 過去 2 年間の取り組み

】

国際的な連携強化・支援協力を強化す
るため「世界エイズ・結核・マラリア対策基

2. 今後のエイズ対策への取り組み

2. 今後のエイズ対策への取り組み

公明党

1. 過去 2 年間の取り組み

特にありません。

（環太平洋連携協定）
に断固反対し、党派を超

えた共同でたたかいをすすめています。

社会民主党

【 POSITIVE ワイド 】

金」への拠出の推進や、エイズに関する正し

エイズ対策を強化します。エイズに対する

い知識の普及啓発・教育、地域における相

性感染症への科学的知識を広める、性

正しい知識の普及、検査や相談が受けられ

談・検査体制や医療提供体制の充実等を
進めてきました。

教育の普及・発展を求めます。HIV・エイズ

る体制など予防対策を徹底します。特に、若

の危険性を伝え、コンドーム使用などの予

者の性教育、在日外国人、海外滞在者など

防法を周知する、保健行政の取り組みを強

に対して重点的な啓発活動を行います。国

化します。HIV 検査の人員・体制の拡充や

公立病院における患者・感染者の受け入れ

2. 今後のエイズ対策への取り組み
差別・偏見の解消への取り組みとともに、

地域間格差の解消をすすめ、感染の疑い

体制の強化、医療従事者の陽性、患者・感

自治体と連携し、特に青少年などの発生動

のある人がすみやかに検査を受け、感染者

染者に対するカウンセリング体制など、エイ

向の高い層を含めた早期発見・早期治療

を早期に発見できる検査・医療体制を構築

ズ患者への医療体制を整備、充実します。

に向けた検査・相談体制の充実、受検・治

します。医療従事者のHIVに対する疾病理

アジア地域における患者・感染者は急増

療への啓発が重要と考えます。今後とも、新

解・患者理解を徹底し、医療機関での差別

しています。日本は、ワクチンや根治薬の開

たな治療薬の開発支援等により、医療提供

的な扱いをなくすなど、HIV 陽性者が安心

発など研究分野をはじめ、国際協力に積極

体制の整備をさらに推進するなど総合的な

して治療を受けられる医療環境の整備も必

的な役割を果たします。

エイズ対策に取り組んでいきます。

要と考えます。
男性の同性間接触によるHIV 感染の急
増に対応し、これらの層に向けた予防啓発・
早期発見のための方策、外国人など個別
施策層への対策の抜本的強化を求めます。

HIV 感染者・エイズ患者が働きつづけら

【

みんなの党

】【

1. 過去 2 年間の取り組み

幸福実現党

】

1. 過去 2 年間の取り組み
特に取り組んではいません。

みんなの党では厚生労働政策担当として

れるよう、職場での偏見をなくす啓発・研修、

川田龍平が薬害エイズ被害当事者ならで

使用者からの不利益な扱いを防止する指

はの取組・活動を行っている。川田は IPU

導・監督、プライバシー保護の徹底などをは

（列国議員連盟）
のHIV/エイズに関する助言

エイズ予防の啓蒙。HIV 陽性者の方

グループの委員として、世界各国の国際会

が、差別など受けない社会的な啓蒙と自立
して仕事ができる環境づく
り。

かることも重要です。
国の厚生行政を策定する場への、HIV

議、国連 HIV/ エイズハイレベル会合等で

陽性者の参加をすすめます。国連エイズ特

発言するほか、国内でも各種集会、
ワークシ

別総会決議にもとづき、国際社会がすすめ

ョップ、フォーラムに参加している。
また、松本

るエイズ対策への支援強化をはかります。

市エイズ・HIV 等性感染症予防啓発推進

低・中所得国における感染拡大を阻止する

協議会委員を務めている。

ため、コンドームの提供や正しい予防法の
周知、検査キットの普及などを援助すること

2. 今後のエイズ対策への取り組み

2. 今後のエイズ対策への取り組み

【

自由民主党

】

「後
昨年（平成 24 年）1 月から施行している
天性免疫不全症候群に関する特定感染

が必要です。発展途上国に抗レトロウィルス

性教育を適切に行い、感染予防するこ

（エイズ予防指針）に基づき、エ
症予防指針」

薬の供与をするため、日本の政府・企業の

と。MDG s への積極的な貢献をし、国際

イズに関する普及啓発、検査・相談体制の

役割発揮が求められます。

的に新規感染ゼロ、差別ゼロ、エイズ関連

充実、医療提供体制の充実に重点的に取

死ゼロに取り組む。

り組むとともに、国、地方公共団体、医療関

HIVによって孤児になったり、弱い立場
におかれた子どもへの医療・教育の保障、

係者や患者団体を含む NPO・NGO など

HIV 陽性率の高い国に共通の、貧困・女

が連携して、予防や医療に係る総合的対策

性差別・産業荒廃・政府機能喪失を解決す

を展開し、感染症・疾病対策の推進を図るこ

る経済協力や民生支援など、人道的支援

とは重要なことと考えております。今後ともこのよ

を抜本的に強化することも重要と考えます。

うな対策を進めて参ります。以上

5
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皆さんのホンネや気持ち、
実体験を答えてください !

※いずれの情報も、くわしくは
決定次第、JaNP+WEB サイト、
E-mail 等でお知らせします。

日本エイズ学会
参加支援スカラシップ募集中
HIV 陽性者自身も多数参加するユニークな学会、日本エイズ学会・
学術集会が、今年は熊本市で11月20 〜 23日に開催されます。学会へ
より多くの陽性者の参加をうながすためのスカラシップの受給者を、今年
も募集しています。HIV・エイズに関するさまざまなシンポジウムや最新の
研究報告などに触れるチャンスです。HIV 陽性者の治療や生活につい
て考えたり、エイズ問題への取り組みの活性化にも寄与しています。

HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会は、JaNP+ の他、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、公
益財団法人エイズ予防財団によって運営されています。
（検索可）の
【応募方法】
「HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会」

WEB をご覧ください。「募集のお知らせ」に応募要項・応募書類があ
ります。応募締切は 9 月 30 日です。

「Futures Japan」
HIV 陽性者のための
ウェブ調査実施中
日本では、医療や治療といった面をとらえようとする調査は、これまでにも
数多く行なわれてきましたが、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。
また、医療者や支援者側の視
点でとらえた HIV 陽性者像を前提としていることも多く、HIV 陽性者が
本当に知りたいこと、あるいは知ってほしいことが調査されているのだろうか
という疑問の声も多数ありました。
この「HIV 陽性者のためのウェブ調査」では、当事者参加型形式を
とり、研究者だけではなく、数多くのHIV陽性者も企画段階から参加して
います。そして、1 年以上にわたり、HIV 陽性者にとってどんな調査が必
要なのか、いまは何を明らかにするべきなのかといった議論を経て、質問
項目を決めました。
この調査研究の最大の特徴は、
その成果を HIV 陽性者に直接役立
ててもらったり、社会づく
りに生かしていこうとする点です。つまり、実践に具
体的に反映させようとしています。当事者であるHIV 陽性者にフィードバ
ックされるとともに、行政や支援体制、エイズ対策へ提言するという次のス
テップにもつながります。

HIV 陽性者交流会 in 札幌
JaNP+ は、HIV 陽性者のネットワー

そのため、一人でも多くの HIV 陽性者の参加・回答を呼びかけていま
す。ぜひ、ご協力ください !
【参加】http://futures-japan.jp/（ Futures Japan でも検索可）の

WEB の右上から、アンケートサイトにアクセスできます。

クづく
りを応援する交流会を運営していま
す。この交流会では、お茶とお菓子を囲
みながら、少人数で気楽におしゃべりをす

名古屋で

る時間を提供しています。参加者はもちろ
ん、スタッフも全員 HIV 陽性者です。

Talking about SEX 開催

みなさんが安心して参加できるよう、以
下のとおり事前申込制となっています。皆

【日時】9 月 21日（土） 13：00〜17：00

様のご参加を、スタッフ一同心よりお待ち

【場所】名古屋市内（参加者にのみ詳しい

しています。
【日時】9 月 14 日（土）

会場をご案内）

【定員】10 名 【参加費】無料

14：00 〜 16：00

【場所】北海道札幌市内（参加者にのみ詳しい会場をご案内）
【参加費】500 円（お茶・お菓子代）
【申込方法】
くわしくは JaNP+ の WEB の「交流会」のコンテンツをご
参照のうえ、お申し込みください。
＊この交流会は、レッドリボンさっぽろとの共催で行なっています。
＊HIV 陽性のかた限定です（性別・セクシュアリティ・感染経路・居住地は問いません）。

【参加資格】HIV 陽性のゲイ・バイセク
シュアル男性
【申込方法】
くわしくは JaNP+ の WEB
の「Talking

about SEX」のコンテン

ツをご参照のうえ、お申し込みください。
申込み締切は 9 月 15 日です。

編集後記 from editors
●今年の夏はいつになく過酷。できるだけ無理を

●この夏の猛暑、ハンパないですね ! ビールも

●横浜で南さんのお元気な姿に感無量。エイズ

せず大人しくしていました。すると普段追われてい

ハンパなくうまくて、酒を楽しめる肝臓であること

アクションは予防とケアを同時に掲げていた、そ

た雑事も適当に手を抜けるようになり、ほんとうに

に感謝する夏です。あまりイメージないみたいで

の慧眼に感服する。薬も不自由な時代、入院患

自分の立つべき場所が見えてきました。え、それ

すが、わりと飲みニケーション肯定派なので、酒

者に花を届けたり、食事会を開いたりして、あなた

がどこかって ? そんなに簡単には教えられない

宴のお誘いは常時お待ちしております !

は一人じゃない、と伝えていた。

（笑）
。乞うご期待 !

（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。

私の宝物

11

ぴこ（男性／ 30 代／ 2007 年告知／近畿地方在住）

7 月 14 日

12

スナフキン（男性／ 50 代／ 2006 年告知／匿居住地）

変な言い方かもしれませんが、私は HIV に感染したことに感謝しな

昨年の7月14日、10 年以上連れ添った相方と離れることを決めまし

ければならないかもしれません。親身になって相談に乗ってくださる医

た。自分がポジと判明した時も、
「それが原因で二人の関係が変わるこ

療系の専門職のかたがたや、社会で HIVに携わる活動をしているか

とはない」
と言ってくれた彼。逆に、彼が別ルートでポジとなり自暴自棄

たがたに多く知り合えたから。そしてどんなことでも気兼ねなく話すことの

になった時も、
「たいしたことないじゃん」
と、ふつうの暮らしを維持した自

できる陽性者の友人・知人の輪が一気に広がったからです。
陽性者の立場になって初めて、社会のあらゆるところで、HIV 陽性

分。でも、つまらない出来事から自分が感情を爆発させて彼を怒らせて
しまい、永遠と思っていたものが崩れた日でした。

者に対する差別や偏見、人権侵害が行なわれていることを経験しまし

ずっと悔やんでいた。自分を支えてくれる人は誰もいないと感じた

た。紙面の関係で経験したことを多く書くことはできませんが、病気を隠

日々。喧嘩する前に内緒で買った浴衣も渡さないまま、仕舞い込んで

さないと社会生活を営んでゆけない場面や、陽性者を悪者扱いする

過ごした去年の夏。でも、今年に入り、半年ぶりに離れた彼にメールし

人や諸団体にたびたび遭遇しています。なので普段は陰性者と同じよ

ました。「恒例の苗場のユーミン、今年行けないと永遠の別れだね」。

うに、でも陽性者であることがバレないように、気の抜けない社会人生

1% の望みをかけた、精一杯の抵抗だったのかもしれません。結果は

活を過ごしています。

……彼と半年ぶりの再会。少しぎこちなかったけど、離れた、音信不通

自分の経験や感じていることを陽性者の友人に話すと、友人も同様
に差別や偏見、人権侵害など、社会での生きづらさを感じていることが

の半年は無駄ではなかったと感じました。互いの絆を確信した、冬の
苗場になりました。

わかってきました。そして逆に相談を受けることが多くなりました。陽性者

あれから5 か月、離れて暮らしてはいるけど、月一回は旅行やライブ

の声が社会に届き、生き生きと暮らせる社会を形成する、そのための活

に一緒に行く日々を過ごしています。それまでは見えなかったこと、ともに

動ができたらいいなと思っています。今は陽性者の SNS 等や地元の

過ごす時間の大切さを感じる今日この頃です。

NPOを拠点に活動しています。活動を通じて友人・知人になったか

そんな中で迎えた今年の 7 月14日は札幌に。7 月14日の花火大会

たがた、
そしてHIVのことを気にせずに素の自分に戻って話ができる大

に、仕舞い込んだ浴衣を持っていきました。花火は、幻想的で感動的

事な時間は、私の宝物です。

で、来年も再来年も一緒に鑑賞したいと思える夜でした。

今の医療では、AIDS 発症を抑えることしかできません。将来、医療

振り返れば、HIV 陽性とわかった日、自分である程度シミュレーショ

が進歩してウイルス駆逐ができるようになったら、陽性者への差別や偏

ンはしていたけど、動揺があった。でも、彼や元彼、友だちが支えてくれ

見、人権侵害の無い社会になるのだろうか。陽性者支援そのものも不

ていた。不安いっぱいで会社に申告した時も、
「だから何 ? お前の仕

必要になってしまうのだろうか。HIV 検査を受ける人は増えるのだろう

事は変わらない」
と受け入れられ、自分が蒔いた種なのに支えられてい

か。私の宝物はどのように変わってゆくのだろうか。そんなことを日々考え

ると感じました。いろんな人に支えてもらって、自分は幸せだなと思ってい

ています。

ます。

。
らず目を通しましょう。悔しいけど、政府を信じるしかありません（苦笑）
text 永易至文
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健康保険（健保組合や国民健康保険）は、これも最強の医療保険で
す。入院・手術しても、高額療養費の制度でひと月の個人負担額は
通常、8 万円強ですみます。だから入院保険などに入るより、貯金で

社会保険をライフプランのベースに
選挙が終わり、政府の社会保障国民会議が「痛み」も伴う報告書

備えるほうが賢明。国民会議報告では、さらに低所得者の負担額引
下げが提案されています。健保組合は長期入院中は傷病手当金があ
り、所得保障までついている保険なのです。

を出しました。ここで社会保険について、あらためて大事なことを押さえ

労働保険は退職時の失業給付がおなじみですが、スキルアップの

ましょう。当コラムでは過度な保険や金融商品は避け、誰もが加入義

ため学校や通信教育を利用した場合、教育給付 10 万円が支給。こ

務のある社会保険と、誰にもできる貯金を、ライフプランのベースにし

れは就業中でも使えます。

ています。
公的年金はなにかと不安視されますが、日本で一番大きな保険シ
ステムであり、税金が半分投入される分、有利さは民間の保険商品
の比ではありません。コレだけで暮らせる額ではありませんが、老後資
金のベースとして保険料の納付忘れのないように。納付が難しいとき
は免除申請をし、毎年誕生月に送られてくる
「ねんきん定期便」はかな

社会保障の充実のために消費税も引上げられ
るはず。社会保険を大事に、でも堅実に、利用させ
てもらいましょう。
ながやすしぶん 行政書士、2 級 FP、編集者／ライター。老
後のゲイや HIV 陽性者を支える
「東中野さくら行政書士事務
所」オープンしました。著書もよろしく!
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8 【 JaNP+ の広場 】

News Letter

柔軟な発想で、
「地方」でも活動展開!
エ キ ゾ チ ッ ク ク ラ ブ
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NPO 法人魅惑的倶楽部（認証申請中）

「こころのユニバーサルデザイン」を掲げて活動するNPO 法人魅惑

──主な活動には地域の障害者への支援がありますが、これも行政だ

的倶楽部（静岡県浜松市）。明るく頼もしいキャラクター（!?）の理事長・鈴

けでなく地元企業と連携しながら活動しているのが特徴的ですね。

木恵子さんに、お話しを伺いました。

鈴木●地域の障害者のかたがたを対象とした音楽イベント
「Magic

──さまざまな活動を行なっている魅惑的倶楽部ですが、エイズへの取

「障害者が来店した
ただけないか ? とダメ元で頼んでみたのですが、

heart concert」では、スターバックスと協働しています。何か協力してい
り組みについてお聞かせください。

時の対応をスタッフが学べる」
と前向きな反応で、イベント会場でのコー

というキャ
鈴木●毎年、浜松オートレース場で「Red Ribbon Project」

ヒーサービスを実施してくれました。また、成人式に参加しづらい障害者

ンペーンを展開しています。客層は中高年男性が多いのですが、彼ら自

のために、オリジナルの成人式を祝おうというイベント
「魅惑的生人四季」

身はもちろん、自宅に帰られた後の家族との会話などを通じて、間接的な

も毎年実施しています。成人式に出席した方たちが、次の年にボランティ

啓発効果もあるんですよ。中継番組はずっと放送されていますし、来場者
もレース場にずっと滞在しているので、レース解説席からしっかり時間をと

アに参加してくれる、良いサイクルが生まれています。参加する人たちの
「キャリアパス」
と
「感動」をいかに生むかがポイントですね。

ってエイズについて伝えることができるのがいいですね。理事である神取
忍さんら著名人も出演してくれています。場内では、特設ブースで情報提

──どのプログラムも、すごく柔軟な発想で企画していますよね !

供を行なうだけでなく、中高年の方が気になる血圧測定なども行なってい

鈴木●「地域を支える」
という発想が私たちの原点です。HIVに限らず、

て、ひろく
「健康管理」の一つとして、エイズに触れてもらおう
と考えています。

地域を支えるさまざまな事業に取り組むことは、経費の多くを占める事務
機能を集約することにもなります。実際、浜松のような地方都市では、エイ
ズの啓発活動だけで人や場所を確保した十分な活動を継続することは、
なかなか難しいのではないでしょうか。

NPO 法人魅惑的倶楽部
http://www.exotic-club.jp/EC/index.html

【後日談】
魅惑的倶楽部では、一般社団法人ブリッジハートセンター東海との協働に
より、静岡県内での HIV 陽性者支援事業を開始することになりました。まさ
に「地域で支える」が実現した形ですね ! JaNP+ からも高久がアドバイ
浜松オートレース場での PR、神取忍さんと。

ザーとして参加しています。

