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ジャンププラスの代表者が変わりました
HIVが「ただのウイルス」になるまで
2001 年にHIV 陽性が分かった当初

を中心としたネットワークです。私はこの活

は、正直「はやく人生が終わればいいのに」

動に参加してから、気づけば 10 年以上

と思っていました。自分がゲイであることを不

が経ちました。その中で、確かな手ごたえと

幸 だと思ったこともあります。でも、他の

して感じていることは、HIV 陽性者どうしが

HIV 陽性者と会って話して勇気をもらった

つながること、自分の中の偏見と向き合うこ

り、勇気をもって誰かにカミングアウトをしても

と、理解してくれる仲間をひとりでも多く増や

「君は君なんだから」
と変わらず接してくれ

すこと、周囲へのカミングアウト、社会に当

る人たちがいたり…そういう経験を通して、

事者の声を発信すること…そのすべてが、

「まだまだ人生、捨てたもんじゃないな」
とい

結果として私たち自身にとって生きやすい社

う気持ちに変化していきました。同じような経

会を作ることにつながっているということです。

験がある人も、多いのではないでしょうか。

一人一人のチカラは小さく、JaNP+もま

いまでは、私自身は HIV のことを「ただ

た規模の小さなNGO です。「当事者が

のウイルス」だと思えるようになっています。

声を上げなければ社会は変えられない」

これは、JaNP+ が目指している「HIV 陽

「社会が変わらなければ当事者が声を上

性者が秘密を抱えることもなく、社会的な

げられない」そのどちらかではなく、両方を

不利益を受けること

やっているのが、
「小さなチカラを大きくつな

もなく、HIV 陽 性

ぐ」JaNP+ の活動です。今後とも、多くの

者として、自立した

皆様の参加と支援をよろしくお願いします。

あたりまえの生 活

代表理事

高久 陽介

（現在 38 歳）
。1998 年に大学卒業後、
1976 年 1月生まれ
一般企業に勤務。2001 年の HIV 陽性判明をきっかけに、

新宿二丁目でのコンドーム配布などの予防啓発活動や、陽
性者によるピアグループなどを通じた支援活動にボランティ
アとして参加。2011 年よりジャンププラスの事務局長とし
て、講演活動や独自の調査研究を行うかたわら、NHK「ハ
ートをつなごう」などメディアにも積極的に出演。2014 年 6
月22日付で代表理事に就任。

ができる」状況が、
少なく
とも私のまわり
では、実現しつつ
あると言えるのかもしれません。
残念ながら、まだまだ私たちHIV 陽性
者の多くは、HIV 陽性であることを隠さず

JaNP+が発足したのは今から13 年前、

や就労の問題、そして結婚や恋愛と言っ

神戸で開催される事が決定した「アジア太

た社会生活をする上での HIV 陽性者の不

平洋国際エイズ会議」の運営委員に就任

利益が解消された訳ではなく、私たち HIV

したのがキッカケでした。

陽性者が置かれた社会的状況は、設立当

当時とは治療状況や HIV 陽性者を取り

時からさほど大きくは変化してはいません。

に生きることは容易ではありません。実際に

巻く環境も少しずつ変わってきました。しか

これまでの活動でも、HIV陽性者の生きづ

し変わらないもの、それは未だ多くの人が

そのためには大きなエネルギーとその源

HIV 感染症と言う病に抱くネガティブなイ

となる情熱が必要です。そこで私の健康

メージで、それは誰より陽性者自身を縛っ

上の個人的事情もあり、このたび代表の

らさや、差別・偏見について多く発信してき
ました。しかし一方で、いっぽうで、そうした
手法だけでは、私たちが本当に自分らしく
生きていける社会を実現することは難しいの
ではないか、とも考えています。
日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンプ
プラスは、その名前のとおりHIV 陽性者

ています。

私たちの闘いはまだまだ続きます。

責をこれまで事務局長として実務面でが

現在、日本国内では HIV に感染して治

んばってくれた高久陽介君にバトンタッチ

療を受けている陽性者は累計で 2 万 5 千

する事にしました。新体制になっても、これ

人を超え、最低限の治療へのアクセスは

までと同様に JaNP+ をよろしくお願いしま

確保されています。しかし一方で一般診療

す。

理事（前代表） 長谷川博史
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2 【 老後・介護 】

HIV＋の介護職が考える 老い について
第三話

施設におけるHIV 陽性者受け入れの現状
正直なところ、大半の社会福祉施設や居宅サービスでは、HIV

「介護施設の
理解は︑
まだまだ
これから⁝」

HIVと介護のはなし

陽性者が介護サービスを受けることを想定していないのが現状です。
たとえば、
「入浴や排泄の介助でエイズがうつることはあるのか ?」

れています。

「現場で受け入れについての理解が得られない。スタッフにどう説

また、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅など民間が運

明したらいいか分からない」
「出血時や急変時にどうすればいいの

営している施設のなかで、HIVを含めた病気の受け入れ体制や

か ?」
「エイズ患者は病院で看るものじゃないのか ?」など、受け入れ

実績がある施設を紹介できる会社もあります。例えば「株式会社

経験がないところは少なからず戸惑いや抵抗感があります。

ザップ」は、関東圏を中心に、民間の介護施設のマーケティングや

多くの施設や事業所の職員は、これまで HIV 陽性者を受け入

コンサルティングを行っている会社で、事業として民間介護施設の

れるという想定したことがありません。かつての私たちがそうだったよう

情報誌を発行したり、無料の入居相談会を行ったりしています＊3。

に、
「よく知らない」ものに対しては、
どうしても「不安」
「こわい」
といっ
たイメージを持つものです。

HIV を特別視しない「本来の福祉」を

…と、
ここまで読むと
「やっぱり施設で暮らすのは無理なのか…」
と

HIV 陽性者にかぎらず、様々な事情を抱えた高齢者が今後さ

思ってしまうかもしれませんが、最近では希望を持てる動きも見られる

らに介護サービスを受けるようになります。サービスを受ける側の

ようになりました。実際に、こうした不安要素をひとつずつ取り除いて、

ニーズや課題もさまざまです。

HIV 陽性者を受け入れた施設や事業所があります。では、こうした

私は、本来の社会福祉とは「どんな病や障害を抱えていても、そ

受け入れ経験のある施設では、始めからすんなりと受け入れに到っ

の人が当たり前に、住み慣れた地域で自立した生活を送れるように

たのでしょうか ?

支援する」という理念のもとに、環境が整えられていくべきものだと

少しずつ進む陽性者の受け入れや
理解促進のための取り組み

思っています。実際、HIV陽性者への受け入れが進んでいる施設
や事業所は、基本理念として病や障害で分け隔てることなく受け入
れるという方針を持っているところがほとんどです。

HIVに感染していても、服薬で病状が安定していれば、肝炎ウ

今後、住み慣れた地域において、よりその人にあったケアが提供

イルスなど他の感染症と同様の感染予防対策（スタンダードプリコーショ

できるように、医療、保健、福祉、そして地域住民が連携して誰もが

＊1

ン）

を講じていれば、
日常生活で介護職員や他の利用者に HIV

が感染することはまずありません。また、入所や通所をする上で医療
的に不安な点については、事前にその利用者が HIV 治療でか
かっている主治医に相談したり、マニュアルにまとめたりといった体
制を整えておけば、万が一急変したときも落ち着いて対応できます。
現在、施設に入所している多くの高齢者が、高血圧や糖尿病、
慢性肝炎などなんらかしらの持病を抱えています。そのことを考えれ
ば、病気についての基本的な知識と対応マニュアル、病院との連
携体制があれば、HIV 陽性者が介護施設で暮らすことは、本来
ならば問題ないはずなのです。
ここ数年、HIV 陽性者の受け入れ事例や課題克服のための研
究が、日本エイズ学会や勉強会などで発表されるようになりました。
問題の要となっているのは、いずれも「現場で受け入れについての
理解が得られない。どう説明したらいいか分からない」
という点です。
「施設や事業所でHIV 陽性者の受け入れ体制を整えたいが、何
から手をつけていいか分からない」
という方のために、後述のような
＊2

冊子も発行されています 。社会福祉施設で働く職員向けに、
どの
ような不安があり、どうやってそれらを解決していったのかがまとめら

暮らしやすい社会をつくっていきたいですね。
＊1：スタンダードプリコーション＝血液、体液、傷口、粘膜について、基本的に感染可
能性があるものと想定して対応する標準予防策。手洗いや手指の消毒の徹底、汚染
物の処置等については手袋やマスク、ガウンなどを必要に応じて着用する等。
＊2：参考冊子
①『社会福祉施設で働くみなさんへ HIV/エイズの正しい知識 〜知ることから始め
よう〜』
【冊子がダウンロードできるURL】

http://api-net.jfap.or.jp/library/guideLine/images/everyone.pdf
【問い合わせ先】 社会福祉法人武蔵野会本部

福祉相談センター

[TEL]042-623-8509 [URL]http://www.musashinokai.jp/
②『社会福祉施設とHIV 陽性者』
【冊子がダウンロードできるURL】
http://api-net.jfap.or.jp/library/guideLine/images/HIV_positive_persons.
pdf
【問い合わせ先】 関西学院大学

小西加保留研究室

[TEL]0798-54-6761 [E-mail]kkahoru@kwansei.ac.jp
＊3：有料老人ホーム・高齢者住宅等、介護施設の検索サイト
『あいらいふどっとねっと』
http://www.i-life.net/
文：福太郎

都内の特別養護老人ホームに勤務する、ゲイの介護福祉士。2008 年に HIV 陽性
告知を受ける。その後、急性 B 型肝炎を発症し約 3ヶ月間の入院生活を送り、入院
中に自分がこれから何の仕事をしたいかを考え、退院後に介護業界へ飛び込む。
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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

シリー ズ

骨粗しょう症と食事・運動

3

3

人よりも高いことが知られています。

H I V で 骨 が も ろくな る ?

骨を丈夫にするには、ウォーキングやジョギングのような、骨

「骨は硬くて丈夫」というイメージがあります。実際には毎日、

の長い方向に重力のかかる運動が効果的です。さらに軽いダ

破骨細胞（古い骨を壊す細胞）によって少しずつ壊され、骨芽細胞

ンベルを持ったウォーキング（パワーウォーキング）は下半身だけで

（新しい骨を作る細胞）によって少しずつ作られて一定の硬さを

なく上半身にも負荷がかかり一層効果的です。外でのウォーキ

保っています。壊されるスピードが速くなったり、作られるス

ングなら、日光浴によるビタミンD 産生の効果が加わることも期

ピードが遅くなったりすると、骨がもろくなり（骨粗しょう症）、骨折

待 できます。1 回 30 分 以 内 で 朝 夕 2 回 行 い、1 日 8000 〜

10000 歩を目標にしましょう。休息日も設定し、負担になりす

しやすくなってしまいます。
一般的に、女性の場合は生理が終了すると女性ホルモン「エ
ストロゲン」が急激に減少し、骨芽細胞の働きが低下するため、
年をとるにしたがって骨折しやすくなります。

ぎないようにすることも大切です。
筋力トレーニングも骨に直接刺激を与えることができ有効で
すが、無理をすると逆に骨折を生じることがあるので、トレー

一方、HIV 感染者の場合は、HIV 自体の影響で破骨細胞の
働きが亢進するため、非 HIV 感染者に比べ骨がもろくなってい

ナーなどに相談しながら行うほうが安全です。
なお、水泳は全身運動としてはすぐれていますが､ 骨への負

ます。特に高齢になるほどこの傾向は顕著になり、女性と同様

荷は少なく骨を丈夫にする目的の運動として優れているとはい

に骨折の頻度が増加します。また、現在の抗 HIV 療法のガイド

えません。

ラインにおける第一選択薬であるテノホビルやPI剤の中には骨
密度減少と関連がある薬剤もあります。
したがって、HIV 感染者は男性であっても骨がもろくなりや

他 の 疾 患 や 喫 煙 の 影 響も
そのほか骨を丈夫にする上で気を付けることは、糖尿病、高
血圧・脂質異常症、慢性腎臓病などの生活習慣病の予防・管理

すいという自覚を持つことが重要です。

です。これらが骨をもろくすることは明らかです。またある年齢

日 々 の 食 事 で 丈 夫 な 骨 づ くりを

以上になったら定期的な骨密度検査を受け、自分の骨の状態

骨を丈夫にするには、毎日の食事と運動に気を付けることが
大切です。食生活ではカルシウム摂取基準量（表）を参考に、1

を知っておくことも大切です。
最後に、喫煙は骨粗しょう症に深く関与しています。喫煙に

日 3 回規則正しくバランスのとれた食事をすることが必要です。

は抗エストロゲン作用、カルシウムの吸収を抑える作用、カルシ

また、カルシウムだけを取れば十分というわけではありません。

ウムの尿への排泄を高める作用などがあり、骨をもろくします。

体に取り込んだカルシウムが効率よく使われるためには、ビタ
ミン D やマグネシウム、リン、たんぱく質などさまざまな栄養素
が必要になります。
十分な栄養素を含んだバランスのとれた食事とは、①主食
（ごはん・パン・麺）、②副菜（野菜・きのこ・いも・海藻料理）、 ③主菜

●運動不足
●HIV
●副甲状腺ホルモン分泌

破骨細胞が骨を壊す

（肉・魚・卵・大豆料理）のそろった食事のことです。また骨ごと食べ

年齢

18-29（歳）
30-49（歳）
50-69（歳）
70（歳）以上

女性

推定平均
推奨量
必要量

650
550
600
600

800
650
700
700

許容 推定平均
推奨量
上限量 必要量

2300
2300
2300
2300

550
550
550
500

650
650
650
600

許容
上限量

2300
2300
2300
2300

表：カルシウムの食事摂取基準（mg/ 日）

運動で骨形成を促進
運動によって、骨の長い方向に物理的な力が加わると骨の
形成が促進されます。実際スポーツ選手の骨密度は、一般の

骨芽細胞が骨を作る

骨粗しょう症

られる小魚（しらす干し等）も重要なカルシウム供給源です。
性別 男性

●食事のアンバランス
●抗HIV薬（テノホビル、PIなど）
●喫煙
●女性ホルモン
（エストロゲン）
↓

●糖尿病
●高血圧・脂質異常症
●慢性腎臓病（CKD）

コラーゲン
異常

図：HIV 感染者における骨粗しょう症のリスクファクター

監修
：味澤 篤 アルコール過多
医師
塩分過多

豊島病院・副院長。これまで東京都立
駒込病院で数多くの HIV 患者の診療
HIV 感染症
にあたってきた。日本感染症学会専門
肥満・その他
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。

骨粗しょう症

高血
HIV

狭心症
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［特集］HIV 陽性者にとっての保険について考える
私たち HIV 陽性者の平均寿命は、治療の進歩により長くなってきたと言われています。
一方、自分自身やパートナー、家族の将来を考えて保険への加入を考えると、持病のために加入できないことが多いようです。
そこで今回は HIV 陽性者のライフプランニング の観点から、二人の専門家にお話を伺いました。
将来の備えについて考えている人も、まだあまり実感がないという人も、ぜひ参考にしてみてください。

保

険料控除の観点から、生命保険は
以下のとおり大きく3 つに分類できま

す。一人ひとりのライフプランにあわせ、目的
を持って加入や見直しをすることで、将来の
安心や無駄の削減につながります。

医療保険
ケガや病気で入院した時に、
入院給付金が支払われる
タイプの保険
付随する特約として、手術した場合に給付

えている」
というケースだと、異性・同性を問わ

生命保険

ず「内縁」
として取り扱われません。いずれに

自身が死亡した場合に
家族やパートナーが困らないよう、
あらかじめ指定した受取人が

しても、同性パートナーを対象とする場合には
保険に精通したファイナンシャル・アドバイザ
ーに相談することをお勧めします。

死亡給付金を受け取る保険
いわゆる お一人様 の場合や、共に収入
があり一方が死亡しても生活に困らない等の
場合は、基本的に加入の必要はないでしょ
う。あるいは、ご自身のお葬式代を遺族やパ
ートナーに保険で残す、
という考え方もあるでし
ょう。

個人年金保険
将来の老後のための
生活資金を確保する
ための保険
年金制度の仕組み上、
日本は少子化によ
り年々受給年齢が引き上げられる傾向にあり

される手術給付金や、放射線治療や先進医

生命保険の死亡給付金は、受取人を指

ます。個人年金保険はいわば自分で年金を

療などをカバーしている医療保険もあります。

定することが出来る
「みなし相続財産」です。

作るようなもので、毎月一定金額の保険料を

持病や既往症がある場合、加入を断られ

保険金の受取人を指定することで法定相続

60 歳まで支払い、60 歳以降 10 年間、年金

るケースが多いですが、持病・既往症がある

や遺言によらず自分の意思で財産を残すこと

の支払いを受けます。

方でも、以下の告知項目に該当しない場合に

が出来ますが、受取人は通常、配偶者およ

個人年金保険は、健康状態の告知や医

申込みできる、緩和型の医療保険もあります。

び二親等以内の血族（祖父母・父母・兄弟姉妹・

師の審査が不要な保険会社が多く、加入し

子・孫等）の範囲に限定されます。法定相続人

やすくなっています。ただし、死亡給付金額は

でない場合でも、内縁関係があれば受取人と

積み立てた金額に相当する額、または解約

して指定できる保険会社もありますが、日本で

返戻金と払込金額の多い方というケースが

は同性婚が認められていないため、同性の

多いです。次の要件を満たすと、個人年金

パートナーの場合は内縁関係が認められず

保険料の所得控除が受けられます。

● 過去 1 年以内に病気やケガで入院した、

または手術を受けた
● 過去 3 か月以内に受けた医師による検

査または診察で、入院または手術をすす
められた
＊
● 過去 5 年以内にガン 1 または肝硬変で

入院した、または手術を受けた

受取人を指定できないケースがほとんどです。
しかし、政府系保険会社では、同性パート
ナーを受取人として指定出来る保険がありま

保険会社により申込み規定は異なり、
「加

す。
また国内生命保険会社にも、同性のパー

入後 1 年以内の給付金は半分になる」等の

トナーで生計を共にしていることを証明できる

条件があります。例えば年齢 35 歳・男性の

資料があれば内縁関係として取扱い、受取

場合、入院給付金日額5000円の医療保険

人として認められる場合もあります。一方、
「別

で、月額およそ3500 円の保険料です。保険

居をしているが互いを生涯のパートナーと考

● 年金受取人が契約者または契約者の配

偶者
● 年金受取人が被保険者と同一人
● 保険料の払込期間が 10 年以上
● 定年金の場合、年金開始年齢が 60 歳

以上かつ年金支払期間 10 年以上

（丸山隆之）

料は一生上がらないものや、若い人向けで
すが 60 歳払済みの終身保障＊2もあります。
＊1 悪性新生物（肉腫・白血病・悪性リンパ腫等）およ
び上皮内新生物（上皮内癌）
＊2 60 歳まで保険料を支払うと、以降の保険料の支
払いは無く一生涯保障が続くもの

丸山隆之

まるやま・たかゆき 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
ファイナンシャル・アドバイザー

http//www.rml.co.jp
TEL:03-5782-8521（直通 090-9367-5374）
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HIV 陽性者の平均寿命試算（デンマークの研究から）
治療法開発前＊1
（C 型肝炎合併を含む）

25 年

治療法開発後＊2
（C 型肝炎合併を含む）

25 年

＊3

治療法開発後
（C 型肝炎なし）
一般住民

7.6 年
32.5 年

25 年
25 年

0

25

7.3%

介護保険
（民間）
パートナー・
配偶者

44.5%

誰も思い
つかない

25.1%

ラ

Survival of Persons with and without HIV Infection in Denmark,
1995‒2005. Annals of Internal Medicine: 2007; 146:87-95.

現在は加入していないが
可能なら加入したい

各種保険の加入状況

年金保険・共済
（民間）

その他

引用元：Nicolai Lohse, Ann-Brit Eg Hansen, Gitte Pedersen, etl.

75 （歳）

50

老後、誰の世話になりたいか

21.2%

医療や暮らしの環境などが日本と異なることや、個人差があることにご留意ください。

51.1 年

HIV 陽性者の将来ビジョン（Futures Japan アンケートから）

誰の世話にも
なりたくない

左記は、デンマークで実施され 2007 年に発表された研究結果。
（＊1）は 1995 〜
（＊2・＊3）2000 〜 2005 年に HIV 陽性と判明した人。
（＊1・＊2）は HIV
1996 年、
とC 型肝炎との重複感染を含む数値、
（＊3）
はC 型肝炎との重複感染を含まない数値。

38.9 年

年金保険・共済
（民間）

25.3

介護保険
（民間）

8.9

医療保険
（民間）

48.4

生命保険

46.8
0

39.8

25

50 （%）

49.7

医療保険
（民間）

31.2

生命保険

32.0
0

25

50 （%）

HIV 陽性者を対象としたアンケート調査「Futures Japan」の結果から。調査実施期間：2013 年 7 月〜 2014 年 2月、有効回答 913 名）。
WEB サイト上でも調査結果のサマリーを公開中です。http://survey.futures-japan.jp/result/

イフプランのご相談を受ける中でも、

効果が良いとは言えないと思います。国民の

もいろいろありますから、保険よりも現金（貯金）

保険についての質問は最も多いもの

義務として加入している健康保険や国民健

のままにしておくほうが賢明かもしれません。

の一つです。日本人は保険への信頼が厚く

康保険には高額療養費の制度があり、月の

「保険に入っておけば何とかなる」
と思いがち

個人負担が上限の 8 万円強を超えると還付

です。しかし、生涯の保険料支出は不動産

されます（4 か月目からは上限 4 万円強）。入院しても

まず、いま強制的に加入している社会保

に次ぐ第二の大きな買物とも言われます。別

食費こみ月10 万円と割り切り、貯金で備える

険（健保や公的年金）で、
どんな給付が受けられ

の方法でリスクに備えることも、考えてはいか

という考え方もあります。障害者手帳があれ

るのか ? をよく理解したうえで、不足を適切

がでしょうか ?

ば、個人負担の部分さえ公費補助が受けら

に補う選択をしましょう。会社の健保ならば入

れるケースもあります。がん診断時の給付をう

院療養中は傷病手当金も支払われます。老

たうがん保険も意外に適用外が多く、保険

後については年金不安が言われています

金がおりない等のトラブルも報道されています

が、国の年金も保険会社も、運用している金

（契約者側の不注意でもありますが）。定期受診と健

融市場はおなじです。高次機能障害に備え

取人が二親等以内であることが求められ、

康管理、病気の早期治療が何よりの医療保

て、という保険のセールストークもありますが、

残念ながら同性パートナーを受取人にするこ

険ではないでしょうか。

そのときには障害年金が出ます。

その保険、
あなたのニーズに合ってる ?
死亡時に保険金がおりる生命保険は、受

社会保険をベースに考えましょう

とは困難です。しかし、例えば共働きであなた

老後のための養老保険は、昨今の定期

中立なアドバイスをうたう保険の相談窓口

の死亡時に急にお金に困るのでなければ、そ

貯金よりは予定利率が高いものの、満期まで

でも、やはりどこかで保険を売りたいという意欲

もそも保険に入っておく必要性は低く、むしろ

長く中途解約が発生しないともかぎりません。

があると思います。弊事務所では、セクシャル

貯金を遺言で残すほうが確実です。

その場合の返戻金は払込み保険料を下回り

マイノリティやHIV陽性の方など、
それぞれの

若いころに入った保険が、自分のニーズ

ます。過去の養老タイプには「お宝保険」
と

事情に合わせてお話をうかがい、独立型ファ

に合っていない掛捨て型保険である場合な

呼ばれるかなり高い利率を保障したものもあ

イナンシャル・プランナーによる「売らない」相

ど、見直しても良いかもしれません。一方、親

り、
これに入っている方はぜひ満期まで頑張っ

談窓口として、より合理的でリスクの低いソリ

より先に死ぬ場合に備えての親不孝料とし

ても良いと思いますが、これからの新規加入

ューションを提案しています。 （永易至文）

て、あるいは遺言でパートナーに遺贈する際

は慎重さが必要です。

の親への遺留分対策として、親を受取人とし
て生命保険に入る例もあります。
入院時の医療保険についても、昨今では
病院経営の都合上、入院日数はどんどん短
縮されており、払った保険料のわりに費用対

…こう考えると、実は
「必要な保険は事故等
に備える損害保険だけ」
という方も多いのでは
ないかと思います。ご自身の状況にあわせて、
安い共済などを検討するのが良いでしょう。
老後資金の準備の仕方は、保険以外に

永易至文

ながやす・しぶん 行政書士、
2 級 FP 技能士、ライター
東中野さくら行政書士事務所

http://nijiirolifeplanning.
jimdo.com/
TEL:03-6279-3094

＊保険の加入の可否や加入条件、保険料等は、個々人の状況や保険会社により異なります。ご検討に際しては、生命保険に精通したファイナンシャル・プランナーやファイナンシャル・アドバイザー等にご相談ください。
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HIV 陽性者のためのウェブ調査「Futrues Japan」
アンケート結果の速報を公開中!

2013 年 7 月〜 2014 年 2 月にかけて実施された、HIV 陽性者
を対象とした大規模なWEB アンケートの結果速報が公開中です。
おかげさまで、917 名（有効回答分）の方に回答いただきました。
JaNP+ のメンバーも調査プロジェクトに参加しており、今後は調査
結果をもとに様々な分析が行われ、HIV 陽性者の立場からの
様々な提言や活動につながっていきます。アンケート回答にご協力
いただいた皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

第4 回

AIDS 文化フォーラム

in 京都

HIV/AIDSに関連する教育・若者・国際・医療など様々な切り
口で多数の発表が行われる「AIDS 文化フォーラムin 京都」が、
10 月4日・5日の二日間にわたり開催されます。
4 回目を迎える今年も、冒頭の「全体会」を JaNP+ の企画で発
表させていただけることになりました。今回は、多くの HIV 陽性者が
回答した大規模 WEB アンケート
「Futures Japan」の結果報告を
中心に、当事者の視点から日本のエイズの課題を探ります。

AIDS 文化フォーラムin 京都は入場無料、どなたでも参加可能
です。
当事者参加型プロジェクト「Futures Japan」
アンケート調査報告会
〜 HIV 陽性者の視点から見る、日本のエイズの課題とは〜
【日時】2014 年 10 月 4 日（土）13：00 〜 14：30
【会場】同志社大学

新町キャンパス 尋真館

【WEB】http://hiv-kyoto.com/

HIV 陽性者ピアグループ

スタッフ研修

「おなじHIV 陽性者だからこそ、チカラになれる」ピア・グループ活
動を立ち上げたい方、スタッフとして参加したい方、現在活動中の
方を対象とした研修会を開催します。
ピア・グループ活動に求められる要素（知識、心構え、考え方、リソース
など）について、参加者が自ら考え、あるいは意見交換をしながら学

んでいきます。参加条件やお申し込み方法など、詳細は JaNP+ の
ホームページでご確認ください。

今年 10 月〜来年にかけて、全国
各地での報告会等の開催も予定
されています。開催スケジュール
については、HIV 陽性者のための
ウェブ調査「Futures Japan」
のサイトでご確認ください。

【WEB】http://survey.futures-japan.jp/

HIV 陽性者スピーカー研修
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
「HIV 陽性者スピーカー派遣
活動」を行っております。
自らスピーカーとして活動したい、または活動に関心のあるHIV
陽性者を対象に、研修会を行います。参加条件やお申し込み方
法など、詳細は JaNP+ のホームページでご確認ください。AIDS
文化フォーラムin 京都は入場無料、どなたでも参加可能です。
【日時】2014 年 12 月 13 日（土）〜 14 日（日）の二日間
【会場】東京都内（参加者にのみお知らせします）
【締切】10 月 5 日（日）までにお申し込みください

第28 回 日本エイズ学会

参加支援スカラシップ
日本エイズ学会では、HIV 陽性者にとって切実な問題である医
療はもちろん、HIV に関する様々な取り組みや最新事例を知ること
ができます。
また、
さまざまな専門家の考えを聞き、意見交換ができる
機会でもあります。JaNP+ では、社会福祉法人はばたき福祉事業
団および NPO 法人ぷれいす東京との協働により、エイズ対策へ
の当事者の参加を促すため、エイズ学会への参加を支援するスカ
ラシップ（参加費用助成）の取り組みを行っています。
今年は、12 月3日（水）〜 12 月5日（金）に第 28 回日本エイズ学
会が大阪で開催されます。参加を希望するHIV 陽性者の方は、
詳しくは下記 URL で応募方法等をご確認ください。なお、応募用
紙は全国のエイズ治療拠点病院にもお送りしております。

HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会

【日時】2014 年 11 月 1 日（土）〜 2 日（日）の二日間

【WEB】http://www.ptokyo.com/scholarship/

【会場】東京都内（参加者にのみお知らせします・旅費助成あり）

【会場】東京都内（参加者にのみお知らせします・旅費助成あり）

【締切】9 月 21 日（日）までにお申し込みください

【締切】9 月 30 日（火）必着
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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。

エイズ発症、失ったものは多いけど
2009 年にHIV 陽性になり2010 年エ

太陽（男性／ヘテロセクシャルよりのバイセクシャル／38 歳／関西在住） 19
まで真実を話す事はできなかった、真実

臆病になった。薬でウィルスをコントロー

イズ（悪性リンパ腫）で抗癌療法を受ける。

を話す事で、更に元嫁を傷付けるのでは

ルできていて、コンドームを付ければ、より

結婚していたが、抗癌療法後、離婚。仕

ないか ? と思ったのと、単純に真実を話

安全であるのは頭ではわかっているけど、

事は、看護師。セクシャリティは…実のと

す勇気がなかった。卑怯で不誠実だっ

もし不測の事態が起こり、相手をHIV 陽

ころ自分の事なのによくわからない。

たと思う。

性にしてしまったらと思うと心配だ。

恋愛対象は、女性だけど男性とのセッ
クスにも興味がある。これまでの自分は、

を入れて 6 人で話し合ったが、自分の両

5 年経って身体は、元気になったが、
振り返ってみるとHIV 陽性になった事で、

結婚生活をしながら、コソコソと男性と

親がひたすら申し訳なさそうに先方に謝り

失ったものは、多いかもしれない。しかし

セックスをしてきた。実に自分の事を不誠

倒しているのを見ていたたまれなくなった。

幸せだった過去を思い出して嘆き悲しん

実な人であると思っている。

もうあんな思いは、両親にさせたくないと

でいても、明日は、やってくるし人生は続く。

思った。

今の状況の中で自分らしく生きる事しかで

HIVになり、元嫁や家族にショックと
心配をかけた。半年入院したが、その間、
元嫁は状況の許す限り介護してくれたり、

離婚を協議する際には、双方の両親

結局、両親にも元嫁にも男性との性的
接触があった事は言えなかった。

きない。
様々な葛藤や思いや過去や色々なも

入院中泊まりこんでくれた。感謝の気持ち

HIV 陽性になった事で、様々な問題

と大変申し訳ない気持ちが今もある。長

や手続きに同時に対応しないといけな

現在は、BASE KOBEという団体が

年、仕事中心の生活で苦労かけさせた

かったので、告知を受けた瞬間から退院

主宰するHIV 陽性者のピアサポートグ

挙げ句、夫であった自分が HIV 陽性に

してからも目まぐるしかった。そして、HIV

ループ「コパン」の幹事を務めています。

なってしまい。先行き不安な状態にさせて

陽性にならなければ続いていたであろう

かつての自分と同じ様に苦しんでおられ

しまった。

結婚生活を、振り返るのが辛かったし、

る方の一助になればと思います。皆さん

退院と同時に離婚別居したので、久しぶ

神戸で、こんな僕と会ってください !! お

りの一人暮らしは精神的に堪えた。

待ちしています !

幸いな事に検 査の結 果、元 嫁は、

HIV 陽性ではなかった。優しい元嫁は、
涙をためながら「男性と性行為したので

HIV 陽性になってから、もう5 年になろ

はないか ?」
と何度か聞いてきたが、最後

うとしているが、セックスするのは、かなり

友人たちとの誕生日
7 月某日、誕 生日を祝ってもらった。

のを背負いながら今を生きたいと思う。

TOMMY（男性／30 代／東京都在住／2010 年陽性判明） 20
自分もその気持ちに応えないと。
そう思って

くって友人を信じることにした。その後、別

ケーキとプレゼントがあって、友人たちに

その人に自分が HIV 陽性者であることを

の友人がHIV 陽性者であると話してくれ

ハッピーバースデートゥーユーを歌っても

伝えた。

た。自分も友人たちにHIV陽性者である

カミングアウトの前後は物凄く葛藤した。

と伝えることになった。振り返ってみると、自

今年は自分自身の気持ちに変化があっ

病気のことを伝えるかどうか迷っているとき、

分は病気に関する守りが堅過ぎるのでは

た。それは自分が HIV 陽性者だと友人

この病気になったときに病気のことを一生

ないかと思った。

たちにカミングアウトしているからだと思う。

秘密にして墓場に持っていく
と決心してい

らって。そんな普通の誕生日だったけれど、

HIVに感染してから3 年以上経って、

友人たちとはセクシャルマイノリティ関

たことを思い出していた。だから、病気の

病気を抱えての生活も大分慣れた。病

連のイベントを通じて知り合った。そのうち

ことを伝えた後には、その友人とはこれ以

気を黙っていることにも慣れた。けれども、

の一人が、ある悩みを打ち明けてくれた。

上連絡を取らないで疎遠になってしまお

病気を抱えていることを誰かと共有してみ

突然のことに驚き、同時に自分も悩み

うかなと考えていた。友人は「病気のこと

ることで、
もっと前向きに病気を受け入れら

の一つとして病気のことが頭に思い浮か

を伝えてくれてありがとう」
と言ってくれてい

れるかもしれない。これからは HIVとカミ

んだ。いつもなら病気のことを黙っていた

たのに。

ングアウトの問題に真剣に向き合ってみ

だろう。けれども、せっかく相手が勇気を
出して秘密を打ち明けてくれたのだから、

その友人は、
その後も変わらずに接して
くれていた。葛藤があったけれども、腹をく

てもいいかもしれない。そう思わせてくれた
誕生日だった。

SEPTEMBER, 2014

8 【 JaNP+ の広場 】

News Letter

ジャンプ! 交流会

JaNP＋女子会

毎月第 2 土曜日に開催中

HIV 陽性の女性による交流会

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

当事者中心の活動を通じてつながった HIV+ の女性が中心と

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

なって
「JaNP+女子会」
を開催しています。ランチやお茶菓子を囲

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

んで、仕事、結婚、妊娠、出産、子育て、家族のこと…ときにはHIV

雰囲気で、他の陽性者と話してみたい」
という方にお勧め !

と関係のない話も交えながら
（!?）気兼ねなくおしゃべりできるひととき

毎回

5 名〜 15 名くらいで集まっています。開催時間や会費等は、回によ
り多少異なります。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。

です。もちろん、スタッフもHIV+ の女性が中心です。
くわしくは WEB サイトにてご確認ください。お申し込みも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〜
【会場】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
【費用】3,000 円〜 4,000 円を予定
※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。

ピアサポートグループ
「コパン」
2013 年 11 月から、BASE KOBE が提供するHIV 陽性者の
ピアサポートグループ「コパン（友達）」の活動が始まりました。定例
会のほか、飲み会、小旅行、専門職を招いての勉強会等を実施
しています。現在、定例会は、おおむね感染告知 1 年以内の陽性
者を対象に活動していますが、1 年以上の方は、事前にご相談下
さればご参加頂ける場合もあります。

イラスト：ミラン

【日時】2014 年 10 月 25 日（土）13：00 〜 17：00
【会場】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 陽性の女性のみ
【費用】500 円
※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。

また、2014 年 6月から、岡山県、香川県、徳島県の陽性者の皆
さんを対象に、活動の輪を広げています。
【日時】毎月第 2 土曜日 14：00 〜 17：00
【会場】神戸市内等（参加者にのみ詳細をお知らせします）

こちらに掲載されている以外にも、全国に様々なグループが HIV 陽性
者のグループミーティングがあります。HIV陽性者のための総合情報サ

【費用】500 円（会場費、資料代、菓子代を含みます）

イト「Futures Japan」で、ぜひチェックしてみてください。

【参加のお申し込み・お問い合わせ】
インターネットで受け付けています。こちらの URL よりご連絡ください。

http://kobecopain.com/copain/copaininfo

［WEB］http://futures-japan.jp/

私たちはHIV領域に特化した製薬企業として、治療の普及とともに
予防啓発やコミュニティ活動支援を行っています。

新宿2丁目にHIV啓発広告を掲出中。第2期デザイン募集要項 → http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/healthcare/index.html

