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【JaNP+ の広場】活動告知板、列島

西から東から

Futures Japan 調査結果報告・キャラバンツアーも全国で実施 ほか .. 7,8 面

ビートたけしの TVタックル

マスメディアでHIVを取り上げることの難しさと大切さ
視聴された方も多かったと思いますが、

10 月20日（月）夜 11 時 15 分から放送さ
れたテレビ朝日系列「ビートたけしの TV
タックル」で、HIV・エイズがテーマとして
取り上げられました。
この企画は、テレビでもお馴染みの女
装家・タレント、ミッツ・マングローブさんの
発案による、持ち込み企画だったそうです。
最初の取材依頼の際、番組スタッフを通
じて「中高年にとってエイズは昔のイメージ
のまま。一方、若い人たちの多くは HIV や
エイズそのものについて本当に知らないと感
じる。治療はあっても、
まだまだ大変な苦労
を抱える病気には変わりないし、日本では
感染者も増えている。いま一度テレビでも
取り上げてほしい。
」
というミッツさんの思い

を身近に感じることが難しい視聴者のみな

から始まったことをうかがっています。

さんも情報をアップデートし、偏ったイメー

番組の主な視聴者層が中高年であるこ
とから、冒頭こそ「中高年を襲う いきなりエ

ジを変えてもらうきっかけになったのではな
いかと思います。

左は国立病院機構大阪医療センター・エイズ先端医
療研究部長の白阪琢磨氏。スタジオトークでは出演
者からの突っ込んだ質問にも柔軟に対応しつつ、医
療の進歩と課題があることの両面を伝えてくれました。
JaNP+ からは高久が取材に対応したほか、番組後半
ではスタジオにも出演しました。

イズ 忘れるな!AIDS 最前線」と、やや

エボラ熱など様々な新型ウイルスが話

これまで JaNP+ では、HIV 陽性者が

過激な（?）メッセージで始まりましたが、内

題となる一 方、なかなかマスメディアで

等身大の語りを行うスピーカー活動の一環

容のほうは HIV の予防や検査、治療に

HIV が取り上げられることは少なくなった、

として、様々なマスメディアからの取材に応

関する話題から、いまなお根強い HIV に

と言われています。そんな中、全国的にも

じてきました。そこには、2 万人以上にのぼ

対する誤解や差別の問題など多岐にわた

著名な番組で取り上げられたことは啓発

るHIV 陽性者一人ひとりの現状や気持ち

る内容の濃いものでした。エイズに関する

活動としての大きな成果で、放送後はこれ

を全て代弁しきれないというジレンマが必

様々な 思い込み を軸にしながら、
「実は

まで以上に様々な反響が寄せられました。

ず生じます。しかし、HIV 陽性者が自分ら

現状はこうなんですよ」と専門家や VTR

「知らないことが多かった」
「自分も検査に

しく生きられる社会の実現には、やはり当事

で解説していくことで、日頃は HIV・エイズ

行こうと思った」
「エイズに対して過剰な恐

者が自らを受け入れていく過程の支援とと

怖を抱いていたかもしれない」
「話題にし

もに、自らを開いていく勇気の両方がなけ

づらいことも分かりやすく伝えていた」
といっ

れば、HIV に対する誤解や差別意識を

た感想が多かった一方で、抗 HIV 薬が

変えていく事は困難です。マスメディアを

画面に映し出されたことについては、
「周囲

通じた発信は、あくまでその一つにすぎませ

には他の病名やサプリと説明をしているの

んが、今後もあきらめることなく継続していき

に」
といった当事者からの意見もありました。

たいと思います。

（代表理事

高久陽介）
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2 【 老後・介護 】

HIV＋の介護職が考える 老い について

介護予防とは、生活習慣や日常生活を改善して要介護状態に

最終話

40 代から意識したい「介護予防」とは

「あなたの
老後は︑
あなたの人生の
延長です」

HIVと介護のはなし

ならないようにするための取り組みです。各市町村では、介護保険
制度に基づくサービスの一環として、40 代以降の中年期の方を対
象に食生活改善の講座、介護予防体操、ストレッチ教室などのプ
ログラムを実施しています。せっかく払っている税金や保険料ですか
ら、ぜひ使えるサービスを活用していきましょう。

介護を受けることは
恥ずかしいことではありません
介護を受けることを
「恥ずかしい」
「情けない」
と感じてしまう人がい
ます。わたしたち介護職員は、たしかに生活上の支援や身体介助

老いは、突然やってくるわけではありません。
老後の備えは、いま現在の
生活を見直してみることから始まります。
●自分の老後をイメージする
「自分が将来どこで、誰と、どういう暮らしをするのか」をイ
メージしてみましょう。初めは、漠然とで構いません。「単身な
のか、家庭をもつのか」
「住まいは賃貸なのか、所有するのか」

等を行いますが、
それはすべて利用者が、介護を受ける前と同じよう

「何歳くらいまで働くのか」など、大まかなライフプランを立て

に自分らしく生活を送るためのサービスなのです。つまり、
「介護サー

てみると良いでしょう。ファイナンシャルプランナーなど専門家

ビスをどのように利用するか」は、利用者自身に委ねられています。
もちろん、すべての注文に応じてもらえるとは限りませんが、自分の
希望や意思、不安などを率直に伝えることは、ケアを提供する介護
職員と利用者の間に信頼関係を築く上で、とても大事なことです。
介護サービスの主役はあなた自身だということを忘れないでください。

介護現場で働くなかで思うこと
これまで私は、介護士としていくつかの高齢者介護施設で働いて

に相談をしてみるのも 1 つの方法です。
●自分の老後に見合った貯蓄をする
ライフプランのイメージができると、老後のくらしに備えた貯
蓄も意識的にできるようになります。ただし、あくまで現在の
生活に無理のない範囲で貯蓄することが大切です。今があっ
てこその将来です。
●インフォーマルなネットワークをつくる

きました。現場で働いてきたなかで思うことは、
「利用者ひとりひとりの

介護保険によって受けられるサービスは、最低限の生活を保

ニーズや状態に合わせたケアを提供するには、まだまだ介護の質も

障するためのものです。専門性の高いスタッフが介護にあた

量も十分な環境が整っていないな」
ということです。

るとしても、提供されるサービスは画一的になりやすく、その

多くの介護職員は、懸命に現場で働いています。しかし、施設介
護は複数の利用者とかかわる現場であることから業務的にも多忙
な現場が多く、常にひとりひとりとじっく
り向き合えるわけではありません。
介護業界は全体的に人手不足のため未経験者も多く、介護の知

人の個別の事情に対応しづらい面もあります。また介護保険
の範囲を超えるサービスは自己負担となります。日頃から、友
人や親族、ご近所とのつながりを大切にして、何かあったとき
に助け合えるような緩やかなネットワークがあると心強いです。

識や技術も職員によってばらつきがあるのが現状です。また人事の
異動や離職も多い業界で、意識や能力の高い職員がいたとしても、
その人がいなくなると今まで出来ていたケアが出来なくなる…といった
事もあります。今後は、安定したケアが提供できるように、受け入れ

〈お知らせ〉
今回をもって、
この連載はいったん終了となります。この連載を通じて、少しでも読者の皆
さんがご自身や身近な人の老後や介護について考えるきっかけになれば幸いです。
今後も、以下のブログにて情報を発信していきます。HIVと介護について関心ある方は、

時の対応マニュアルの整備や、事例の共有、丁寧な引き継ぎの機

是非ご覧ください。

会を設ける等の取り組みが求められるでしょう。

ブログ【福太郎の HIV と介護のはなし】

前号で取り上げたように、HIV 陽性の要介護者の受け入れに
関しては、まず受け入れ経験自体がないことが大きなハードルとなっ
ています。HIV だけでなく、今後も高齢化がより進むことで様々な
「前例のないケース」が増えていく
と思いますが、福祉の原点に立ち
返り、病気や障害にとらわれずにその人と向き合いかかわっていく姿
勢が、介護に携わる人々の中でより広がっていく
ことを願っています。

http://ameblo.jp/hiv-to-kaigo-no-hanashi
※介護についての具体的な困りごとや、介護予防について知りたいときは、まずはお住ま
いの地域にある「地域包括支援センター」にご相談ください。

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

薬物とタバコ

薬 物 依 存 症 は「 治 る 」も の で は な い

4

タバ コも薬 物 依 存 症 の ひとつ で す

危険ドラッグ、覚せい剤、麻薬などの乱用をくりかえすと、薬

タバコに含まれるニコチンにより、強い精神的依存が生じま

物依存症になります。薬物依存症とは「薬物の乱用をくりかえ

す。タバコが切れると、真夜中でも、嵐の中でもタバコを買い

し、慢性的な脳の異常状態になり、その薬物をやめようと思っ

に行ったり、喫煙者同士で ｢一本もらえる？｣と声を掛け合った

ても、自分自身でコントロールができずに薬物を使ってしまう状

りするのは、明らかに薬物探索行動（何としても薬物を入手したいと

態」です。依存状態では、薬物を入手するためのお金や情報を

いう欲求からくる、薬物入手に固執する行動）と言えます。

得ることが最優先になるため、自分のお金は全部使ってしまい、

最近では広く知られているように、たばこの煙には多くの発

借金や家族・友人への無心をするようになります。最終的にど

がん物質が含まれています。2012 年の国際がん研究機関

うにもならなくなると、犯罪をおこしてまでお金を得ようとする

（IARC）の報告によると、喫煙との関連が確実ながんとして、口

腔がん、咽頭がん、喉頭がん、肺がん、食道がん、胃がん、膵

こともあります。
最近話題の危険ドラッグは、薬物依存症になっていなくても
急性中毒を起こしてしまいます。薬物による急性中毒では意識

臓がん、大腸がん、肝臓がん、腎臓がん、膀胱がん・子宮頚が
ん、卵巣がん、骨髄性白血病があります。

障害を生じ、あばれたり、意識がなくなったりします。入院や死

たばこは、がん以外にも多くの致死的疾患をひきおこします。

亡したりすることもよくあります。急性中毒は迅速かつ適切な

心臓・血管系では、動脈硬化を促進し冠状動脈疾患、脳卒中、

医療的処置を受けることにより、多くは回復します。しかし、運

腹部大動脈瘤をおこします。また、せき・たん・息切れなどを引

転前の危険ドラッグ使用による交通事故のように、意識障害中

き起こし、喘息のコントロールを悪化させるほか、酸素療法が

におこしたことは取り返しがつきません。

必要となる慢性閉塞性肺疾患（COPD）の発症リスクもあります。

また急性中毒がおきなくても、慢性中毒が生じます。薬物依
存におちいっている人がさらに乱用を繰り返した結果として発

その他にも、本シリーズで紹介してきたように糖尿病や骨粗鬆
症とも関係があります。

生するのが慢性中毒です。特に覚せい剤では「幻覚や妄想を
主症状とする覚せい剤精神病」を引き起こします。ある程度は

タバコ

治療に反応し改善することも多いですが、中にはよくならず自
殺をしてしまう場合もあります。
覚せい剤による薬物依存の高い再犯率からも明らかなよう

がん

動脈硬化

せき・たん・
息切れなど

糖尿病

心筋梗塞
脳梗塞
大動脈瘤

COPD

腎症
網膜症

在宅酸素

透析
失明

に（図 1）、薬物依存症は治る病気ではありません。薬物使用の
トリガーとなる状況を自覚し、それを避ける方向で日々コント
ロールしていく必要があります。そのためには専門医療機関、
精神保健福祉センター、民間専門施設などに相談し、長期間
にわたって関係を作っていく必要があります。
（人）
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毎日タバコを購入することによる金銭的な問題もあります。1
日20 本で 10 年間タバコを吸うと、その費用は約 150 万円にな
ります。現在では有効な禁煙薬もありますから、まずは禁煙外
来を受診してみることが禁煙への第一歩と言えます。
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図 2：タバコによる健康被害
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図 1：覚醒剤事犯者と再乱用者の推移（過去 10 年）
（平成 26 年 2 月 厚生労働省 医薬食品局監視指導・麻薬対策課）

50.0
48.0

骨粗鬆症

監修：味澤 篤 医師

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
にあたってきた。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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4 【 POSITIVEワイド 】

News Letter

［特集］HIVと法律相談

Q&A

HIV 陽性がわかった人の多くは、「HIV+ だと知られたらどうしよう」「職場で不当な対応をされたら ?」
「他のひとに感染させてしまったら…」といった不安を感じています。もちろん、ドラブルは起きないのが一番ですが…
法的な考え方を身につけておくことで、被害が大きくなることを防いだり、安心につながったりするものです。
でも、実際に HIV に関連する自身のことを専門家に相談するのは、なかなかハードルが高いと思います。
そこで今号の特集では、HIV 陽性者が直面する（かもしれない）具体例について、弁護士さんに解説していただきました。
HIV に対する社会からの偏見の感じ方

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を公開中→ http://survey.futures-japan.jp/result/

私が HIV 陽性であることを知っている人が周囲にいない状況が多い

そうではない／ 301 名

そうである／ 609 名

不明／3名

HIV 陽性であることを誰かに打ち明けるのは危険なことである

169 名

743 名

1名

HIV 陽性であることを雇い主や上司に知られると職を失うと思う

339 名

574 名

0名

HIV 陽性であることを隠すことに苦労している

445 名

463 名

5名

一般に人々は、HIV 陽性であることを知ると拒絶する

164 名

742 名

7名

HIV 陽性であることを他の人に話すときにはとても用心する

116 名

793 名

4名

周囲の人に差別されるのではないかと心配している

260 名

652 名

1名

HIV 陽性だと誰かに打ち明けると、さらに別の人に伝わるのではと心配になる

214 名

697 名

2名

0

Q

25

HIV に感染していることをバラされそうになったら、
どのように対処すればよいですか ?

50

75

Part 1

100（%）

プライバシー

プライバシーとして法的に守られており、こ

A れらの事実をみだりに公表することは違法
な行為になります。弁護士に相談して、相手方

に警告してもらいましょう。警告を聞き入れない
場合は、被害届の提出または刑事告訴によっ
て警察に動いてもらいましょう。
警察署に被害届を提出するか刑事告訴をし
て、警察に介入してもらうのが一番強力な対抗
手段ですが、被害者が一人で警察に出向いて
相談 で終わってしまい、実際には動いてくれな
いことが多いので、弁護士と一緒に警察に行く
こと
をお勧めします。
解説：プライバシーとは ?
「私生活をみだりに公開されないという法的保障ない
し権利」が、プライバシーの一般的な定義です。ある
情報が以下の要件をみたす場合、プライバシーとして
法的に守られることになります。
❶私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け
取られるおそれのあること
（私事性）
❷一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に
立った場合公開を欲しないであろうと認められること

すでに HIV 感染の事
実をバラされてしま
った場合、その相手に何
を要求できますか ?

Q

プライバシーの侵害として慰謝料を請求

A することができます。

（秘密漏示罪に該当する
プライバシー侵害は、
場合を除き）
刑事罰の対象にならないため、HIV

感染の事実をバラされた後に警察に行っても
「弁護士に相談してください」
と帰されるだけで
すので、まず弁護士に相談してください。

HIV 感染の事実を公表されたケースだけ
でなく、正当な理由なくHIV 感染の有無に関
する情報を取得することも、プライバシーの侵害
にあたると一般的に考えられています。

Q

HIV 感染の事実をイ

ンターネットの掲示板
やブログ、Twitter等に書
き込まれてしまいました。
その書き込みを削除させ
ることはできますか ?
ウェブサイトの管理者によって難易度は

A 異なります。ブログやTwitter、Facebook

等の SNS の場合、まずは書き込みをした本人
に、メールや DM（ダイレクトメッセージ）等で削除
するように要求しましょう。
書き込んだ本人が削除してくれない場合、ま
たは管理者以外は消すことができない仕組み
のサイトである場合は、お問い合わせフォーム
やカスタマーセンターを通じて、管理者に削除

（秘匿性）
❸一般の人々に未だ知られていないことがらであること
（非公知性）
プライバシー侵害は違法行為ですので、弁護士に
相手方に口頭または書面で警告してもらうのが、一番

解説：プライバシー侵害と損害賠償
次の要件を満たす場合に、プライバシー侵害に対
する慰謝料を請求することができます。
❶ HIV 感染等の事実を第三者にバラされたこと
❷バラされたことが受忍限度（常識的に考えて我慢で

を依頼しましょう。利用規約違反として管理者

簡単な方法です。「HIV 感染の事実をバラす」等と直
接脅されているケースでは、脅迫罪
（刑法222条）
、強
要罪（刑法 223 条）
、恐喝罪（刑法 249 条）
が成立す
る可能性があります。

きる被害の程度）を超えるものであること
❸故意（わざと）
または過失（不注意で）
によってバラさ
れたこと
❹バラされた本人が精神的苦痛を感じたこと

頼書の送付、または裁判所を通じての仮処分

が削除してくれる場合があります。
以上の方法を使っても削除することができな
い場合は弁護士に相談し、送信防止措置依
等を検討しましょう。

DECEMBER, 2014

News Letter

Part 2

職場でのトラブル

就職活動をしていま
す。採用選考の際に、
HIV に感染していること
を正直に話さなければい
けませんか ?

Q

自ら話す義務はありません。HIV 感染の

A 事実はプライバシーに当たるものなので、
プライバシーを他人に告げるか否かは本人の
判断・選択によるものです。
これは、職場の採用
選考の場合も同様です。

採用選考の際に健康
Q 診断があり、無断で
HIV 抗体検査をされてい
たことが明らかになりまし
た。このようなことが許さ
れるのでしょうか ?
本人に無断でのHIV抗体検査は、原則

A として違法行為です。

解説：採用選考時の HIV 抗体検査
採用時における無断 HIV 抗体検査については、裁
判で争われました（東京都警察学校事件、東京地裁
判決平成 15 年 5 月 28 日判例タイムズ 1136 号 114
頁）
。まず、裁判所は、HIV に感染しているという情報
を、本人の意思に反して取得することはプライバシー
を侵害する違法な行為と断じています。次に、採用時
に HIV 抗体検査をすることに、客観的かつ合理的な
必要性が認められ、かつ本人の承諾がある場合に限
り、正当な行為として違法性がなくなると述べていま
す。つまり、この判決の考えに従えば、本人に無断で
なされた HIV 抗体検査は常に違法行為ということにな
ります。また「HIV 抗体検査を受けないと採用しないと
言われた」等、やむを得ず承諾した場合も同様に違法
となります。

【 POSITIVE ワイド 】
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職 場で、HIV 陽 性で
あることを打ち明け
ました。その後しばらくし
てから、HIV感染とは異な
る理由で解雇されました。
解雇される理由は、HIV
感染以外には思い当たり
ません。このような解雇
は無効ではないですか ?

Q

勤務先の健康診断で、
無断で HIV 抗体検査
をしていたことが明らか
になりました。このような
ことが許されるのでしょう
か?

Q

本人に無断でのHIV抗体検査は、原則

A として違法行為です。

解説：職場の健康診断での HIV 抗体検査
職場の定期健康診断における無断 HIV 対抗検査
についても、裁判で争われました（千葉地裁判決平成
12 年 6 月 12 日労働判例 785 号 10 頁）。裁判所は、
次のように判決で述べました。「個人の HIV 感染に関
する情報が保護されるべきであり、事業主においてそ
の従業員について HIV 感染の有無を知る必要性は通
常認められないことからすれば、事業主であっても、特
段の必要性がない限り、HIV 抗体検査等によりHIV
感染に関する従業員個人の情報を取得し、あるいは
取得しようとしてはならず、右特段の必要性もないの
に HIV 抗体検査等を行うことはプライバシーの権利を
侵害するものというべきである。仮に、事業主が、事
業遂行のための労働衛生管理上の理由から、又は仕
事に対する能力や適性判断のためなどから、HIV感染
の有無に関する検査を必要とする場合であっても、
HIV 感染に関する情報保護の重要性に鑑みれば、右
検査の必要性が合理的かつ客観的に認められなけれ
ばならず、また、たとえ右検査の必要性が認められる
場合であっても、検査内容とその必要性を本人にあら
かじめ告知し、その同意を得た上で行われるべきであ
り、そのような必要性が認められず、あるいは必要性が
あっても本人の同意も得ずに右検査等を行うことは許
されないというべきである。」
つまり、職場におけるHIV 抗体検査の実施に合理
的かつ客観的に必要性があり、かつ、検査内容とその
必要性を本人にあらかじめ告知し、本人の同意がある
場合に限り、HIV 抗体検査の実施は適法となると裁
判所は述べています。
この点、厚生労働省の「職場におけるエイズ問題に
関するガイドライン」
でも、
「職場におけるHIV 感染の有
無を調べる検査（以下「HIV 検査」
という。）
は、労働衛
生管理上の必要性に乏しく、また、エイズに対する理
解が一般には未だ不十分である現状を踏まえると職場
に不安を招くおそれのあることから、事業者は労働者
に対して HIV 検査を行わないこと。」と定めています。

実質的な解雇理由が、HIV 感染であっ

A たと立証することができれば、解雇は無効

となります。ただし裁判では、実質的な解雇理
由が HIV 感染であったということを、解雇され
た側が立証しなければなりません。職場での打
ち明けた後の対応が不安な場合には、上司等
とのやり取りを記録したもの（携帯電話等での録音、
メールのプリントアウト、手帳や日記など）
を残しておくこ

とが望ましいです。

Q

HIV 感染していること

を理由に、転勤や配
置転換を命じられました。
拒否することができます
か?
転勤や配置転換によって、通常甘受す

A べき程度を著しく超える不利益があると認

められれば、配置転換の命令は無効となり、拒
否することができます。

HIV 感染を理由に配転命令の有効性を
争われた裁判例はありませんが、他の疾患に
ついて、信頼ある医師による治療機会の喪失
等を理由に配転命令を無効とした裁判例もあ
ります。HIV 陽性者の場合でも、例えば HIV
の治療に支障があるような負担の大きい職務
内容に変更される場合や、転勤によって治療ま
たは通院が困難となるような場合には、その配
転命令が権利濫用と判断される可能性がある
でしょう。

職場で HIV 感染を理
由に解雇されました。
このようなことは許され
るのですか ?

Q

HIVに感染していることを理由として、解

A 雇することは違法です。

解説：HIV 感染を理由とする解雇

HIV 感染を理由とする解雇が争われた裁判で、裁
判所は「使用者が被用者の HIV 感染を理由に解雇す
るなどということは到底許されることではなく、著しく社
会的相当性の範囲を逸脱した違法行為と言うべきで
あるから、本件解雇は、被告 A 社の原告に対する不法
行為」であると断じています（東京地裁判決平成 7 年
3 月 20 日判例タイムズ 876 号 122 頁）。
もっとも、
エイズ発症により業務に支障が生じたような
ケースでは、解雇が有効と判断される可能性もあります。

解説：配置転換の有効性は ?
職場での配置転換（従業員の配置の変更であって、
職務内容または勤務地が相当の長期間にわたって変
更されるもの）の命令が有効となるには、以下の要件
をみたす必要があります。
❶労働契約上、配転命令権の根拠があり、その範囲
内であること
❷法令等違反がないこと
❸権利濫用がないこと

→ 6 面「Part3 性感染」につづく
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セックスをする相手
には、HIVに感染して
いることを告げなければ
いけませんか ?

Q

Part 4

では、コンドームを使用しない性交渉についてはど
う考えるべきでしょうか。まず、出会い系サイト
（アプリ）
やゲイ男性が利用する ハッテン場 で知り合った相手
との、その場限りの性交渉であった場合には、感染に
ついて伝える義務はないでしょう。「③出会い系サイト
やハッテン場等を利用して性交渉の相手を探し、コン

相手が，恋人やパートナーのように定期

ドームを使用せずに性交渉をする場合には、HIV を含

であり、かつ、コンドームを使用しないセックス

と考えられる」からです。また、
「④その場限りの性交渉
においては、相手との間に真実を告げなければならな
いような信頼関係が存在しない」ことも、告知義務を

A 的かつ継続的にセックスをするような関係
の場合には、事前に感染していることを伝えた
方がよいと思います。その場限りの関係である
場合や、コンドームを使用する場合には，
伝えな
くてもよいと考えます。
解説：性交渉時の告知
まず、
「① HIV 感染の事実は秘匿性の高いプライバ
シーである」という前提があります。従って、相手に告
げるべきかどうか ? は、
「十分な対処を行っていたか
どうか」、
「プライバシーを開示すべき信頼関係がある
かどうか」が問われるでしょう。
コンドームを使用する性交渉の場合には、
「②十分
な対策がとられており、感染する可能性がきわめて低
い」ことから、相手に告げなくても法的には問題ないと
考えます。

む性感染症に感染するリスクを各自が引き受けている

否定する根拠となるでしょう。もし相手からHIV 感染の
有無を問われて「感染していない」と嘘をついた場合
も、その場限りのセックスの相手との間にはそもそも
正直に話すような信頼関係はないと双方が理解してい
ると考えられますから、やはり④と同じ結論になります。
他方、性交渉の相手が恋人やパートナーの場合に
は、③と④の根拠は成り立ちません。HIV の性感染率
が低いと言っても、恋人やパートナーであれば多数回
性交渉をすると考えられ、感染のリスクは現実的なも
のと言えるでしょう。したがって、恋人やパートナーを相
手にコンドームを使用しない性交渉をする場合には、
HIV 感染の事実を伝える義務があるとされ得るでしょ
う。なお，いわゆる セフレ であっても，定期的かつ継
続的にコンドームなしでセックスする関係であれば，恋
人やパートナーに準じ，告知して方がよいでしょう。

Q

献血

2013 年に、HIV に感

染した人が献血をし
て、輸血を受けた人が HIV
に感染するというニュー
スがありました。献血をし
た人は、何らかの責任を
負うのでしょうか？
献血をした人が、自身がHIVに感染して

A いることを知っている場合と知らなかった
場合に分けて考える必要があります。

HIV感染についてまったく知らなかった場合
は、たとえ献血の時点で感染していたとしても、
故意・過失がありませんので、献血をしたことや
輸血で感染させたことについて法的責任が生
じることはありません。
では、HIV 抗体検査を受けておらず感染
の有無に確信はないが、感染している現実的
な可能性があることはわかっていた…という場
合はどうでしょうか。HIV/AIDSは未だ完治す
る病気ではなく、輸血によるHIV 感染という結

自分に HIV を感染さ
Q せた相手に対して、
法的に責任を追及するこ
とはできますか ?

A

民事では損害賠償請求、刑事では告訴
（傷害罪等）が考えられますが、いずれも実

際に裁判で勝つことは難しいでしょう。
性交渉自体がとてもプライベートなものである

果が重大であること、輸血では HIV の感染率
が高いこと、一方で献血ができないことによる不
解説：HIV 感染の責任追及
損害賠償の請求にしても、刑事告訴にしても、確か
に
「相手とのセックスによってHIVに感染した」
というこ
とを客観的に立証する必要があります。単に、
「性交
渉の時点で相手が HIV に感染していた」
「相手との間
にコンドームなしのセックスがあった」
「現在、自身が
HIV に感染している」というだけでは、相手とのセック
スによって感染したことの立証には不十分です。相手
との性交渉の時点で、あなたがまだ HIV に感染してい
なかったことも立証しなければなりません。そして，その

以上、そこで起きたことを裁判で立証することも、 相手以外に感染の可能性が認められると、感染の因
また大変難しいのです。
果関係は否定されるでしょう。

●相談先のご案内

法テラス（日本司法支援センター）
http://www.houterasu.or.jp/

利益は小さいこと等を考慮すると、感染リスクが
相応にありながら献血をしたことには過失がある
と判断され、刑事責任（過失傷害罪）や民事責
任（不法行為に基づく損害賠償責任）を負うおそれ
があります。
すでに検査によって HIV に感染していること
を知りながら献血をした場合には、
「知らなかっ
た」
ということはあり得ないので、日本赤十字社
から業務妨害罪で立件されたり、損害賠償を
請求されたりすることも考えられます。

法的トラブルを抱えたときに「どこに相談すれば

記事監修

良いか分からない」、
「経済的な理由で弁護士

●埼玉弁護士会所属
●LGBT 支援法律家
ネットワーク所属

LGBT 支援法律家ネットワーク

に相談ができない」、
「近くに専門家がいない」
と

性的少数者や HIV の問題に理解のある全国

いった人のために、刑事・民事を問わず解決に

各地の弁護士等によるネットワークです。詳しく

必要な情報やサービスの提供が受けられる機

は、本記事の監修をしていただいた前園弁護

関です。LGBT 支援法律家ネットワークの弁

士にお問い合わせください。

護士も登録しています。

弁護士 前園進也

前園法律事務所
埼玉県さいたま市南区南浦和 2-36-9
白井ビル 403 TEL:048-764-9749

FAX:050-3737-8305
受付時間 9：00 〜 18：00（土・日・祝日除く）

DECEMBER, 2014

News Letter

列島 西から東から
positive letters

【 JaNP+ の広場 】

7

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。

仕事が忙しい時期に…
2008 年 7 月頃のことです。6 年間勤め

iiyo（男性／ 30 代／東京都在住／ 2008 年陽性判明） 21
病名は聞いたことがあっても、実際どう

の生活を続けることは難しいと感じて、退

ていた会社（飲食業）での忙しさはピーク

したらいいのかわからず、頭が真っ白にな

で、年明けから超大型商業施設での新

りました。今後、仕事をしていくことができる

職することにしました。
その後は、アルバイトの掛けもちをしな

規店舗オープンに向けての準備に追わ

のか、
どのくらいまで生きることができるのか

がら転職活動をしました。障害者用の転

れていました。勤務時間は、1ヶ月300 時

…すごく悩んだ末、勤務していた会社の

職セミナーも受けてみましたが、見た目で

間を越えるような日々。感じていた倦怠感

上司に病気のことを話しましたが、特に何

わかる障害でないこともあり
「どう対処して

は、単なる疲れからかと思っていましたが、

かが変わるということはありませんでした。

いいのかわからない」
という反応ばかりで、

同年 3 月に帯状疱疹になり、新規店舗

それからも相変わらず日々が続き、年

一次審査でことごとく撃沈。結局のところ、

オープン直後ということもあって、痛みを耐

が明け…ようやく仕事が一段落した頃、

病気を伏せたまま転職活動をして、半年

えながらの毎日でした。

勤務体系が変更されました。今までのよう

後にようやく今の会社に就職することがで

な勤務ではなく、1日6 時間、月20日勤務

きました。

近場の病院で帯状疱疹と診断された
ことを会社に告げても、代理の者が社内

というものでした。勤務時間が減った分、

にはおらず、結局のところ休めるわけもなく、

収入も減り、貯金を崩しながらの生活を

休みはちゃんとありますし、時間外手当も

勤務が続いていました。そのような毎日が

余儀なくされました。「体調が良くなれば、

早朝・深夜手当もある。正直、今までいた

続き、3か月経っても症状は変わらず、
もう

また元の勤務体系に戻れる」
とのお達し

会社の中で一番真っ当な会社。これまで

少し大きな病院で診てもらおうと思い、都

でしたが、半年経ち、1 年経って体調が

のことが報われたのか、仕事が評価され

内の大学病院で検査を受けました。その

戻っても、そのことを上司に直訴しても、何

ているのか。ともかく、これからも今まで以

結果が、HIV でした。

も変わりませんでした。このままでは、いま

上に仕事を頑張っていこうと思っています。

これから先の「ピア活動」を考える

今の会社は、業界の中では大手です。

健吾（男性／30 代／愛知県在住／ 2003 年陽性判明） 22

僕は現在、HIV 陽性者のためのコ

…若い世代の人たちは、おそらく、周囲

このような状況の中、HIV 陽性者に

ミュニティスペースの運営に関わっていま

の人達に開示することに、あまり抵抗感を

とって何が必要なのか ? やはり最終的

す。利用登録をしている人なら、オープン

感じなくなってきているのではないか、と考

には、個別的な支援が重要ではないかと

時間中はいつでも出入りすることができて、

えています。ネットの普及で、匿名性が守

思っています。1 対 1 でお話をすることで、

他のHIV 陽性者と話すことができる場所

られている中でSNSやブログ等で悩みや

支援を必要としている人が抱えている具

です。開設は2012 年ですので、3 年目を

困難感を気兼ねなく吐露する事ができ、

体的な問題や負担を少しでも低減できる

迎えました。

わざわざ、どんな人がいるか分からない

ような、よりきめ細やかな支援が求められ

PGMに参加しなくても近くの友人に開示

ていると思うのです。しかし、そこに取り組

する方を選択する人が増えてきたのでは

むには困難もあります。相談を受ける立場

ないでしょうか。逆に壮年の世代の人た

としては、共感しつつも客観的な視点も

から40 代で、20 代未満と50 代以上の

ちは、まさにどんな人が来るか分からない、

必要ですし、病院や行政のカウンセラー

利用者が圧倒的に少ないのです。もちろ

もしかして知人や過去に関係を持ったこ

さんとの住み分けも考えなくてはなりません。

ん、広報活動はそれなりにしてきたのです

とがあるかもしれない人と、鉢合わせにな

しかし、遠くない将来、そういうHIV 陽性

が、
そういう年代の人達に情報が正しく届

ることがリスキーに思えて、色々な悩みを

者によるHIV陽性者支援の活動を始め

いていないのかもしれません。

抱えながらもこのような場所から足が遠の

られたら…と、考えています。

そんな中で、最近気になっていることが
あります。
利用登録者のほとんどが、30 代半ば

これはあくまで、僕の推測なのですが

HIV+ のみなさんへ

エッセイを書いて
みませんか ?

いているのかもしれません。

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！ という方がいましたら、ぜひ JaNP+ 事務局までご連絡ください。
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第28 回日本エイズ学会参加報告会

Futures Japan

実際に学会に参加した当事者からの発表

キャラバンツアー

日本初! HIV 陽性者対象の
大規模 WEB アンケート
調査結果報告会を全国で実施

ジャンププラスでは、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との協働により
「HIV 陽性者参加
支援スカラシップ委員会」を設置し、HIV 陽性者の日本エイズ学

昨年 7月〜今年 2月にかけて、HIV Futures Japanプロジェクト
が実施した、日本で初めての HIV 陽性者対象の大規模ウェブア
ンケート調査。現在、下記ウェブサイト上でも調査結果のサマリー
（概要）が公開されています。

この結果を多くの方にわかりやすく直接お伝えするために、全国
各地で調査結果報告会「Futures Japan キャラバンツアー」が企
画されています。ぜひ足をお運びください。（WEB サイトにて最新情報を

会への参加を支援・促進するスカラシップ・プログラム（交通費・学会
登録料の一部助成）
を実施してきました。
このスカラシップを通じて第 28

回日本エイズ学会学術集会・総会に参加したHIV 陽性者が中心
となって、参加報告会を開催いたします。
【主催】HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会
【日時】2015 年 2 月 15 日（日）14：30 〜 16：30 予定
【会場】東京都内（未定） 【参加資格】どなたでもご参加いただけます
※詳細は、スカラシップ委員会の WEB サイトにてご確認をお願い致します。

http://www.ptokyo.org/scholarship/

ご確認ください）

【WEB】http://survey.futures-japan.jp/
日程

地域

場所

14.12.20（土）

仙台

コミュニティセンター ZEL

やろっこ／ゲイ・バイセクシュアル限定

14.12.21（日）

仙台

コミュニティセンター ZEL

やろっこ／ HIV に関心のある方なら誰でも

15.1.17（土） 名古屋

名古屋市内（非公開）

15.1.17（土） 名古屋

コミュニティセンター rise

15.2.14（土）

大阪

15.2.22（日） 鹿児島
15.2.25（水）

金沢

大阪医療センター

共催／対象

LIFE 東海／ HIV 陽性者限定
JHC 中部、Angel Life Nagoya（予定）／
HIV に関心のある方なら誰でも
【主催】関西 HIV 臨床カンファレンス／
HIV に関心のある方なら誰でも

鹿児島市内・未定

未定／未定

金沢市内（非公開）

北陸 HIV 情報センター／ HIV 陽性者限定

15.3.1（日）

札幌

札幌市内・未定

15.3.7（土）

那覇

コミュニティセンター mabui

15.3.8（日）

那覇

那覇市内（非公開）

15.3.15（日）

東京

東京都内・未定

厚労科研地域支援班（予定）／
HIV に関心のある方なら誰でも

15.1 〜 3・未定

松山

松山市内・未定

HaaT えひめ（予定）／ HIV に関心のある方なら誰でも

15.6・未定

東京

東京都内・未定

JaNP+ ／ HIV に関心のある方なら誰でも

レッドリボンさっぽろ／ HIV に関心のある方なら誰でも

nankr ／医療従事者
OHPAM ／ HIV 陽性者限定

HIV 陽性者のための総合情
報サイト「Futures Japan」
では、全国各地で実施されて
いるHIV 陽性者のグループミ
ーティングや、HIV 陽性者の
ための電話相談、HIV 陽性
者の個人ブログなどが紹介さ
れています。また、知りたい情
報にスムーズに辿り着ける検
索機能もあります。ぜひチェ
ックしてみてください。
［WEB］http://futures-

japan.jp/

