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１．名称 

大阪エイズウィーク2014 
 
２．主唱及び参加・協力団体 

主唱：公益財団法人エイズ予防財団 
 
参加・協力して頂いた団体・個人・企業：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＞、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 chot 
CAST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］、株式会社エフエム大阪、FM802、THE BODY SHOP
 
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 
 
３．会期 

2014年(平成26年)11月26日(水)～12月7日(日)［前後の日程でもイベントや企画を実施］ 
 
４．会場 

大阪府内の各所（実施イベントや企画毎に異なる） 
 
５．趣旨および目的 

 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。大阪でも2013年には226人の報告があり

ました（うちエイズ発症報告者数は54人）。 
 そのような状況のもと、今年は第28回日本エイズ学会学術集会・総会が12月3日(水)から5日(金)にわたって大阪

国際会議場を会場として開催されることから、公益財団法人エイズ予防財団が呼びかけ、12 月 1 日の世界エイズデー

を含めた2014年11月26日(水)から12月7日(日)の期間を「大阪エイズウィーク2014」として、この呼びかけに賛

同したエイズに関連した領域で活動する団体・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運営し、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こととしました。 
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実施された参加イベント・企画は以下のとおり。 
11月8日(土)・9日(日) ・EROTIC EXPO2014 

11月19日(水)～12月14日(日) ・LETTEr ART EXIBITION 

11月22日(土)～12月1日(月) ・THE BODY SHOP 12/1世界エイズデー 強化10days 

11月23日(日・祝) ・FM大阪 サンデースペシャル 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

11月24日(月)～11月27日(水) ・FM大阪 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

11月26日(水) 
・大阪府医師会 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(水) ・CHARM 言語電話相談(英語、フィリピン語) 

11月29日(土) 
・大阪府歯科医師会 HIV医療研修会 
・みるく・る街頭キャンペーン・コンドーム配布 
・FM802 BINTANG GARDEN Act Against AIDS 2014 SPECIAL TALK SESSION 

11月30日(日) 

・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 
 「国民向け研究成果発表会『HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班』」 
・FM802  Act Against AIDS SPECIAL FREE-LIVE 2014 
・FM802 BINTANG GARDEN Act Against AIDS 2014 SPECIAL TALK SESSION（再放送） 

12月1日(月) 
 
世界エイズデー 

・FM802 Act Against AIDS 2014 STUDIO LIVE DAY 
・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 
・FM大阪 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

12月2日(火) 

・スポットツアー②NPO法人ネットワーク医療と人権＜MERS＞薬害ライブラリ見学 
・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) 
・FM大阪 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

12月3日(水) 
 
日本エイズ学会学術集会・総会 

・第28回日本エイズ学会学術集会・総会 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〜」 
・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～」 
・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 
・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 
・FM大阪 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

12月4日(木) 
 
日本エイズ学会学術集会・総会 

・第28回日本エイズ学会学術集会・総会 公開シンポジウム 
 「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」 
・第28回日本エイズ学会学術集会・総会 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～」 
・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）街頭キャンペーン 
・南界堂茶会～中高年世代♂♂が語り合う会～「中高年世代♂♂とエイズ」 
・CHARM 言語電話相談(英語、フィリピン語) 
・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 
・FM大阪 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

12月5日(金) 
 
日本エイズ学会学術集会・総会 

・第28回日本エイズ学会学術集会・総会 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」 
・第28回日本エイズ学会学術集会・総会 公開シンポジウム/厚労科研 国民向け研究成果発表会 
 「HIV感染症のCureは可能か？-基礎研究者の挑戦-」 
・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」 
・ゲイ・バイセクシュアル男性のための臨時検査 
・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～ 

12月6日(土) 

・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 ドキュメンタリー映画上映『怒りを力に-ACT UPの歴史-』 

12月7日(日) ・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！」 
12月13日(土) ・保険薬局薬剤師向け研修会「第7回保険薬局HIVミーティング」 
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7-1-1.【エイズウィーク・プレ・イベント】 

EROTIC EXPO2014 

主催：レッテルアーツ実行委員会 
 レッテルアーツ実行委

員会は、一般の方々に広く

予防啓発を行うには、従来

の方法に加えて、アートや

デザイン、音楽などのクリ

エイティブの力が必要と考

え『EROTIC EXPO2014』
を開催した。 
実施日時：11月8日(土)
と9日(日)の２日間、両日

とも12:30～21:00 に開催。 
場所：クリエイティブセンター大阪(C.C.O)  
内容：コンテンポラリーダンス、舞踏、バーレスク、ポ

ールダンス、緊縛ショー、そしてトークショーやボディ

ペインティングまで他では見ることのできないコンテン

ツが多数実施された。ショーや啓発資材の展示・配布を

通じてエイズ予防啓発を行った。 
結果：2日間を通じて、650名の参加者があった。 
EROTIC EXPO 2014は『名村大人遊園地2014』内の企

画として実施され、広大な会場全体では約3,500人の来

場者があり、入場者には大阪エイズウィーク2014ガイド

ブック4,000部、コンドーム1,500個を配布した。 
 
7-1-2.【期間前後通しイベント】 

LETTEr ART EXIBITION 

主催：レッテルアーツ実行委員会 

 レッテルアーツ実行委員会は、一般の方々に広く予防

啓発を行うには、従来の方法に加えて、アートやデザイ

ン、 音楽などのクリエイティブの力が必要と考え、多く

の表現者の協力を得て、11月19日(水)～12月14日(日)
の期間『レッテルアーツ・エキシビション』を開催した。

この展覧会は、HIV/AIDSの予防啓発をはじめとする『性』

について考えるきっかけを、ギャラリー、アーティスト

とともに創出する機会を企図したものである。大阪市内

の13のギャラリーが『性』をテーマに展覧会を開催した。 
開催内容や会期は各ギャラリーによって異なっており、

以下のとおり。 
「彩珈楼UNDERGROUND "THE NUDE"」 

会期：2014年11月24日(月)〜12月7日(日) 
会場：昭和カフェサロン彩珈楼 

「混色」 

会期：2014年12月3日(水)～12月7日(日) 
会場：ONE PLUS 1 gallery 

「たのしい性教育」 

会期：2014年11月25日(木)〜12月3日(水) 
会場：Links gallery 

「Exhibition BARBARAKI」 

会期：2014年12月1日(月)～14日(日) 
会場：unipon2kau2 art project space 

「Beauty & The Beast」 

会期：2014年11月20日(火)〜12月10日(水) 
会場：乙画廊 

「それぞれのアート」 

会期：2014年12月2日(火)～12日(金) 
会場：MI gallery 

「ギャラリー的ロマンポルノ展」 

会期：2014年11月24日(月)〜12月1日(月) 
場所：10w gallery 

「パロマンポルノポスター展 by Gaku Azuma」 

会期：2014年12月6日(土)〜12月13日(土) 
場所：10w gallery 

「tanin展」 

会期：2014年12月1日(月)〜12月13日(土) 
場所：pad GALLERY 

「かえってきた小沢団子 展」 

会期：2014年12月1日(月)～14日(日) 
場所：浜崎健立現代美術館 

「大秘宝展」 

会期：2014年11月19日(水)〜12月19日(金) 
場所：立呑みギャラリー新聞女 

「HAGATOMOKO EXHIBITION「PRAYA」」 

会期：2014年12月3日(水)～9日(日) 
場所：digmeout ART&DINER 

「線の呪縛」 

会期：2014年12月12日(金)〜12月14日(日) 
場所：アートスペース亜蛮人 

「EROTIC★DNA」 

会期：2014年12月7日(日)～14日(日) 
場所：GALAXY GALLERY 

結果：13のギャラリーには平均200名程度の来場者があ

り、全体で2,500名以上となった。 
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7-1-3.【大阪エイズウィーク2014期間イベント】 

大阪府医師会 HIV医療研修会 

主催：一般社団法人大阪府医師会 

 
 地域の医師・看護師等の医療従事者に対し、HIV医療

に関する知識や医療技術、感染予防等の講習を行うこと

により、HIV医療の病診連携の円滑な遂行を図り、地域

の医療機関におけるHIV感染者・エイズ患者の受け入れ

を促進し、必要な医療の環境を整備することを目的とし

て実施した。 
実施日時：2014年11月26日(水)14:00～16:00 
場所：大阪府医師会館2階ホール 
対象：医師・看護師等の医療従事者 
内容：〔座長〕中浜力（府医感染症対策・予防接種問題検

討委員会委員） 
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」白阪琢磨(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 
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」佐保美奈子（大阪府立大学・大学院看護学研究科

准教授)  
＊なお、この研修会は、府医生涯教育システム登録研修(2
単位)および府医指定学校医制度認定研修(1単位)として実

施した。 
結果：参加者数は全体で70名（うち、医師45名、看護

師17名、薬剤師3名、検査技師2名、事務職2名、その

他1名）であった。 
 
CHARM 多言語電話相談(タイ語) 

主催：特定非営利活動法人CHARM 

 

HIV陽性の人などの相談にタイ語で対応。HIVを含む性

感染症、検査や診療について無料・匿名で相談できる。 
実施日時：11月26日(水)、12月3日(水) 
     両日とも16:00～20:00 
相談件数：11月26日0件、12月3日(水) 0件 
 

CHARM 言語電話相談(英語、フィリピン語) 
主催：特定非営利活動法人CHARM 

 
HIV 陽性の人などの相談に英語とフィリピン語で対応。

HIV を含む性感染症、検査や診療について無料・匿名で

相談できる。 
実施日時：11月27日(水)、12月4日(木) 
     両日とも16:00～20:00 
相談件数：11月27日1件、12月4日0件 
 
CHARM 多言語電話相談(英語、スペイン語、ポルトガル語) 

主催：特定非営利活動法人CHARM 

 
HIV 陽性の人などの相談に英語とスペイン語およびポル

トガル語で対応。HIV を含む性感染症、検査や診療につ

いて無料・匿名で相談できる。 
実施日時：12月2日(火)16:00～20:00 
相談件数：1件 
 
CHARM HIVサポートライン関西 

主催：特定非営利活動法人CHARM 

 
HIV陽性の人とパートナー・家族のための電話相談。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・友人の方対象 
実施日時：11月26日(水)、12月1日(月)、12月3日(水)  
     いずれも19:00～21:00 
相談件数：11月26日0件、12月1日1件、3日2件 
 
大阪府歯科医師会 HIV医療研修会 

共催：一般社団法人大阪府歯科医師会、大阪府 
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 地域の医療機関の歯科医師、歯科衛生士等に対し、HIV
医療に関する知識や医療技術、感染予防等の講習を行う

ことにより、HIV 医療の病診連携の円滑な遂行を図り、

地域の医療機関におけるHIV感染者・エイズ患者の受け

入れを促進し、必要な医療の環境を整備することを目的

として実施した。 
実施日時：2014年11月29日(土)15:00～17:30 
場所：大阪府歯科医師会館 
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） 
内容： 
「HIV 感染症の基礎知識と感染対策」松浦基夫（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」小倉孝文

（市立堺病院 歯科口腔外科部長） 
結果：参加者数は全体で111名（うち歯科医師70、歯科

衛生士41）であった。 
 
みるく・る街頭キャンペーン・コンドーム配布 

実施団体：みんなで性を考える団体「みるく・る」 
 エイズデーキャンペーン

として、大阪なんば高島屋

前にて啓発資材の街頭配

布を実施した。 
実施日時：2014 年 11 月

29日(土)13:00～15:00 
場所：なんば 高島屋前 
スタッフ：2名 
結果：大阪エイズウィーク

2014ガイドブック463部、

エイズ予防財団提供コンドーム 500 個、中島化学産業株

式会社提供ローション400個を配布した。 
 
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「国民向け研究成果発表会『HIV 感染

症及びその合併症の課題を克服する研究班』」 

主催：公益財団法人エイズ予防財団 
実施：HIV 感染症及びその合併症の課題を克服する研究班 

実施日時：平成 26 年 11
月30日(日)13:30～16:30 
場所：アプローズタワー貸

会議室13階10号室 
内容：開会挨拶 白阪琢磨

（国立病院機構大阪医療

センターHIV/AIDS 先端

医療開発センター長） 
講演①地域HIV看護の質

の向上に関する研究班 

〔座長〕佐保美奈子（公立大学法人大阪府立大学） 
「HIV陽性者の初期対応 大阪府看護協会との協働」中村

ゆかり（大阪府済生会富田林病院） 
「HIV感染予防 高等学校での出前講義の実際」大野典子

（日本生命済生会付属日生病院） 
「次年度以後の課題」佐保美奈子（公立大学法人大阪府

立大学） 
講演②長期療養看護の現状と課題に関する研究班 
〔座長〕下司有加（国立病院機構大阪医療センター） 
「自立困難なHIV陽性者の在宅療養を考える」下司有加

（国立病院機構大阪医療センター） 
「自立困難なHIV陽性者の在宅支援を経験して」榮木教

子（大阪市中央訪問看護ステーション） 
演題③HIV 陽性者のセクシュアルヘルスの実態把握と支

援方略検討班～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～ 
〔座長〕井上洋士（放送大学） 
「HIV 陽性者のセクシュアルヘルス及び性に関する相談

をする際の困難」井上洋士（放送大学） 
「セクシュアルヘルスの関連要因であるこころの健康と

スティグマ」阿部桜子（NTT docomo） 
「実践への示唆、今後の課題」井上洋士（放送大学） 
結果：本発表会への来場者数は24名であった。 
 
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 

主催：大阪府立公衆衛生研究所 ウイルス課 

  
 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・chot CAST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見学会を実施した。 
実施日時：12 月 1 日(月)13:00〜14:00 と 14:00〜15:00
の2回実施した。 
場所：大阪府立公衆衛生研究所 
結果：参加者数は17名であった。 
 
 

 





     8 
 

結果：報告者の語りからは、このことが高い説得力と共

感をもって参加者に伝わっていたように思う。今後のエ

イズ対策における課題はもとより、HIV/エイズ分野の研

究領域の新たな可能性を期待させる印象深いフォーラム

となった。参加者数は55名であった。 

 
 
映画上映会「トークバック-沈黙を破る女たち-」 

主催：公益財団法人エイズ予防財団 
共催：国立病院機構大阪医療センター 

  
 エイズ＆ソサエティ研究会議 第120回フォーラムに引

き続き、同会場にて、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

ー映画『トークバック-沈黙を破る女たち-』の上映会を開

催した。 
 上映後には坂上香監督とソーシャルワーカーの岡本学さ

んによるトークセッションを行った。 
実施日時：12月2日(火)19:00～22:00 
場所：国立病院機構大阪医療センター緊急災害医療棟講堂 
結果：上映会への参加者数は48名であった。 
上映とトークセッション終了後に参加者アンケートを実

施し、34 名から回答を得た。参加者の年齢は、20 代 4
名(11.8%)、30代13名(38.2%)、40代10名(29.4%)、50
代 5 名(14.7%)、60 代以上 2 名(5.9%)、無回答 1 名であ

った。職種は、会社員 8 名(23.5%)、公務員 2 名(5.9%)、
主婦 2 名(5.9%)、学生 1 名(2.9%)、教育職 4 名(11.8%)、
医師1名(2.9%)、看護師5名(14.7 %)、保健師4名4名

(11.8%)、心理職1名(2.9%)、福祉職2名(5.9%)、その他

1名(2.9%)であった。居住地は、大阪府21名(61.8%)、大

阪府以外の近畿 7 名(20.6%)、それ以外 5 名(14.7%)、無

回答1名(2.9%)であった。 

 
 
第28回日本エイズ学会学術集会・総会 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〜」 

共催：第 28 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 
 「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」である。本公開講

座では、どのように子ども達の「性と生」に向き合うの

か、実践報告を交え伝えた。また、国連エイズ合同計画

（UNAIDS）・ランセット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いた。 
実施日時：12月3日(水)14:15～16:45 
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 
対象：養護教諭等学校教員、保健師、看護学生、一般市民 
内容：〔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~」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」徳永桂子（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）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） 
結果：参加者数は170名であった。 
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実施日時：12月3日(水)・5日(金)18:00～20:00 
     （18:00～19:00受付） 
場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST な

んば 
内容：17:30から整理券を配布し、18:00より受付、採血

後1時間〜1時間30分後に結果通知を行った。 
結果：受検者数は3日7名、5日5名で、合わせて12名

であった。対象者をゲイ・バイセクシュアル男性に限定

して実施し、ゲイ雑誌などでの広報も行ったが、思った

ように受検者数を伸ばすことが出来なかった。 
 
第28回日本エイズ学会学術集会・総会 公開シンポジウ

ム「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」 

主催：HIV陽性者参加支援スカラシップ委員会 

 

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る。 
 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る。 
 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

機会として本シンポジウムが実施された。 
実施日時：12月4日(木)10:40～12:10 
場所：大阪国際会議場 10階1009 
内容：〔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） 
結果：本シンポジウムへの参加者数は158名であった。 

第 28 回日本エイズ学会学術集会・総会 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～」 

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)） 

 

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を、第28回日本エイズ

学会学術集会・総会の場に設けた。 
実施日時：12月4日(木)15:30～16:30 
場所：大阪国際会議場 12F特別会議場 
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 
結果：参加者数は250名であった。 
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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）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)  

  
 エイズデーキャンペーンとして、大阪なんば高島屋前

にて啓発資材の街頭配布を実施した。 
実施日時：2014年12月4日(木)17:00～19:00 
場所：南海なんば駅 高島屋周辺 
スタッフ：15名（大阪府、大阪市、堺市、高槻市、東大

阪市、豊中市、枚方市） 
結果：啓発グッズ（大阪エイズ啓発キャラクター「アイ

やん」絵柄入りティッシュ）、コンドーム、啓発冊子、

HIV検査場案内が入った啓発資材セット2,000部を配布

した。 
 
南界堂茶会～中高年世代♂♂が語り合う会～「中高年世

代♂♂とエイズ」 

主催：MASH大阪 
協力：NPO 法人パープル・ハンズ、NPO 法人あばんて

倶楽部 

    
 中高年ゲイライフの中で日々感じていることやHIVを

持って生活することなどについて、語り合う会をエイズ

ウィークに合わせて実施。第 1 回めのテーマは「中高年

世代♂♂とエイズ」 
実施日時：2014年12月4日(木)19:30～21:00 
場所：コミュニティスペースdista 

内容：イベントの中で以下のような内容について語られ

た。 
・近年の薬の進化と共に「エイズ=死なない病気」になっ

た反面、今後の課題としてはHIV感染者の高齢化に伴う

認知症の問題も視野に入れていかなければならない。 
・「ゲイリブとエイズはお断り」という時代も確かにあっ

たけれど、最近ではそういった差別もほとんどなくなり、

そういった話題もどんどんオープンになっている。 
・「もしも」の時に備えて緊急連絡先カードを携帯したり、

自分の権利を守るためにも遺言状(公的証明書)を準備する

ことは大切。 
・バーのマスターがお客さん同士を繋ぐことで新たなグ

ループが生まれ、その中で連携を取っていたりするので、

もしも誰かに何かがあった時、ひとりに伝えることで連

絡網を回してくれたりする。そういう意味ではゲイバー

がライフラインのひとつになっている。お店の中でのネ

ットワークも、お店・マスターと共に歳を重ねている分、

重厚なネットワークと化している。 
結果：来場者数は47名であった（ゲストスピーカー3人、

スタッフ4人、参加者40人） 
参加者にアンケートを配布し記入をお願いした。その結

果、コミュニティスペース dista に初めて来場した人は

46%、20代～70代までの幅広い年齢層のゲイ・バイセク

シュアル男性またはMSMが参加した。中でも40代以上

の割合が高かった。茶会の満足度としては回答した全て

の人が「楽しかった」と回答していた。創刊号よりコラ

ムを連載して下さっているライターや、これまでに季刊

誌「南界堂通信」の発行・配布に協力して下さったゲイ

バーのマスターに参加して頂くことによって、40代・50
代の新規来場者は 4 割も増えた。これは「南界堂通信」

のターゲットとなる中高年世代が、紙面でのつながりか

ら対面でのネットワークを構築するきっかけとなるイベ

ントとなり、当初の目的は達成したように思える。また

当日の来場者は多様な職業の方や価値観の人が参加し、

茶会を通じて理解や共通の認識を育んでおり、有機的ネ

ットワークが生まれたと考えられる。今回はエイズウィ

ークの一環としてMASH大阪の事業費で開催したが、今

後も定期的に開催し、中高年世代のゲイ・バイセクシュ

アル男性の予防啓発を進めていきたいと考えている。 
 
第 28 回日本エイズ学会学術集会・総会 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」 

共催：日本エイズ学会・日本性感染症学会 
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

が重要である。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だが、HIV 感染症は性感染症の一つ
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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
検査も効果的である。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。 

 
実施日時：12月5日(金)10:20～12:20 
場所：大阪国際会議場12F特別会議場 
内容：〔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〕 
１．「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） 
２．「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） 
３．「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） 
４．「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） 
結果：本シンポジウムへの参加者数は148名であった。 
 
第28回日本エイズ学会学術集会・総会 公開シンポジウ

ム/厚労科研 国民向け研究成果発表会「HIV感染症のCure

は可能か？-基礎研究者の挑戦-」 

主催：公益財団法人エイズ予防財団 
共催：第28回日本エイズ学会学術集会・総会 
 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った。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

がわかってきた。 
 本シンポジウムはでは、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

会とした。 
 本シンポジウム

は平成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

として実施した。 
 
 
 
 
 
 
 

実施日時：12月5日(金)13:40～15:40 
場所：大阪国際会議場 10F 1009 
内容：〔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．「感染者における HIV コントロール」俣野哲朗（国

立感染症研究所・エイズ研究センター） 
２．「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」石坂幸人（国立国際医療研究センター・難治性

疾患研究部） 
３．「感染者からのウイルスの除去」蝦名博貴（京都大学・

ウイルス研究所） 
４．「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」松下修三（熊本大学・エイズ学研究セ

ンター） 
５．「厚生労働省基礎研究班の多様な試み」厚生労働省エ

イズ基礎研究班 
・「コンピュータ予測がHIVを追いつめる」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） 
・「抗HIV細胞因子と抗HIV戦略」足立昭夫（徳島大学

大学院ヘルスバイオサイエンス研究部） 
・「HIVの潜伏・持続感染のなぞを解く」横田恭子（東京

工科大学医療保健学部） 
・「ウイルスの侵入を阻止せよ」吉村和久（国立感染症研

究所エイズ研究センター） 
結果：本シンポジウムへの参加者数は103名であった。 
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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」 

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 
 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。そして、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た。 
実施日時：12月5日(金)17:00～21:00 
場所：国立病院機構大阪医療センター研修棟1階研修室 
対象：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） 
内容：〔講師〕鬼塚直樹（Institute for Global Health (IGH) 
Center for AIDS Prevention Studies (CAPS) 
University of California, San Francisco (UCSF)） 
講義のち、参加者は 3 人ずつのグループに分かれてロー

ルプレイを行った。 
結果：本講座への参加者数は27名であった。講座終了後

に参加者アンケートを実施し、全員から回答を得た。参

加者の年齢は、20代4名(14.8%)、30代8名(29.6%)、40
代 10 名(37.0%)、50 代 5 名(18.5%)であった。職種は、

看護師 11 名(40.7%)、保健師 5 名(18.5%)、MSW3 名

(11.1%)、NGOスタッフ2名(7.4%)、教育職1名(3.7%)、
その他 5 名(18.5%)であった。居住地は、大阪府 12 名

(44.4%)、大阪府以外の近畿 9 名(33.3%)、それ以外 6 名

(22.2%)であった。講義内容については、非常に参考にな

った24名(88.9%)、参考になった3名(11.1%)との回答が

あり、ロールプレイについては、非常に参考になった22
名(81.5%)、参考になった4名(14.8 %)、どちらともいえ

ない1名（3.7%）との回答であった。 
 
 

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～ 

主催：SWASH 

 
「エイズや性病の予防に始まるセクシュアルヘルスから、

ベッド上のテクニックだけではなく日常でも活かせるコ

ミュニケーションスキルまで、今すぐ役に立つ「生きる

技」について、「セックスの仕事人」たちが現場で学んだ

知識やスキル•経験について語るトークショーを実施。ま

た動画公開サイト「ニコニコ生放送」でも放送した。 
実施日時：12月5日(金)19:30～22:00 
場所：ロフトプラスワン・ウエスト 
内容：AV 男優 11 名、SWASH メンバー2 名、ゲスト 1
名、司会者2名によるトークショー 
結果：本イベントへの来場者数は 97 名であった。また、

ニコニコ生放送の視聴者数は１月２７日時点でのべ 752
名であった。イベント会場では以下の資材を配布した。 
・エイズ予防財団のコンドームとコンドームケースセッ

ト100セット 
・大阪エイズウィーク2014ガイドブック100部 
・SWASH の完全はたらきかたマニュアル 2 種類それぞ

れ100部ずつ 
 登壇者の話芸、来場者の熱意、会場の特徴が相互作用

した、意義深い催しであった。 
 適度にエロチックな雰囲気のなかで、性産業と AV 産

業の当事者が、仕事とプライベートの双方でのセックス

との距離の取り方について、2時間半にわたって楽しく、

忌憚なく話しが展開された。 
 参加者は女性が多かったが、普段はHIVや性感染症な

どに関心がない層を呼び込むことが出来た。 
 HIV を初めとする性感染症とその予防に関する知識や

実践方法、性教育の重要性が、建て前としてではなくも

っとも効果的に伝わる機会を提供することができた。 
 
HIVや性に関する相談対応者のためのワークショップ「感

情を聴く力 ～アセスメント能力を向上させるために～」 

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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 「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た。 
実施日時：12月6日(土)10:30～16:00 
場所：国立病院機構大阪医療センター研修棟1階研修室 
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） 
内容：〔講師〕鬼塚直樹（Institute for Global Health (IGH) 
Center for AIDS Prevention Studies (CAPS) 
University of California, San Francisco (UCSF)） 
講義ののち、参加者は 3 人ずつのグループに分かれてロ

ールプレイを行った。 
結果：本講座への参加者数は43名であった。講座終了後

に参加者アンケートを実施し、40名から回答を得た。参

加者の年齢は、20代6名(15.0%)、30代9名(22.5%)、40
代12名(30.0%)、50代10名(25.0%)、60代以上2名(5%)、
無回答1名(2.5%)であった。職種は、看護師5名(12.5%)、
保健師7名(17.5%)、心理職2名(5.0%)、MSW6名(15.0%)、
福祉職1名(2.5%)、教育職15名(37.5%)、公務員1名(2.5%)、
その他3名(7.5%)であった。居住地は、大阪府29名(72.5%)、
大阪府以外の近畿8名(20.0%)、それ以外3名(7.5%)であ

った。講義内容については、非常に参考になった 23 名

(57.5%)、参考になった14名(35.0%)、どちらともいえな

い 2 名(5%)、無回答 1 名(2.5%)との回答があり、ロール

プレイについては、非常に参考になった 18 名(45.0%)、
参考になった 17 名(42.5 %)、どちらともいえない 2 名

(5.0%)、無回答3名(7.5%)という回答であった。 
 
スポットツアー④国立病院機構大阪医療センター見学 

主催：独立行政法人国立病院機構大阪医療センターエイ

ズ先端医療研究部 
 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医療を提供している。診療部門では、感染症

内科を主たる診療科としてHIV感染者の方の外来診療・

入院診療を行っている。 
 今回は、大阪エイズウィーク2014の参加企画として見

学会を実施し、感染症内科外来、医療相談室、臨床心理

室をご案内した。 

 
実施日時：12月6日(土)12:30～13:10 
場所：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、医療相談室、臨床心理室） 
内容：施設（感染症内科外来、医療相談室、臨床心理室）

を見学し、質疑応答を行った。 
結果：本企画への参加者数は19名であった。参加者を2
グループに分け、見学箇所をずらして実施した。参加者

から積極的に質問もあった。 
 
よどがわダイバーシティ映画祭 2014 ドキュメンタリー

映画上映『怒りを力に -ACT UPの歴史-』 

共催：連連影展FAV、NPO法人淀川文化創造館 

  
 よどがわダイバーシティ映画祭2014（2014年12月6
日(土)～12月19日(金)開催）の1作品として『怒りを力

に -ACT UPの歴史-』の上映＆トークショーを行った。 
実施日時：12月6日(土)12:30～15:00 
場所：NPO法人淀川文化創造館シアターセブン 
内容：ドキュメンタリー映画『怒りを力に -ACT UP の

歴史-』の上映と、上映後にジム・ハバード監督によるト

ークショーを実施。 
結果：本上映会には 11 名の来場者があった。12 月に同

作品を上映した他会場と比較し、集客に苦戦したが、関

心の高い方々にお越しいただき、トークショーも盛り上

がり良い上映会となった。 
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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！」 

主催：Positively 
協力：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＞ 

  
 医療関係者の講演やピアエデュケーション活動の紹介、

HIV陽性者講演を行った。 
実施日時：12月7日(日)11:10～16:35  
場所：大阪市立住まい情報センター5F 研修室 
対象：エイズピアエデュケーション活動を行なっている、

または活動を考えている(興味がある)高校生・大学生・看

護学生 
内容：  
1.「病院のかかり方」瀧浦その子（大阪市立総合医療セン

ター 医療ソーシャルワーカー） 
2.「HIV/エイズの現状」後藤哲志（大阪市立総合医療セ

ンター 医師） 
3.「ピアエデュケーションによる活動」 

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＞ 
4.「ポジティブ体験談」 HIV陽性者2名 
5. コミニュケーションタイム 
結果：本企画への参加者数は14名（内3名教員）であっ

た。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1-4.【期間後イベント】 

保険薬局薬剤師向け研修会「第 7回保険薬局HIVミーテ

ィング」 

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：大阪府薬剤師会 
 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る。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

となる。本研修会は、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。 

 
実施日時：12月13日(土)14:00～16:00 
場所：大阪薬業年金会館 401号室 
内容：〔講師〕矢倉裕輝（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（独立行政法人国立

病院機構 大阪医療センター 薬剤科）、中村美紀（特定

非営利活動法人 薬と医療の啓発塾 薬剤師） 
 以下の3点を開催目的として実施した。 
ⅰ．病院薬剤師と保険薬局薬剤師のHIV領域での患者情

報等についての連携促進。 
ⅱ．保険薬局での日頃の問題点、疑問点等の解決。 
ⅲ．病院からの保険薬局に対する要望事項の伝達。 
結果：本研修会への参加者数は35名であった。薬剤師を

対象とした研修会で当初 80 名の集客を予定していたが、

他の薬剤師研修会とのバッティングもあり集客に影響が

出た可能が考えられる。大阪医療センター及び大阪市立

総合医療センターの門前薬局の薬剤師が参加しHIV患者

対応に関する議論については十分でき当初の目的の一つ

は達成した。今後の課題として、集客地域を広げ多くの

保険薬局に参加してもらうことで、HIV が慢性疾患の位

置付けにあることを広く知らしめることにより、多くの

保険薬局で処方箋応需出来る体制の構築を図りたい。 
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7-1-5.【メディアによる特別番組や企画】 

サンデースペシャル 鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

 HIV/AIDS について、ゲストや番組をお聞きのみなさ

んと一緒に考え、学んでいく1時間番組。『大阪エイズウ

ィーク』の情報も案内された。 
放送日時：11月23日(日・祝)19:00～19:55 
放送：FM OSAKA、TOKYO FM 
内容：〔GUEST〕吉田山田、〔DJ〕みぃ、〔出演〕白阪琢

磨（国立病院機構大阪医療センター HIV/AIDS先端医療

開発センター長）、辻宏幸（公益財団法人エイズ予防財団 
大阪事務所） 
放送番組は、放送後ホームページでも公開され、いつで

も誰でも聞くことができるようになっている。特設ペー

ジには、特番放送日をはじめ、番組放送期間中は安定し

た閲覧があり、12月6日現在、5,000超の閲覧があった。 
 
鳥居薬品 presents LOVE＋RED 

 HIV/AIDS の実態や各種取り組みについて DJ みぃが

専門家にお聞きする5分番組 
放送日時：11月24日(月)～27日(木)、12月1日(月)～4
日(木)21:55～22:00 
放送：FM OSAKA 
内容：〔DJ〕みぃ、〔出演〕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長）、白

野倫徳（大阪市立総合医療センター 感染症センター医長） 
放送番組は、放送後ホームページでも公開され、いつで

も誰でも聞くことができるようになっている。特設ペー

ジには、特番放送日をはじめ、番組放送期間中は安定し

た閲覧があり、12月 6日現在、5,000超のページビュー

（閲覧）があった。 
 
BINTANG GARDEN Act Against AIDS 2014 SPECIAL TALK 

SESSION 

 「ジェンダー」「性別やさまざまな世代を超えたコミュ

ニケーション（の大切さ）」に着目し、講師に大阪府立大

学人間社会学部教授の東優子先生をお招きし、パネリス

トとして、FM802 DJやエデュケーション・リーダー・

キャンペーンのボランティアスタッフなど、様々な性別、

年代の方々に参加いただき、座談形式の番組を放送した。 
放送日時：11/29(土)23:00～24:00 
     11/30(日)24:00～25:00にもリピート放送 
放送：FM802 
内容：〔DJ〕吉村昌広（FM802 BEAT EXPO / brainstorm 
DJ）、〔講師〕東優子（大阪府立大学人間社会学部教授）、

〔パネリスト〕豊田穂乃花（FM802エルネムDJ）、EDL
ボランティアスタッフ男女3名 
 
 

FM802 Act Against AIDS SPECIAL FREE-LIVE 2014 

 世界エイズデーの前日にAct Against AIDSの趣旨に賛

同するアーティストによるスペシャルアコースティック

ライブを開催。 
実施日時：11月30日(日)11:00～17:00 
場所：心斎橋アメリカ村BIGSTEP大階段 
内容〔出演〕MACO、Salley、大原櫻子 
観覧は自由。優先観覧エリアを事前募集（各回ペア50組

100名招待）。 
会場ブースにて、AAAチャリティグッズ販売。 
HIV/AIDS 5問テスト等のHIV/AIDS啓発活動を行った。 
結果：公称来場者数は2,000名。 
 
FM802 Act Against AIDS 2014 STUDIO LIVE DAY 

 世界エイズデーの 12 月 1 日には、FM802 の 5:00～
29:00の8番組において、AAAの趣旨に賛同するアーテ

ィストによるスタジオライブを実施。AAAに対するコメ

ントもあわせてオンエアした。 
実施日時：12月1日(月)5:00～29:00 
放送：FM802 
内容：〔実施番組〕 
●DASH FIVE! (5:00～7:00 DJ竹内琢也) 
  06時台・・・アナログフィッシュ 
●on-air with TACTY IN THE MORNING (7:00～
11:00 DJ大抜卓人) 
  09時台・・・大原櫻子 [※FM802 Act Against AIDS 
SPECIAL FREE LIVE 2014音源] 
  10時台・・・Sleepyhead Jaimie 
●FLiPLiPS (11:00～15:00 DJ内田絢子) 
  12時台・・・プリシラ・アーン 
  13時台・・・馬場俊英 
●802 RADIO MASTERS (15:00～19:00 DJ中島ヒロ

ト) 
  15時台・・・Salley [※FM802 Act Against AIDS 
SPECIAL FREE LIVE 2014音源] 
   17時台・・・MACO [※FM802 Act Against AIDS 
SPECIAL FREE LIVE 2014音源] 
  18時台・・・髭 
●BEAT EXPO (19:00～21:00 DJ吉村昌広) 
  20時台・・・Nao Yoshioka 
●ROCK KIDS 802 (21:00～24:00 DJ落合健太郎) 
  22時台・・・秦 基博 
  23時台・・・BURNOUT SYNDROMES 
●REDNIQS (24:00～27:00 DJ浅井博章) 
  24時台・・・Cu++ 
●LNEM～エルネム～ (27:00～29:00 DJ板東さえか) 
  27時台・・・蔡忠浩（bonobos） 
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7-1-6.【企業による応援企画】 

THE BODY SHOP 12/1世界エイズデー 強化10days 

 ザ・ボディショップの HIV/エイズ レッドリボンキャ

ンペーンは1997年からスタートし、今年で21回目とな

る。今回のキャンペーンメッセージでは、「無関心にNO！

レッドリボンを広めよう。」をテーマに、HIV／エイズに

対する偏見、差別をなくし、正しい理解を深め、お互い

の人権を尊重し合える社会を目指して以下のアクション

を行った。 
①寄付金付きレッドリボンピンバッジの拡販！ 
②啓発活動 
・店内： HIV／エイズキャンペーンリーフレットを配布 
・12月1日世界エイズデー 各NPO／イベントへの協力

協賛 
③店頭募金 
さらに、関西第一エリア9店舗では、「12/1世界エイズデ

ー 強化 10days」として、12/1 世界エイズデーを盛り上

げるため、特別企画を実施した。 
実施期間：11/22(土)~12/1(月)の10日間 
場所：関西第一エリア 9 店舗（阪急三番街北館店、エキ

マルシェ店、大丸心斎橋店、京橋京阪モール店、イオン

モールりんくう泉南店、八尾西武店、イオンモール堺北

花田店、なんばマルイ店、ホワイティ梅田店） 
内容：以下の企画を実施した。 
①店頭でレッドリボンツリーをつくろう！ 
お客様にレッドリボンオーナメントを作っていただき、

店内のツリーに飾っていただいた 
②コンドーム無料配布・設置（数量限定5,000個） 
公益社団法人エイズ予防財団協力のもと、店頭または

店外イベントでコンドームを無料配布した。 
③その他、活動団体へのイベント協力 
期間中、HIV/エイズ関連の活動団体とのコラボレーシ

ョンやイベント協力を実施。 

 
 

7-2.事前広報について 

7-2-1.【紙資材による広報】 

 大阪エイズウィークの一般向け広報ツールとして以下

の印刷物を作成し、ウィーク参加団体を通じて配布した

ほか、近畿の各府県および政令市のエイズ対策担当、近

畿のエイズ拠点病院等へも送付し周知した。 
・「大阪エイズウィーク2014ガイドブック」 

A5 / 両面4色 / 28Ｐ 
中綴じ製本 
16,000部 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
・「大阪エイズウィーク2014ポスター」 

A3 / 片面4色 
800枚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、日本エイズ学会員向け広報資材として次の印刷

物を作成し、日本エイズ学会事務局のご協力を頂いて学

会誌送付時に同封送付した。 
・「大阪エイズウィーク2014ちらし」（学会用） 

A3 / 両面4色 / コート90 / 二つ折り 
3,000部 
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８．まとめ 

 エイズデーおよびエイズ学会を中心としてさまざまな関連イベントを集中的に開催する初の試みとして「大阪エイズ

ウィーク2014」を実施した。 
 多くの個人・団体・企業の協力のもと、ウィーク期間前後の期間も含めて、街頭キャンペーンやフォーラム、研修会

やHIV 検査、相談事業、カルチャープログラムなど、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

トや企画が実施された。またFM ラジオ2 社やコスメブランド1 社などの協力を得て、より多くの市民にエイズにつ

いて知ってもらう機会を提供する事ができた。 
 第28回日本エイズ学会学術集会・総会や、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）との連携の効果もあり、イベント・企画への直接参加者数は5,000人以上あった。ラジオのリスナー

まで含めれば数万人以上の市民にエイズについての情報発信・学習機会の提供ができた。 
 大阪エイズウィーク2014を契機として団体間の連携が促進され、エイズ対策活動の促進・活性化の面からも一定の

効果があったものと考える。 
 しかし、まだまだ情報やメッセージが届いていない人々がおり、さらに多くの市民の関心を喚起するためには、より

多くの企業・団体の参加を促し、期間中の情報提供量を増加させる必要がある。 
 大阪エイズウィーク2014は、試験的な取り組みとしては、ひとまず成功と言えるであろうが、今後継続して実施す

ることにより、さらに大きな動きへと展開させたい。 
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