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第29 回 日本エイズ学会に

39名の HIV 陽性者が参加

当事者の積極的なエイズ対策への参加を後押し
い発表がありました。
初日に開催されたシンポジウム「ケアと予
防の連続性〜隣接領域の課題への支援
の連続性を踏まえて〜」では、メンタルヘ
ルスや就労、貧困、セクシュアリティといった
医療だけでは解決が難しい課題について
討議されていました。一方、臨床分野では、
シンポジウム「HAND」では、HIV 患者
において多くみられる認知機能の低下につ
第 29 回の日本エイズ学会は東京ドームホテル
で開催された

いて、専門家らが最新情報を持ち寄り発表
していました。

当事者の学会参加の成果
スカラシップを通じて参加したHIV 陽性

2015 年 11 月30日〜 12 月1日、第 29
回日本エイズ学会学術集会・総会が東京

が、このスカラシップを通じて学会参加を

者のレポートからは、患者としての自身の治

実現してきました。

療に対する意欲の向上や、必要とする新た

ドームホテルを会場に開催されました。この

2014 年度までは社会福祉法人はばた

な情報や考え方の獲得につながったとの声

学会には、新たに設立された一般社団法

き福祉事業団、NPO 法人ぷれいす東京

が毎年多く挙げられています。さらに、学会

人 HIV 陽性者支援協会によるスカラシッ

および JaNP+ が中心となって「HIV 陽性

参加をきっかけに地域や立場を越えたネッ

プを利用して全国からHIV 陽性者 39 名

者参加支援スカラシップ委員会」がスカラ

トワークが形成され、ピアグループの運営

が参加し、社会・臨床分野を中心に最新

シップ事業を運営していましたが、2015 年

等による陽性者支援や、予防啓発活動へ

の知見に関する発表を熱心に聞き入ってい

度からは新たに設立された「一般社団法

の参加、当事者スピーカーとしての活動にも

ました。

人 HIV 陽性者支援協会」が同事業を引

つながっています。また、このスカラシップに

き継ぎ、同法人の理事長には伊藤雅治氏

参加した患者の声は報告書にまとめられ（2

（元厚生労働省医政局長、一般社団法人全国訪

月発行予定）
、医療従事者や関係者にフィー

日本エイズ学会参加支援
スカラシップとは

JaNP+を含むHIV陽性者の当事者団
体・支援団体が中心となって、HIV 患者の

ドバックされます。

問看護事業協会会長）が就任されました。

こうした有形無形の成果を全国各地の

最新の知見が数多く発表

HIV 陽性者および関係者にもたらしてきた

日本エイズ学会参加を支援する「HIV 陽

日本エイズ学会では、おもに日本国内に

スカラシップ事業は、日本国内の患者会活

（学会参
性者参加支援スカラシップ事業」

おけるHIV/AIDS の治療や医療に関す

動の中で非常に先駆的なものとなっており、

加登録料および旅費負担の一部補助）
を運営し

る最新の知見や情報、また予防啓発や差

第 29 回日本エイズ学会におけるスカラシッ

ています。
これまで第 20 回〜第 29 回の日本

別偏見の軽減に関する取り組みが発表さ

プ事業でも厚生労働や日本製薬工業協

エイズ学会に、のべ 436 名のHIV 陽性者

れており、第 29 回学会でも、様々な興味深

会の後援を受けています。
➡ HIV 陽性者による日本エイズ学会参加報告会のおしらせ（7 頁へ）
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1
HIV/AIDS 最新事情○

新しい予防法 PrEP とは
HIV に感染していない人が、セックスをする際に自身が HIV に感染しないように予防する方法にはいくつかあります。
まず一番に思い浮かぶのは、コンドームなどを使用してお互いの性液が粘膜に触れないようにする方法でしょう。
それ以外にもお互いの粘膜同士の接触を最小限にするようなセックスをすること（キスや愛撫）や、
性感染症の検査・治療をして粘膜にキズや炎症がない状態にしておく、なども感染リスクを下げるといわれています。
（プレップ）という方法が有効であることがわかってきました。
それらに加え、近年になり HIV 感染予防法の一つとして「PrEP」

PrEP とはどんな方法なのでしょうか ?

PrEPって、なに?
2015 年 9 月、WHO（世界保健機関）が「HIVに感染するリスク
の高い人には、従来の方法に追加した予防方法の一つとしてPrEP
を推奨する」
とのガイ
ドラインを新たに出しました。PrEP（Pre-Exposure
Prophylaxis）
というのは、現在 HIV に感染していないけれども今後
感染するリスクの高いと考えられる人が、抗HIV薬を服用することに
よって HIV に感染するリスクを下げる予防方法です。暴露前予防
投与とも呼ばれます。米国ではすでに2012 年 7 月からこの PrEPに
よるHIV 感染予防が認可されており、
ヨーロッパでも2015 年 10月
に同様のガイドラインが出されました。実際には、HIV の治療にも
使われるツルバダ配合錠（テノフォビルとエムトリシタビンの合剤）を、一
日一回一錠毎日継続して服用します。ツルバダ錠は医薬品であり、
薬局で購入するのには医師の処方箋が必要です。（ただし2015 年

を内服してウイルスを検出感度未満に抑制できている場合には、

HIV陰性のパートナーがこのPrEPを併用することで、カップル間の
感染が 96％低下したという報告もあります。
副作用はないの?
海外で行われた治験では、頻度は少ないものの軽度の頭痛や
吐き気・下痢などの胃腸障害、腎機能の低下がみられたとの報告
があります。そのため海外の PrEPプログラムではおよそ3 か月に一
回医療機関を受診して、定期的な副作用チェックのための検査
を受けることが義務づけられています。
しかしいずれの副作用も重篤
なものではなく服用を中止すれば回復したとのことです。

PrEP をすれば、コンドームを使わなくていいの?
PrEP の HIV 予防効果は 100% ではありませんので、PrEP を

11月の時点では日本において保険適応はなく、全額自己負担（月額約12万円）

していてもコンドームは毎回必ず使う必要があります。またコン

となります）

ドームを使わないことにより、肝炎ウイルスや他の性感染症（クラミジ

どのような人が PrEP を勧められているの?

ア、淋菌など）の感染の危険性が高くなるこ
とも無視できません。PrEP

はあくまでコンドームを使用しながら追加的に行う予防方法で、コン

PrEPを勧められているのは、現時点で HIV に感染していない

ドームに代わるものではありません。コンドームを使用しないなどのリス

ことが検査で確かめられている人で、感染リスクの高い次のよう

ク行動が増加しないように、海外ではこのPrEPを行っている間は定

な人たちです。

期的にカウンセリングを実施しています。その際には前述の副作用
のチェックに加え、性感染症や肝炎のチェックも同時に行われます。

• 男性とセックスする男性
• 男性とセックスする、トランス女性
• 未治療 HIV 感染者の、セックスパートナーの人
• 薬物を使う人

HIV に感染する可能性のある行為（セックスや薬物の
使用）の「後」に PrEP を始めるのはダメなの ?
例えば未治療のHIV感染者とコンドーム無しのセックスをした場
合や、注射の回し打ちをした場合など、HIVに感染するリスクの高

どのくらい HIV 感染を防げるの?

い行為をした「後」には、この PrEP ではなく、暴露「後」予防投与
（nPEP：Non-Occupational Post Exposure Prophylaxis）
という方法が

ゲイ・バイセクシュアルの男性カップルを対象とした研究では、コ

取られます。これはツルバダ配合錠だけでなく、通常の抗 HIV 療

ンドームの使用による感染予防と組み合わせることで、全体で約

法と同じく少なく
とも3 種類の抗 HIV 薬の服用（多剤併用療法）を最

44％ HIV 感染を防げたという報告があります。さらに毎日欠かさず
錠剤を飲み続けることが出来た人では、HIV 感染のリスクが最大
9 割程度減少するといわれています。またへテロセクシュアル（男女
間）
のカップルを対象とした研究では、HIV 感染が 75％減少したと
いう報告もあります。
さらにHIV 陽性の方が多剤併用療法（cART）

（で
長で1 か月間内服する必要があります。
この場合はできる限り早く
とも72 時間以内に）抗 HIV 薬を開始することが
きれば 2 時間以内、遅く

望ましいとされていますので、速やかに近くの HIV 専門医療機関ま
たは各種相談窓口に連絡をして下さい。
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PrEP と MSM を対象とする予防啓発に
今後求められるもの

特定非営利活動法人 akta 代表

【 特集 】

3

らないだろうか。
また MSM にとって、
｢パートナー｣という言葉自体が
岩橋恒太

日

本の MSM（Men who have Sex with Men：

多義的でもある。自分のHIVステータスの開示のタイミングや、
そも
そも誰に開示するかを考えることへの支援が必要な場合、誰がそれ
を担うのかも検討する必要があるだろう。

同性と性行為をする男性）
のHIV 感染予防の

この 3 点をみてきても、PrEPをはじめとするバイオメディカルな予

現状から考えると、｢PrEP の導入の前に、
まず必

防は、これまでの MSMを対象とする予防啓発のあり方を再考する

要なことが山積している｣というのが、私の正直な

重要な機会となるだろう。
とはいっても、国際会議などで声高に言わ

意見だ。まず何よりも、PrEP が一体どのような予

れているような、PrEPこそが｢予防、この道しかない｣というのは、結

防技術であるのか、対象者がその意味について十分に理解する情

核におけるDOTSの歴史を考えても言い過ぎではないかという意見

報や機会の提供が必要だ。ここでは PrEPを初めとする、バイオメ

もある。

ディカルな予防の方法の登場によって、改めて考えなければならな
いことのなかから、紙幅の関係から3 点あげておきたい。

ここでPrEPについて考えた内容はあくまで、WHOの PrEPに関
するガイドラインが述べるように、コンドームプロモーションをはじめと

1 つ目に、科学的なMSM の HIV 有病率や罹患率のモニタリ

する従来の予防啓発が継続され、また行政や地域で HIV に関わ

ング、そして予防のための行動科学的なさらなる分析が求められる。

る人々のあいだに積極的な連携が促進されることが前提である。

現状では、MSMを対象としたニーズ調査も十分には行われてい

PrEPをめぐる議論をきっかけに、NGOやコミュニティの側からHIV

ない。
また、
もし仮にPrEPを実際に行うとすれば、ツルバダなどの抗

について、どのような予防を自分たちが必要としているのか、広く議

HIV 薬がコミュニティで予防のために使用されることになる。これは

論をおこし、真摯に検討していきたい。

コンドームアウトリーチとは大きく質が異なる。コンドームアウトリーチ
では、コンドーム使用の促進とHIV に対する意識を高めてもらうた
めに、コミュニティ全体を対象にアウトリーチが行われてきた。一方、

PrEP は費用対効果の面からも、薬剤耐性の可能性を考慮しても、
〈誰が〉PrEPを必要とするのかを検討する必要があり、その検討の
ためのデータ収集・分析、そしてコミュニティの中から活発な議論が
重要だと考えている。

2つ目に、コミュニティセンターをはじめとする、MSMを対象とする
予防啓発を行うグループが、現状でどのようなアウトリーチのチャン

スティグマの解消なしに
カミングアウトはできない

JaNP+ 代表 高久陽介

P

rEP 導入のメリットとして最初に思い浮かぶ

（HIV 陽性であるか否かに関わらず）何ら
のは、

かの理由でコンドームを使うことが難しい人たちに
とっては、特に期待の感染予防手段になる、とい
う点です。

ネルをもっているのかを振り返り、
また今後どのようなネットワークを構

しかし岩橋さんも指摘しているように、HIV陽性者とその性的パー

築しなければいけないのかを検討する必要がある。1 点目ともつなが

トナーが PrEP の対象になるとすると、カミングアウトを強要されない

る話だが、PrEPを必要とする人たちが仮に、依存の問題を抱える

か ? という点は強く懸念しています。HIV に関する基本的な知識

人々であったり、セックスワーカー、路上生活者など、
そもそも予防啓

（日常生活ではうつらない等）や、HIV 陽性者に対する差別・偏見の解

発が届けにくい層であったとしたら、PrEP についての情報提供や

消は未だ進んでいるとは言い難いと思われます。まずは、現在のまま

サービスへのアクセスはどのように実現することができるだろうか。例

のエイズ普及啓発の取り組みで十分なのか、効果評価が必要な

えばシドニーでは PrEP が検討される以前から、1990 年代から注

はずです。

射針交換プログラムをNGO が担当していたりPEPのカウンセリン

また、すでにMSM の間で 50 人に1 人という感染割合であるにも

グプログラムを提供するなど、リスクに晒されやすいが予防啓発が

関わらず未だ HIV 検査を避けている／受けていない人たちには、

届けにくい人たちへのプログラムとコミュニケーションを取る機会を

相応の理由があると感じます。
こうした層にPrEPという手法を届ける

継続している。地域で当事者や、支援を担うNGO などとの連携を

にはどうしたら良いか、課題となります。

踏まえながら、コミュニティセンターをはじめ、MSMを対象とする従

これらの問題を無視して、いきなりPrEPを導入しても、おそらく本

来の予防啓発のプログラムの効果の検討と、果たすべき役割の再

当に PrEP の効果を享受すべき人々の間では実態としてほとんど普

考が必要だと考えられるだろう。

3 つ目に、HIVに関するスティグマやカミングアウトの問題が考え
られる。例えばセロディスコーダント
・カップル、つまりカップルの一方

及することはなく、むしろリスクはますます潜在化してしまう可能性すら
あるでしょう。
その他、高価な抗 HIV 薬の費用負担をどうするか ? という現実

が陽性で、片方が陰性の場合、WHO のガイドラインにおいて、

的な問題も立ちはだかっています。日本では、感染予防の薬に保

PrEP の重要な対象者として位置づけられている。懸念されるのは、
もしこのガイドラインに基づきPrEPを導入した場合、陽性者による

険適応された前例がないそうですので、導入当初こそ研究費がつく
としても、将来的にはこの壁を越えなくてはならず、その際は政治的

パートナーへのステータスのカミングアウトが強制される事態は起こ

な理解を求めていくアドボカシー活動が必要になりそうです。
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［特集］Futures

News Letter

Japan

〜HIV 陽性者のためのウェブ調査〜

日本で初めて実施された HIV 陽性者を対象とした大規模ウェブ調査、
第1回目が 2013 年7月20日〜 2014 年 2月25日に行われ、1,000人を超えるHIV 陽性者が回答してくれました。
この調査には数多くの HIV 陽性者が企画段階から参加して、1 年以上の議論を経て質問項目を決めました。
通院、健康状態、周囲の人々との関係、セクシュアルヘルス、子どもをもつこと、福祉制度の利用、
心の健康、アディクション（依存症）など幅広い内容になっています。
ここでは、分析結果からいくつかのテーマを選んで紹介しています。
より詳しくお知りになりたいかたは Web サイトをご覧ください。
（HIV Futures Japan プロジェクト /JaNP+ 矢島 嵩）

第2 回

Futures Japan〜HIV 陽性者のためのウェブ調査〜
http://survey.futures-japan.jp/

通院と医療環境

病院やクリニックに通うということ
HIV 陽性者の多くは、治療を継続しな

たりの診察時間は、10 分未満／ 10 分〜

がら今まで通りの生活を続けることがで

30 分との回答が多く、合わせて 8 割強で

きるようになりました。それは、長期間に

した。

1
おおよその通院頻度
n=881

わたって定期的に医療機関（病院やクリニッ
ク）に通院しながら生活をするということ

通院している医療機関は、エイズ治療・

を意味します。一般には、医療機関に通

研究開発センター（ACC）､ ブロック拠点病

院する患者は高齢者が多いですが、HIV

院、中核拠点病院、一部のエイズ診療拠

陽性者は 20 代〜50 代のいわゆる 働き

点病院など、限られた大きな病院が 8 割

ざかり 世代が多いのが特徴です。仕事

を占めます。東京などごく一部の地域で

や学業やさまざまな日常的なイベントと

は、HIV診療をする利便性の高いクリニッ

通院を両立することができるかどうかが

クでの診療が 2000 年代後半に始まって

重要となります。

おり、今回の調査では 6.6% でした。

それでは HIV 陽性者にとっての通院は

通院時間は、往復1時間未満が3割、1

どのような状況なのでしょうか。
「Futures

〜2 時間が 4 割、2〜 3 時間が 2 割、3 時

Japan〜HIV陽性者のためのウェブ調査〜」で
は、913 人のうち 881 人（96.5％）が HIV
のために通院をしていました。この 881

間以上が7.7％となっていました。居住地
とは異なる都道府県へ通院している人も

人について詳しく見てみましょう。

上かけている人もいました。また、診察・

一定数いますし、なかには往復 6 時間以
薬局・会計の待ち時間などを含めた医療

通院の頻度は、1ヶ月に1回、2ヶ月に1

週に 2 回以上
0.7%
無回答 0.1%

4ヶ月に
1 回未満
1.1%

3ヶ月に
1回

が 42.9%、2 時間以上が 32.3% でした。

割弱になります。治療法の進歩や抗 HIV

通院のために確保しなければならない時

薬の処方日数の変化などによって、通院

間はもちろん診察時間だけはありません。

の頻度は以前よりも非常に低くなりまし

これらの時間も考慮する必要があり、6

た。患者の負担が少なくなったとも言えま

割の人が通院のために有給休暇を取得

すし、主治医などの医療従事者と接する

したり、仕事の調整などをしたり、授業を

機会が少なくなったとも言えます。1 回あ

休んだりしていました。

1ヶ月に
1回

30.4%

27.5%

2ヶ月に 1 回
29.7%

通院のために有給休暇の取得・日程調整・
授業の欠席などがあったか
n=881
無回答 0.7%

機関で滞在している時間は、1〜2 時間

回、3ヶ月に 1 回が主流で、合わせると9

週に 1 回
2.7
2 週に 1 回
7.7%

ない
39.2%

いつも
34.2%

ときどき
26.0%

DECEMBER, 2015

News Letter

【 POSITIVE ワイド 】

医療スタッフに相談できる? できない?
数少ない通院の機会、限られた診察

伝え、聞きたいことを聞けるようにする工

時間の中で、医療スタッフとのコミュニケ

夫も必要ですが、ハードルが高いことだ

ーションはとれているのでしょうか。

と感じて躊躇している人もいるでしょう。

2
相談できない理由
トップ 8
n=244, 複数回答

看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、カ
「医療スタッフに相談したいこと自体がな

ウンセラーなど、主治医以外にも相談で

かった」
という人が28.4％います。医療ス

きるスタッフを探してみる必要があるかも

タッフに対して何を求めるのかは、人によ

しれません。また、地域によっては支援団

っても、体調によっても、時期によって異

体や当事者グループもあります。

したいことあったけれども、相談ができな
いました。
相談したかった内容を見てみると、最

医療スタッフに相談したいことが、
相談できなかった経験
n=881
無回答 0.6%

も多かったのが「体調の悪化や気になる
症状・つらさ」でした。医療機関で本来行
われるべき体調や症状についての相談
ができない人が少なからずいることには
注目する必要があります。次いで、
「気持
ちの落ち込みや不眠」、
「医療費や生活

相談できないという
経験がなかった
43.4%

医療スタッフの前では
45.5%
「良い患者」を演じてしまうから

1

なるでしょう。一方、
「医療スタッフに相談
かった」
という経験をしている人も27.7％

5

相談できなかった
経験があった
27.7%

相談したいこと
自体がなかった
28.4%

2

医療スタッフが
忙しそうにしているから

3

自分にとっては重要な内容だが、
35.7%
医療スタッフはそう思って
いないと感じるから

4

医療スタッフに聞いてよい
内容なのか迷いがあるから

5

話したい内容がモラルに反して
21.7%
いることだと思っているから

6

医療スタッフと
信頼関係ができていないから

20.1%

7

話したい内容が非難されると
不安を感じるから

19.3%

8

相談したいが
16.4%
医療スタッフが察してくれない

39.8%

29.9%

費など経済的な問題」、
「仕事や学校で
の悩みや苦労」、
「性生活にまつわる悩み
や疑問」となっています。メンタル、お金、

医療スタッフに相談したかった内容
%, n=244, 複数回答

仕事、セックスといった、HIV 陽性者が直

体調の悪化や気になる症状・つらさ

面しがちなさまざまな悩みが幅広くあげ

治療、検査値などの情報を十分に得られていないこと

られています。なかには「自殺についての

他の性感染症、HIV の再感染、薬剤耐性についての不安

思いや悩み」
「アルコールや薬物につい
ての悩み」
「医療関スタッフとのコミュニ
ケーション」について、相談したかったが
相談できなかったという人もいます。

44.3
24.2
19.7

抗 HIV 薬の飲み忘れ・自己中断していること

9.8

気持ちの落ち込みや不安

40.6

日常的なストレスやその解消方法

31.6

生きる意味は何か・自分の人生

26.6

自殺についての思いや考え

なぜ相談ができなかったかを聞いた質
問では、
「医療スタッフの前では『良い患
者』
を演じてしまうから」が 45.5% と最も
多いのが特徴的です。次いで「医療スタ
ッフが忙しそうにしているから」が 39.8％。

アルコールや薬物についての悩み

8.6

性生活にまつわる悩みや疑問

31.6

セーファー
（より安全な）セックスについての疑問や悩み

24.6

自分のセクシャリティ
子どもを持つこと

6.6

仕事や学校での悩みや苦労

32.4

職場に感染の事実を話すかどうか

だと思っていないと思う」
「医療スタッフ

16.4

に聞いてよい内容か迷う」などが上位に

パートナー・配偶者や家族に感染の事実を話すかどうか

15.6

て相談をできずにいる様子が伺われます。
診察のときに主治医に伝えたいことを

15.2

恋愛や結婚

16.0

患者会や他の陽性者とのコミュニケーション

コミュニケーション

13.1

医療費や生活費など経済的な問題
その他

日常生活／
人間関係

14.3

医療関係者とのコミュニケーション

自宅での療養や介護を受ける時の悩みや問題

セックス／
子供を持つ

14.8

付き合っている人・パートナー・配偶者や家族との人間関係

ども、医療スタッフがどう思うかを気にし

メンタル

19.3

さらに、
「医療スタッフは（相談内容を）重要

並んでいます。相談したいことがあるけれ

治療／体調

22.1

抗 HIV 薬を飲み続けるつらさ、副作用のつらさ

32.8
6.1
2.9

福祉／経済

次ページにつづく
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かかりつけ医・かかりつけ歯科医
HIV と長く付き合っていけるようになっ
たいま、医療機関を利用する機会は HIV

しかし、調査結果では「かかりつけ医が

「かかりつけ歯科医」に関しても同じ傾向

ない」と回答した人が 6 割にのぼります。

にありますが、
「かかりつけ歯科医がな

の診療だけではありません。たとえば、風

そのうちの半数以上の人が、
「かかりつけ

い」が「必要である」としている割合は 6

邪をひいたりお腹をこわしたりしたときに

医が必要」
と感じています。健康を維持す

割を超えていて、より切実な状況にある

は、気軽に受診できる近くの「かかりつけ

るために必要な社会資源を、多くの HIV

と言えます。

医」が必要です。虫歯が痛くなったら、

陽性者が得られていない状況は改善され

「かかりつけ歯科医」が必要です。社会

なければなりません。また、
「かかりつけ医

一般開業医や歯科医の HIV に関する

生活を継続している多くの HIV 陽性者に

がある」と回答した 38.1％に「かかりつけ

理解が進み、診察拒否の懸念が払しょく

とって、ちょっとした風邪をひいたときに、

医にHIV 陽性であることを伝えているか」

されれば、今よりもずっと伝えやすくなる

半日以上を費やしてHIV 診療のために通

を聞いたところ、半数以上が伝えていま

でしょう。また、社会資源を利用すること

っている大病院まで行ったり、虫歯の治

せんでした。伝える必要がないので伝え

のハードルが高いと感じているHIV 陽性

療のために大学病院の口腔外科に通っ

ないという人もいるでしょうし、伝えたくて

者の心理的な壁にもケアが必要かもしれ

たりするのは不都合なことです。

も伝えられないという人もいるでしょう。

ません。

かかりつけ医を
必要としているか
n=559

かかりつけ医の有無
n=913
無回答 0.2%

かかりつけ医に

HIV 陽性であることを伝えているか
n=348

あり
38.1%
なし
61.7%

必要ない
47.6%

3
誰にも
伝えて
いない
49.1%

必要である
52.4%

伝えている
44.3%

一部には
伝えていない
6.6%
かかりつけ歯科医の有無
n=913
かかりつけ歯科医を
必要としているか
n=516

無回答 0.2%

かかりつけ歯科医に

HIV 陽性であることを伝えているか
n=394

なし
56.6%

あり
43.2%

必要ない
36.2%
必要である
63.8%

誰にも
伝えて
いない
41.4%

伝えている
54.3%

一部には
伝えていない
4.3%

HIV Futures Japan プロジェクト
HIV 陽性者の「自分らしくより健康的な生活の実現」と
「暮らしやすい社会環境づくり」を目的としたプロジェクト。
多数の HIV 陽性者が参加・協力して行われています。

Futures Japan〜HIV 陽性者のための総合情報サイト〜

http://futures-japan.jp/
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HIV 陽性者による
第29 回 日本エイズ学会
参加報告会

当事者の視点から見たエイズ学会
一般社団法人 HIV 陽性者支援協会が運営する、HIV 陽性
者の日本エイズ学会への参加を支援・促進するスカラシップ・プログ
ラム（詳細 1 面）を通じて、第 29 回日本エイズ学会学術集会・総会
に参加した陽性者が中心となって、参加報告会を開催いたします。
【日時】2016 年 2 月 21 日（日）14：00 〜 16：00 予定
【場所】東京都内（未定）
【対象】どなたでもご参加いただけます
【会費】無料
【プログラム】

1）第 29 回日本エイズ学会参加支援スカラシップ 実施報告
高久陽介（日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス）

2）学会参加者による報告 〜 HIV 陽性者から見た日本エイズ学会〜
スカラシップ受給者（2 〜 3 名予定）

3）当事者による学会への参加の意義
生島嗣（ぷれいす東京）
【主催】一般社団法人 HIV 陽性者支援協会

【 JaNP+ の広場 】

7

Cross Border Café
Vol.3

生／死 をテーマにトーク & パフォーマンス

「男と女。日本人と外国人。同性愛者と異性愛者。大人と若者、
病気と健康、HIV 陽性者とそうでない人、等々。必要の無いところ
に垣根を作って人を分けへだてているのは他でもない私たち自身か
もしれない」。そんな思いから生まれた Cross Border Café は世の
中のあらゆる立場を超えて人と人をつなぐ異文化交流パーティ。
ゆったりとくつろげるラウンジパーティをベースに、当日のテーマに
沿った興味深いトークとパフォーマンスで構成する楽しい 5 時間。
老若男女、国籍不問。名刺の肩書きも、貯金通帳の残高も関係
無しの参加自由。
今回のお題は、すべての
人に平等におとずれる「生／
死」の問題。一見ヘビーなこ
のテーマも、Cross Border流
に迫れば実はとってもカジュア
ルに。この二年、生死の境を
彷徨った第 1 回の名コンビで
お届けします。

【WEB】http://hiv-ppaa.jp/
※詳細は、上記 HIV 陽性者支援協会の WEB サイトにてご確認ください。

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、

E-mail 配信 1000 件以上
発行日：3、6、9、12 月

【日時】2015 年 12 月 16 日（日）18：00 〜 23：00
【場所】time out café（渋谷区恵比寿）
【対象】どなたでもご参加いただけます
【会費】3,000 円（学生 2,000 円）
【トークゲスト】中村うさぎ
作家としてエッセイ、小説、ルポルタージュ、
対談などジャンルを超えて活躍。体験に裏
打ちされたリアルなコメントと既成概念にとら
われない小気味良い本音トークで、自立した
女性やゲイから強い支持を得ている。2013
年に原因不明の病で入院、三度死にかけるも生き返り、著書「他者と
（新潮社）など精力的に執筆活動を続けている。
いう病」

【パフォーマー】オナン・スペルマーメイド（左）、マダム・ボンジュール・
ジャンジ（右）
※当日の会場の様子の一部を、動画でも
公開予定です。詳しくは下記特設サイトで
ご確認ください。

http://cafecrossborder.wix.com/
crossbordercafe

DECEMBER, 2015

8 【 JaNP+ の広場 】

News Letter

HIV 陽性者交流会 in 広島
中四国地域では初めての開催です!

JaNP+ は、HIV 陽性者のネットワークづくりを応援する交流会

ジャンプ ! 交流会

気軽な食事会、ほぼ毎月開催中!
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

を運営しています。交流会では、お茶やお菓子を囲みながら、少

ています。会場は飲食店ですが、個室の手配などプライバシーには

人数で気楽におしゃべりをする時間を提供しています。参加者はも

ある程度の配慮をしています。おしゃべりがメインですので、
「気軽

ちろん、スタッフも全員 HIV

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!

陽性者です（ゲスト講師を除く）。
このたび、新たに広島での

毎回、5 〜 15 名くらいの人数が参加しています。
開催日時や会費等は、回によって多少異なります。
くわしくはJaNP+

交流会を企画しました。初め

の WEB サイトでご確認ください。お申し込みは、WEB サイトから

ての中四国エリアでの開催と

承っております。

なります !

参加をご希望の

方は、JaNP+ の WEB サイト
よりお申し込みください。

【日時】基本的に毎月第 2 土曜日 19：00 〜（最新情報は JaNP+ の WEB
サイトでご確認ください）

【場所】東京都内（受付締切後に、参加者にのみご連絡します）
【対象】HIV 陽性者および JaNP+ の各種会員
【会費】3,000 円〜 4,000 円を予定
【申込】http://www.janpplus.jp/project/interchange
※準備手配の都合上、開催日の 1 週間前までにお申し込みください。インターネット環
境がない方は、ジャンププラスまでお問い合わせください。

【日時】2016 年 1 月 17 日（日）13：30 〜 16：30
【場所】広島市内（受付締切後に、参加者にのみご連絡します）
【対象】HIV 陽性者および JaNP+ の各種会員
【会費】無料
【プログラム】
前半）HIV 陽性者を対象とした大規模アンケート調査
「Futures Japan」結果報告
後半）自己紹介、フリートーク
【申込】http://www.janpplus.jp/project/interchange
※準備手配の都合上、開催日の 1 週間前までにお申し込みください。インターネット環
境がない方は、ジャンププラスまでお問い合わせいただくか、医療機関に送付しており
ますフライヤーをご利用ください。

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/

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。

