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１．名称                    

大阪エイズウィークス 2019 

 

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・寝屋川

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 

○第 32 回日本エイズ学会学術集会記念啓発イベント実

行委員会 

○特定非営利活動法人 CHARM 

○PARTNERS 

○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 

○信長TOYS・信長書店 

○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・寝屋川

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 

協賛： 

○株式会社アルバコーポレーション 

○株式会社サニー CASSAROS 

○ヴィーブヘルスケア株式会社 

 

 

 

 

 

 

３．会期                    

 2019年(令和元年) 11月 20日（水）～12月 14日（土）

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 157人の報告がありました（うちエイズ発症

報告者数は 41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 2019」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20日（水）

～12月 14日（土）を大阪エイズウィークス 2019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。 
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―――――――――――――――――――――― 

エイズ啓発 大阪ジャズフェスティバル Vol.2 

―――――――――――――――――――――― 

主催：第 32 回日本エイズ学会学術集会記念啓発イベント

実行委員会 

協力：JAJE 日本学校ジャズ教育協会関西本部 

後援：大阪府、大阪市 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 10日(日) 14:00～17:00 

場所：COOL JAPAN PARK OSAKA SSホール 

内容：平成 30年 12月 1日・2日に「第 32回日本エイズ

学会学術集会・総会」の関連イベントとして大阪

市中央公会堂にてエイズ啓発イベントを開催して

大変好評でした。そのコンテンツの一つであった

「エイズ啓発 大阪ジャズフェスティバル」を、今

年は会場をCOOL JAPAN PARK OSAKA SSホ

ールに移し開催いたしました。またエントランス

では、メモリアル・キルトの展示も行いました。 

結果：200 名を超える来場者があり、絶妙のプレイとパ

フォーマンスのジャズ＆エイズ啓発トークのひと

ときをお楽しみいただきました。演奏の合間のト

ークでは、エイズの基礎知識や最新情報をお伝え

しました。エントランスで実施したメモリアル・

キルト展についても、多くの来場者や出演生徒・

学生さんたちが熱心に見ており、スタッフの解説

に耳を傾けていました。 

 

  

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

ゴールデンボンバー×近畿大学×ジェクス株式会社 

「性について本気出して考えてみた」 

―――――――――――――――――――――― 

主催：ジェクス株式会社、近畿大学 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 21日(木) 16:00～18:00 

場所：近畿大学 記念会館 

内容：近畿大学にて、近畿大学×グラマラスバタフライ

×ゴールデンボンバーのコラボイベントを開催。

エイズデー前の対外告知として、近大生をはじめ

若者に向けて、性について正しい知識を学んでも

らう学習型フォーラムを実施。ゲストとして近畿

大学病院吉田耕一郎教授、大阪府医療対策課元木

瞳さん、大阪府広報報担当副知事のもずやんも登

壇いただきました。 

結果：学生を中心とした約3000名に対して、啓発を行い

ました。イベント前に「♯性について本気だして

考えてみた」のハッシュタグで性教育を良くする

にはどうすべきか？のアイデアを募集し、多くの

真剣な意見が寄せられました。FM Oh! 様にもご

協力いただき、事前アナウンスを実施。参画今回

のイベントは性に関する問題を身近な「自分事」

として感じてもらう事を意識しており、大阪府よ

りの性感染症の現状説明・近大医師から性感染症

の説明・当社からコンドームの説明・検査マップ

につながる配布物など、大阪エイズウィークスで

の連携を活かせたイベントを実現できました。 
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―――――――――――――――――――――― 

2019年度 MASH大阪研修会 

セクシュアルマイノリティとエイズ 

ワーク＆セックスバランス 

－就労支援と性の健康－ 

―――――――――――――――――――――― 

主催：大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 

MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 24日(日) 15:00～17:00 

場所：コミュニティセンター dista 

内容：大阪府の就業支援施設「OSAKA しごとフィール

ド」では、全国の自治体で初となるLGBT 対象の

就業支援の取り組み「LGBTs コミュニティスペ

ース for Work」(以下、コミスペ)を実施していま

す。そこで、大阪府の職員やコミスペの講師を招

いてこの取り組みについて学び、またそれをもと

にLGBT やHIV 陽性者の就労支援について、参

加者を交えて意見交換しました。 

結果：参加人数は 12 名。個人(就労希望者)の側だけでな

く社会(企業)の側にもアプローチしつつスティグ

マの軽減を目指すコミスペの取り組みについて学

ぶことができ、スティグマに直面しやすい LGBT 

や HIV 陽性者の就労支援における課題や解決方

策について考える貴重な機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

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 25日(月)～12月 1日(日) 18:00～20:00 

場所：コミュニティセンターchotCAST 

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 18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 19件でした。相談者の性別は、男性が

13件、女性が 6件でした。年齢は、10代が 3件、

20代が 6件、30代が 2件、40代が 5件、50代が

2件、不明 1件でした。居住地は近畿 4件、関東 6

件、東海 3件、北海道 1件、東北 2件、信越 1件、

中国 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)16 件、コミ

ュニティセンターchotCAST (Web・ツイッター)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(ガイドブック・Web・ツイッ

ター)1件、情報源不明 1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、検

査に関する質問などでした。 
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―――――――――――――――――――――― 

エイズ予防週間実行委員会 

世界エイズデーキャンペーン 

―――――――――――――――――――――― 

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・八尾市・寝屋川

市） 

―――――――――――――――――――――― 

電子公告掲出 

期間：11月 25日(月)～12月 1日(日) 

場所：JR大阪駅御堂筋口および天王寺駅中央口のデジタ

ルサイネージ、JR 天王寺駅東口マルチビジョン、

うめだHEP前ビジョン 

内容：多くの人が利用する場所でのデジタルサイネージ

（液晶電子広告媒体）や街頭ビジョンを用いた広

告を展開し、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。 

太陽の塔ライトアップ 

日時：12月 1日(日) 日没から 22:00まで 

場所：日本万国博覧会記念公園 太陽の塔 

内容：12月 1日の世界エイズデーには、エイズに対する

理解と支援の象徴である「レッドリボン」にちな

んで、「太陽の塔」を赤くライトアップしました。 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

大阪エイズウィークス 2019共同街頭キャンペーン 

―――――――――――――――――――――― 

主催：公益財団法人エイズ予防財団 

協力：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・寝屋川

市）、HIVと人権・情報センター、FM OH!、大阪医療セ

ンターHIV/AIDS 先端医療開発センター、薬と医療の

啓発塾、ギリアド・サイエンシズ株式会社、ジェクス株

式会社、スマート らいふネッ ト 、 chotCAST 、

PARTNERS 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 30日(土) 13:00～15:00 

場所：OSAKA STATION CITY カリヨン広場 

内容：世界エイズデーの前日に啓発資材街頭配布とマス

コットキャラクター「アイやん」による啓発を行

いました。 

結果： 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（2,000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 2019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啓発用カイ

ロ、⑤その他（参加イベントちらし数種）。 
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―――――――――――――――――――――― 

2部制土曜日夜間即日検査 

―――――――――――――――――――――― 

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 30日(土)・12月 7日(土) 18:00～19:30受付 

場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST 

内容： chotCASTでは毎週土曜日午後即日検査を実施し

ていますが、11月 30日(土) ・12月 7日(土)は、

これに加えて夜間の即日検査も実施しました。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。 

結果：受検者数は、11月 30日(土)が 47名、12月 7日(土)

が 19名で、両日あわせて 66名でした。受検者の

年齢は最小が 19歳、最高が 52歳で、平均年齢は

29.5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 2 名ありました。初

回受検者が 47.0％あり、早期発見のための検査機

関として啓発教育の機会となったのではないかと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

コンドームソムリエ Ai 

コンドーム試触会 in OSAKA 2nd！ 

―――――――――――――――――――――― 
主催：信長 TOYS・信長書店 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 1日(日) 13:00～15:00 

場所：浪速ビルB1F(大阪メトロ中崎町駅前) 

内容：性感染症の予防と、男女の性生活力向上を目指し

て活動中の「コンドームソムリエAi」様と信長書

店がコラボした、大阪 2 回目のコンドーム試触会

を開催しました。試触会第一部では、5 種類のコ

ンドームを実際に開封して、素材による違いや使

用上の注意なども説明し、お客様にコンドームを

選ぶ楽しさと使用することの重要さを学んで頂き

ました。第二部ゲストコーナーでは、MASH大阪

様から性感染症の予防にはコンドーム着用だけで

はなく、合わせて検査することの重要性をお話頂

きました。さらに性感染症の現在の動向や、HIV

や梅毒の無料匿名検査についての説明をして頂き

ました。 

結果：来場者数は定員の 40名。イベント後に信長書店の

コンドーム売場にいらっしゃる方も多く、SNS上

でも今回のイベントについて、多くの反響があり

ました。コンドームの重要さと選ぶ楽しさ、性感

染症に関しての予防と検査の大切さを感じて頂け

たと思います。 
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―――――――――――――――――――――― 

女性スタッフによる女性のための 

レディースデー partⅡ 

―――――――――――――――――――――― 
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 4日(水)・12月 18日(水) 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：エイズウィークス参加企画とした 12月 4日(水)・

12月 18日(水)を含めて、4回実施しました。4回

全体では、受検者数は 132名でした。受検者の年

齢は最小が17歳、最高が54歳で、平均年齢は31.0

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 2 名ありました。初回受検

者が 49.2％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。 

 

  

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

いまなら彼をエイズで亡くすことはない 

映画「ボヘミアン・ラプソディ」上映会とトーク 

―――――――――――――――――――――― 

主催：公益財団法人エイズ予防財団 

協力：FM COCOLO、FM OH！、FM 802、Act Against AIDS 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 13日(金) 18:00～21:00 

場所：HEP HALL 

内容：エイズでこの世を去ったフレディ・マーキュリー

がボーカルを務めていた伝説のバンド＜クイーン

＞の感動の物語『ボヘミアン・ラプソディ』の特

別上映会を開催しました。トークコーナでは  

FM COCOLO で DJ を務める野村雅夫さんと

HIV/AIDS 先端医療開発センター長の白阪琢磨

先生が、フレディ・マーキュリーやクイーン、映

画「ボヘミアン・ラプソディ」について熱く語る

とともに、エイズについての最新情報もお伝えし

ました。 

結果：来場者数は 74名でした。映画上映後のトークでは

エイズの基礎知識や最新情報をお伝えしました。

来場者にアンケートを実施し 46 名から回答を得

ることができました。回答者の年齢は 30代以下が

10％、40代が 46％、50代が 35％、60代以上が 9％

でした。また 74％が女性でした。「エイズについ

ての知識を得られたか」との問いについて、十分

得られたが 65％、まあまあ得られたが 33％で、あ

わせて 98％となっており、中高年層に対してエイ

ズの情報やイメージのアップデートを促すことが

できたと思います。 
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―――――――――――――――――――――― 

2019年度 MASH大阪研修会 

セクシュアルマイノリティとエイズ 

HIV診療の最前線 

－世界エイズデースペシャル－ 

―――――――――――――――――――――― 

主催：大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 

MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 14日(土) 14:00～16:00 

場所：コミュニティセンター dista 

内容：現代では、医療の進歩によってHIVに感染しても

長生きすることが可能となった一方、長期療養に

おける様々な課題も明らかになっています。そこ

で、大阪医療センターの医師とHIVコーディネー

ターナースを講師にお招きし、HIV診療や長期療

養支援の最前線について学びました。 

結果：参加人数は 13名。HIV/AIDS・性感染症の発生動

向や予防、最新の治療に加え、HIVコーディネー

ターナースによる取り組みや、長期療養における

包括的かつ継続的な支援の必要性についても分か

りやすい説明で学ぶことができ、知識や情報の

updateにつながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

関西 HIV臨床カンファレンス 

カウンセリング部会主催 2019年度セミナー 

U=Uを生きる 

～U=Uは私たちに何をもたらすのかを考える～ 

―――――――――――――――――――――― 

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 14日(土)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：ここ数年来、U=Uは世界的なムーブメントとなり、

2018 年には日本エイズ学会でも本メッセージ支

持の方針が承認されました。U=Uは HIVへのス

ティグマを変えていくパワーを持つメッセージで

すが、このメッセージは私たちに何をもたらした

のか、また U=U のある現代を「生きる」には何

が求められているのかなどを一緒に考えました。 

結果：参加者数は 38 名でした。参加者アンケートでは、

全体的にわかりやすいという評価が多数で、感想

では「今、HIV領域で話題になっていることがよ

くわかった」「基本的なU=Uのエビデンスや背景

からコミュニティでの認識、U=Uを踏まえての患

者さんとの関わりの実際の様子などが学べてよか

った」などの声がありました。 
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――――――――――――――――――――――

第３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 

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 14日(日) 16:00～19:00 

場所：アットビジネスセンターPLEMIUM大阪駅前 

内容：現在保険薬局で定期的に実施していますHIV/性感

染症の検査普及活動をもっと積極的かつ効果的に

行うためにグループワークで検討することを目的

に企画しました。特別講演 2 つに続きまして、グ

ループワークでは、効果的な検査普及啓発活動方

法を検討いたしました。 

結果：特別講演１では、南奈良総合医療センターの宇野

健司先生から、特に梅毒の基礎とHIVでは陽性者

を対象としたWeb調査結果から陽性者の特徴を学

ぶことが出来ました。特別講演２では、スマート

らいふネットの毛受矩子理事長から、chotCAST

の現状報告を中心に非常に興味深い印象的事例を

紹介していただきました。グループワークでは 3

班に分かれて、全員で現状分析から問題点を抽出

し、解決策をグループ別に発表しましたが、早速、

次回の啓発活動から活用できる具体策を出すこと

が出来ました。参加者からは、検査の実態を知ら

ないと積極的に勧めることができないため、

chotCAST の見学会企画の要望も出されました。

HIV陽性患者と関係のある保険薬局薬剤師が中心

となって具体策を考えましたので今後の啓発活動

が積極的に実行されることが期待されます。保険

薬局をもっと有効活用できれば、啓発活動の拡大

の可能性があると考えます。 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

ラジオ番組『ＬＯＶＥ＋ＲＥＤ』 

―――――――――――――――――――――― 

実施主体：ＦＭ OH！ 

―――――――――――――――――――――― 

放送日時：毎週火曜日 19:30～20:00 

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 2019の期間中やその前後の

時期（10月 29日(火)、11月 5日(火)・ 12日(火)・19日

(火)・26 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。 
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７．広報                    

 大阪エイズウィークス 2019 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 2019 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。 

ポスター 

仕様：A3 サイズ／片面 4色 

部数：1,000枚作成・配布 

パンフレット 

仕様：観音 8ページ／仕上がりA5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および中開面 2ページにはエイズ

についての知識をUPDATEするようなメッセージや情

報を掲載しました。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。 

 

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。 

 

 ポスター

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

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2019」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、音楽イベントや映画上映会など、

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、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。

FMOH！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。 

 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。 
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