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　私がHIVにかかわるきっかけは、1990年
代の終わりに、リーバイスの財団からの依頼で
私たちのセンターが日本のNPO向け寄付プ
ログラムを運営することになり、その担当になっ
たことです。寄付の対象となるテーマは、先鋭
的なリーバイスならではの「

ソーシャル・ジャスティス

社会正義」。特に、
サンフランシスコに本社がある企業らしく、エイ
ズにはかならず一枠とって助成するという決まり
がありました。
　募集を始めると、移民問題、児童虐待、
DV、同性愛、薬物依存など多様な課題の
申請書が100件くらい集まり、HIV関連も10
件ぐらい受け取ったでしょうか。HIV関連の
申請書は、他の課題に比べてすごく内に籠っ
た感じで説得力に欠けるというのが、当時の私
のいつわらざる印象でした。ところが2、3年た
ったころから、アレっと思うように印象が変わっ
てきた。そして私は一つの特徴に気づきました。
「HIVの分野は海外と繋がっている」と。どの
申請書も国際会議で受けた影響を語り、得た
助成金でまた海外の会議に出かけたい、海
外の仲間とも連帯したい、海外の情報を国内
に提供したいと書く。時代は多剤併用療法が
始まり、未来を考える時期へと入っていました。
　NGO・NPOの人たちの底力を感じ、私
のエイズ勉強が始まりました。とくに興味深かっ
たのは、エイズが地球規模の動きを引き起こし
ていたこと。米国内のゲイなど少数者の抗議
運動・人権運動が、効果はあるが高い薬が
登場したとたん、薬を買える先進国の人と買え
ない途上国の人との格差の貧困問題となり、
国内問題が国際連帯へつながり、当事者や
市民社会の声が企業や政府や国際機関を

突き上げ、政治を動かし、ついには大きな基
金を作らせ人の命を救っていく。2000年前
後は国連エイズ特別総会などの動きが玉突き
のように起こった時代でした。情報を追いつつ
「これはすごい」と感嘆したものです。私たちの
センターは、政府でも企業でもない第三の力と
して民間セクターが機能することがより良い社
会のカナメだと考えていますが、エイズはまさに
その具現と映りました。

＊
　リーバイスの助成事業は2003年で終了し、
私もHIV団体からの申請書に触れる機会が
なくなったころ、アメリカから一通のメールが舞
い込みました。2002年、途上国の感染症（エ
イズ、結核、マラリア）対策のための世界基金が、
ジュネーブに設立された。そのきっかけになっ
たのは、2000年に日本が議長国を務めた
G8九州沖縄サミットです。アメリカからのメー
ルは、世界基金が日本で民間の応援団を作
ってくれる組織を捜している、というものでした。
センターとしても、そして私個人としても、願って
もない話で、世界基金支援日本委員会を立
ち上げ、それ以来、世界基金と日本とのパイ
プ役を果たしてきました。
　世界基金は理事会が強い組織で、お金
の拠出国政府や企業だけでなく、途上国政
府、そして先進国と途上国のNGO、財団、
さらに陽性者コミュニティの代表が投票権の
ある理事として参加しています。年間約30億
ドル（約3000億円）の使い道の意思決定権の
1票（全20票中）を陽性当事者が持つ、まれ
に見る貴重な運営システムです。世界中から
寄せられる申請書の審査委員会には井戸田

一朗医師※がいますし、投票権をもつ先進国
NGO理事団では稲場雅紀さん※※も活躍し
ていることは、ぜひ知ってほしいことです。

（8面へ続く）

HIVに見る世界のダイナミズム
民間という第三のセクターの力を信じて

いとう・さとこ　公益財団法人日本国際交流センター執行
理事、世界基金支援日本委員会事務局長。日本国際交流
センターは、日本と諸外国の相互理解と協力関係の促進を
目的として1970年に設立された民間の事業型財団。非営
利・非政府の立場から国際対話や共同研究、各種交流プ
ログラムを実施している。
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公益財団法人日本国際交流センター 執行理事 

伊藤聡子



　北の大地、札幌で18年にわたって歴史を刻んだLGBTイベント「レ
インボーマーチ札幌」が9月15日、その最終回を開催しました。全国か
ら1100名を越える参加者が駆けつけ、16回目となるパレードを華やかに
盛り上げました。　
　地元北海道はもとより、全国から参加者が集まるパレードでは、関連イ
ベントも多数開催。観光とコミュニティ活動の絶妙なコラボレーションを楽
しむことができます。おなじみのクラブイベントのほか、今回は弁護士など
法律家によるトークショーと法律相談会が56人の参加者のもと開催され、
HIV感染をめぐる話題も取り上げられたことが目を引きました。

「セックスの相手にHIV陽性であることを
告げられず……」法的には?

　「弁護士に聞いたらいいっしょ!?～LGBTのための法律トークショー&
無料法律相談会」と題されたこのイベント、主催は「LGBT支援法律家
ネットワーク」の有志メンバー。同ネットは、LGBT当事者およびLGBT
に理解のある法律家などの全国ネットワークです。　
　弁護士のほか、司法書士や行政書士、税理士など、その職能で
LGBTをサポートしたい士業のみなさんのネットワーク。今回、各地のメ
ンバーも来札する機会になにかコミュニティ向けイベントができないかと、
パレード1か月前に急きょ決まったとか。
　トークショーでは、「同性カップルで家を借りたい」など仲良しカップル
編から、「元恋人から周囲にバラすと脅されている」というトラブル編、そし
てHIV感染のトラブル編やトランス・ジェンダーの人の性別と職場のトラ
ブル編など盛りだくさんの内容でした。
　このHIV編では、「HIVに感染していることを知りながら生でエッチし
た。相手が感染し、損害賠償請求すると言ってきた」という設定で話が進
行。担当した永野靖弁護士に、後日取材でその概要をお聞きしました。

「民事で損害賠償請求できる「不法行為」には、4つの要件が必
要です。本人に故意または過失がある。相手の権利または法律
上保護される利益を侵害している。現実に損害が生じている。そ
して損害と過失に相当因果関係がある。
　自分が陽性であることをただ黙っていたことは過失にあたるで
しょうか。陽性者はかならずコンドームをつけてセックスをする法

的義務があるのでしょうか。公表された裁判例があるわけではな
く、法律家の中にもいろいろな考え方があると思います。ただ、陽
性であることは高度なプライバシーです。また、相手はセーファー
セックスを選択して自分を守る方法があります。相手がセーファー
セックスを望んでいたにもかかわらず、自分は陽性ではないと
偽ってコンドームをつけないセックスを積極的に勧めた場合には
問題になり得るかもしれませんが、陽性であることをただ黙ってい
たり、コンドームをつけないでセックスしたことで、かならず過失と
されるわけではないと考えます。さらに複数の人とセックスしてい
れば、誰とのセックスで感染したのかという因果関係の立証はな
かなか困難です。
　誰々から感染させられた、訴えてやりたい、という相談は耳にし
ますが、さまざまな考慮点があり一筋縄ではいきません。実際の
相談では、感染の判明した方が感情的に混乱して恋人に恐喝ま
がいのことをしてしまい、それを止めるところから始めるケースもあ
りますし、2人のこれまでの関係、周囲のサポート体制、適切な治
療を受けているのか等々、さまざまな事情も踏まえて妥当な解決
を目指すようにしています」

　今後はJaNP+でも、こうした法律問題について考えていきたいと思わさ
れる内容でした。

＊
　このほかのHIV関連企画では、陽性者交流会、ゲイ・バイセクシュア
ル男性限定の「HIV抗体即日検査」会、そしてJaNP+代表・長谷川
博史によるトークショー「セックスと恋愛とパートナー」がありました。このトー
クショーでは、ゲストの中村うさぎさん（エッセイスト）が急病のため欠席、多く
のファンを心配させましたが、当日は多くの人が参加し、なごやかなひととき
を過ごしました。
　札幌のパレードは、今回を区切りにいったん幕を下ろしますが、
LGBTやHIVコミュニティの人びとをエンパワーする場が、すでにさまざ
まなかたちで北の国に息づいているこをを実感しました。
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HIV関連の周辺イベントも充実

当日は台風の接近で明け方まで暴風雨だったそうですが、パレード時間帯は
なんとか天候も回復し、恒例の風船飛ばしが行なわれました。

取材協力：永野靖弁護士、
山下敏雅弁護士（ともに
LGBT支援法律家ネットワー
ク、永野・山下法律事務所）

来た、見た、歩いた
レインボーマーチ札幌ファイナル 



　東京都のエイズ対策担当と
して、ゲイコミュニティをはじめ
各方面から厚い信頼を寄せら
れた飯田真美・都副参事が、
10月4日、52歳で亡くなりました。
　飯田さんは2003年にエイズ
担当に就任直後からエイズ対

策の現場を足しげく訪れ、新宿二丁目のバーでもグラスを手に多くの人
と熱く語りあう異例な行政官でした。ご自身が乳がんを抱え、病とともに生
きる人へのまなざしは温かく、どこまでも真剣でした。

　特定非営利活動法人AIDS & Society研究会議（代表：根岸昌功医師）
は今年、「エイズとその課題2013」と題するシリーズフォーラムを開催、意欲
的な問題提起を続けています。HIV・エイズに関する近年の新たな課題
から、それに取り組む専門家らを招き、参加者と課題をシェアする企画です。
　7月にはHIV陽性者を対象とした大規模なWEBアンケート調査
「Futures Japan」（本紙裏表紙参照）について、その意義や新しさを井上

　10月29日に新宿二丁目のコミュニティセンター・aktaで開かれた「し
のぶ会」では、都庁の同僚、医療やNGOの関係者、研究者、ゲイバー
マスター、そして二丁目でコンドーム配布に携わる若者たちまで、飯田さん
の活動そのままに多彩な人びと約30人が集まり、思い出を語りその早すぎ
る死を惜しみました。保健所等からの報告書を抱え、「私たちが仕事をし
ない間にこうして感染する人が増えていくのよ」と振り絞るように言った飯田
さんの思い出を、涙とともに語る都職員もいました。
　JaNP+代表・長谷川博史「現在、東京都はアジアの近隣諸国の大
都市と比較しても5分の1という低い感染率を維持しています。これはコ
ミュニティの努力だけでは実現できたものではなく、飯田真美さんという行
政官が登場しなかったなら、コミュニティの努力はここまで報われなかった
のではないでしょうか。飯田さんの多大な功績を讃えますとともに、哀悼の
意を表します」（弔辞より）

洋士さん（放送大学）に、また9月には年間6万5千件の利用がありながら
公的なガイドライン等の整備がされていないHIVの郵送検査について、
研究者にくわえ検査事業者も参加して、活発な議論が行なわれました。
　次回は12月にHIV陽性者の高齢化で課題となっている介護施設等
での受け入れについて、そして2月にはHIV感染と薬物使用について、そ
れぞれのテーマに詳しい研究者を招いて話を聞く予定です。
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東京都エイズ担当副参事 
故 飯田真美さんをしのぶ会

HIV、いまなにが課題か? シリーズフォーラム開催中

40年前に山奥の結核専
門病院で始まった私の

ソーシャルワーカー生活。異動した広島市民病院で被爆者
のかたの生活史調査に参加して、大きな衝撃を受けました。
それまで8月6日の体験を聞くことは怖くてできませんでしたし、
聞くことの意味についても答えをもっていませんでした。
　長崎の被爆者の生活調査を続けた一橋大名誉教授の
故石田忠先生から、「被爆前、被爆、被爆後、そのからだ・
くらし・こころのすべてを聴いてほしい。それは原爆の非人間性
を理解し証明するだけでなく、被爆者自身が原爆に抗して生
きるための思想的営為につながると思う」と教えられました。半
焼けの家族の死体を掘り返して自分の手で焼いた体験など
を聞かせていただいた被爆者の方 の々ことは深く胸に残って
います。この、生活史をご本人とともにたどることの意味は、どん
な背景をもつ場合にも通じるものがあり、普遍的な意味をもっ
ていると思っています。
　HIV感染症に関心をもったのは1995年で、今この病院
に患者さんが受診されたらパニックになるのではないかと感

じ、準備のため自費で都立駒込病院に4日間実習に行った
のがきっかけでした。その後は血友病患者さんに一から教え
ていただきながら経験を重ねてきました。
　一方でセクシュアル・マイノリティの方との出会いも、私にと
っては未知の世界でした。初めはHIV感染症に関することし
か話せませんでした。でも、家族にも言えずに疎遠になり、失
業しても病気になっても支援を受けられない状況になる方々
のお話しを聞くにつれ、「どうしてこの人たちがこんな思いをしな
くてはならないのか!」とたまらない気持ちになりました。その時、
「ふつうに昼間に仲間と出会える場所がほしい」という言葉に、
マイノリティの方々の厳しい現実とともに未来を見ている希望
の思いを感じたのです。「これを実現させたい」と私も思いまし
た。そういう社会であることが、HIV感染症の予防とケアの大
前提になる基盤として必要であると思います。
　セクシュアル・マイノリティの方 の々エンパワメントが今、最
大の、そして緊急の課題であり目標であると感じています。エ
ンパワメントとは政策を含む広い意味での社会変革をも意
味します。HIV医療の中で初めて浮かび上がってきた課題
ですが、もう医療から離れて、広く社会的認知を得て国民的
課題となることを願っています。
　HIVに関わるソーシャルワーカーは、目の前のかたとともに
その歩みをたどりながら、マクロな課題にも関心をもっていく必
要があると思っています。
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しのぶ会では、花にかざられたスクリーンに飯田さ
んの在りし日の写真が映し出されました。
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【 POSITIVEワイド 】

 ［特集］HIV陽性者グループを立ち上げる
 「他の人はどうしてるんだろう」「みんなの話が聞いてみたい」 「HIVのことを隠さずに話せる場がほしい」
──こうしたニーズをもつHIV陽性者は少なくありません。今号のPOSITIVEワイドでは、
最近、ピアミーティングを立ち上げた3つのグループから、レポートを寄せていただきました。

私 はグラフック・デザイナーや職業支援
の講師などを経て、現在はLove 

Act Fukuokaのスタッフをしています。HIV
陽性が判明した時は海より深く落ち込みまし
たが、ネガティブな自分に向き合わなくてはな
らなかったデザインの仕事に救われました。立
ち直った今、ライブでイラストを描いたり、バレ
エの舞台に俳優出演したり、ジャズのライブ
で歌ったり、やりたいことは好奇心のままチャ
レンジする“ポジティブ”ライフを実践中。
　福岡でもHIV陽性者交流会を開催できな
いか?　と以前から考えてはいたのですが、
最初はなかなか主治医から賛同を得ることが
できませんでした。ピアグループ運営は負担
が重く、潰れてしまうのでは……という、医師
としての患者への心配があったようです。私

2 002年にパートナーのエイズ発覚と同
時に自分の感染も判明。パートナーと

の死別後、生きる意味を見失って荒
すさ

んだ生
活を送りましたが、現在のパートナーと出会
い、人生をやり直すつもりで沖縄に渡り今に
至る、波乱万丈の半生です。
　沖縄は他県と隣接しておらず、狭く濃密な
地域社会だと思います。小さなコミュニティで
も縁者にたどりつくリスクがあるため、陽性者
ピアミーティングの実現は難しいと考えられて
きましたが、3年前に沖縄臨床心理士会のサ
ポートにより開催が実現し、これまで地道な
実績を重ねています。しかし、心理士同席の
もとでは話しづらい話題もあること、また連絡
先交換は控える申し合わせがあること（プライ
バシー保護でやむを得ない面もありますが）などから、
既存のミーティングとは少し異なるニーズの
受け皿の必要を感じ、地元の陽性者有志で
立ち上げたのが「OHPAM」（オーパム）です。
　運営メンバーはいずれも臨床心理士会ピ

自身も、少人数の交流会には参加した経験
がなく、説得力がなかったということもありまし
た。そこで、東京で開催されているJaNP+の
交流会に参加し、可能性を判断することにし
ました。
　結果として「これならできそうだ」という手応
えを得て、実施は経験と実績のあるJaNP+
とLAFとの共催という形を取り、当日は
JaNP+からファシリテータを招いて指導を仰
ぐということで、やっと主治医からの賛同を得
ることができました。会場は、閉塞感のない、
窓からの自然光で明るい、リラックスできるよ
うな部屋を必須条件として探しました。
　その後、JaNP+のピアグループスタッフ
研修にも参加し、事務所を提供してくれる
NGOのサポートもあり、7月には2回目を開催

アミーティング参加経験者で、最初は「ミーテ
ィング後にもっと話したい、聞きたい」という自
然発生的なお茶会から始まりました。その過
程で、いつしか自分たち陽性者自身の手で運
営していきたいとの思いが膨らみ、不定期に
集まって話し合いをもつようになりました。当
初は漠然とした思いだけが先行し、具体的な
手法や費用、場所、時間も無く空回りしてい
ましたが、その間もそれぞれのメンバーは

JaNP+のピアグループスタッフ研修やエイ
ズ学会、Futures Japanプロジェクト等に
参加することで独自に経験を重ね、他の地域
の活動やスキルを学んできました。 
　そうして機が熟すのに約2年、いかにも沖
縄らしくスローペースですが（笑）、ようやく自分
たちなりのやりたいこと、伝えたいことがイメー
ジできるようになり、やっと先日ホームページ
をオープンするところまでたどり着きました。
　私たちの活動は始まったばかりで、実際の
ミーティング開催や参加者募集はこれから。

でも、これまで同様に
無理な背伸びはせず、
地味にコツコツ、息長く活
動を続けて、沖縄の陽性者が息
抜きできる場をもち続けたいと思っています。

することができまし
た。次回は12月に開催を予定して
おり、いずれは頻度を増やし、定期
的に開催したいと思っています。
　参加者の皆さんからは、「初めて他の陽
性者と話ができた」「こうした機会があること
はありがたい」という声を多数いただきました。
また、フライヤーを置いていただいた医療セ
ンターの関係者の方々からは、「今回は行け
なかったが、地元に交流会があるだけで安心
できる」という患者の声が多数あったと聞い
ています。私自身、会の終了後に参加者同
士が和気あいあいと連絡先の交換をしてい
る姿を見て、本当に開催してよかったと実感
しました。
　地方での開催は確かにハードルは高いか
もしれませんが、多くの地方で交流会が開催
でき、さらに他の地域との交流もできたらと願
っています。

 「地方のハードル」の超え方
けーいち（Love Act Fukuoka、2009年告知）

Love Act Fukuoka http://loveactf.jp/

OHPAM http://ohpam.com/

スロースタートは、息長い活動の予感
山本大輔（OHPAM［Okinawa HIV Positive Action Members］共同代表、2002年告知）

福岡から

沖縄から

F U K U O K A

O K I N A W
A
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【 POSITIVEワイド 】

2 013年9月14日（土）、JaNP+との共
催で、札幌初の「HIV陽性者交流会」

を開催することができました。プライバシーに
配慮した事前申込制、スタッフも陽性者で行
なった今回の交流会。会場としてお借りした
市内の公共施設の一室に集まったのは、参
加者6名＋スタッフ2名の計8名。札幌市内
はもとより、道内地方都市、そして道外か

らの参加もありました。
　初対面のキンチョー感と、残
暑厳しいおりで汗ダラダラだっ
た私を尻目に、話題も途切れ
ることなく、お茶やお菓子を食
べ飲みしながらおしゃべりを楽し

む、和やかな交流会となりました。
終了後のアンケートのなかでは、「同じ陽性
者の人と会えたこと、共有の時間をもてたこ
とで、自分自身の病気に対する安心感みた
いなものを感じた」との声がありました。
　私自分がHIV陽性とわかった時に、ふつふ
つと湧いてきたもの。それは、「同じHIV陽性
者の話を聞いてみたい。会ってみたい」という

強い衝動でした。ありがたいことに病院には
親身に話を聞いてくれる、治療にあたってくれ
る「味方」は多い。でも、ここ札幌、北海道で
は、同じ立場の同じ生きづらさをもっている
「仲間」とはなかなか会えない。だからこそ長く
温めてきた「地元でHIV陽性者が集まって話
ができる場」づくり、その一歩が、ここ札幌で
やっと踏み出せたことを本当に嬉しく思ってい
ます。
　不安や悩みを万事解決っ!　とまではいか
ないまでも、「そうそう、そういうことってあるよ
ね」「あ、みんな同じように思ってるんだ」、そう
やって一息つける場所として、今後もマイペ
ースに継続していければと考えています。
　狭いコミュニティのなかで顔を出す、一歩
踏み出すのをためらう人もまだまだ多いと思
います。でも、こういった場があること、繋がろ
うと思った時に繋がれる場所があること、それ
が大事なんじゃないかと思っています。もっと
気軽に、気楽に、全国にピアミーティングの
輪が広がれば嬉しい。1回目の交流会を終え
た今、そう思っています。

　ピアミーティングを作ろうとしている私たち自
身、他のHIV陽性者と出会ったことがきっかけ
で、救われたり学んだりした経験をもっていま
す。このためJaNP+では、ピアミーティングの
「定義」について柔軟にとらえています。お茶を
するのでもいいし、飲み会でもいい。それぞれが
得意な方法で、限られたリソースで、交流をし
たい人たちに届けばいいのではないかと思って
います。それも、できれば東京からスタッフが出
張して交流会を開くのではなく、地域に応じた
やり方で、やりたいと思っている人たちと一緒
に、地域に根差した交流会を作れないかと思
い続けてきました。
　一方で、過去のさまざまな活動経験や事例
から、運営する側に求められる要素があること

も学んできました。HIV陽性者
は多様であることへの理解、
参加者や自分のプライバ

シーの管理、活動の広報や継続性の確保、
活動の限界を知ること等。そのためには、他の
NGOの活動から学んだり、必要に応じて情
報リソースを紹介したり専門的なサポートにつ
なぐためのネットワークがあることも大切です。も
っと広く言えば、責任感をもち、信頼を得ること
が求められるでしょう。
　そうした活動を支援するために、昨年度から
JaNP+ではエイズ予防財団の助成を受けて
「ピアグループスタッフ研修」を開催していま
す。ほとんどが東京以外の地域からの参加で、
この研修を受講した人たちが、実際に交流会
の立ち上げに加わっています。
　あらゆる支援活動に共通して言えることだと
思いますが、ピアミーティングが、参加した人の
すべての悩みを解決できるわけではありません。
むしろ、自分と同じ悩みをもっていることを共有
することで気持ちが軽くなった、同じHIV陽性

者であってもいろいろな人がいることを感じた、
という感想のほうが多い。でも、私はそれが一
番大事なことだと思っています。いまのところ
HIVは一生付き合っていく病気であり、HIV
に対するイメージも徐 に々しか変わっていかな
いかもしれない。身体障害者に対して自立を
促そうという政策的な動きもあります。そんな状
況の中、HIV陽性であることに関して何らか
の課題を抱えているならば、それを乗り越え
るのに必要なのは、一人じゃないという気
持ち、「心の元気」ではないでしょうか?
　明日からのエネルギーをもって帰
ってもらえるようなピアミーティング

を、今後も作っていきたいと思っ
ています。HIV陽性の人や
医療機関で取り組んでみた
いというかたがいましたら、ぜ
ひお声がけください!JaNP+

事務局から  「心の元気」を得られる場、どうやって作る?
高久陽介

 「一人じゃない」、きっとそれは
気持ちが軽くなる合言葉
龍太（NPO法人レッドリボンさっぽろ、2009年告知）

レッドリボンさっぽろ http://redribbon.or.jp/

北海道から

H

O K K A I D
O



　HIV感染を知ってから、人生が変わ
ってしまった。そんなふうに、漠然と感じてい
ませんか?
　薬を飲み続ければ、ある程度は健康
をコントロールすることができる。感染リスク
を下げる方法だって、もう知っている。だけ
ど、セックスや恋愛にどう向き合っていいの
かわからない、そんな思いを抱いている人
は決して少なくないはず。
　人間にとってセックスは生き方にもかか
わる大切な問題。なのに、きちんと学ぶチャンスも考える習慣もありません。
そんなHIV陽性者の視点から生まれた「Talking about SEX」は、参
加者同士がいくつかのワークを通してお互いの考え方を話し合いながら、
自身のSEXについてふり返り、これからのSEXを見つめなおす参加型プ
ログラムです。
　このワークショップでは、一定のプログラムに沿って参加者同士がセッ
クスについて語り合い、あるいは他の参加者の話に耳を傾けたり、自分の
中でふり返って考える機会を提供しています。

●東京会場
【日時】2014年2月9日（日）14：30～17：30
【締切】2014年1月26日（日）

●大阪会場
【日時】2014年1月26日（日）14：00～18：00
【締切】2014年1月13日（月）

＊このプログラムは、HIV陽性のゲイ・バイセクシュアル男性のみご参加いただけます。
＊参加費は無料です。
＊プログラム終了後に食事会を予定しております（会費制）。お時間のある方は、ぜ
ひご参加ください。
＊ワークショップで使用するプログラムは、平成18年度厚生労働科学研究費補助金
エイズ対策事業「男性同性間のHIV感染対策とその評価に関する研究」によって制
作したものです。
＊どちらもJaNP+ウェブサイトからお申し込みください。会場はご参加者にお知らせし
ます。
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　日本エイズ学会・学術集会（熊本市）へHIV陽性者参加のためのス
カラシップ・プログラムには、今年もたくさんのご応募をいただきました。この
スカラシップは、HIV陽性者の治療意欲の向上と、患者みずからが積
極的に医療に参加する先駆的治療の実現を目指し、さまざまな企業、団
体および個人のみなさまからご協力をいただき実施されています。
　来春には例年通り、スカラシップ受給参加者による報告会を開催いた
します。多くのみなさまのご出席を、心よりお待ちしています。
　HIV陽性者とその周囲のかた、支援者のみなさまはもちろん、HIV陽
性者の自立と社会参加に関心を有するかたであれば、どなたでもご参加
いただけます。

【日時・場所】2014年2月16日（日）午後　東京都内

　“ジャンプ!交流会”は、HIV陽性者のネットワークづくりを目的としてい
ます。居酒屋等での飲食&おしゃべりが中心ですが、個室の手配などプ
ライバシーにはある程度の配慮をしています。また、参加にあたってはウェ
ブサイトにも掲載のグランドルールの順守をお願いしております。

【日時】毎月第2土曜日 19：00ごろ～
【場所】東京都内（受付締切後、参加者にのみご連絡します）　
【参加資格】HIV陽性者およびJaNP+の各種会員
【会費】回により異なりますが、3,000円前後の会費制です。
＊会場手配の都合上、開催日の1週間前までにお申し込みください。

HIV陽性者による
第27回日本エイズ学会
参加報告会

ジャンプ!交流会　
毎月開催中

【 JaNP+の広場 】

※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。

ワークショップ
「Talking about SEX」
東京、大阪で開催

●10月は京都、沖縄、静岡、高崎、大阪と出張続
き。講演も8件ありました。忙しさや緊張でしんど
いときもありますが、友達と遊んだり、じっくり話した
りする時間で気持ちが切り替わります。それにこの
季節はフィギュアスケートや競馬もシーズン真っ盛
り。楽しみは多い方がいいですね! （高久陽介）

●熊本で開催されたエイズ学会へ参加。いたる
ところくまモンが出迎えてくれました。私は取材の
ほか、自身も陽性者のライフプランニングをサポ
ートする立場から口頭発表をさせていただきまし
た。長期療養で高齢化が進むなか、HIVをもっ
て介護や高齢期を迎える陽性者のサポートはこ

れから急務となるでしょう。同時にワイド面で紹
介の交流会を立ち上げた各地の人ともお目にか
かり、たがいを支え合い、励まし合う姿に、私も
励まされる気持ちになりました。来年のエイズ学
会は大阪で開催です。大阪でお会いしましょう! 
 （永易至文）

編集後記 from editors

昨年の報告会にもたくさんの参加がありました。まとめの挨拶をする、
はばたき福祉事業団の大平勝美理事長。
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人生最後の自己決定「遺言」

　遺言というと「これから自殺でもするのか、縁起でもない」とイヤな顔
をされることがあります。遺言はイショではありません。自分の財産処分
などを決めておく、最期の自己決定です。婚姻制度がない同性パート
ナーへ自分の財産を相続させる（遺贈といいます）ためには、遺言を作る
か養子縁組するしかありません。遺言について正確な知識をもってお
くことは、私たちのライフプランニングにとても大切なことです。
　人が死ぬと、なにかしらの財産が残ります。預貯金、不動産、株、車
や家財などなど。その処分先（誰に渡すか）を決めておくのが遺言です。
また、やむをえず親族を受取人にしている生命保険も、遺言でパート
ナーに受取人を変更することができます。そうした遺言がないと、シン
グルの人の場合は親、親が亡くなっている場合はきょうだい（きょうだい

で亡くなっている人はその子、すなわち甥姪）が相続することになります。親が
再婚で異父母のきょうだいがいる人は、その人にも相続権があるので
注意が必要です。
　遺言は自分で書くことができます（自筆証書遺言）。一筆書いて、パー
トナーなどにその存在を伝えておくだけで、遺産の行き先は180度違
うのです。書式はネット等でも調べられますが、自筆証書遺言は家庭
裁判所で検認（ホンモノかどうかの確認手続き）が必要で、それがない遺言
は、預貯金や不動産の名義の書換えには使えません。パートナーなど
渡したい相手に、手続きについてよく説明するか、検認が不要な公正
証書遺言がお勧めです。
　LGBT当事者の、またはフレンドリーな弁護士や
行政書士なども増えてきました。一度、専門家に
相談してはどうでしょうか。

　今年の秋、「HIVとカミングアウト」というテーマで、HIV陽性当事
者として自身の体験を語った。当事者スピーカーを勤める初めての機
会。緊張しないわけがない。会場にどれだけの人が集まっているのかな
んて、考える余裕などまったくなかった。
　幸い事務局長の高久さんとのトーク形式だったおかげで、考えてい
たことの半分は飛んでしまったが、なんとかその大舞台を勤めることがで
きた。高久さんを始めお力をお借りした多くの方 に々感謝している。
　思えば、2010年11月にニューモシスチス肺炎を発症しHIV陽性
がわかってから、本当に多くの人に支えられている。入院中にカミングアウ
トをした、30代の初めまで勤めていた会社の先輩。クリスマスのチキンを
頬張りながら、飲んでいる薬の数を説明すると「俺のほうがもっと大変だ!!」
と、自身の持病薬、ペンのような注射器を引っ張り出して笑わせてくれた。
　それから帯状疱疹で再入院した時、外出して会いに行った小学校
時代の恩師。痩せこけた土色の顔、右手が包帯で被われた自分の姿
を見ても、「あのころと何も変わっていない」と優しく迎えてくれた。過度の
心配も、嫌悪も何もない、僕を信じて見守ってくれている温かい目に、ど
れだけ救われたことか。
　HIV陽性発覚時の状況は、人によって大きく異なるだろう。仕事や
収入、人間関係、暮らしている地域など、本当にさまざまなはずだ。た
だ一つだけ同じものがあるとすれば、どんな状況であっても僕たちは決
して1人ではないということ。先の見えない不安に押しつぶされそうになっ
た時、そっと支えてくれる存在がすぐ近くにあることに気づくはずだ。
　今回のスピーカーデビューを通し、HIV陽性発覚以降の3年間を
ふり返ることができた。それは、多くの仲間や支援者、理解ある隣人が
身の回りにいることに、あらためて気づかせてくれる経験ではなかったか
と感じている。

列島 西から東から
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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。

　あの日は梅雨が明けたばかり。その場所からやっと外に出た汚れた
僕には、眩しい空を見上げることはできなかった。その降り注ぐ太陽の
日差しで焼かれ、絶望とともにこの世から消えたかった──。
　「HIV陽性」と告知された日から今は2年が経った。告知当初は
「僕が生きることは許されるか?」「人を愛する資格はあるのか?」と深く悩
んでいた。病気を知られることを恐れ、人と関わることを避けなければと
思えば思うほど、その孤独感や感染という事実を忘れたくて、がむしゃら
にリアルをした。その出会いによって、「自分は存在している」と実感した
かった。そんななか他の陽性者に会いたいと思っても、偏見がある世の
中で陽性者同士で会えることはなかった。
　僕は他の陽性者に会いたい一心で、勇気を出して積極的にピアミ
ーティング、エイズ学会、SNS等に参加し、たくさんの同志と出会っ
た。出会った陽性者の方々は皆、大なり小なりたくさんの壁を乗り越え
た人たちだった。死の淵を這い上がって、今は普通に生きている人、
現在闘病中なのにそれを微塵も感じさせないほど元気に活動をしてい
る人など、みんなは素敵な「笑顔」で僕に会ってくれた。そのキラキラと
した姿はすべての偏見をも受け止め、孤独感さえ優しく包み込むような
空気感だった。僕自身の弱さも個性に変えてくれる、一つ一つの言葉
で話しているうちに、勇気や夢、力を僕に与えてくれた。
　今の僕には、辛かった過去のことや出会った人たちが、大切な宝物に
なっている。そして僕はこれから出会う人びとに、先人たちと同じように、笑
顔や力を与えられる存在になりたいと、少しずつ自分でできることを始めた。
　あの踏み出した一歩が、今の僕を支えている。「一人じゃないよ」っ
て伝えたい、2年前とは違う僕がここにいる。だから、今年の強い日差し
のなかでも、今の僕は立ち向かっていけるし、笑顔で眩しい空も見上げ
られるんだ。

2年前とは違う僕がここにいる

宏太郎 （男性／40代／2011年告知／九州地方在住）

僕たちは決して一人ではない

けんじ （男性／40代／2010年告知／中部地方在住）

14

p o s i t i v e  l e t t e r s

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!

text永易至文 07

【 JaNP+の広場 】
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　現在、HIV陽性者のた
めのWEBアンケート調査
「Futures Japan」が実施さ
れています。この調査には、
企画段階から調査票の検討まで多くのHIV陽性者
が参加しています。治療だけでなく、仕事や人間関係
などの生活環境、メンタルヘルス、セックス、アディク
ション（依存症）など、私たちの多くが感じている問題を
幅広くカバーする内容となっています。
　この調査結果は、医療とケア、感染予防、検査、支
援、社会への啓発など、日本におけるさまざまなHIV/
エイズへの取り組みに対し、HIV陽性者の立場から
発信を行なう上でも大切なバックグラウンドになると考
えています。
　ぜひ、みなさまのご協力をお願いいたします。

HIV陽性者のみなさま

WEBアンケートに、ご協力をお願いいたします。

HIV Futures Japan 調査サイト

http://survey.futures-japan.jp/
＊この調査は、HIV陽性の方が対象となります。
＊回答には全体で1～2時間かかりますが、同じ端末であれば回答途中でも入力内容を保存することができます。
＊回答完了後に調査サイト上で希望された方の中から、抽選で1,000名までAmazonギフト券が進呈されます。

医療機関のみなさま

HIV陽性の患者さんに知っていただけるよう、放送大学より別途送付しておりますフライヤー（上図版）の
設置・掲示・お渡しなど可能な範囲でご協力いただけますと幸いです。

【 今号のイチ押し！, 特別なお知らせ 】

（1面より続き）
　日本の陽性者運動と国際的
なものが、少し距離があるのは
私も承知しています。自分たちの
治療ができることで安心し、それ
が国際的なものとつながっている
意識はたしかに持ちづらい。け
れども、アフリカやアジアにも10
年前の比ではなく対策が行き渡
りはじめた現在、「もう大丈夫で
は」という安堵感があることを危
惧します。感染症は中途半端な
ところで手をゆるめるとかならずぶ
り返します。ご自身の治療も、海
外の陽性者の治療も、ともに「続
ける」共通課題で地続きであるこ
とを感じていただけたらと思って
います。

抽選で1,000名にAmazonギフト券が当たる!

Futures Japanアンケート
実施中


