
  0  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1  
  

 
 
 

 

１．名称                    

大阪エイズウィークス 2018 
 

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） 
○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・八尾市） 
○特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター 
○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 
○関西HIV臨床カンファレンス カウンセリング部会 
○特定非営利活動法人 薬と医療の啓発塾 
○特定非営利活動法人 スマートらいふネット 
○特定非営利活動法人 CHARM 
○Positively 
○特定非営利活動法人 ネットワーク医療と人権 
○MASH大阪 
○メモリアル・キルト・ジャパン 
○LETTEr ARTS実行委員会 
○大阪検査相談・啓発・支援センター chotCAST 
○コミュニティセンター dista 
（企業） 
○FM OH！ 
○THE BODY SHOP 
○ジェクス株式会社 
○法円坂メディカル株式会社 
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・八尾市） 
○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 
○第 32回日本エイズ学会学術集会・総会 
協賛： 
○オカモト株式会社 
○株式会社サニー CASSAROS 
○鳥居薬品株式会社 
○ヴィーブヘルスケア株式会社 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

３．会期                    
 2018年(平成 30年) 11月 23日（金・祝）～12月 9日

（日）を中心期間として、11月・12月の 2カ月間。 
 
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

2018年には 174人の報告がありました（うちエイズ発症

報告者数は 50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 2018」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                  

 12 月 1 日の世界エイズデーを中心とする 11 月 23 日

（金・祝）～12月 9日（日）を大阪エイズウィークス 2018
の中心期間とし、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・企画を次ページ以降に記します。 
 
 
 
 

大阪エイズウィークス 2018実施報告書 



  2  
  

―――――――――――――――――――――― 

大阪エイズウィークス 2018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・八尾市）、 

       THE BODY SHOP、FM OH！ 

協力：スマートらいふネット、chotCAST、Positively、 

薬と医療の啓発塾、法円坂メディカル株式会社、 

LETTEr ARTS実行委員会、 

大阪医療センターHIV/AIDS先端医療開発センター 

―――――――――――――――――――――― 

日時： 11月 4日(日) 14:15～16:15 
場所：御堂筋オータムパーティー2018「御堂筋ランウェ

イ」（新橋北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」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2018 ～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 40万人の来場者がありました。 
１）手提げ型クリアファイル（切り離すとクリアファイ

ルとして使える仕様となっている手提げ型袋）にセット

した配布資材（5,000セット）を全て配布しました。セッ

トの内容物は、①大阪エイズウィークス 2018パンフレッ

ト、②啓発用コンドーム、③啓発用ポケットティッシュ、

④ミニ冊子「おおさかエイズ情報 NOW」（※2,000 セッ

トのみ）、⑤その他（参加イベントちらし）。 
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、

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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―――――――――――――――――――――― 

大阪 HIV 啓発マスコットキャラクター「アイやん」 

ゆるキャラグランプリ 2018・エントリー 

―――――――――――――――――――――― 

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・八尾市） 

―――――――――――――――――――――― 

期間：（投票期間）8月 1日(水)～11月 9日(金) 
（決選投票・表彰式）11月 18日(日) 

場所：投票はインターネット上 
内容：大阪HIV啓発マスコットキャラクター「アイやん」

をゆるキャラグランプリ 2018にエントリーし、親しみの

ある「アイやん」を通じて、府民に HIV／エイズを考え

ていただく機会を作るとともに世界エイズデーの周知を

行いました。 
結果：アイやんのゆるキャラグランプリ 2018での順位は、

3,566 ポイントで、残念ながら 134 位でした。11 月 18
日(日)に開催されたゆるキャラグランプリ 2018 in 花園

の会場では、アイやんとエイズ啓発を実施し、パンフレ

ットやグッズを 300部配布しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

専門家とのおしゃべりイベント「しゃべるかぁ」 

―――――――――――――――――――――― 

主催：MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

実施日：11月 3日(土) 、10日(土) 、24日(土)、 
12月 8日（土）、15日(土) 、22日(土)、 
各 17:00～20:00 

場所：コミュニティセンターdista 
内容：本プログラムは、コミュニティセンターdistaを訪

れた来場者を対象に、相談の専門家と気軽な雰囲気でか

かわり、その人が抱えている潜在的な日々の困りごとや

課題を整理することを目的に実施した。精神科看護師、

臨床心理士、心理療法士など心理・医療職の専門家を配

置した、カフェ形式の対面相談会で予約は不要とした。 

結果：相談件数：20 件。1 名 10 分から 50 分（平均 30
分）の相談があった。当日の雰囲気に合わせて個人もし

くはグループでの参加も可とした。年齢層は幅広く 20～
60代、主な相談内容は仕事や対人関係、HIV感染症、以

前の相談のその後の報告などであった。 
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―――――――――――――――――――――― 

HIV prevention up-date project「U=U PROJECT」 

・Out-reach「U=U poster‘s」 

・展覧会「淫画～田亀源五郎個展」 

―――――――――――――――――――――― 

主催：MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

Out-reach「U=U poster‘s」 
期間：11月 1日(木)から  
展覧会「淫画～田亀源五郎個展」 

期間：11月 17日(土)～12月 16日(日)17:00～22:00 
場所：コミュニティセンターdista 
内容：本プロジェクトでは「U=U」を、コンドーム使用

や検査受検等に続く自分自身の予防の在り方を見直すき

っかけとなる知識と位置づけ、ポスターによる広報

「Out‐reach 『U=U poster‘s』」、展覧会『淫画〜田亀

源五郎個展』を実施し、当事者の生活を意識した、様々

なわかりやすい伝え方で情報を発信させることで、

HIV/AIDS に関する新たな予防の最新情報を普及し、当

事者の周囲にあるコミュニティにおける偏見や差別を払

拭させることを目指しました。「SEX も恋愛も、あきら

めない」「治療すれば、うつらない」「早くわかれば、メ

リットは大きい」「HIV 以外にも性感染症はある」「つけ

て、ヤろうぜ」「みんな、リスクをもっている」の 6つの

メッセージを他地域のCBO と協働して検討し、いろいろ

なタイプのモデルに「Ｕ」を持ってもらい、12種類のポ

スターを作成し、ゲイ向け商業施設に配布しました。web
広報では、2018年 11月 1日から 2019年 1月 5日まで、

ゲイ向けアプリに 12 種類のバナーで繰り返し広報しま

した。 
結果：12種類のポスターは、大阪地域(堂山、ミナミ、新

世界エリア等)のMSM向け商業施設 143件に 1716部配

布しました。U=U ホームページからの HIV 検査相談マ

ップへのセッション数は少なかったが、直帰率は低く、

ページ閲覧数や滞在時間はやや高かったため、主体的な

検査施設の検索に繋がった可能性もあります。さらに、

広報の過程で、北区の区長やゲイコミュニティのキーパ

ーソンにも「U」を持ってもらい訴求力を高めることが

できました。展覧会への来場者数は延べ 724 人でした。

初日に実施したトークショウでは 100 人に近い参加者が

あり、ゲイコミュニティのキーパーソンから「U=U」の

情報を多くの人に届けることができました。 

 

―――――――――――――――――――――― 

『大人の文化祭』愛と SEXのオープンスクール！ 

大秘宝展（エロティックアート展） 

―――――――――――――――――――――― 

主催：LETTEr ARTS実行委員会 

―――――――――――――――――――――― 
『大人の文化祭』愛と SEXのオープンスクール！ 

日時：11月 25日(日) 14:00～20:00 
場所：ソルトバレー芦原橋 
内容：観客もイベントに参加できる体験型イベント。テ

ーマを「大人の文化祭」として、会場全体で展覧会、ラ

イブ＆パフォーマンス、ワークショップ、映像鑑賞、ト

ークショー、屋台や物販など盛りだくさんの企画で、エ

ロティックな体験や学びを提供しました。 
結果：来場者数は約 300人でした。 

 
 

大秘宝展（エロティックアート展示） 

日時：11月 29日(木)～12月 9日(日) 
場所：騒ギニ乗ジテGallery Bar 
内容：上記の企画のコンテンツの一つでもあった「大秘

宝展（エロティックアート展示）」を、後日、北加賀屋・

騒ギニ乗ジテGallery Barにて開催しました。 
結果：来場者数は約 150人でした。 
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―――――――――――――――――――――― 

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 26日（月）～12月 1日（土）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 16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 21件でした。相談者の性別は、男性が

19 件、女性が 2 件でした。年齢は、20 代が 13 件、30
代が 5件、40代が 1件、70代が 1件、不明 1件でした。

居住地は近畿 8件、関東 8件、東海 2件、北海道 1件、

東北 1 件、九州 1 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、コミュニティセン

ターchotCAST(Web・ツイッター)3 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(ガイド

ブック・Web・ツイッター)3件でした。 
 相談内容は、HIV や梅毒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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

ＪＲの 2つの駅での液晶電子公告掲出 

―――――――――――――――――――――― 

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・八尾市） 

―――――――――――――――――――――― 

期間：11月 26日(月)～12月２日(日) 
場所：JR大阪駅御堂筋口、天王寺駅東口 
内容：多くの人が利用するＪＲ大阪駅御堂筋口及び天王

寺駅東口でのデジタルサイネージ（液晶電子広告媒体）

を用いた広告を行うによって、多数の府民へ世界エイズ

デーの周知を行い、世界エイズデーに向けての機運を高

めました。 
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―――――――――――――――――――――― 

第 32回日本エイズ学会学術集会・総会 

世界エイズデー【一般公開 HIV/エイズ啓発特別イ

ベント】『零を共に Toward Zero』 

―――――――――――――――――――――― 

主催：第 32回日本エイズ学会学術集会・総会 

―――――――――――――――――――――― 

期間：12月 1日(土)・2日(日)  
場所：大阪市中央公会堂 
内容：今年は第 32 回日本エイズ学会学術集会・総会が

12月2日(日)～4日(火)に大阪国際会議場で開催されまし

た。これに合わせて 12月 1日(土)~2日(日)に、世界エイ

ズデー【市民公開 HIV／エイズ啓発特別イベント】を大

阪市中央公会堂を会場として開催し、以下の企画を実施

しました。 
ステージ「Toward Zero」12月 1日 
・大阪府立夕陽丘高等学校音楽科生徒による演奏。 
・FM OH！エイズ啓発トークイベント LOVE+RED &
よしもとラジオ高校~らじこー公開収録。 

・水谷修氏講演～夜回り先生 いのちの授業～ 
ステージ「エイズ啓発大阪ジャズフェスティバルVoL.1」
12月 2日 
・久坂部羊氏、仲野徹氏、山本修氏によるスペシャルト

ーク 
・ジャズコンサート 
展示「ティンガ・ティンガアート展」12月 1日・2日 
展示「Legends of AIDS Community －エイズ勃興期を

駆け抜けた人々－」 12月 1日・2日 
展示「UNAIDS世界エイズデー展示」12月 1日・2日 
展示「エイズ予防財団ポスターとエイズデー・キャンペ

ーンテーマで振り返る日本のエイズ～」 
ブース「薬と医療の啓発塾・健康相談＆体験フェア」12
月 1日・2日 
ブース「THE BODY SHOP・ハンドトリートメント」

12月 1日 
ブース「FM OH !・LOVE+RED アンケート」12月 1日

啓発資材配布（エイズ予防週間実行委員会）12月 1日・

2日 
結果： 来場者数は、12月 1日（土）が 640人、12月 2
日（日）が 730 人、合わせて 1,370 人（延べ）でした。

エイズ予防週間実行委員会の啓発資材配布は、9 人のス

タッフで 1,500セット配布しました。 
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――――――――――――――――――――――

健康相談＆体験フェア 

―――――――――――――――――――――― 

共催：特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾 

共催：法円坂メディカル株式会社 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 1日(土)・2日(日) 13:00~16:00 
場所：大阪市中央公会堂３階 小集会室 
内容：世界エイズデー【一般公開HIV/エイズ啓発特別イ

ベント】においてブースを出展し、健康相談＆体験フェ

アを実施しました。①理学療法士によるインボディーを

使用した運動相談、②管理栄養士による食育サットを使

用した栄養相談、③薬剤師によるおくすり相談、④分包

機を使用したお好みナッツ分包体験の 4 つのコーナーを

準備して、参加の皆様方に自由に楽しみながらしかも役

立つデータや資料をお土産に 2 日間に渡り開催をいたし

ました。 
結果：正確な参加者人数は、カウントできていないので

すが、2 日間を通して 100 名前後の参加者はあったよう

に感じています。アンケートにご協力をいただきました

件数は 52 名でした。性別では女性が 73%、年代別には

40 代と 50 代が 25%、29%と多いのですが、幅広い年齢

層の方に参加していただきました。4 つのコーナーの中

では、おくすり相談以外の 3 つのコーナーに多くの参加

者が興味を持って参加されており、特に分包体験での満

足度が 80%近くと予想外に高い評価を得ることができま

した。また、健康相談は日常生活改善に 9 割強の方が役

立つと評価をいただきました。コメント欄には、「もっと

大々的に宣伝してください、楽しいイベントなのでと」

多数の方からご意見をいただきました。事前 PR 方法の

改善が次回開催の課題と感じました。 

 

  
 

―――――――――――――――――――――― 

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」 

―――――――――――――――――――――― 

主催：特定非営利活動法人スマートらいふネット 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 17日(月)17:00～18:30受付 
場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST 
内容： chotCAST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、希望者にはクラミジア

検査（当日尿検査）も実施しました。検査結果は当日に

お渡しすることとしました。会場では、THE BODY 
SHOPのハンドトリートメントも実施されました。 
結果：受験者数は過去最高の47名でした。定員を増加し

て 30 名として広報していましたが、受付時間（17:00～
18:30）の前に既に 47 名に達しました。ハード的要因も

あり、その後の来所者はやむなく 10名程度お断りしまし

た。今回を含めて、今年度は 4 回のレディースデーを実

施しました。4回全体では、受験者の年齢は最小が18歳、

最高が 48 歳で、平均年齢は 28.7 歳でした。HIV、B 型

肝炎は全員が陰性でしたが、梅毒は TP 抗体陽性が 1 名

ありました。またクラミジアは 92名の希望者中 10 名が

陽性でした。初回受検者が 50.8％あり、感染不安をもつ

女性の方が安心できる検査場として認識していただいた

のではないかと思います。 
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―――――――――――――――――――――― 
公開セミナー 「おひとり様も、そうじゃない人も

『自分らしく地域で暮らす』～繋がる・繋がれな

い・繋がらない生き方～」 

―――――――――――――――――――――― 

主催：関西HIV臨床カンファレンス カウンセリング部会 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 24日(月・祝)15:00～18:00 
場所：大阪医療センター 緊急災害医療棟 2階視聴覚室 
内容：HIV陽性者含めLGBTが最期まで地域で自分らし

く暮らしていくのにあたり、想定される状況や困難さも

含めてまず知り、「どんなことが今から準備できるのか」、

「自分はどうしていきたいか」等を自己決定し、その準

備をしていくための情報・知識・工夫（や覚悟）を共有

し、皆で考える機会とするための企画を実施しました。

近年の同性カップルを巡る法律・条令等の現状と各地の

状況についても整理してお伝えしました。 
結果：参加者数は 25 名でした。初参加が 78％でした。

これまで 2 回類似のセミナーを開催してきましたが、同

じような内容でも今後、広報を強化し、回を重ねていく

ことにも意味があると思いました。質疑応答（無記名の

質問用紙形式）も多数寄せられました。アンケートでは

「老後資金の貯め方、生命保険の考え方、病気になった

時の医療費や助成等、今後の備えについて実用的で詳し

い説明が聞けてよかった」、「とても考えさせられた」、

「LGBT 等に限らずマイノリティや全ての方に共通する

と思い、興味深かった」、「１つ１つ丁寧に質問に回答し

てもらえて嬉しかった」、「どんな事でも自分の事を他の

人に安心して伝えてもいいという場が必要なのかもと思

った」、「自尊心を育てるため、子どもへのLGBT教育が

大切だと感じた」、「若い人にも周知してほしい」、「薬物

依存、カミングアウトへの支援、グループワークを取り

入れたセミナーなども今後やってほしい」などの感想が

寄せられました。 

 

―――――――――――――――――――――― 

第 25回 HIV/エイズレッドリボンキャンペーン 

―――――――――――――――――――――― 

実施主体：THE BODY SHOP 

―――――――――――――――――――――― 

期間：12月 1日を中心として 
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。

今年も各店舗で、募金やチャリティ付きレッドリボング

ッズ（ピンバッジなど）の販売や、コンドーム配布など

を行いました。 
またエリアで地域に根ざした活動団体とコラボし、 ハン

ドトリートメントを各所で行い多く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 
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2018の期間中やその前後の

時期（11月 20日(火)・27日(火)、12月 4日(火)・11日(火)・
18 日(火)）には関連団体の方々にもご出演いただき、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

等も行いました。また番組ホームページや、御堂筋オー

タムパーティーや世界エイズデー【一般公開HIV/エイズ

啓発特別イベント】の会場で、アンケート調査を実施し

ました。 
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７．広報                    

 大阪エイズウィークス 2018 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 2018 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 4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 

部数：15,000部作成・配布 
 パンフレット裏表紙には大阪のHIV検査情報を、中開

面2ページには日本における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           パンフレット裏表紙 

   

 

 

 

 

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2018」を実施しました。 
 多くの個人・団体・企業の協力のもと、エイズウィー

クス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。第32回日本エイズ学会学術集

会・総会が 12 月 2 日(日)～4 日(火)に大阪国際会議場で

開催され、これに合わせて世界エイズデー【市民公開HIV
／エイズ啓発特別イベント】も開催されました。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・八尾市）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、11～12月は例年と比べて受検者

数が大幅に増加していました。 
 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。全く情報がない人や、古い情報がアップ

デートされていない方々がいます。今後も継続しエイズ

という病についての正確な情報の拡散に努めて参りたい

と思います。 
 

 

大阪府自治体HIV検査数の推移  

（chotCAST、クリニック検査実績除く） 
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