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１．名称 

大阪エイズウィークス 2017 
 

２．実施体制 

主唱：公益財団法人エイズ予防財団 
参加・協力： 
（団体） 
〇特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター 
〇独立行政法人 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 
〇地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 
〇特定非営利活動法人 関西エイズ対策協議会 
〇特定非営利活動法人 薬と医療の啓発塾 
〇Café Bar an opportunity 実行委員会 
〇特定非営利活動法人 スマートらいふネット 
〇特定非営利活動法人 CHARM 
〇Positively 
〇特定非営利活動法人 ネットワーク医療と人権 
〇MASH大阪 
〇メモリアル・キルト・ジャパン 
〇LETTEr ARTS実行委員会 
〇大阪検査相談・啓発・支援センター chotCASTなんば 
〇コミュニティセンター dista 
〇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） 
（個人） 
〇大北全俊［東北大学］ 
〇大畑泰次郎［大阪弁護士会］ 
〇岳中美江 
〇日高庸晴［宝塚大学看護学部］ 
〇東優子［大阪府立大学］ 
（企業） 
〇FM OH ! 
〇THE BODY SHOP 
後援： 
〇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） 
〇一般社団法人 大阪府医師会 
〇一般社団法人 大阪府歯科医師会 
〇公益社団法人 大阪府看護協会 
〇一般社団法人 大阪府薬剤師会 
協賛： 
〇株式会社アルバコーポレーション 
〇オカモト株式会社 
〇株式会社サニー 
〇鳥居薬品株式会社 

 
 
 
 
３．会期 
 2017年(平成 29年) 11月 18日(土)～12月 10日(日)を
コア期間とし、11月・12月の 2カ月間を通じて、大阪府

内の各所で、イベントやキャンペーン等を実施しました。 

 

４．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

ズを発症してから感染が分かった人たちです。大阪でも

2016年には 188人の報告がありました（うちエイズ発症

報告者数は 48人）。 
 12 月 1 日の世界エイズデーの前後の期間を「大阪 エ
イズ ウィークス 2017」として、エイズに関連したジャ

ンルで活動する団体・グループ・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を防ぐとともに、

感染した人々も安心して暮らせる社会の実現を目指しま

す。 
  
５．実施方法 

 公益財団法人エイズ予防財団の呼びかけに賛同した団

体・グループ・個人・企業が、それぞれ（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企画を

実施しました。参加団体・個人のイベント・企画だけで

なく、自治体が実施するエイズ予防週間の取り組みも合

わせて、統一して広く市民に対して広報を展開するとと

もに、各団体・グループ・個人・企業の広報ネットワー

クツールでも情報提供を行いました。 
 
６．実施結果 

 大阪エイズウィークス2017のコア期間である11月18
日(土)～12 月 10 日(日)を含め、11 月・12 月の 2 カ月間

を通じてイベントやキャンペーン等が実施されました。

実施された参加イベント・連動企画を次ページ以降に記

します。 
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―――――――――――――――――――――― 

第 24回 HIV/エイズレッドリボンキャンペーン 

12/1世界エイズデー強化 10days 

特別企画「レディースデー」でのハンドトリートメ

ントサービス 

―――――――――――――――――――――― 

実施主体：THE BODY SHOP 

―――――――――――――――――――――― 

第 24回 HIV/エイズレッドリボンキャンペーン 

期間：11月 2日(木)～12月 25日(月) 
場所：日本国内全店舗 
内容：ザ・ボディショップでは 1997年から毎年店頭キャ

ンペーンを行い、エイズ啓発活動に取り組んでいます。

今年は 11月 2日（木）～12月 25日（月）の期間、各店

舗・エリアで地域に根ざした活動団体とコラボしたり、

募金やチャリティ付きレッドリボングッズ（ピンバッジ

やTHE HOPE チャームレッドリボンなど）の販売や、

コンドーム配布などを行いました。 

12/1世界エイズデー強化 10days 

期間：11月 22日(水)～12月 1日(金) 
場所：関西エリア店舗 
内容：関西エリア店舗では 11月 22日(水)～12月 1日(金)
の期間を、「12/1 世界エイズデー強化 10days」として、

さらに強力に啓発の取り組みを行いました。 

   

特別企画「レディースデー」でのハンドトリートメ

ントサービス 

期間：11月 15日(水) 17:00～18:30 
場所：chotCASTなんば 
内容：chotCAST なんばで実施された、女性スタッフに

よる女性のための検査・相談 特別企画「レディースデー」

にて、採血後の時間を利用して、受検者の方々にハンド

トリートメントを行い、25 名（一般の方 15 名、スタッ

フの方 10名）の方々にハンドトリートメントを体験して

いただきました。 
 
 
 
 
 
 
 

―――――――――――――――――――――― 

ラジオ番組『ＬＯＶＥ＋ＲＥＤ』 

―――――――――――――――――――――― 

実施主体：ＦＭ OH！ 

―――――――――――――――――――――― 

放送日時：毎週土曜日 21:00～21:30 
11月 11日(土)・18日(土)・11月 25日(土)  
内容：FM OH！では、HIV/AIDSの啓発に関わるテーマ

を基に展開する 30分番組を毎週放送しています。番組で

は、HIV/AIDS に見識のあるゲストをお招きしてのトー

クや最新のニューストピックス、検査情報、関連する楽

曲のオンエアーなど、多岐にわたる情報をお届けしてい

ます。大阪エイズウィークス2017の期間中やその前後の

時期には白阪先生にご出演いただき、エイズウィークス

に関するお話を伺い、各イベントの告知を行いました。 
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―――――――――――――――――――――― 

大阪エイズウィークス 2017協同街頭キャンペーン 

―――――――――――――――――――――― 

出展代表：公益財団法人エイズ予防財団 

協同出展：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） 

       THE BODY SHOP 

       FM OH！ 

協力：スマートらいふネット 

    薬と医療の啓発塾 

    Positively 

    chotCASTなんば 

    LETTErARTS 

―――――――――――――――――――――― 

日時： 11月 12日(日) 14:00～16:00 
場所：御堂筋オータムパーティー2017「御堂筋ランウェ

イ」（御堂筋南船場３交差点南東角側のブーステント） 
内容：出展ブーステント内および周辺にて、１）啓発資

材街頭配布とマスコットキャラクター「アイやん」と「こ

けしおかん着ぐるみ」による啓発、２）THE BODY 
SHOPチャリティハンドトリートメント、３）FM OH！

「LOVE+RED」アンケートを行いました。 
結果：御堂筋オータムパーティー2017 ～御堂筋ランウェ

イの主催者発表によると、本イベントの開催エリアには

日中 30万人の来場者がありました。 
１）ブースエリアへの来場者も昨年よりも多く、準備し

ていた配布資材（3,900 セット）は 1 時間半弱で配布を

終了しました。セットの内容物は、①大阪エイズウィー

クス 2017 パンフレット、②HIV 検査受検促進メッセー

ジウェットティッシュ、③啓発用コンドーム、④啓発用

ポケットティッシュ、⑤ミニ冊子「おおさかエイズ情報

NOW」（※2,000セットのみ）、⑥その他（参加イベント

ちらし）。配布には、マスコットキャラクター「アイやん」

等も参加し、エイズについての正しい理解を呼びかけま

した。 
２）THE BODY SHOPのチャリティハンドトリートメ

ントコーナーは今年も好評で、65名の方に参加いただき

6,500円の募金が集まりました。 
３）FM OH！「LOVE+RED」アンケートコーナーでは、

エイズに関する意識と知識のアンケート調査を実施し、

167 通の有効回答を得ることが出来ました。回答者には

抽選でグッズをプレゼントしました。 
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―――――――――――――――――――――― 

女性スタッフによる女性のための検査・相談 

特別企画『レディースデー』 

―――――――――――――――――――――― 

主催：特定非営利活動法人スマートらいふネット 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 13日(月) ・15日(水) 17:00～19:00 
場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST なんば 
内容： chotCASTなんばにて、女性スタッフによる女性

のための検査・相談 特別企画「レディースデー」（夜間・

即日検査）を開催しました。スタッフは全員女性とし、

女性に特化した相談にものれる体制を準備しました。検

査項目は、HIV・梅毒・B 型肝炎で、検査結果は当日に

お渡しすることとしました。15 日には、THE BODY 
SHOPのハンドトリートメントも実施されました。 
結果：2日間あわせて受検者数は 21名でした。最年少は

19歳、最高齢は 56歳で、平均年齢は 31歳でした。受検

者全員がHIV・梅毒・B型肝炎のすべて陰性でした。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

HIV検査受検促進広告掲出 

―――――――――――――――――――――― 

実施主体：公益財団法人エイズ予防財団 

―――――――――――――――――――――― 

HIV検査受検促進看板掲示 

期間：11月 19日(日)～12月 18日(日) 
場所：林ビル壁面 屋外看板（※堂山付近） 
内容：昨年度、作成したポスターのうち、特にビジュア

ルインパクトの強い 1 パターンを再利用し、新規で１パ

ターン作成し、大阪エリアで MSM が集まるエリアであ

る北区の堂山町付近で屋外看板広告を掲出しました。 
結果：現地での定点観察時には、中高生やサラリーマン

が看板を見上げて話題にするなど、人だまりのある街頭

スペースで広告を掲出した効果が垣間見えるシーンも見

られました。 

 

  

HIV検査受検促進ＣＭ動画 YouTubeバンパー広告 

期間：11月 29日(水)～12月 13日( 水)  
場所：YouTubeバンパー広告 

内容：屋外看板掲示と共通したビジュアルの 6 秒動画を

作成し、YouTube バンパー広告に掲出した。配信対象の

セグメントは、近畿二府四県在住の 18～54歳で、男性 8：
女性 2 の割合と設定した。合わせてエイズ予防財団ホー

ムページに特設ページを設置し、全ての動画を視聴でき

るようにした。またFacebookやTwitter で情報発信を行

いました。 
結果：YouTube バンパー広告は期間中に全パターンのト

ータルで 795,407回表示され、そのうち 720,608 回は最

後まで視聴されました。 
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―――――――――――――――――――――― 

LETTErARTS ART 

―――――――――――――――――――――― 

主催：レッテルアーツ実行委員会 

―――――――――――――――――――――― 
LETTErARTS ART PERFORMANCE SHOW 2017 

日時：11月 25日(土) 19:00～21:30 
日時：11月 26日(日) 17:00～21:30 
場所：道頓堀ZAZA 
内容：11月 25日・26日の 2日間、道頓堀ZAZAを会場

に「LETTErARTS ART PERFORMANCE SHOW 
2017」を開催し、関西のみならず東京からも性にまつわ

る表現者たちが道頓堀に集結し、妖艶で豪華なステージ

を繰り広げました。HIV や性感染症に関するトークコー

ナーも盛り込み、来場者の認知を高め、正しい理解を促

すための情報発信を行いました。 
結果：2日間合わせての来場者数は 260人でした。 

  

  

LETTErARTS EXIBITION 2017 

期間：11月 27 日(月)～12月 16日(土)  
場所：大阪府内 7ヶ所のギャラリー 
内容：大阪府内 7ヶ所のギャラリーにご賛同いただいて、

性をテーマに開催する合同企画展「LETTErARTS 
EXIBITION 2017」を開催しました。アートを媒介にし

て、HIV/AIDS の予防啓発や現在の問題を、当事者はも

とより HIV 問題に無関心な人々に対しても認知を高め、

正しい理解を促すための情報発信を行いました。 
結果：7ヶ所のギャラリー全体での来場者総数は（のべ）

1,580人ありました。 
ラブホ図鑑 2017 

会期：11月 27日(月)～12月 3日(日) 
会場：１０W GALLERY 
来場者数：250人 
パンツ展 

会期：11月 28日(火)～12月 14日(木) 
会場：立呑みギャラリー新聞女 
来場者数 250人 
 

レッテルアーツ、性について 

会期：11月 29日(水)～12月 3日(日) 
会場：BEATS GALLERY 
来場者数：280人 
personal odor 

会期：11月 29日(水)～12月 10日(日) 
会場：pad GALLERY 
来場者数：150人 
EROTICART エロチカート 

会期：11月 30日(木)～12月 6日(水) 
会場：TAMAEDO GALLERY 
来場者数：150人 
北加賀屋❤大秘宝展 

会期：11月 30日(木)～12月 10日(日) 
会場：騒ギニ乗ジテGallery Bar 
来場者数：300人 
冥磨個展『死聲』 

会期：12月 8日(金)～12月 16日(土) 
会場：乙画廊 
来場者数：200人 
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―――――――――――――――――――――― 

「世界エイズデー」映像広告放映 

―――――――――――――――――――――― 

実施主体：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） 

―――――――――――――――――――――― 

「世界エイズデー」YouTube広告掲出 

期間：11月 24日(金)～12月 8日(金） 
場所：YouTube 
内容：大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中

市・枚方市では、「エイズ予防週間実行委員会」を組織し、

エイズに関する正しい知識の普及啓発活動等に取り組ん

でいます。その取組みの一環として啓発CM（15秒）を

作成し、11 月 24 日(金)～12 月 8 日(金）の期間には、

YouTube で広告を放映しました。 
結果：YouTube 上ではＣＭを 38,000回放映しました。 

「世界エイズデー」シネマアドバタイジング 
期間：12月 15日(金)～12月 28日(木） 
場所：大阪ステーションシティシネマ 
場所：高槻アレックスシネマ 
内容：また、12月 15日(金）～12月 28日(木）の期間に

は、映画館（大阪ステーションシティシネマと高槻アレ

ックスシネマの 2館）にて、「スターウォーズ「最後のジ

ェダイ」」の上映前に放映しました。  

結果：映画館でのＣＭ上映は、観客の多くが座席に座っ

ている状況で放映され、また、「スターウォーズ「最後の

ジェダイ」」は幅広い年代に人気の作品であり、広く多く

の方々に映像広告を見てもらう事ができたのではないか

と思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

ＨＩＶ/エイズ 特設電話相談 

―――――――――――――――――――――― 

主催：特定非営利活動法人HIVと人権・情報センター 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 27日(月)～12月 1日(金) 18:00～20:00 
内容：世界エイズデーを含む 1 週間、HIV/AIDS に関す

る感染不安や、結果が陽性となった場合の不安、検査に

ついての疑問などの相談にお応えする電話相談を実施し

ました。相談用電話回線は 2回線準備し、延べ 14名の相

談員が交代で対応する体制で臨みました。 
結果：相談件数は 24件でした。相談者の性別は、男性が

18 件、女性が 6件でした。年齢は、10代が 2 件、20 代

が 5件、30代が 5件、40代が 7件、50代が 2件、不明

2 件でした。居住地は近畿 10 件、東海 7 件、九州 2 件、

四国 1件、東海 1件、東北 1 件、不明 2件でした。この

相談についての情報源は、HIV 検査相談マップ(web)15
件、chotCASTなんば(web)1件、大阪エイズウィークス

パンフレット 2件、大阪エイズウィークスWEB1件、ツ

イッター2件、知人・友人 1名、不明 2件でした。 
 相談内容は、HIV の感染可能性の不安に関するもの、

抗体検査と抗原検査に関する質問などでした。 

 
 

 
 
 
 
 
 

実施日 相談件数 

11 月 27日 2件 

11 月 28日 1件 

11 月 29日 8件 

11 月 30日 4件 

12 月 1日 9件 
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―――――――――――――――――――――― 

世界エイズデー  アート・チャリティー・マーケッ

ト 2017  

「ギャラリー・ウィーク アート展覧会」 

―――――――――――――――――――――― 

主催：MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

期間：11月 29日(水)～12月 11日(月)  
場所：コミュニティセンターdista 
内容：「“アート”を通じて世界エイズデーをいろんな方々

に知ってもらおう」というコンセプトのもと、コミュニ

ティセンターdistaの壁面に、レッドリボン等が描かれた

様々なアート作品を展示して常時閲覧可能な状態としま

した。さらに、来場者に「コンドームのパッケージ」に

赤マジックでイラストやメッセージを書いてもらい、壁

面のツリーを装飾し、レッドリボンツリーを作る「参加

型アート」も実施しました。 
結果：展覧会期間中の dista への来場者数は 282 人でし

た。アート作品を通じて、コミュニティセンターdistaの

来場者に世界エイズデーについて伝えることができ、意

義のある展覧会となりました。 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

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 

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 

（森ノ宮センター）HIV確認検査室 見学 

―――――――――――――――――――――― 

主催：地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 

―――――――――――――――――――――― 

期間：11月 29日(水) 13:00～14:30／14:30～16:00  
場所：地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 
   （森ノ宮センター） 
内容：当所は旧大阪府立公衆衛生研究所と旧大阪市立環

境科学研究所の衛生部門が統合し、本年 4 月に発足した

組織で、地域の皆様の健康と生活の安全を脅かす様々な

事象の原因究明に取り組んでいます。HIV 検査では、大

阪府・市や府内中核市の保健所、chotCAST なんば等で

実施される HIV 検査の確認検査を担っています。今回、

実際に確認検査を行っているラボをご案内しました。 
結果：2 回の見学会で参加者は 4 名でした。参加者全員

が参加して良かったと回答しており満足度は高い結果と

なりました。 
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――――――――――――――――――――――

第 2回関西 HIV・薬剤 Workshop 

―――――――――――――――――――――― 

共催：特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾 

共催：公益財団法人大阪公衆衛生協会 

後援：一般社団法人大阪府薬剤師会 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 2日(土) 16:00～19:00 
場所：AP大阪駅前梅田１丁目 
内容：HIV 感染症患者の応受経験の少ない薬局薬剤師に

経験豊かな薬局薬剤師が中心となり、Dr.講演とグループ

別ロールプレイを通して体験して頂く Workshop を開催

しました。院外処方されているHIV拠点病院近隣の薬剤

師さんを中心に案内を行い、人材育成の想いを込めた２

回目のWorkshop 開催となりました。 
結果：本研修会への参加者総数は 25名で内訳は、薬剤師

18名、医師 1名、事務 3名、一般 1名、その他 2名でし

た。調剤薬局 11店舗、保健所 1箇所、病院２箇所から薬

剤師の方の参加がありました。 
参加者の 17 名からのアンケート集計では、特別講演１．

の白野先生の講演は基本から多岐に渡り非常に解りやす

く大変参考になりましたとの反応でした。また特別講演

２．中村先生による認定薬剤師資格取得までの具体的な

流れでも、殆どの薬剤師さんが興味あると回答されてい

ますので、今後は認定資格者が増えることが期待できる

結果でした。グループ別ロールプレイでは、HIV 陽性患

者さんを無口なタイプ、朗らかでマイペースなタイプ、

几帳面な性格の３つの症例に関して薬剤師役と患者役と

に分け二人のやり取りを第三者として観察者が、観察シ

ートを使ってチェックを行い終了後に観察者よりコメン

トをフィードバックする 3 人ひと組に分かれての、ロー

ルプレイを体験して頂きました。薬剤師役には患者タイ

プは伏せてありましたので、普段のコミュニケーション

スキルを駆使して皆さん真剣に、取り組まれていました。

また普段とは逆の患者役に成りきることに苦労されてい

ましたが、普段は気づかない部分への気付きもあったよ

うで、充実したWorkshop を開催することができました。 

  
 

 
 
 
 
 

―――――――――――――――――――――― 
ジョゼ・アラウージョ氏講演会 

市民が社会を動かし、実行力のある施策を作る！！ 

～世界で最もエイズ対策の進んだ国、ブラジルの経

験に学ぼう！～ 

―――――――――――――――――――――― 

共催：独立行政法人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） 

    公益財団法人大阪公衆衛生協会 

    公益財団法人エイズ予防財団 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 10日(日) 14:00～16:00 
場所：TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター 
   カンファレンスルーム 2A 
内容：「世界で最もエイズ対策の進んだ国」と評価の高い

ブラジル。ブラジルでは PLWHA（People living with 
HIV/AIDS）やセクシャルマイノリティ当事者を中心と

する市民セクターが主体的に声をあげて社会を動かし、

官民協働の実行力のある施策をつくり上げてきました。 
その当事者運動の最前線で活躍してきたアラウージョ氏

から、ブラジルで取り組まれてきたことをお話し頂きま

した。 
結果：当日の参加者数は受講者 7 名、スタッフ 4 名、講

師 2 名で、合わせて 13 名でした。また、講演会終了後、

希望者と共に、community center distaを訪問・見学し、 
dista のスタッフの方々と有意義な意見交換ができまし

た。 
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７．広報 

 大阪エイズウィークス 2017 の全体広報資材として以

下の印刷物を作成し、大阪エイズウィークス 2017 参加

団体を通じてそれぞれの活動対象者へ配布したほか、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ました。 
 また、11月 12日の街頭キャンペーンでも配布し、様々

な層へ広報することができました。 

パンフレット 

仕様：観音 8ページ／仕上がりA4サイズ／両面 4色 

15,000部作成・配布 
 パンフレット中開面 2ページを割いて、日本における

HIV/AIDSの状況や感染経路などを掲載しました。また、

パンフレット内面 4ページには、参加企画の情報を掲載

しました。 

 パンフレット表紙 
パンフレット中開面 

 
パンフレット内面 

 

 

ポスター 

仕様：A3 サイズ／片面 4色 
部数：1,000枚作成・配布 

  

ホームページ／Facebook／Twitter 

 ホームページや facebookでは、イベントの詳細情報を

掲載し、Twtter で情報の拡散を致しました。また

HIV/AIDS に関するニュースや検査相談情報などを随時

情報発信しています。 
 

 ホームページ 



 

８．まとめ 

 エイズデーを中心とした期間に様々な関連イベントを

集中的に開催する取り組みとして、昨年に引き続き「大

阪エイズウィークス2017」を実施しました。 
 多くの個人・団体・企業の協力のもと、ウィークス期

間前後の期間も含めて、街頭キャンペーンや研修会、HIV
検査・相談事業、アートプログラムなど、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

画が実施されました。FM OH！やTHE BODY SHOP
の協力や、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、多くの市民にエイズについて知ってもらう

機会を提供することができました。ラジオのリスナーま

で含めれば数万人～数十万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と考えられます。 
 大阪府内の保健所等 HIV 検査実施機関での HIV 検査

受検者の動向をみると、一昨年、昨年と同様に12月の男

性の受検者数が増加していました。大阪エイズウィーク

ス 2017の取り組みがHIV検査受検を促進した可能性が

あります。 
 しかし、まだまだ情報やメッセージが届いていない

人々がいます。今後継続して実施することにより、より

多くの企業・団体の参加を促し、さらに大きな動きへと

展開させていきたいと思います。 
 

 

 

 

 

 

大阪府自治体HIV検査数の推移  

（chotCASTなんば、クリニック検査実績除く） 
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