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AIDS IS NOT OVER
~まだ終わっていない～



実施体制
公益財団法人エイズ予防財団が呼びかけ、この呼びかけに賛同した団体・グループ・個人・企業が、自治体・企業・メディア等
と連携しながら、気軽に参加できるものから深く学べるものまで、様々なイベントや企画をそれぞれ主催、実施します。各団体や
個人それぞれが（または協働して）得意分野でそれぞれの対象者に焦点を当てた、きめの細かい企画を実施します。

○主唱：公益財団法人エイズ予防財団
○大阪エイズウィーク 2014　参加・協力　団体・個人・企業一覧 ( 順不同）

○後援
エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）
第 28回日本エイズ学会学術集会・総会

○協賛
株式会社アルバコーポレーション、オカモト株式会社、株式会社サニー、鳥居薬品株式会社、中島化学産業株式会社、
ヴィーブヘルスケア株式会社

■お問い合わせ
　大阪エイズウィーク2014 連絡会事務局　担当：辻（公益財団法人エイズ予防財団 大阪事務所）　06-6942-1331（内線 6350）

エイズの登場から30 年以上が経ち、この間にエイズ発症を抑える薬の開発は飛躍的に進みました。今では、早期に
治療を始めてきちんと服薬を続ければ、日常生活を支障なく送れるようになりました。しかし、エイズを発症して深刻な
病状に至ってしまうケースもまだまだ多くあります。
エイズの話題がメディアで報道されることも次第に少なくなり、社会的な関心の低下の一方で、日本では、今も毎年
1500 人前後、新たにHIV（エイズの原因となるウィルス）に感染したことが分かった人が報告されています。その約 3割は
エイズが発症してから感染がわかった人たちです。最近では地域的、年齢的にも広がりを見せ、依然として予断を
許さない状況です。大阪でも、2013 年には、226 人の報告がありました。
社会的に既に多くのHIV 陽性者が働き、学び、生活している今、職場や学校、医療機関など生活の様々な場所で
HIV/エイズに対する差別・偏見の解消等を図り、HIV 陽性の人が社会で安心して生活できるよう、環境を整えることが
一層重要となっています。

大阪エイズウィーク2014は、市民のエイズへの関心を高めて感染拡大の抑止を図るとともに、感染した
人々も安心して暮らせる社会の実現を目指す週間です。
12月1日の世界エイズデーを含む、11月26日（水）～12月7日（日）の12日間に、エイズに関した様々な
領域で活動するNPO・団体・個人が、自治体・企業・メディア等と連携しながら、気軽に参加できるもの
から深く学べるものまで様々なイベントや企画を実施します。 

特定非営利活動法人あばんて倶楽部
特定非営利活動法人エイズ＆ソサエティ研究会議
特定非営利活動法人HIVと人権・情報センター＜JHC＞
HIV 陽性者参加支援スカラシップ委員会
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
特定非営利活動法人関西エイズ対策協議会＜KAC＞
特定非営利活動法人 薬と医療の啓発塾
Community Action on AIDS
特定非営利活動法人スマートらいふネット
SWASH＜Sex Work And Sexual Health＞
特定非営利活動法人 CHARM
TGWAP ＜Trans Gender Women Aids Program＞
特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ
特定非営利活動法人パープル・ハンズ
Positively
特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権＜MERS＞
MASH大阪＜Men And Sexual Health OSAKA＞
MAPP＜Momoyama AIDS Project with Peers＞［桃山学院大学］
｢みんなで性を考える団体｣　みるく・る
メモリアル・キルト・ジャパン＜MQJ＞
特定非営利活動法人淀川文化創造館シアターセブン

LETTEr ARTS 実行委員会
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば
コミュニティセンター dista
大阪府立大学セクシュアリティ教育プロジェクト
カリフォルニア大学サンフランシスコ校グローバルヘルス研究所
一般社団法人大阪府医師会
一般社団法人大阪府歯科医師会
公益社団法人大阪府看護協会
一般社団法人大阪府薬剤師会
日高庸晴［宝塚大学看護学部教授］
岳中美江
岡本学［大阪医療センター医療社会事業専門員］
大北全俊［東北大学］
ふみ
大畑泰次郎［開成法律事務所・弁護士］
川畑拓也［大阪府立公衆衛生研究所・感染症部ウイルス課］
青木孝嗣［Dining bar 楽都］
佐保美奈子［大阪府立大学大学院看護学研究科］
ヴィーブヘルスケア株式会社
株式会社エフエム大阪
THE BODY SHOP 

AIDS IS NOT OVER～まだ終わっていない～

大阪エイズウィーク 2014 とは 2013年厚生労働省エイズ動向委員会報告をもとに作成

日本の新規HIV感染者・エイズ患者報告数は、毎年増加していた2000年代前半と比較すると、
ここ 5 年間の新規HIV感染者・エイズ患者報告数は横ばい傾向に見えます。しかし、年間1,500 件
前後の新規報告が続いている状況にあり、2013年に日本で報告されたHIV感染者数は1,106 件、
エイズ患者数は484件であり、両者を合わせた新規報告件数は1,590件で、過去最多となりました。
これまでにHIV感染およびエイズ患者として報告された人の数は２万件を超えています。
新規HIV感染者報告数および新規エイズ患者報告数の多数を占めるのは日本国籍男性です。
年齢については、新規HIV感染報告数は20代から30代が多いですが、新規エイズ患者報告数は 
30代以上が多く、ここ3年で伸び率が高いのは50代以上で、60歳以上のHIV感染者・エイズ患者
報告数がいずれも過去最多となりました。
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日本の HIV 感染者 , エイズ患者報告数の推移

注） 「HIV感染者」：HIV感染しているが、発症に至る前に感染が分かり報告された人
　   「エイズ患者」：初回報告時に AIDS(発症している状態） と診断された人

ＨＩＶ／エイズの今！

HIV の感染拡大を抑さえる、感染した人々も安心して暮らせる社会にする
そのために、一人ひとりができることは？？？

ＨＩＶ N=1,106 エイズ N=484

日本における新規 HIV 感染者・エイズ患者報告数 （2013 年）　年代別内訳
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大阪エイズウィーク
２０１４
イベント・企画 スケジュール

大阪エイズウィーク２０１４
イベント・企画 会場マップ

11月8日(土)・9日(日)
←・・・・・・・・・・左ページ
【プレ・イベント】
・EROTIC EXPO 2014

11月19日(水)～12月14日(日)
・・・・・・・・・・1&2ページ
【期間通しイベント】
・レッテルアーツ・エキシビション

11月26日（水）
・・・・・・・・・・・・・3ページ
・大阪府医師会主催 HIV医療研修会
・CHARM 多言語電話相談(タイ語)
・CHARM HIVサポートライン関西

11月27日（木）
・・・・・4ページ
・CHARM 多言語電話相談
　(英語、フィリピン語)

11月28日（金）
・・・・・4ページ

11月30日（日）
・・・・・・・・・・・・・5ページ
・（エイズ対策研究推進事業）研究成果等普及
　 啓発事業「HIV感染症及びその合併症の課題
　 を克服する研究班」研究成果発表会

11月29日（土）
・・・・・4ページ
・大阪府・大阪府歯科医師会共催
　HIV歯科医療研修会
・みるく・る啓発資材街頭配布
 （29日か30日かのいずれか）

12月1日（月）世界エイズデー
・・・・・・・・・・・・・6ページ
・スポットツアー①大阪府立公衆衛生研究所　
　HIV確認検査室見学
・「地域で取り組むHIV看護 予防からケアまで」
・CHARM HIVサポートライン関西

12月2日（火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7&8ページ
・スポットツアー②特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権＜MERS＞薬害ライブラリ（仮称）見学
・エイズ＆ソサエティ研究会議第120回フォーラム
  「ぼちぼちシスターズが語る関西のエイズ対策とおもろい仲間たち」
・映画上映会「トークバック-沈黙を破る女たち-」
・CHARM 多言語電話相談(英語、スペイン語、ポルトガル語)

12月3日（水）日本エイズ学会学術集会・総会・・・・・・9&10ページ
・日本エイズ学会学術集会・市民公開講座
  「家庭、友だち、学校みんなで語ろう『性と生のはなし』～HIV、性感染症を予防するために～」
・日本エイズ学会学術集会・公開シンポジウム
  「マインドフルネスをケアに活かす～自他へのまなざしをやわらかく～」
・スポットツアー③大阪検査相談・啓発・支援センター chotCASTなんば見学
・HIV検査会「ゲイ・バイセクシュアル男性のための臨時検査」
・CHARM 多言語電話相談(タイ語)　　・CHARM HIVサポートライン関西

12月4日（木）日本エイズ学会学術集会・総会・・・・・11&12ページ
・日本エイズ学会学術集会・HIV陽性者参加支援スカラシップ委員会企画
  「薬害エイズ事件の教訓から　いま振り返るHIVの医療と福祉」
・日本エイズ学会学術集会・世界エイズディ・メモリアル・サービス「～生命（いのち）をつなぐ～」
・スポットツアー③大阪検査相談・啓発・支援センター chotCASTなんば見学
・エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）啓発資材街頭配布
・「南界堂茶会～中高年世代♂♂が語り合う会～」
・CHARM 多言語電話相談(英語、フィリピン語)

12月5日（金）日本エイズ学会学術集会・総会・・・・・13&14ページ 
・日本エイズ学会・日本性感染症学会合同シンポジウム「性感染症としてのHIV/AIDSを巡る最近の話題」
・日本エイズ学会学術集会・公開シンポジウム（エイズ対策研究推進事業）研究成果等普及啓発事業　
　「HIV感染症のCureは可能か？-基礎研究者の挑戦-」
・スポットツアー③大阪検査相談・啓発・支援センター chotCASTなんば見学
・HIV看護スキルアップワークショップ「サポーティブ･コミュニケーションの基本スキル」
・「AV男優とSWASHが語る～人生で大事なことはすべてセックスのお仕事で学んだ～」
・HIV検査会「ゲイ・バイセクシュアル男性のための臨時検査」

12月６日（土）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ページ
・ワークショップ「感情を聴く力 ～アセスメント能力を向上させるために～」
・スポットツアー④国立病院機構大阪医療センター見学
・「よどがわダイバーシティ映画祭2014」『怒りを力に -ACT UPの歴史-』

12月７日（日）
・・・・16ページ
・ピアエデュケーションプログラム
　「みんなで学ぶ、エイズのあれ
　これ!」

11月26日(水)～12月8日(月)
・・・・・・・・17&18ページ
【期間中のHIV検査情報】

12月13日(土)
・・・・・・・・・・・・19ページ
【期間後イベント】
・第7回保険薬局HIVミーティング

エフエム大阪で啓発番組をオンエアー！　　【特別番組】●11月23日（日）19:00～19:55　FM OSAKA、TOKYO FMの2局でOA！
詳しくはエフエム大阪のHPをご覧下さい。http://fmosaka.net　　【ミニ番組】●11月24日（月）～27日（木）、12月1（月）～4日（木）21:55～22:00

プレ・イベント　Pre-Event OSAKA AIDS WEEK 2014　////////////////////////////
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11月 19日（水曜日）～12月 14日（日曜日）　Wednesday, November 19  >>>>>> Sunday, December 14, 2014　/////////////////////////////////////////////////////



「みんなで性を考える団体」 みるく・る街頭キャンペーン　 11/29 日 or 30 日の午後に大阪なんば 高島屋、南海なんば駅周辺にてコンドームの配布を行います！詳細はホームページにて up します。

大阪府医師会 主催　H I V医療研修会
　
　講演① 「医療機関等におけるHIV 対応‐職業ばく露後HIV 予防対策ガイドライン改訂について」
　　講師：白阪琢磨 先生　（大阪医療センター臨床研究センター・エイズ先端医療研究部長・HIV/AIDS先端医療開発センター長）
講演② 「学校・教育現場におけるHIV・性感染症教育の実際」
　　講師：佐保美奈子 先生　（大阪府立大学・大学院看護学研究科准教授）
座　長：中浜力氏（府医感染症対策・予防接種問題検討委員会委員）

日　時：11月26日(水)14:00～16:00
会　場：大阪府医師会館 2階ホール
　　　　大阪市天王寺区上本町2丁目1番22号
対　象：医師・看護師等の医療従事者
定　員：300名　／　参加料：無料
申し込み：①氏名、②連絡先住所・電話・FAX番号を
　　　　記載の上、府医地域医療１課までFAX
　　　　（06-6766-2875）にて　11月17日締め切り
問い合わせ：06-6763-7012 (府医地域医療１課)
http://www.osaka.med.or.jp/

CHARM 多言語電話相談【タイ語】

☎06-6354-5901 4:00pm ～ 8:00pm
HIV 陽性の人などの相談に、タイ語で対応します。
HIV を含む性感染症、検査や診療について無料・匿名で相談できます。

http://www.charmjapan.com/hotline

☎06-6358-0638
毎週月・水曜日 19:00 ～ 21:00( 祝休）

http://www.charmjapan.com/hiv-supportline/

HIV 陽性の方、検査の結果待ちの方、陽性の人の
パートナー・家族・友人の方にご利用いただけます。
あなたの疑問や心配ごとなどについて、一緒に考えます。

どこに相談したらよいかわからない方も、一度お電話ください。

●匿名で利用できます。
●電話をかけてきた方の番号は表示されません。
●本名や住所など個人が特定できる情報はお聞きしません。

11/26 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪府・寝屋川保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪府・藤井寺保健所 　    受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪府・和泉保健所  　   受付時間　09:30 ～ 11:00
東大阪市・中保健センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・北区保健福祉センター    受付時間　14:00 ～ 15:30

 11/28 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

高槻市保健所　      受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪府・吹田保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・北区保健福祉センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター（臨時）   受付時間　16:30 ～ 18:00

 11/27 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪府・八尾保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・北区保健福祉センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪府・茨木保健所  　   受付時間　13:00 ～ 14:00
堺市・美原保健センター　    受付時間　13:30 ～ 15:30
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　18:00 ～ 20:00

府医生涯教育システム登録研修(2単位)

府医指定学校医制度認定研修（1単位）

CHARM 多言語電話相談【英語・フィリピン語】
Multi-lingual Telephone Hotline [English,Filipino]
Konsultasyon sa telepono sa iba’t ibang wika [Filipino, Ingles]

☎06-6354-5901 4:00pm ～ 8:00pm
HIV 陽性の人などの相談に、英語・フィリピン語で対応します。
HIV を含む性感染症、検査や診療について無料・匿名で相談できます。

http://www.charmjapan.com/hotline

 11/29 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　14:00 ～ 16:00

大阪府・大阪府歯科医師会 共催　H I V歯科医療研修会
大阪におけるHIV/エイズの現状について (仮)
　　　講師：松浦基夫 先生　 市立堺病院 腎代謝免疫内科部長 兼 人工透析科部長　

地域でHIV陽性者の歯科診療を行うために (仮)
　　　講師：小倉孝文 先生　 市立堺病院 歯科口腔外科部長

日　時：11月29日(土)15:00～17:30
会　場：大阪府歯科医師会館
　　　   大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目3番27号
対　象：診療に従事する歯科医療従事者
　　　  （歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士ほか）
定　員：200名　／　参加料：無料
お問い合わせ：06-6772-8885
http://www.oda.or. jp/

大阪府医師会大阪府医師会
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11 月 27 日（木曜日）　Thursday, November 27, 2014　/////////////////////////

11 月 28 日（金曜日）　Friday, November 28, 2014　///////////////////////////

11 月 29 日（土曜日）　SaTurday, November 29, 2014　/////////////////////////

11 月 26 日（水曜日）　Wednesday, November 26, 2014　////////////////////////



平成26年度厚生労働科学研究費（エイズ対策研究推進事業）研究成果等普及啓発事業

「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班」研究成果発表会

■ 対　象　どなたでもご参加いただけます
■ 定　員　先着80名(予約不要）
■ 参加費　無料
本企画についてのお問い合わせは
☎06-6942-1331　平日9:00～17:00
国立病院機構大阪医療センター HIV/AIDS先端医療開発センター 
事務局　築山
〒540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14

HIV 感染症は抗 HIV 薬の多剤併用療法によって医学的管理ができる慢性
疾患と捉えられるようにまでなりましたが、抗 HIV 薬の副作用や薬剤耐性
変異株の出現など克服すべき課題が山積しています。我々の研究は、治療、
ケア、長期療養支援、患者支援における課題を明らかにし、解決方法を提示
することを目的としています。
この度、厚生労働科学研究の一層の推進に資するとともに、厚生科学研究を
含めた科学技術に対する国民の理解の増進と関心の喚起に資することを
目的として、これによる研究成果等について発表会を開催いたします。

“レッドリボン（赤いリボン）” は、古くからヨーロッパに伝承される風習のひとつで、もともと病気や事故で
人生を全うできなかった人々への追悼の気持ちを表すものでした。

この “ レッドリボン ” がエイズのために使われ始めたのは、アメリカでエイズが社会的な問題となってきた
1990 年ごろのことです。このころ、演劇や音楽などで活動するニューヨークのアーティストたちにもエイズが
ひろがり、エイズで死亡する人々が増えていきました。そうした仲間たちに対する追悼の気持ちとエイズに
苦しむ人々への理解と支援の意思を示すため、“赤いリボン ”をシンボルにした運動が始まりました。

この運動は、その考えに共感した人々によって国境を越えた世界的な運動として発展し、UNAIDS（国連合同
エイズ計画）のシンボルマークにも採用されています。レッドリボンは、あなたがエイズに関して偏見をもって
いない、エイズと共に生きる人々を差別しないというメッセージです。

このレッドリボンの意味を知り、レッドリボンを身につけることによって、エイズのことをみんなで考えましょう。

12 月 1日は世界エイズデー
世界エイズデー（World AIDS Day：12月1日）は、世界レベルでのエイズのまん延防止と
患者・感染者に対する差別・偏見の解消を目的に、WHO（世界保健機関）が 1988 年に制定
したもので、毎年12月1日を中心に、世界各国でエイズに関する啓発活動が行われています。

 11/30 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　14:00 ～ 16:00

スポットツアー①
大阪府立公衆衛生研究所 HIV 確認検査室 見学

12 月 1 日（月） 13:00～14:00、14:00～15:00（２回実施）
府民の健康と生活の安全を守るために様々な試験・検査、調査・研究、研修・
指導および情報の収集・解析・提供を行っており、大阪府内の保健所・
chotCAST なんば等で実施される HIV 検査の確認検査を担っている大阪府
立公衆衛生研究所のラボをご案内いたします。

●所 在 地：大阪市東成区中道 1-3-69
●当日受付：大阪府立公衆衛生研究所正面玄関受付
　（各回の開始時間までに受付を済ませてください )
●事前申込 : 不要
●参 加 費 : 無料
☎06-6972-1321（担当：ウイルス課・川畑）

スポットツアー エイズ対策に取組む団体・機関の施設見学　

地域HIV看護の質の向上に関する研究」班では、HIVの予防とケアについての視聴覚教材の
作成をおこない、病院でHIV感染判明時の初期対応や高校生への出前講義のための人材
育成のための教育に取り組んできました。このイベントでは、DVDの上映の合間に、おつきあい
のマナーかるたを用いたゲームやディスカッションシートを用いた話し合いをおこない、楽しく
必要な知識をゲットできる機会を提供したいと思います。GET＆ENJOY！

☎06-6358-0638
毎週月・水曜日 19:00 ～ 21:00( 祝休）

http://www.charmjapan.com/hiv-supportline/

HIV 陽性の方、検査の結果待ちの方、陽性の人の
パートナー・家族・友人の方にご利用いただけます。
あなたの疑問や心配ごとなどについて、一緒に考えます。

どこに相談したらよいかわからない方も、一度お電話ください。

●匿名で利用できます。
●電話をかけてきた方の番号は表示されません。
●本名や住所など個人が特定できる情報はお聞きしません。

 12/1 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪府・四條畷保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・北区保健福祉センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪府・泉佐野保健所  　   受付時間　13:00 ～ 14:00
大阪市・淀川区保健福祉センター　   受付時間　14:00 ～ 15:30
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地域で取り組むH I V看護　予防からケアまで

日　時：12月1日（月）16:00～19:00
会　場：大阪府立大学 アイサイトなんば 2階 A1,A2講義室
　　　　（大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号 南海なんば第1ビル）
対　象：どなたでもご参加頂けます。
参加費：無料
お申込み・お問合せ：佐保研究室
minako@nursing.osakafu-u.ac.jp

主催：大阪府立大学セクシュアリティ教育プロジェクト、佐保美奈子（大阪府立大学大学院看護学研究科）共催：公益社団法人大阪府看護協会
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　　座長：白阪 琢磨（国立病院機構大阪医療センター）
　　1、「地域HIV看護の質の向上に関する研究」
　　　1）HIV陽性者の初期対応 大阪府看護協会との協働
　　　2）HIV感染予防 高等学校での出前講義の実際
　　　3）次年度以後の課題
　　演者：佐保美奈子（大阪府立大学）ら　

　　2、「長期療養看護の現状と課題に関する研究」
　　　1)自立困難なHIV陽性者の在宅療養を考える
　　　演者：下司有加（国立病院機構大阪医療センター）
　　　2)自立困難なHIV陽性者の在宅支援を経験して
　　　演者：榮木教子（大阪市中央訪問看護ステーション）
　　3、「HIV陽性者のセクシュアルヘルスの実態把握と支援方略検討」
　　　全国のHIV陽性者対象のウェブ調査研究結果を通じて見える
　　　「生活者」としてのHIV陽性者像について考える
　　　演者：井上洋士（放送大学）、阿部桜子（NTT docomo）
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（ホテル阪急インターナショナル）

MBS
梅田 LOFT

会　場
アプローズタワー貸会議室 13階10号室
〒530-0013  大阪市北区茶屋町19番19号　TEL：06-6377-5577
●阪急梅田駅　茶屋町出口から6分
●JR大阪駅　御堂筋出口から10分
●地下鉄御堂筋線中津駅　4番出口から4分
http://www.hhbm.hankyu-hanshin.co.jp/meeting/applause/
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12 月 01 日（月曜日）　Monday, December 1, 2014　////////////////////////////11 月 30 日（日曜日）　Sunday, November 30, 2014　///////////////////////////



エイズ＆ソサエティ研究会議 第120回フォーラム 
「ぼちぼちシスターズが語る関西のエイズ対策とおもろい仲間たち」スポットツアー②

NPO 法人ネットワーク医療と人権＜MERS＞
薬害ライブラリ（仮称） 見学

12 月 2 日（火） 15:00 ～ 18:00
現在 MERS では、薬害エイズや他の薬害に関連する歴史的資料（手記、書籍、
映像などの資料、治療製剤等の実物資料）を展示するライブラリを整備中です。
この度、1 日限定で試験的にライブラリをオープンします。ご関心のある方は
ぜひお越し下さい。

●所 在 地：右側の QR コード、もしくは www.mers.jp を参照下さい。
●事前申込 : 不要。来所の際はお電話をお願いします。
●参 加 費 : 無料

☎06-6364-7677

スポットツアー エイズ対策に取組む団体・機関の施設見学　 エイズ＆ソサエティ研究会議 第120回フォーラム 
「ぼちぼちシスターズが語る関西のエイズ対策とおもろい仲間たち」

エイズ＆ソサエティ研究会議（JASA）は、HIV/エイズの流行と闘う人たちを支援する
特定非営利活動法人です。1990年に発足し、2001年に特定非営利活動法人と
なりました。24年の歴史の中で120回目を迎える今回のフォーラムは、大阪エイズ
ウィーク参加行事として、関西でHIV陽性者支援やHIV感染予防、エイズとART（芸
術、治療、2つの意味で）など様々な活動を続けてこられた方を講師にお招きします。
エイズ学会に参加するため、前日から大阪入りされる方にも、学会前夜祭の感覚で
大いに議論を盛り上げていただければ幸いです。たくさんの方のご参加をお待ち
しています。

司会：東優子さん（大阪府立大学教授）
報告：ブブ・ド・ラ・マドレーヌさん、  榎本てる子さん、  大河りりぃさん

　　フォーラムについてのお問い合わせ： yz235887@za3.so-net.ne.jp

米サンフランシスコの刑務所で誕生し、元受刑者とHIV陽性
者の女性たちが自身の人生を芝居にして上演するアマチュア
劇団「メデア・プロジェクト：囚われた女たちの劇場」を追った
ドキュメンタリー。

1989年、女性受刑者たちが人生を取り戻すためのワークショップと
して演出家のローデッサ・ジョーンズが創設した「メデア・プロジェク
ト」は、2008年からHIV／AIDS陽性の女性たちとのコラボレーション
を始める。受刑者やHIV／AIDS陽性者たちが自ら声をあげることで、
彼女たち自身が偏見や恥にどのように対応していくのか、そうした姿
が観客や周囲にどのような影響を与えるのかを見つめていく。

上映終了後、坂上香監督と岡本学さん（大阪医療センター・
ソーシャルワーカー）による日米のHIV陽性者の状況をめぐる
トークセッションを開催します！ 観客の皆様とのトークバック・
セッションも行ないます。

CHARM 多言語電話相談【英語、スペイン語、ポルトガル語】
Multi-lingual Telephone Hotline [English, Spanish, Portuguese]
Las consultas multilingues son en [inglés, español, portugués]
Aconselhamento por telefone em multi-lingue [inglês, espanhol, português]

☎06-6354-5901 4:00pm ～ 8:00pm
HIV 陽性の人などの相談に、英語・スペイン語・ポルトガル語で対応します。
HIV を含む性感染症、検査や診療について無料・匿名で相談できます。

http://www.charmjapan.com/hotline

12/2 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

豊中市保健所　      受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・北区保健福祉センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・淀川区保健福祉センター  　  受付時間　09:30 ～ 11:00
枚方市保健所　      受付時間　10:00 ～ 11:30
大阪府・池田保健所     受付時間　13:30 ～ 14:30
大阪府・岸和田保健所     受付時間　13:30 ～ 14:30
東大阪市・中保健センター（臨時）    受付時間　18:00 ～ 19:30
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　18:00 ～ 20:00

12月2日(火) 17:00～18:40

12月2日(火) 19:00～22:00

主催：特定非営利活動法人エイズ＆ソサエティ研究会議　　http://www.asajp.net/
フォーラム終了後は、映画『トークバック沈黙を破る女たち』の上映会&トーク

主催：公益財団法人エイズ予防財団　共催：独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

開場18:40、上映19:00～21:00、休憩10分、トーク21:10～22:00

映画上映会  トークバック‐沈黙を破る女たち‐映画上映会  トークバック‐沈黙を破る女たち‐

公式サイト：http://www.talkbackoutloud.com/

【会場】国立病院機構大阪医療センター 緊急災害医療棟 講堂
大阪市中央区法円坂 2-1-14
地下鉄谷町四丁目駅11番出口すぐ。お越しの際は出来る限り電車・バ
ス等公共交通機関のご利用をお願いいたします。駐車場スペースに
は限りがあります。　

【定員】150名／【参加費】無料／【予約】不要（直接会場へお越しください）
お問い合わせは ☎06-6942-1331（内線6350）
［受付時間：平日9:00～17:00］
担当：エイズ予防財団大阪事務所／大阪医療センターエイズ先端医療研究部　辻
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http://www.osaka-aids-now.info
アイやん  ＆  なうっち（大阪ＨＩＶ／エイズ啓発マスコットキャラクター）

おおさかエイズ情報 Now

なう
HIV/エイズの基礎知識、予防のアレコレ、検査や相談について

ティーンズとユースのためのHIV/AIDS情報サイト

アイやん

なうっち
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12/3 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪府・寝屋川保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪府・藤井寺保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪府・富田林保健所   　  受付時間　13:30 ～ 14:30
堺市・ちぬが丘保健センター　    受付時間　13:30 ～ 15:30
高槻市保健所（臨時）     受付時間　13:30 ～ 14:30
大阪市・北区保健福祉センター    受付時間　14:00 ～ 15:30
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば（臨時） 受付時間　18:00 ～ 19:00

CHARM 多言語電話相談【タイ語】

☎06-6354-5901 4:00pm ～ 8:00pm
HIV 陽性の人などの相談に、タイ語で対応します。
HIV を含む性感染症、検査や診療について無料・匿名で相談できます。

http://www.charmjapan.com/hotline

☎06-6358-0638
毎週月・水曜日 19:00 ～ 21:00( 祝休）

http://www.charmjapan.com/hiv-supportline/

HIV 陽性の方、検査の結果待ちの方、陽性の人の
パートナー・家族・友人の方にご利用いただけます。
あなたの疑問や心配ごとなどについて、一緒に考えます。

どこに相談したらよいかわからない方も、一度お電話ください。

●匿名で利用できます。
●電話をかけてきた方の番号は表示されません。
●本名や住所など個人が特定できる情報はお聞きしません。

第28回日本エイズ学会学術集会・総会   2014年12月3日(水)-5日(金) 
The 28th Annual Meeting of the Japanese Society for AIDS Research   大阪国際会議場  大阪市北区中之島 5丁目 3-51

第2８回日本エイズ学会学術集会・総会は12月3～5日の3日間、「Cureは可能か？」をテー
マに、大阪市北区の大阪国際会議場で開催されます。期間中、学会登録されていない方も無料
で入場できる公開講座やシンポジウムなどもあります。ぜひこの機会にご参加ください！

h t tp : / /www. s e c r e t a r i a t . n e . j p / a i d s 2 8 /
Cureは可能か？Cureは可能か？

会長/塩田 達雄 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　　　主催/日本エイズ学会

第28回日本エイズ学会学術集会・総会　公開シンポジウム　

マインドフルネスをケアに活かす
～自他へのまなざしをやわらかく～

座　長：佐保美奈子（大阪府立大学大学院看護学研究室）
講演①：マインドフルネス的観点からのトラウマケア
　　　　林 紀行（大阪大学大学院医学系研究科生体機能補完医学寄附講座〈精神医学教室兼任〉）

講演②：HIV/AIDS臨床における代理受傷とマインドフルネス
　　　　池埜 聡（関西学院大学人間福祉部）

講演③：マインドフルネスの源流から
　　　　井上ウィマラ（高野山大学）

感染症の中でも様々な意味で「特別視」されているHIV/AIDSに対して、医療職
者は他の疾患のケアの際には経験しないような、言葉にするのも難しい感情
を持つことがある。性感染や薬物使用による感染に関しては、同性愛嫌悪や
正義感から拒否的な感情を持つことが多い。家族への告知の問題についても
正解は1つではなく、医療チームの中でもいつも意見が一致するとは限らな
い。エイズケアにあたる医療職者は、自身の価値観や感情の揺れを伴うスト
レスを多く抱え込んでいる。
このシンポジウムでは、「今、ここ（Here and Now）」にある自分自身のからだ
と心と感情に起きている状況を客観的に見つめることを体験的に学び、自分
や他者へのまなざしをやわらかくし、日々の生活や対人援助のストレス低減
につなげたい。

12月3日(水)17:50～19:50
会 　場：大阪大学中之島センター
                    10階 佐治敬三メモリアルホール

対　象：主に医療者、一般市民にも公開
　　　   学会登録されていない方も無料で入場できます。

●事前登録制
●定員：先着30名（定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。）
　お申し込みは、下記ホームページより
http://www.secretariat.ne.jp/aids28/

スポットツアー③
大阪検査相談・啓発・支援センター 
chotCAST なんば見学

12 月 3（水）～５日（金） 14:00 ～ 17:00
HIV 検査施設では西日本最大規模の「chotCAST なんば」。検査施設見学とス
タッフによる概要説明をおこないます。また、国内 7 番目となる HIV のコ
ミュニティーセンターが併設されており、HIV 陽性者サポートをはじめ、思
春期相談や出前講座などの活動をご紹介いたします。

●所 在 地：大阪市浪速区難波中 1-6-8　イチエイ総合ビル 3F
●事前申込 : 不要
●参 加 費 : 無料
☎06-6632-0632（スマートらいふクリニック）
☎06-4256-8681（コミュニティセンター）

スポットツアー エイズ対策に取組む団体・機関の施設見学　

第28回日本エイズ学会学術集会・総会　市民公開講座

家庭・友だち・学校みんなで語ろう『性と生のはなし』 ～HIV・性感染症を予防するために～
「性教育」は子ども達の自尊感情を育て、自分を大切にすることができるための「生教育」です。どのように子ども達の「性と生」に向き合うの
か、実践報告を交えお伝えします。また今回は、国連エイズ合同計画（UNAIDS）・ランセット委員会委員を務められる安倍昭恵総理夫人の企
画で、同委員会委員でもあるクリスティーナ・ペニャ氏を海外からお招きし、HIV陽性者の立場から、HIV/エイズのまん延防止のために我々
が取るべき行動についてお話をいただきます。若者や保護者の方、教育現場の先生方など多くの方のご参加をお待ちしております。

日時：平成 26年 12月3日（水） 13 時 15 分～ 17 時 　（12 時 45 分開場）
場所：大阪大学中之島センター　10階　佐治敬三メモリアルホール　（大阪市北区中之島 4-3-53）

総合司会：白阪 琢磨（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター HIV/AIDS先進医療開発センター）
第1部進行：佐保 美奈子（大阪府立大学大学院看護学科研究科　母子健康看護学）
                     北川 未畿子（大阪府立大学看護学部　地域看護学）
■実践報告Ⅰ 「若者相互によるAIDS啓発プログラム」　NPO法人 HIVと人権・情報センター
■実践報告Ⅱ 「今あなたに伝えたい~ HIV/AIDS ピア・エデュケーション~」　講師：松原高校るるくめいと（大阪府立松原高等学校）
■講　　　演 「小さい時から始めよう！性の健康教育～子どもを守るために」　講師：徳永桂子　氏（思春期保健相談士）
第2部進行 ：塩田 達雄（大阪大学微生物病研究所）
■講　　　演 「エイズに打ち勝つには～私のストーリーから～」　　英日同時通訳つき
　　　　　　   講師：クリスティーナ・ペニャ氏（UNAIDSランセット委員会委員、エリザベス・グレイサー小児エイズ基金アンバサダー）

●事前登録制 ●参加費無料
●定員：先着200名（定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。）　
●申込み受付期間：平成26年10月7日（火）～11月5日（水）
　お申込み・お問い合わせ先：大阪府健康医療部保健医療室 医療対策課 感染症グループ(田中・溝端)
　電話：０６-６９４４-１１４２／FAX：０６-６９４１-９３２３
　メール：iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp
共催：第2 8回日本エイズ学会学術集会・総会、大阪府、大阪大学微生物病研究所
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17:30 から整理券を配布します。
定員に達した場合は受付を終了することがあります
●この検査会は男性と性交渉のある男性のみを対象としています
●検査は無料、匿名で受けられます
●実施日程や時間を変更することがあります。来場される前に再度ご確認ください

（主催：エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）　（検査実施主体：HIVと人権・情報センター、協力：スマートらいふネット、MASH大阪）

HIV 検査会ゲイ・バイセクシュアル男性のための臨時検査
(受付)   12月3日・5日 18:00～19:00

会場：大阪検査相談・啓発・支援センター chotCASTなんば

http://www.chotcast.com/test_rinji.htm
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第28回日本エイズ学会学術集会・総会　HIV陽性者参加支援スカラシップ委員会企画

薬害エイズ事件の教訓から　いま振り返るH I Vの医療と福祉
日　時：12月4日(木)  10:40～12:10
会　場：大阪国際会議場 10階1009
■事前申込：不要(当日直接会場へ)
■参加費：無料

HIV/エイズが登場してから30年余の間に、治療の進歩と医療・福祉の整備
によりHIV感染者の予後は飛躍的に改善しました。現在では、HIVの治療に
関しては日々の服薬と定期的な検査による健康管理が中心となり、医療的
には慢性疾患として位置づけられつつあります。
しかし、日本におけるこうした医療体制や福祉制度が整えられた背景や経緯
について、若い世代等では知らない人も多くなっていると思われます。
本シンポジウムでは、薬害エイズによる多くの犠牲と、この事件から日本の
社会が学ぶべき教訓について振り返るとともに、「感染理由を問わずHIV陽
性者が安心して治療が受けられ、差別や偏見により当事者が不利益を受
けない社会」を見据えながら、現在の医療体制と福祉制度について見つめ
直す機会としたいと思います。

座長：高久陽介（特定非営利活動法人日本HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス /公益財団法人エイズ予防財団）
　　　岡本学（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター）

講演：「患者と専門職が共に築いてきた医療と福祉」
　       森戸克則（特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権）
「HIV 医療の現状と課題」

　       白阪琢磨（国立病院機構大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター）

第28回日本エイズ学会学術集会・総会　メモリアルサービス

第4回 世界エイズディ・メモリアル・サービス
～生命(いのち)をつなぐ～

12月4日(木)　15:30-16:30
会　場：大阪国際会議場
　　  12F特別会議場
■事前申込：不要(当日直接会場へ)
■参加費：無料
■対象者：趣旨に賛同される方ならどなたでも
　ご参加頂けます。
(内容)
メモリアル・キルトのスライドショー
遺族の方からのメッセージ
陽性者からのメッセージ
HIV/AIDS医療や支援にかかわっている人たちからのメッセージ
思い出の品や思い出の方の追悼や祈り、歌
candle vigils(ともしび)
瞑想　など

差別を恐れ、HIV感染症で亡くなった方、薬害で亡くなった方たちを偲ぶことが、
いまなおできないでいる家族やパートナーがおられる。また、亡くしたことを
独りで抱え、共に悲しむことさえ不安を覚える方たちもいる。さらに、HIV陽性を機に
大事なものを失ったことに目を向けず、必死に日常生活にまい進することで
悲しみから目を背けるHIV陽性の方もおられる。今なお、亡くなった方や当事者が
HIV陽性であったことを、周りを気にせず、ありのままで存在できる空間と時間を
作ることが求められる。そのためには、安全で護られた空間と時間が必要である。
今、病と共に生きている人、家族やパートナー、友人、医療に携わっている人、支援者、
同じ時代に同じ世界に生きているすべての人、そしてこれからの時代を担って
いく人のことを覚え、祈り、心をーつにする時間を共に過ごす。
HIV/AIDSになんらかのかかわりを持つ人たちが、気兼ねなく自分自身でいる
ことのできる空間と時間を共にし、過去、現在、そして未来の人たちや世界、そして
参加者自身に心を馳せる時間。

  企画者
　榎本てる子（関西学院大学）
　仲倉高広（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 臨床心理室）

12/4 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪府・八尾保健所　     受付時間　09:30 ～ 10:30
大阪市・北区保健福祉センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
東大阪市・東保健センター 　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪府・茨木保健所 　    受付時間　13:00 ～ 14:00
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　18:00 ～ 20:00

CHARM 多言語電話相談【英語・フィリピン語】
Multi-lingual Telephone Hotline [English,Filipino]
Konsultasyon sa telepono sa iba’t ibang wika [Filipino, Ingles]

☎06-6354-5901 4:00pm ～ 8:00pm
HIV 陽性の人などの相談に、英語・フィリピン語で対応します。
HIV を含む性感染症、検査や診療について無料・匿名で相談できます。

http://www.charmjapan.com/hotline

スポットツアー③
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば見学

12 月 3（水）～５日（金） 14:00 ～ 17:00　詳細は 10P をご覧ください。

スポットツアー エイズ対策に取組む団体・機関の施設見学　

エイズ予防週間実行委員会街頭キャンペーン
主催：エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）

12月4日(木)17:00から、難波 高島屋前にて、啓発用ポケットティッシュやコンドームなど2,000セットを配布予定

エイズ予防週間実行委員会街頭キャンペーン
主催：エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）

12月4日(木)17:00から、難波 高島屋前にて、啓発用ポケットティッシュやコンドームなど2,000セットを配布予定
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土佐
堀通

京阪大江橋駅

京阪中之島駅

京阪渡辺橋駅

サントリー

ＪＲ大阪駅

大阪駅前

バスターミナル

ヒルトン大阪

マルビル

大阪駅前
第一ビル

ＪＲ東西線

りそな
銀行

産経
新聞

ハービス

旧大阪中央
郵便局

ハービス
エント

リッツ
カールトン

梅田
出入口

至野田

ホテル
阪神

至尼崎

出入橋

ＮＴＴ

大阪中之島
合同庁舎

（検察庁）

朝日放送
（ABC ホ - ル）

関電
病院

リーガ
ロイヤル
ホテル

住友
病院

大阪市立
科学館

国立国際
美術館

土
佐
堀
川

田蓑橋バス停

関電
ビル

・ 市バス
」目丁四島之中「 

  バス停

中之島通り

堂島川

朝日
新聞

日本
銀行

阪神梅田駅

JR北新地駅

ＪＲ

新福島駅

阪神福島駅

JR
福島駅

桜橋

大阪大学
中之島センター

大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）
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日本エイズ学会・日本性感染症学会の合同シンポジウム

性感染症としてのH I V / A I D Sを巡る最近の話題
座長：岩破一博（京都府立医科大学大学院医学研究科　女性生涯医科学）
　　　中山英美（大阪大学微生物病研究所　ウイルス感染制御分野）
演者：「性感染症・HIVの発生動向と保健所のHIV ・性感染症対策」　白井千香（神戸市保健福祉局・保健所）
　　　「一般診療でHIV 感染を早期診断するコツ」　古林敬一（そねざき古林診療所）
　　　「診療所におけるHIV 検査の算定要件緩和前後における比較検討」　川畑拓也（大阪府立公衆衛生研究所　感染症部ウイルス課）
　　　「広がりつつある梅毒 -感染症発生動向調査からの報告 -」　山岸拓也（国立感染症研究所　感染症疫学センター）

感染者個人の効果的な抗HIV療法のためにも、集団における二次感染予防の観点からも、
HIV 感染者の早期診断が重要です。早期発見のためには急性期の諸症状を見逃さない
ことも重要ですが、HIV 感染症は性感染症の一つであり、他の性感染症 ( 淋病およびクラ
ミジア感染症、梅毒、急性 B型肝炎、性器ヘルペスなど )との合併がひろく指摘されて
おり、性感染症クリニックでの積極的なHIV 検査も効果的です。そのため平成 24 年度の
診療報酬改定で「HIV の感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合
又疑われる場合でHIV感染症を疑う場合は、本検査を算定できる」とHIV抗体検査の適応が
広げられました。
本シンポジウムにおいては、検査体制強化の取り組みの一例、HIV 感染症が集中する
MSM集団における性行為感染症の実際、クリニックと連携したHIV確認検査から見られる
最近の動向、そして性感染症学会でも問題視されている近年の梅毒感染の増加をとりあげ、
性感染症としてのHIV/AIDSを考える機会としたく思います。

12月5日(金) 
10:20 ～ 12:20

会場
大阪国際会議場   
 12F特別会議場
●事前申込：不要
●参加費：無料
本シンポジウムは日本エイズ学会の
医師認定制度における学会教育研修
プログラムです。

17:30 から整理券を配布します。
定員に達した場合は受付を終了することがあります
●この検査会は男性と性交渉のある男性のみを対象としています
●検査は無料、匿名で受けられます
●実施日程や時間を変更することがあります。来場される前に再度ご確認ください

（主催：エイズ予防週間実行委員会（大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市）　（検査実施主体：HIVと人権・情報センター、協力：スマートらいふネット、MASH大阪）

HIV 検査会ゲイ・バイセクシュアル男性のための臨時検査
(受付)   12月3日・5日 18:00～19:00

会場：大阪検査相談・啓発・支援センター chotCASTなんば

http://www.chotcast.com/test_rinji.htm

第28回日本エイズ学会学術集会・総会　公開シンポジウム
【平成26年度 エイズ対策研究推進事業 研究成果発表会】

「HIV感染症のCureは可能か？‐基礎研究者の挑戦‐」
エイズは、HIV と呼ばれるとても小さな病原体がヒトに感染して
発症する病気です。
現在、治療薬の進歩により、HIV に感染してもエイズ発症を阻止
できるようになりました。しかし、現在の治療薬ではHIV を完全に
制御すること（治癒：cure）はできず、エイズにならなくても
いろいろな問題が生じてくることがわかってきました。本公開講座
では、治癒をめざして進む時、今、何が問題となっているのか、
問題を克服していくために私たち基礎研究者に何ができるか
を考え、皆様に伝える機会にしたいと思います。
ご友人をお誘い合わせの上、たくさんの皆様のご来場をお待ち
しています。

■日 時：12月5日 ( 金 ) 13:40 ～ 15:40
■会 場：大阪国際会議場 10F 1009
　事前申込不要、参加費無料、どなたでもご参加頂けます

座　　長

　  佐藤裕徳 ( 国立感染症研究所・病原体ゲノム解析研究センター )
　  北原加奈子 ( 厚生労働省健康局疾病対策課 )

演　　者

１．俣野哲朗（国立感染症研究所・エイズ研究センター）
　「感染者におけるHIVコントロール」
２．石坂幸人（国立国際医療研究センター・難治性疾患研究部）
　「抗エイズ療法の導入後に残る問題とその克服に向けた挑戦」
３．蝦名博貴（京都大学・ウイルス研究所）
　「感染者からのウイルスの除去」
４．松下修三（熊本大学・エイズ学研究センター）
　「中和抗体を用いたHIV 感染症の機能的治癒をめざす治療法の開発」
５．厚生労働省エイズ基礎研究班
　「厚生労働省基礎研究班の多様な試み」

12/5 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

高槻市保健所 　     受付時間　09:30 ～ 10:30
堺市・西保健センター　     受付時間　09:00 ～ 11:00
大阪市・北区保健福祉センター　    受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・中央区保健福祉センター　   受付時間　09:30 ～ 11:00
大阪市・淀川区保健福祉センター（臨時） 　  受付時間　17:30 ～ 19:00
堺市・中保健センター（臨時）　    受付時間　18:00 ～ 20:00
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば（臨時） 受付時間　18:00 ～ 19:00

スポットツアー③
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば見学

12 月 3（水）～５日（金） 14:00 ～ 17:00　詳細は 10P をご覧ください。

スポットツアー エイズ対策に取組む団体・機関の施設見学　

参加費
無　料

新大阪

大阪

新大阪

天王寺天王寺

大阪

本町本町 谷町
四丁目
谷町
四丁目

天満橋天満橋淀屋橋淀屋橋 北浜北浜

なんばなんば

中之島

渡辺橋 なにわ橋なにわ橋
大江橋

大阪城

独立行政法人　国立病院機構
大阪医療センター

新幹線
ＪＲ線
地下鉄
私鉄
道路等

HIV看護スキルアップワークショップ

サポーティブ･コミュニケーションの基本スキル
人は問題を抱えたとき、その問題を解決する能力も併せ持っている
人は自分の決断の方法が認められ受け入れられたときに、より良い支援を得ることが出来る
今回のワークショップでは、上にあげたことをベースに置き、一人の個人をサポートする側として、どのような
立場に立ち、どのようなコミュニケーションをとることが望まれているのかを考え、それを実現させていくため
の実践的なスキルを学習します。

講師 鬼塚直樹（カリフォルニア大学サンフランシスコ校　専門官）
           Institute for Global Health (IGH) Center for AIDS Prevention Studies (CAPS) University of California, San Francisco (UCSF)

日　時　2014 年 12 月 5 日（金）17:00 ～ 21:00（16:45 開場）
会　場　独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 研修棟 1 階研修室
　　　　　〒540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂 2-1-14  （大阪市営地下鉄 谷町四丁目駅 11 番出口）
対　象　HIV 陽性者またはその周囲の人たちの相談対応に関わる人たち
　　　　　　（看護師、保健師、ソーシャルワーカー、臨床心理士など）

定　員　48 名

事前申込　参加希望者は、件名を「12 月 5 日 サポーティブ･コミュニケーションの基本スキル 参加申込」とし、
　　　　　本文に①お名前、②ご所属、③電話番号を明記のうえ、E-mail でお申込みください。
　　　　　（申込 E-mail） hidaka-office@takara-univ.ac.jp　　（申込締切） 2014 年 11 月 25 日
　　　　　【お問い合わせ】 宝塚大学看護学部　日高研究室　06-6376-0858
主催：カリフォルニア大学サンフランシスコ校グローバルヘルス研究所　共催：公益財団法人エイズ予防財団、宝塚大学看護学部日高研究室、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
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スポットツアー④
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
感染症内科外来等 見学

12 月 6 日（土） 12:30 ～ 13:10
大阪医療センターでは、院内に HIV/AIDS 先端医療開発センターを設置し、
医師・HIVコーディネーターナース・薬剤師・カウンセラー・ソーシャルワーカー
等が協同して HIV 医療を提供しています。今回は、感染症内科外来、医療相
談室、臨床心理室をご案内いたします。

●所 在 地：大阪市中央区法円坂 2-1-14 （大阪市営地下鉄 谷町四丁目駅 11 番出口）
●事前申込 : 参加希望の方は、件名を「感染症内科外来等見学参加申込」として、

本文に「①お名前②ご所属③お電話番号」を明記のうえ、E-mailでお申し込みください。
（申込 E-mail） htsuji@onh.go.jp　（申込締切） 2014 年 11 月 25 日（火）

●参 加 費 : 無料
☎06-6942-1331（内線 6350）　［受付時間：平日 9:00 ～ 17:00］

（担当：エイズ予防財団大阪事務所／大阪医療センターエイズ先端医療研究部　辻）

スポットツアー エイズ対策に取組む団体・機関の施設見学　

 12/7 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　14:00 ～ 16:00
豊中市・中部保健センター（臨時）    受付時間　14:00 ～ 15:00

 12/6 HIV 検査　　詳しくは 17・18 ページをご覧ください。

さかいサンサンサイト     受付時間　10:30 ～ 12:00
大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST なんば 受付時間　14:00 ～ 16:00

参加費
無　料

新大阪

大阪

新大阪

天王寺天王寺

大阪

本町本町 谷町
四丁目
谷町
四丁目

天満橋天満橋淀屋橋淀屋橋 北浜北浜

なんばなんば

中之島

渡辺橋 なにわ橋なにわ橋
大江橋

大阪城

独立行政法人　国立病院機構
大阪医療センター

新幹線
ＪＲ線
地下鉄
私鉄
道路等

新大阪

大阪

新大阪

天王寺天王寺

大阪

本町本町 谷町
四丁目
谷町
四丁目

天満橋天満橋淀屋橋淀屋橋 北浜北浜

なんばなんば

中之島

渡辺橋 なにわ橋なにわ橋
大江橋

大阪城

独立行政法人　国立病院機構
大阪医療センター

新幹線
ＪＲ線
地下鉄
私鉄
道路等

HIVや性に関する相談対応者のためのワークショップ

感 情 を 聞 く 力 ~アセスメント能力を向上させるために~
人は自分の気持ちを話すことが嫌いではない
「人は自分の気持ちを話すことが嫌いではない」という前提を据え、ではその支援的な聞き手となり、
その人の感情群の言語化を図り、そこに一つの「語り」を作るために、私たちはその人にどのように寄り添い、
どのような言葉がけを行えばいいのでしょうか。
今回のワークショップでは、その基本的な立ち位置を考え、有効なスキルを学習します。

講師 鬼塚直樹（カリフォルニア大学サンフランシスコ校　専門官）
           Institute for Global Health (IGH) Center for AIDS Prevention Studies (CAPS) University of California, San Francisco (UCSF)

日　時　2014 年 12 月 6 日（土）10:30 ～ 16:00（10:00 開場）
会　場　独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 研修棟 1 階研修室
　　　　　〒540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂 2-1-14  （大阪市営地下鉄 谷町四丁目駅 11 番出口）
対　象　HIV や性に関する相談対応に関心のある人たち
　　　　　（看護師、保健師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、教諭、養護教諭、スクールカウンセラー、NGO スタッフなど）

定　員　48 名

事前申込　参加希望者は、件名を「12 月 6 日 感情を聞く力 参加申込」とし、
　　　　　本文に①お名前、②ご所属、③電話番号を明記のうえ、E-mail でお申込みください。
　　　　　（申込 E-mail） hidaka-office@takara-univ.ac.jp　　（申込締切） 2014 年 11 月 25 日
　　　　　【お問い合わせ】 宝塚大学看護学部　日高研究室　06-6376-0858

主催：カリフォルニア大学サンフランシスコ校グローバルヘルス研究所　共催：公益財団法人エイズ予防財団、宝塚大学看護学部日高研究室、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
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実施日 時間 施設 所在地、電話番号 検査の内容 備考

　

　

　

実施日 時間 施設 所在地、電話番号 検査の内容 備考

　

　

寝屋川市八坂町28-3 HIV・梅毒・クラミジア
072-829-7771 通常検査／1週間後以降
藤井寺市藤井寺1-8-36 HIV
072-955-4181 即日検査／1時間後
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
和泉市府中町6-12-3 HIV・梅毒・クラミジア
0725-41-1342 通常検査／1週間後以降
東大阪市岩田町4-3-22-300 HIV・梅毒・クラミジア・B型肝炎・C型肝炎
072-965-6411 通常検査／1週間後以降
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降

09:30 ～ 11:00 東大阪市・中保健センター

14:00 ～ 15:30 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 10:30 大阪府・藤井寺保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 大阪府・和泉保健所

11月26日
（水曜日）

09:30 ～ 10:30 大阪府・寝屋川保健所

八尾市清水町1-2-5 HIV・梅毒・クラミジア
072-994-0661 通常検査／1週間後以降
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
茨木市大住町8-11 HIV
072-624-4668 即日検査／1時間後
堺市美原区黒山782-11 HIV・梅毒・クラミジア
072-362-8681 通常検査／1週間後以降
大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F
06-6632-0632（検査時間帯のみ）

13:30 ～ 15:30 堺市・美原保健センター

18:00 ～ 20:00
夜間 chotCASTなんば

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

13:00 ～ 14:00 大阪府・茨木保健所

09:30 ～ 10:30 大阪府・八尾保健所

11月27日
（木曜日）

HIV・B型肝炎・梅毒

通常検査／1週間後以降

定員50名（先着順）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」

高槻市城東町5-7 HIV・梅毒・クラミジア
072-661-9332 通常検査／1週間後以降
吹田市出口町19-3 HIV・梅毒・クラミジア
06-6339-2225 通常検査／1週間後以降
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV
06-6267-9882 即日検査／90分後

定員25名（16:00 から整理券配布）

09:30 ～ 10:30 大阪府・吹田保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00

16:30 ～ 18:00
臨時・夜間

大阪市・中央区保健福祉センター

大阪市・中央区保健福祉センター

09:30 ～ 10:30 高槻市保健所

11月28日
（金曜日）

大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎

06-6632-0632（検査時間帯のみ）即日検査／1時間後
四條畷市江瀬美町1-16 HIV
072-878-1021 即日検査／1時間後
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
泉佐野市上瓦屋583-1 HIV
072-462-7703 即日検査／1時間後
大阪市淀川区十三東2-3-3 HIV・梅毒・クラミジア
06-6308-9882 通常検査／1週間後以降

13:00 ～ 14:00 大阪府・泉佐野保健所

12月1日
（月曜日）

14:00 ～ 15:30 大阪市・淀川区保健福祉センター

09:30 ～ 10:30 大阪府・四條畷保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

14:00 ～ 16:00 chotCASTなんば

11月30日
（日曜日） 14:00 ～ 16:00 chotCASTなんば

11月29日
（土曜日）

大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎

06-6632-0632（検査時間帯のみ）即日検査／1時間後

定員50名（13:30 から整理券配布）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」
定員50名（13:30 から整理券配布）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」

豊中市中桜塚4-11-1 HIV・梅毒・クラミジア
06-6152-7316 通常検査／1週間後以降
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市淀川区十三東2-3-3 HIV・梅毒・クラミジア
06-6308-9882 通常検査／1週間後以降
枚方市大垣内町2-2-2 HIV・梅毒・クラミジア
072-845-3151 通常検査／1週間後以降
池田市満寿美町3-19 HIV・梅毒・クラミジア
072-751-2990 通常検査／1週間後以降
岸和田市野田町3-13-1 HIV・梅毒・クラミジア
072-422-5681 通常検査／1週間後以降

HIV
即日検査／1時間後
梅毒・Ｂ型,C型肝炎・クラミジア
通常検査／1週間後以降

東大阪市岩田町4-3-22-300

072-960-3802

13:30 ～ 14:30 大阪府・岸和田保健所

18:00 ～ 19:30
臨時・夜間 東大阪市・中保健センター

12月2日
（火曜日）

18:00 ～ 20:00
夜間 chotCASTなんば

09:30 ～ 11:00 大阪市・淀川区保健福祉センター

10:00 ～ 11:30 枚方市保健所

13:30 ～ 14:30 大阪府・池田保健所

09:30 ～ 10:30 豊中市保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎・梅毒

06-6632-0632（検査時間帯のみ）通常検査／1週間後以降

定員50名（先着順）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」

寝屋川市八坂町28-3 HIV・梅毒・クラミジア
072-829-7771 通常検査／1週間後以降
藤井寺市藤井寺1-8-36 HIV
072-955-4181 即日検査／1時間後
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
富田林寿町3-1-35 HIV・梅毒・クラミジア
0721-23-2681 通常検査／1週間後以降
堺市堺区協和町3-128-4 HIV・梅毒・クラミジア
072-241-6484 通常検査／1週間後以降
高槻市城東町5-7 HIV
072-661-9332 即日検査／1時間後
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎

06-4256-8681（検査時間帯のみ）即日検査／1時間後

定員30名（17:30 から整理券配布）
実施主体：HIVと人権・情報センター
「エイズ予防週間実行委員会 事業委託」

14:00 ～ 15:30 大阪市・北区保健福祉センター

12月3日
（水曜日）

18:00 ～ 19:00
臨時・夜間

chotCASTなんば
（ゲイ・バイセクシュアル男性向け検査）

13:30 ～ 14:30 大阪府・富田林保健所

13:30 ～ 15:30 堺市・ちぬが丘保健センター

高槻市保健所

09:30 ～ 10:30 大阪府・寝屋川保健所

09:30 ～ 10:30 大阪府・藤井寺保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

13:30 ～ 14:30
臨時

八尾市清水町1-2-5 HIV・梅毒・クラミジア
072-994-0661 通常検査／1週間後以降
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
東大阪市旭町1-1 HIV・梅毒・クラミジア・B型肝炎・C型肝炎
072-982-2603 通常検査／1週間後以降
茨木市大住町8-11 HIV
072-624-4668 即日検査／1時間後
大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎・梅毒

06-6632-0632（検査時間帯のみ）通常検査／1週間後以降

18:00 ～ 20:00
夜間 chotCASTなんば

定員50名（先着順）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 東大阪市・東保健センター

13:00 ～ 14:00 大阪府・茨木保健所

09:30 ～ 10:30 大阪府・八尾保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

12月4日
（木曜日）

高槻市城東町5-7 HIV・梅毒・クラミジア
072-661-9332 通常検査／1週間後以降
堺市西区鳳南町4-444-1 HIV・梅毒・クラミジア
072-271-2012 通常検査／1週間後以降
大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市淀川区十三東2-3-3 HIV・梅毒・クラミジア
06-6308-9882 通常検査／1週間後以降
堺市中区深井沢町2470-7 HIV・梅毒・クラミジア
072-270-8100 通常検査／1週間後以降
大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎

06-4256-8681（検査時間帯のみ）即日検査／1時間後

18:00 ～ 19:00
臨時・夜間

chotCASTなんば
（ゲイ・バイセクシュアル男性向け検査）

定員30名（17:30 から整理券配布）
実施主体：HIVと人権・情報センター
「エイズ予防週間実行委員会 事業委託」

17:30 ～ 19:00
臨時・夜間

大阪市・淀川区保健福祉センター

18:00 ～ 20:00
臨時・夜間

堺市・中保健センター

09:00 ～ 11:00 堺市・西保健センター

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

09:30 ～ 10:30 高槻市保健所

12月5日
（金曜日）

堺市堺区北花田口町3-1-15
東洋ビル4F HIV

堺市保健所 感染症対策課
072-222-9933（平日のみ） 即日検査／同日午後

大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎

06-6632-0632（検査時間帯のみ）即日検査／1時間後
大阪市浪速区難波中1-6-8
イチエイ総合ビル3F HIV・B型肝炎

06-6632-0632（検査時間帯のみ）即日検査／1時間後
豊中市岡上の町2-1-15
すこやかプラザ１階 HIV

06-6152-7316（豊中市保健所） 即日検査／1時間後

14:00 ～ 15:00
　　 臨時 豊中市・中部保健センター

chotCASTなんば
定員50名（13:30 から整理券配布）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」

14:00 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00 chotCASTなんば
定員50名（13:30 から整理券配布）
実施主体：スマートらいふネット
「大阪府、大阪市 事業委託」

10:30 ～ 12:00 さかいサンサンサイト
定員20名
実施主体：HIVと人権・情報センター
「堺市 事業委託」

12月7日
（日曜日）

12月6日
（土曜日）

大阪市北区扇町2-1-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6313-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市中央区久太郎町1-2-27 HIV・梅毒・クラミジア
06-6267-9882 通常検査／1週間後以降
東大阪市高井田元町2-8-27 HIV・梅毒・クラミジア・B型肝炎・C型肝炎
06-6788-0085 通常検査／1週間後以降
守口市梅園町4-15 HIV・梅毒・クラミジア
06-6993-3131 通常検査／1週間後以降
大阪市淀川区十三東2-3-3 HIV・梅毒・クラミジア
06-6308-9882 通常検査／1週間後以降
大阪市西成区岸里1-5-20 HIV
06-6659-9882 即日検査／90分後

18:00 ～ 19:30
臨時・夜間

大阪市・西成区保健福祉センター

14:00 ～ 15:30 大阪市・淀川区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 東大阪市・西保健センター

10:00 ～ 11:00 大阪府・守口保健所

09:30 ～ 11:00 大阪市・北区保健福祉センター

09:30 ～ 11:00 大阪市・中央区保健福祉センター

定員30名

12月8日
（月曜日）
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コミュニティアクション（Community Action on AIDS）
は、エイズ＆ソサエティ研究会議、日本HIV陽性者
ネットワーク・ジャンププラス、aktaの3つの特定非営利
活動法人と公益財団法人エイズ予防財団が協力して
進めるHIV/エイズ分野の情報共有型キャンペーンです。
今年は世界エイズデー国内啓発キャンペーンのテーマ
『AIDS IS NOT OVER～まだ終わっていない～』を
厚生労働省や全国の自治体とも共有しつつ、10月16日
から12月15日までの2カ月間、コミュニティ主導の
キャンペーンを展開しています。

http://www.ca-aids.jp/

第７回保険薬局HIVミーティング
HIV感染症患者数の増加に伴い、抗HIV薬の処方量、院外処方箋発行枚数も増加しています。そのため、より良い
薬学的管理を行う上で薬薬連携の質の維持・向上が鍵となります。今回、保険薬局薬剤師と病院薬剤師それぞれの
患者対応に関する現状について報告を行い、問題点を抽出し、解決策について議論を行うことでチーム医療として
医療の質の向上を目指す場としたいと思います。

座長　：独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 薬剤科　矢倉 裕輝
14：00～14：45　「院外薬局での患者との関わりについて」
　　　　　　　　　特定非営利活動法人 薬と医療の啓発塾　中村 美紀
14：45～15：30　「当院における服薬相談の実際と院外薬局薬剤師への期待」
　　　　　　　　　独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 薬剤科　冨島 公介
15：30～16：00　質疑応答・総合討論

平成２６年１２月１３日（土）　１４：００～１６：００
場所：大阪薬業年金基金　薬業年金会館　401号室
　　　　　　大阪市中央区谷町6丁目5-4　TEL：06-6768-4451（代表）
　　　　　　【地下鉄谷町線「谷町六丁目」駅④番出口真上】
申込み　：申込み用紙をファクスにて送付願います。FAX：06-6942-0309
参加費　：無料（定員約80名）
お問合せ：特定非営利活動法人 薬と医療の啓発塾　滝野　TEL：06-6942-7307

共催　特定非営利活動法人 薬と医療の啓発塾、ヴィーブヘルスケア株式会社　　　後援　一般社団法人　大阪府薬剤師会
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寄付のお願い

公益財団法人エイズ予防財団では、HIV感染
症・エイズに関する正しい知識の普及啓発、
NGO・NPOへの助成金交付などを行っています。

当財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、
ぜひご支援をお寄せくださるようお願い申し上げ
ます。

詳しくは下記までお問合せください。

公益財団法人エイズ予防財団
振込先：郵便振替00180-7-567953
電話：03-5259-1811
http://www.jfap.or.jp/
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