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映画「ダラス・バイヤーズクラブ」

エイズ治療薬をめぐって、生きる自由を勝ち取るために戦った男の実話
舞台は 1985 年のアメリカ、ダラス。
その

は急激に勢いづく。ロンは特効薬を求め

る国の動きに対して、徹底抗戦の構えをとる。

日暮らしで遊び人、多くの異性とも交渉して

世界中を飛び歩き、需要に応えていった

「欲しいものを理解すること。それが何か

いたロデオカウボーイのロン（マシュー・マコノヒ

が、その前に立ちはだかったのが医師たち

を手に入れるための鍵だ」
そんな言葉を残

ー）は、
ある日、
「HIV 陽性、余命 30日」を

と製薬会社、そして政府だった。

したロン・ウッドルーフは実在した人物。

宣告される。信じたくない気持ちに打ちのめ

弁護士を使い、法で対抗する彼は 個人

されながらも、生きたい一心でエイズの猛

の健康の為に薬を飲むという権利 を侵害す

HIV の宣告を受けた 7 年後の 1992 年
に、AIDS の合併症で他界した。

勉強を始めた彼は、やがて米国の承認薬
の少なさと毒性の強さに愕然とする。メキシ
コに渡り、身体に負担の少ない未承認薬
を持ち帰った彼は、そこで密輸を思いつく。
偶然に出会ったトランスジェンダーのレイヨ
ン（ジャレッド・レト）
とともに裏の販売組織「ダラ
ス・バイヤーズクラブ」を立ち上げる。メン
バーは月額会費を支払えば新しい薬を手
に入れることができ、そこで生き延びる希望
を与得た。この草分け的なアングラ組織
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ダラス・バイヤーズクラブ

主演：マシュー・マコノヒー／『ペーパーボーイ真夏の
（13）
（13）ほか。本作で
引力』
、
『マジック・マイク』
は 21 キロも減量し役作りに臨んだ。第 71 回ゴール
デングローブ賞では主演男優賞を受賞。
（11）
共演：ジャレッド・レト／『ミスター・ノーバディ』
、
（07）ほか。同じく18 キロの減量し、
『チャプター 27 』
衝撃的な姿を披露した。ゴールデングローブ賞で助
演男優賞を獲得。ジェニファー・ガーナー／『バレン
（10）
（08）ほか。
タインデー』
、
『 JUNO ／ジュノ』
監督：ジャン = マルク・ヴァレ／『ヴィクトリア女王世
紀の愛』
脚本：メリッサ・ウォーラック／『白雪姫と鏡の女王』
◎本作は第 86 回アカデミー賞では6 部門ノミネート。
日本国内では 2 月 22 日（土）より新宿シネマカリテ、
ヒューマントラストシネマ有楽町他にて全国ロードショ
ーです。

まだ HAART 療法がなかった、あの時代
JaNP+ 代表 長谷川博史

1992年1月、僕は感染告知を受けた。
AZT はその年の 9月に飲み始めて、次の

そして病院で

が出来て…。

年の春には耐性が出来て効かなくなっ

知り合った友

た。当時は福祉制度もなく、しかも薬代

人たちが一人

の自己負担は月に 4 万円。仕事を放り出

去り、二人去

して引きこもっていたフリーランスの僕の

り…。プロテ

貯金は1年で底をつき、ddIに変更したは

アーゼ阻害薬

良いけれど、薬代が払えず、病院で事情

の登 場まで、

を話して支払いを待ってもらった事も、し

あと4 年のサバイバルゲーム。ジリジリす

ばしばあった。その ddI も 10ヶ月で耐性

るあの時代の感覚が蘇ってくる。
（次ページに続く）
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主人公のロンが勝ち取ったものは?
エイズの今と昔…変わったこと・変わっていないこと
事務局長

高久陽介

正直なところ、私個人は、エイズ＝死の病というイメージや、実際
にそうだった時代を題材とした映画や舞台、小説などの作品を、自
ら進んで観にいくようなタイプではありません。HIV の治療がこれだ

自分らしく「ありのまま」
生きたロン

け進歩したいま、あえてその題材を取り上げる意味というものを考え

この映画に、私が深く共感できるのは、主人公であるロンが、自分

てしまうからです。
もし、
その作品が単にその悲劇性に酔っているだけ

自身の中にある差別意識や無知による偏見と闘った生き様が、しっ

だったり、恐怖を煽るための道具として使われているだけだったりし

かり描かれているところです。

たら…そのイメージをそのまま持ち帰るであろう、多くの観客や読者を

ストーリーの前半、ロンは強烈なホモフォビア＊1をあらわにします

想像してしまうのです。いま、
この時代に取り上げるならば、やはり い

が、
ビジネスパートナーとなったトランスジェンダー＊2のレイヨンと出会

ま につながる何かを、その作品から放ってほしい。

うことで、次第に意識が変わっていきます。さらに、セクシャリティや感

1 月21日、都内で映画「ダラス・バイヤーズクラブ」の試写会が
行われ、縁あって鑑賞させていただきました。

染経路といった立場の違いを越えて、
「生き延びたい」
と切望し、そ
のために HIV の治療薬を手に入れたいという同じ目的を持つ人た
ちと1 つになってゆくのです。

治療の進歩に、
人はついていけるのか ?

しかも、ロンは、当時の未承認薬を手に入れてバイヤーズクラブ
で配布することを、ただ善意でやっていたのではありません。自分は

演出的な要因もあるのでしょうが、全体のストーリーは患者＝正

少しでも長く生きたい。金もほしい。企業や政府による隠ぺいや法律

義、行政と製薬メーカー＝悪、という対立の図式で描かれています。

的・構造的な理由によって、それが阻害されているのならば、生きる

奇しく
も、
日本でも最近、製薬会社によって改ざんされた研究データ

ために戦う。彼はあくまで、自分の欲望に素直であり続け、自分らしく

が宣伝として使われていたことが発覚し、東京地検に刑事告発され

ありのままの姿で人生をまっとうしている。そして、HIVをきっかけに、

るというニュースがありました。決して、
「さすがにもう今は起きないで

社会とのつながりの中に自身の生きる価値を見出していく。

しょ」
とは言えない話ではありまが、
しかしこの映画の本質は、何か巨

現実はキレイごとばかりじゃない…そう思っている人にこそ、リアル

悪を突いて溜飲を下げるといったような、そんな単純な勧善懲悪の

で共感できる映画だと思います。ネタバレになるので詳細は記述し

物語ではないようです。

ませんが、最後のシーンはとても印象的。私たちは、
「生き伸びるた

思い返せば、私が自身の HIV 感染を知った 2001 年は、すで
に治療法が確立しており
「エイズ＝死」ではありませんでした。しか
し、
この病気にまつわる様々なイメージは、25 歳だった私の中にも沈
おり

めに生きている」わけではないですよね。

HIV陽性の人も、そうでない人も、ぜひ映画館に足を運んでみて
ください。そして、感想を聞かせてくださいね。

殿していて、陽性を告知された瞬間は、少なからずその澱が巻き上
がり、
「でも治療があるからね、だいじょうぶ !」
といった気分にはなりま
せんでした。そして、あまり長くは生きられないんじゃ
ないかと思い込んでみたり、
「こんな病気」を抱えな
がらこの先ずっと生きていかなきゃならないのか…と
いう、事実を受け入れたくない気持ちがしばらく続い
たのを、今でも覚えています。そして、こうした感覚は
いまでもHIV 感染がわかった人たちに少なからず
起きています。
つまり、自分自身が抱いていた HIV・エイズに対
する差別意識を、そのまま自分に向けながら生きなけ
ればならないのか ? という問題。これは、治療では
解決できない課題として、今もなお続いていると思う
のです。

＊1：同性愛者への嫌悪 ＊2：身体的性別と性自認が異なる人
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【 治療と健康 】

H I V 感染症の治療環境の変化と

生活習慣病

新 シリー ズ

1

ありません。体質（遺伝）や抗 HIV 薬などの影響もあります。

1日 1 錠 で 治 療 できる 時 代 に

食事をとると、からだの中に糖分が吸収されて、血液中

HIV 感染症の治療は、確かに進歩しました。HAART が、
初めて使われた 1996 年頃と比べると大ちがいですね。
進歩のひとつ目は薬剤数の減少です。現在の HAART
で最も少ない薬剤数は 1 つ、最も多いものでも 4 つにすぎ
ません。1 日 20 カプセル・錠を飲んでいたことが夢のよう
です。昨年、日本でも世界的に広く使われている 1 日 1 回
1 錠のシングルタブレット療法が初めて導入されました。
ふたつ目は飲む回数です。米国保健省（DHHS）推奨の
組み合わせは、ほとんどが 1 日 1 回になっています。

の糖分が増加します。膵臓から出されるインスリンが作用
し、血液中の糖分の 70% は筋肉内に取り込まれて利用さ
れます。このメカニズムにより血液中の糖分はある程度の
レベルでコントロールされています。ところが HIV 感染症
や肥満など、さまざまな原因でインスリンの効果がでにく
くなることがあります。その結果、筋肉内への糖分の取り
込みが低下します。半分ぐらいになる場合もあります。こ
れが「インスリン抵抗性」です。からだは血液中の糖分を
コントロールするために、過剰なインスリンを出すようにな

みっつ目は副作用の減少です。初期の頃の HAART で

ります。この状態が長く続くと、インスリンを出している膵

は輸血が必要になるほどの貧血、数週間は続く嘔気・食欲

臓が疲れてしまいます。最終的にはインスリンを十分出せ

低下、繰り返しおきる腎結石などがよくみられました。最

なくなり、糖尿病になります。

新の薬剤の副作用は、それに比べるとごく軽度です。嘔

また「インスリン抵抗性」によって引き起こされる過剰な

気・下痢、おなかの張りおよび頭痛が、数パーセント程度

インスリンは、腎臓からの塩分（ナトリウム）排出を抑え、交

に認められます。

感神経を緊張状態にします。その結果、血圧が高くなりま
す。過剰なインスリンは、脂肪から大量の遊離脂肪酸を出

肥 満 、糖 尿 、脂 質 異 常 、
高 血 圧 など が 課 題 に

させます。この大量の脂肪酸は肝臓に取り込まれ、脂肪肝
の原因となります。同時に肝臓での中性脂肪、LDLコレス

このような治療の進歩とともに、いわゆるエイズ、特に

テロール（悪玉コレステロール）の産生を増加させ、HDL コレス

日和見感染症で亡くなることは少なくなりました。かわり

テロール（善玉コレステロール）の産生を低下させます。その結

に、いわゆる生活習慣病とよばれる肥満、糖尿病、脂質

果、脂質異常症（遊離脂肪酸、LDL コレステロールおよび中性脂肪の

異常症、高血圧などが問題になってきています。

増加、HDL コレステロールの低下）がおこります。

図 1にHIV 感染症と生活習慣病の関係を示します。HIV

生活習慣病である肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧

感染者では、インスリンの効果が出にくくなる「インスリン

の先には、脳卒中および心臓病があります。HIV 感染者の

抵抗性」がよく見られます。さらに肥満などを伴うと高頻

生活の質を保っていくためには、生活習慣病の予防が重

度で見られるようになります。「インスリン抵抗性」により、

要ですね。

糖尿病、脂質異常症、高血圧などの成人病が発病しやす
くなります。もちろん「インスリン抵抗性」だけが原因では

HIV 感染症
肥満・その他
インスリン抵抗性

糖尿病
図 1：HIV 感染症と
生活習慣病

脂質
異常症

監修：味澤 篤 医師

高血圧

東京都立駒込病院・感染症科部長とし
て数多くの HIV 患者の診療にあたる。
日本感染症学会専門医、日本感染症
学会評議員、日本エイズ学会評議員、
東京都エイズ専門家会議委員、日本エ
イズ学会認定医。
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HIV＋の介護職が考える 老い について

第一話

こ

んにちは、はじめまして。都内
の特別養護老人ホームで働く

介護福祉士の福太郎と申します。今

「じぶんの老い︑
イメージ
できます?」

［特集］
HIVと介護のはなし

回からこのコーナーで何回かに分けて
「HIV陽性者が高齢者になることにつ
いて」をテーマに皆さんと一緒に考え
ていきたいと思います。また、介護現

交渉をしなければならないなんて、本

場で働く陽性者という視点から、現

H さんは糖尿病による腎不全でし
たが、HIV 陽性者が長期療養する時

在の介護サービスや福祉施設などに

代となった今、治療薬を長期間服用

は本当に敬服します。

ついても書いていきます。どうぞよろ

することで副作用によって腎機能障

長年フリーランスでバリバリ働い

しくお願いします。

害が起こりやすくなることが想定され

ていた H さんですが、透析治療が始

当に命懸けです。H さんの行動力に

私が介護の現場で働きたいと思っ

ます。今後、透析治療を必要とする

まった頃より体力の低下が著しくなり

た一番の動機は「自分が年老いた時

陽性者は増えていくことが予想でき

ます。個人差はあるものの、透析治

のイメージがわかない」という理由か

ます。

療は大変な体力を使います。
「透析後

らでした。現場で働きだして早 5 年が

透析治療は、一度始まると定期的

はフルマラソンを走り切った後のよう

経ちますが、正直なところ、自分の年

に透析を受けなければいけません。

な疲労感がある」と言う人もいます。

老いたイメージは以前と変わらずに

透析の必要がある方が治療を行わな

また、1 回の透析で 4 〜5 時間は拘束

ぼんやりとしています。

かった場合、血液中の老廃物（尿毒）

されるため、普段の生活を送る上で

しかし、HIV の長期療養が可能に

が溜まって、尿毒症で死に至ります。

も大変な面が多くあります。

なった今日、HIV 陽性者が高齢になり

2012 年末の日本透析医学会の調

介護サービスを受けて暮らすことは

査によると全国の慢性透析患者の人

H さんは透析を始めた頃から、週
に 1 〜 2 回の頻度で知人に家事の手

将来の話ではなく、もう既に起きてい

口は 30 万人を超えており、都内では

伝いを頼むようになりました。透析が

ることです。今回は、私の知人 H さん

3 万人弱の患者がいます。2012 年に

始まってからは思うように外出ができ

の事例を紹介しながら、HIV 陽性者

東京都福祉保健局が行った調査＊1に

なくなり、それまで普通にこなしてい

が高齢者になって直面することにつ

よると、都内の医療機関で HIV 陽性

た家事を行うことにも支障が出てき

いて書いていきます。

者の受け入れ経験がある医療機関

たのです。「アタマはこれまで通りな

H さんは都内で一人暮らしをする
61 歳。1992 年（当時 39 歳）に HIV 陽
性と診断され、同年8月に抗HIV薬よ

は、拠点病院を除くと回答した医療

のに、カラダがついていかない…次

機関のうちの 5％程度であり、透析を

第に引っ込み事案になり内にこもりや

要する HIV 陽性者の受入れ経験がな

すくなった」とHさんは言います。です

る治療を開始しました。糖尿病の合

い医療機関が「今後も受け入れるこ

が、定期的に訪問してくれる知人の

併症により腎機能障害となり、2010

とは難しい」と回答した割合は 6 割を

おかげで生活面も精神的にも救われ

年（当時57歳）に人工透析を開始。透析

超えています。

たといいます。

治療導入（シャント増設）にあたっては

調査に回答した医療機関の 9 割以

このようになんとか生活を送ってい

HIV 治療を受診している病院にて行

上が B 型あるいは C 型の肝炎患者の

た Hさんですが、昨年 8 月、透析後に

いましたが、維持療法を行うクリニッ

受け入れ経験があることと比べても、

軽い脳梗塞を起こして救急搬送され

クの紹介は得られず、ご自身の居住

HIV 陽性者が居住地域で透析が受け

るという出来事がありました。幸い後

地域の透析クリニックに自ら交渉して

られるクリニックを探すこと自体、至

遺症は残らず回復しましたが、これを

通院が始まりました。H さんは現在、

極難しいことが分かります。ましてや

機にライフスタイルを変えなければ…

週 3 回透析治療を行っています。

H さんのようにご自身でクリニックと

と切実に考えるようになったそうです。
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さんの生活の見直しは、まずは

んはその引越し先から通える距離に

態、望む支援内容などを伝えました。

経済面でのコスト削減。具体的

受け入れ可能な透析クリニックがな

その後、掛かりつけの透析クリニック

には、現在の収入や貯蓄に見合った

ければならないという条件もありま

の先生に診断書を書いてもらい、ど

賃貸住宅への引越しを検討しました。

す。住居が決まりそうになっても、そ

うにか「要支援 1」の認定がおりまし

しかし、住まい探しを始めてすぐに引

の近辺にあるクリニックに問い合わせ

た（「要支援 1」は要介護認定でもっとも軽度の

越し先が決まらない現実にぶち当た

をすると、ほとんどの所で受け入れ

区分です）。

ります。

拒否の回答…H さんの話を伺うだけ

一般的な賃貸住宅では、高齢でか

「窓口の人には、
Hさんは言います。

でも心が折れます。最終的に H さん

認定が下りるかは微妙だと言われて

つ単身者というだけで「劣悪な顧客」

は、知人の管理している物件に引っ

いた。正直、今回認定がおりたのは、

と評価されてしまうことが多いようで

越すことがなんとか決まりました。

HIV だからということではなく、重度

す。大家さんの視点から考えると、い

生活の見直しの二つ目は、福祉サ

まは元気でも、数年後はどうなってい

ービスの活用です。介護保険のサー

に支障をきたす疾患が

るか分からない人に部屋を貸すのは

ビスを利用できないか、Hさんは居住

ある（間欠跛行＊2 ）とい

不安なのでしょう（さらに H さんは、けして

地域の地域包括支援センター（お年寄

う点 が、考 慮され

元気といえる状態ではないという点も、大きな要

りの相談窓口のような場所）へ行きました。

たのだと思う」

介護保険によるサービスを利用す

因だったと思います）。

公団住宅のなかには、高齢者向け

るには、まずは要介護認定の申請が

で単身者でも入居可の物件もありま

必要です。HさんはHIV 陽性とステー

すが、選択肢が大幅に減る上に、Hさ

タスも含め、相談窓口へ現在の容

現

の透析患者だという点と、日常生活

在 H さんは、毎週 1 回 1 時間

支援を有効活用できた事例といえま

った不安を持つ方もいると思います。

の居宅介護サービスを利用し

す。

プライバシー漏洩の懸念については

ながら知人に家事を手伝ってもらった

介護保険のサービスを利用する上

り、また最近は活動非営利法人ぷれ

でまずハードルとなるのは、居住地域

介護サービスにかぎらず長年の課題
です。

いす東京の提供しているバディ・サー

の福祉窓口に認定調査の依頼をする

ビス（ボランティア派遣サービス）を利

ことが挙がります。介護サービスを受

HIV 陽性者ということよりもまずは高

用して生活を送っています。

ける前提として、サービス提供側に自

齢者というだけで住まいについては

身の持病や障害を開示しなければ、

難しい現状があります。そこで次回は

護保険のサービスを利用する以前に、

適切なサービスを受けることは困難

高齢者の住まいについて、福祉施設

これまで Hさんが培ってきた周囲との

です。サービス提供側にはもちろん

を中心に話していきたいと思います。

つながりが大きいことが分かります。

利用者の情報に関しての守秘義務が

公的なサービスのほかに、友人や知

あります。しかし、プライバシーが守

人、地域住民やボランティアなどによ

られるか心配なことや、何らかの場面

る制度に基づかないインフォーマルな

で不利益を受けるのではないかとい

今回紹介した H さんの事例は、介

＊1：
『透析を必要とするHIV 陽性者の受け入れに関する調査の結果概要について』
（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/
tousekityousa.html）より引用
（かんけつはこう）…5 分程歩行すると足に痛みや痺れ、脱力などが出
＊2：間欠跛行
現し、歩行を中断しなくてはならなくなる。立ち止まってしばらく休むと再び歩行が可能
になるが、歩くとまた足が痛くなり歩けなくなってしまう症状を繰り返すこと

また、Hさんの話でもありましたが、

文：福太郎
都内の特別養護老人ホーム勤務のゲイの介護福祉士。2008 年

HIV 陽性告知を受ける（当時 20 代前半）。幸い、病気が分かってすぐ
に拠点病院へつながり、友人らに支えられてさほど絶望感に陥ること
なくその後の生活を送る。それなりに性生活もエンジョイしていた矢
先、2009 年 3月に急性 B 型肝炎を発症し約 3ヶ月間の入院生活を
送る。入院中に自分がこれから何の仕事をしたいかを考え、退院後、
介護業界へ飛び込む。好きなものはお米、おじさん、ぬくもり。
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第27回日本エイズ学会、熊本で開催
（水）
第 27 回日本エイズ学会学術集会・総会が、昨年 11月20日

〜 22日（金）の日程で開催されました。開催地となった熊本にちなん
で、学会のフィナーレにはあの「くまモン」が登場！ くまもん体操や

HIV 検査の呼びかけのパフォーマンスをしてくれました。
同学会では、日本エイズ学会への当事者参加を促すスカラシッ
プ・プログラムを今回も実施（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とJaNP+ の協働実施）。

通算 8 回目の実施となりますが、今学会でも多くのスポンサーの協
賛をいただき、HIV 陽性者 34 名がスカラシップにより学会に参加
することができました。

市民公開講座に「くまモン」がサプライズ登場 !
右から2 番目は第 27 回日本エイズ学会長の満屋裕明氏

また、この機会にあわ
学会に参加した HIV 陽性者によるレポートは、下記の WEB サイ

せ、JaNP+ 主催による

トでお読み頂けます。

「全国 HIV 陽性者交

http://www.ptokyo.com/scholarship/

流会」を開催。26 名の

HIV 陽性者が参加。
地域を越えて交流を深
めることができました。
次回（第 28 回）は、大阪での開催が決まっています。テーマは
「Cure は可能か？」。

日本赤十字社への
公開質問
昨年 11 月、献血で採取された血液からエイズウイルスの感染
が確認され、その血液が患者 2 名に輸血され感染に至った事例
が、各種メディアで大きく報道されました。テレビや新聞などでご覧
になった方も多いと思います。

JaNP+としては、あくまで HIV 陽性者の立場から、また献血事
業の性質上、今回のような事例については、献血者のモラルや個
人的責任に帰すような報道のされ方について懸念しております。
このため、JaNP+ は日本赤十字社に対し、2013 年 11 月28日
付で公開質問を行いました。同社より回答がありましたら、当ホーム
ページにて公開させていただきたく予定ですが、2014 年 2月5日現
在、回答はありません。
またこの事例に関連して、フジテレビの報道番組「ニュース

JAPAN」の取材を受け、JaNP+ のメンバーも出演。2 月5日と6日
に、この事例の検証を中心とした内容で放送されました。

●第 28 回日本エイズ学会学術集会・総会
【会長】塩田達雄氏（大阪大学微生物病研究所 感染機構研究部門
ウイルス感染制御分野）
【会期】2014 年 12 月 3 日（水）〜 5 日（金）
【会場】大阪国際会議場

日本赤十字社への質問項目
1 現在、厚生労働省では改めてHIV等の検査目的での献血はしない

よう呼びかけているところです。献血会場においては、献血にいらした
方の動機について具体的にどのように確認しているのでしょうか ?
2 エイズと言う疾病に対する偏見や誤解が未だ存在しHIV 抗体検査

の受検環境が十分整備されていない我が国において、HIV 等の検査
を目的の一つとして献血に参加する方は一定数いるものと推測されま
す。HIV 等の検査については保健所または医療機関での検査を案内
するべきと考えますが、献血会場では、そうした説明や案内をどのよう
に実施されているのでしょうか ?
3 男性との性的経験がある男性や HIV 陽性者であっても、友人や職

場の同僚等に誘われて仕方なく献血に訪れる場合も想定されます。
このような場合、献血会場ではどのようにスクリーニングをしています
か?
4 献血で集めた血液からエイズウイルスが検出された場合でも、その

結果は本人には伝えないことが原則となっていますが、実際には伝え
ている事例も多々あると聞いております。検査結果を本人には伝えな
いという原則について、献血事業に従事される皆さんには、具体的に
どのように周知していますか ?
5 献血者に検査結果を伝えることは、さらなる検査目的での献血を

誘因してしまうと懸念致します。献血事業の従事者が、検査結果を献
血者本人に伝えた事例について、日本赤十字社では把握されてい
らっしゃいますか ?
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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。

自分と折り合いをつける

あきら（男性／ 30 代／ 2008 年感染判明／茨城県在住） 15
作用に何度も苦しみました。その際は上

分のペースとキャパで上手く折り合いを

じように仕事や日常生活を続けられる。そ

司に、心配を与えてしまう外見だからと、

つける。それ以前が色々と負担が大き

れはある意味正しく、ある意味間違ってい

客先には出向かぬよう言われ、辛い思い

かったのかもしれません。また周りを見渡

ることなのかもしれません。

でした。

せば、職場には他にも何か病気を持つ

この病気になっても、適切な治療で同

自分は地方に住んでいるため、通院

主治医は投薬について神経質になり

人もいる、小さい子供を抱える人もいる。
そ

時は一時間程を自分で運転。それはや

すぎぬようアドバイスをくれましたが、心配

ういった人たちに対して、自分はあまり気

はり負担です。また仕事上、一ヶ月以上

は拭えず。仕事についても、決して体調

遣いが出来ていなかったことにも気付か

前に予約した通院日であっても、得意先

が悪いわけでないのに、以前のようにバリ

されました。折り合いをつけながら人を気

からの急な呼出しで、急に通院日を変更

バリとこなすような自信はなくなりました。そ

遣う。
そういった行動が、職場の雰囲気も

したり。断れない残業による投薬の遅れ

れに恋愛も臆病に。このままでは、治療も、

よく変えていっていると思います。

があったり。一度ですが、得意先の工場

仕事も、プライベートも、すべて中途半端

もちろん自分がステップアップしていく

で鉄板に躓き転倒流血し、数針縫うケガ

な人間になってしまう。そう不安を感じてい

には、それだけで済まないこともあるでしょ

をしたことも。その時は痛み以上に、他人

ました。

う。ただ、今は自分自身がどう
「よく生きる」

に感染させないことばかり心配し、周りに

けれども、ある時期からそういった不安

知られぬようにすべて一人で対処しました。

に対して、折り合いをつける、という考えを

また自分は、投薬の初期に薬疹の副

持てるようになりました。治療も仕事も、自

かを第一に考えて、行動しています。

シロナガス（男性／ 30 代／ 2008 年判明） 16

そういうのって、意味無いよ
なんか、今さらこんな事言っても意味

と恋って言うけど（言わない？）、俺はがらがら

為であることは、重々わかっていた。わ

無いけど、俺、すっごいセーフに気を使っ

と音を立てて恋に落ちてしまう。喫煙所で

かっていても、自分の恋が走り始めるのを、

てた。

目があった、変なおっさん。ガタイは良い

俺は止められなかった。

セックス大好きだったし、ハッテン場や
ゲイバーに入り浸る生活変える気がな
かったし。
で、実際それは効果があった。よくも

し、顔もまぁまぁだけど、ハッテン場の喫煙
所で、なんで満面の笑みなんだ？
この時の疑問を、違和感を、よくよく考
えた方が良かったのか悪かったのか、俺

その後、3 回会って、3 回ヤった。全部
ナマだった。3 回目は、ちょうど保健所で
告知される日の、前の夜だった。
でも、まぁ、結局、こんな事になってし

まぁ、あんだけ遊んだのに、
と、思ったぐら

には分からない。でも、結局、抱かれて、

まっても、俺はその人を恨んだりすることが

いだけど、初めての検査は陰性。ま、そん

恋に落ちてしまう。

できない。恨めたら、楽なんだけどなぁ。

なもんか。やれやれ。
その時は、これまで通りの気楽なセック
スライフが続く
とおもった。ちゃんとセーフに

気持ちいいとか、上手とか、そういう種
類の物ではなかった。

危険って解っててやめなかった俺が悪い
と思うし。また、どこかで出会ったら、心は

衝撃的な、圧倒的な、多少痛く、雑で、

きゅんきゅんしてしまうだろう。ああ、俺の

気をつけていけば、ゲイの人生なんて楽

半分ぐらい腹が立った。遊んでいる人で

人生浪花節。ま、簡単に言うと、好きに

勝だぜ、っておもった。でも、それはやっ

あることは間違いなく、
そして、ナマでやりた

成っちゃったからどうしようもないとか、そう

ぱり甘かった。

がるのは、かなり危険だとわかった。
そこで

いうのって、意味無いよ、って話。

ハッテン場でしちゃいけないのは脱糞

わかっていた。危険なのは、
リスキーな行

編集後記 from editors
●今回はダラスバイヤーズクラブの特集。あの時

仲間たちが、あの時代の厳しい現実と向き合って

事に金メダル、真央ちゃんらは残念ながらメダル

代は今の人たちにはどう映るのだろう? あの時

くれている。僕はこの事を誇りに思う。

に手が届きませんでしたが、どの選手も自分との

代があって、今の治療がある。本来なら昔話なん

（長谷川博史）

向き合い、戦い続けた姿が印象的でしたね…自

て関係ないと切って捨てる事も可能だが、2000

●ソチ五輪、観てましたか? 私は大好きなフィギ

分を見失わないことの大切さを、若い選手たちか

年以降の告知の若いメンバーが多い JaNP+ の

ュアスケート観戦で寝不足です ! 羽生くんが見

ら学んだ気がします。

（高久陽介）
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エッセイを書いてみませんか ?
このニュースレターでは、毎号HIV陽性者に
よるエッセイを掲載しています。当事者として感
※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。

じること、日常の出来事や日頃考えていること、
印象的な出来事などをつれづれに書いてもら
っています。ぜひ投稿してみたい方、ぜひ

JaNP+ 事務局までご連絡ください。

ジャンプ! 交流会
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。「気軽な雰囲気で、他の陽
性者と話してみたい」
という方にお勧めです。

ニュースレターでは、
協賛広告を
募集しております
JaNP+では、情報提供活動の一環としてニュー
スレターを発行しています。HIV 陽性者とその周囲
の方、医療職の方など、HIV 陽性者をとりまく多くの
皆様に、HIV 陽性者の現状や私たちの取り組み
をお伝えしています。
協賛広告は 1 号ずつから承っております。また、
掲載箇所および料金についてはご相談に応じます。
くわしくは JaNP+ 事務局までご連絡ください。
発行部数：毎号 5000 部、WEB サイト上でも公開（PDF 版）
、
E-mail 配信：1000 件以上
発行日：3、6、9、12 月

開催時間や会費等は、回により多少異なりますので、
くわしくはWEB サイトにてご確認ください。お申し込みは

WEB サイトから承っております。
【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】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。

事務所移転のおしらせ
このたび JaNP+ の事務所を移転しました。住所および電
話番号が変更になりましたので、ご知らせ致します。E-mail
アドレスは変更ございません。
【住所】〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-21-12-103
【TEL】03-5937-4040 【FAX】03-5937-4043

