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１．名称                    

大阪エイズウィークス2020 
 

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・吹田市） 
○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 
○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 
◯muteLABO 
○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 
○摂南大学 薬学部 医療薬学研究室 
（企業） 
○FM大阪 
○ジェクス株式会社 
○信長書店・信長TOYS 
○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・吹田市） 
○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 
 

３．会期                    
 2020年(令和2年) 11月21日(土)～12月13日(日)を中心

とした期間。 
 
 

 

 

 

 

 

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

1300人前後、新たにHIV（エイズの原因となるウイルス）

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。大阪でも、2019年には、140人の報告がありました。

そのうちエイズが発症してから感染が分かった人が34人
でした。 
 毎年12月1日は世界エイズデーです。この前後の期間

を「大阪 エイズ ウィークス2020」として、エイズに関

連する領域で活動する団体・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・企業が、それぞれ（または協働して）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21日(土)
～12月13日(日)を、大阪エイズウィークス2020の中心期

間とし、11月・12月に様々な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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―――――――――――――――――――――― 

第32回日本エイズ学会学術集会記念啓発イベント

エイズ啓発 大阪ジャズフェスティバル Vol.3 

―――――――――――――――――――――― 

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 

共催：大阪市 

後援：大阪府 

一般社団法人日本エイズ学会 

公益財団法人エイズ予防財団 

協力：JAJE 日本学校ジャズ教育協会関西本部 

メモリアル・キルト・ジャパン 

特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾 

法円坂メディカル株式会社 

摂南大学医療薬学研究室 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月22日(日) 11:00～18:00 
場所：阿倍野区民センター 
内容：昨年に引き続き「エイズ啓発 大阪ジャズフェステ

ィバル」を、今年は会場を阿倍野区民センターに移し開

催しました。またトークセッションや展示、性感染症や

健康について学べる企画なども併せて実施しました。 
 

 
 
 
 

結果：新型コロナの感染拡大により不要不急の外出を控

えるようにとの要請も出される中、会場へ足を運んでく

ださる方がどれくらいいるのだろうかと心配しましたが、

結果的には、幼児から70代以上の方まで、幅広い年齢層

の方々200名以上がご来場くださいました。ご来場の皆様

には、トークショーや展示、体験＆学習ブースを通して、

HIV/AIDSについて知っていただき、また健康について

考えていただくことができました。 
 

スペシャルトークセッション「病気にならない暮ら

し～がんにも、エイズにも、コロナにも」 

【ゲスト：仲野徹、西田俊朗、進行：白阪琢磨】 
時間：11:00～11:50 
会場：阿倍野区民センター 小ホール 
内容：カラダと健康に関する話題の発信者、大阪が生ん

だ「世界一おもろい生命科学者」大阪大学大学院教授仲

野徹先生と、がんの日本的権威、元 国立がん研究センタ

ー中央病院院長、現在、JCOH大阪病院院長の西田俊朗

先生をお招きし、がん、エイズ、今話題のコロナについ

てお話しをうかがいました。進行役は本会実行委員長の

白阪が務めました。 
スペシャルトークセッションは収録し、後日、YouTu

beに動画をアップしました（https://www.youtube.com/
watch?v=9GWBHyQppIs&t=897s）。1月31日時点で視

聴回数は262回。 

 
 

メモリアル・キルト展 

【メモリアル・キルト・ジャパン】 
時間：12:00～18:00 
会場：阿倍野区民センター 大ホールステージと横通路 
内容：HIV感染症/AIDSに倒れていった人達に向けて、

「彼/彼女らの名前を忘れまい」との思いから生まれたの

がAIDSメモリアル・キルトです。1枚のキルトは90cm×

180cm、その人の名前や愛用していた衣服、小物類、家

族や親しい人々からのメッセージなどが縫い付けられて

https://www.youtube.com/watch?v=9GWBHyQppIs&t=897s
https://www.youtube.com/watch?v=9GWBHyQppIs&t=897s
https://www.youtube.com/watch?v=9GWBHyQppIs&t=897s
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います。それらの想いのこもったキルトを展示しました。 
大ホールのステージには5m四方の大きな「世界地図のキ

ルト」も展示しました。 
まだ治療法がなかった当時、それぞれの場所で、それ

ぞれのやりかたで、それを乗り越えようと闘っていた人

たちがいたんだということを、キルトを通じて感じてい

ただく機会となりました。 

 

 
 

健康相談＋体験フェア 
【特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾】 
【法円坂メディカル株式会社】 
時間：12:00～18:00 
会場：阿倍野区民センター 大ホール前ホワイエ 
内容：薬剤師になりきって偽薬（チョコレート、ナッツ）

を用いた分包体験、理学療法士による体成分分析装置

（Inbody:インボディ社）を用いた筋肉・体脂肪量のバラ

ンス測定、薬剤師によるお薬相談、管理栄養士による栄

養相談を行いました。 
企画への参加者は15名でアンケート集計の結果、イン

ボディー、分包体験、栄養相談の順で相談よりも体験の

方に興味を持っていただきました。 

また、すべての参加者において、健康に気を付けよう

と思った、できる範囲で健康に気を付けようと思ったと

回答されており、健康への意識を高めることができたと

考えます。 

 
 

それって本当？正しく知ろう性感染症！ 

【摂南大学薬学部 医療薬学研究室】 
時間：12:00～18:00 
会場：阿倍野区民センター 大ホール横通路と集会室3 
内容：性感染症から自分の身を守るため、性感染症が身

近に存在することやその予防法や治療法など、性感染症

に対する正しい知識を身につけてもらうことを目的とし

て、ポスター展示やクイズ、アンケートを行いました。 
ポスター展示では、約30名の企画参加者に対して、性感

染症（梅毒、性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染

症、淋病、エイズ）の感染経路、動向、症状、予防法、

治療法について説明しました。参加者からは、「将来、自

分の子どもに性や性感染症についてどう伝えるべきか。」

などの質問があり、参加者とともに性について考える機

会を得ることができました。 
20歳以上を対象とした性感染症に関するアンケートで

は、16名の参加者から回答を得て、有効回答であった11
名について集計を行いました。その結果、『どこで性教育

を受けたか』については、“中学校”（8名）と回答した人

が最も多く、『性感染症に対する印象』では、11名全員が

“相談しにくい”と回答しました。また、『今後、性感染

症について知りたい内容』では、“症状”（5名）や“感染

経路”（4名）などの他の項目に比べて、“相談場所や検査

方法”（8名）と回答した人が多く、このような情報につ

いても積極的な発信が必要と考えられます。 
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ジャズ パフォーマンス 

学生 JAZZ バンド演奏 

【高槻市立冠中学校 The Crown Jazz Orchestra Takatsuki】 

【関西大学北陽中学校 ジャズバンド部】 

【大阪府立泉陽高等学校 軽音楽部SLMS】 

プロ JAZZ バンド演奏 

【ロアナ・シーフラ、田中洋一、河村英樹、大塚善章、 

上山崎初美、上場正俊】 

HIVや性感染症についてのミニ授業 

【大阪府立松原高等学校 るるくめいと】 

HIVや性感染症についてのトーク 

【上場正俊、白阪琢磨】 

時間：15:00～18:00 
会場：阿倍野区民センター 大ホール 
内容：中学生・高校生たちのフレッシュでみずみずしい

演奏と、プロミュージシャンの絶妙のプレイ＆パフォー

マンスを、お届けしました。途中でHIVや性感染症につ

いてのトークや、大阪府立松原高等学校るるくめいとの

エイズや性感染症についてのミニ授業も行われました。 
今年は練習もままならず発表の機会もほとんどなかっ

た中高生達が、フレッシュで若々しさあふれる素晴らし

い演奏を披露してくれました。また高校生達が行った、

HIVや性感染症について10代の自分たちの気持ちを素直

に伝えるミニ授業も、わかりやすくて素晴らしい講演で

した。さらに、豪華メンバーのプロによる絶妙のプレイ

とパフォーマンスに、大変ご満足いただけたようです。 
参加した生徒さん達にとっても、エイズや性感染症に

ついて学んでいただく機会を提供することができました。 

 
高槻市立冠中学校 The Crown Jazz Orchestra Takatsuki 

 
関西大学北陽中学校 ジャズバンド部 

 
大阪府立泉陽高等学校 軽音楽部SLMS 

 
プロ JAZZ バンド 

 
大阪府立松原高等学校 るるくめいと 

 
HIVや性感染症についてのトーク 
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―――――――――――――――――――――― 

中高年世代♂♂が語り合う会 

「南界堂茶会」(第13回) 

―――――――――――――――――――――― 

主催：MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月23日(月) 19:30～21:00 
場所：コミュニティセンター dista 

またはZoomによるオンライン参加 
内容：会場はコミュニティセンターdistaで、イベント開

催時のみ来場可としました。また、Zoomによるオンライ

ン参加も可としました。 
「中高年世代♂♂と新型コロナ」をテーマに、商業施設

で働く方たちにインタビュー協力して貰った動画を観た

り、感染症や病気とうまくつきあう方法について専門家

を交えて語り合ったりしました（講師：松浦基夫氏(医師)） 
結果：参加人数は18名でした。 
 
 
 
―――――――――――――――――――――― 

世界エイズデーキャンペーン 

デジタルサイネージを活用した啓発活動 

―――――――――――――――――――――― 

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・

吹田市） 

―――――――――――――――――――――― 

期間：11月30日(月)～12月6日(日) 
場所：①大阪駅御堂筋口 

②ＪＲ西日本うめだＨＥＰ前ビジョン 
③大阪なんばコンコースビジョン 
④ＪＲ西日本天王寺駅東口マルチビジョン 

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。 
結果：府民のエイズに関する関心を高めることやHIV／

エイズに関する正しい知識の普及と啓発を推進する契機

となりました。 

 

―――――――――――――――――――――― 

ラジオ番組『ＬＯＶＥ＋ＲＥＤ』 

―――――――――――――――――――――― 

制作：ＦＭ大阪 

―――――――――――――――――――――― 

放送日時：毎週火曜日19:30～20:00 
内容：FM大阪では、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2020の期間中やその前後の時期

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。 

 
 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

キャンペーンソング「bijou」(ビジュー) 

―――――――――――――――――――――― 

制作：muteLABO 

―――――――――――――――――――――― 

内容：ソングライティングチーム「muteLABO」(ミュー

トラボ)が、大阪エイズウィークス2020のキャンペーンソ

ングを作成し、「muteLABO」のYouTubeチャンネル内

で公開した他、FM大阪によるHIV/AIDS啓発プロジェク

ト「LOVE+RED」にチームのメンバーが出演して紹介

しました。 
結果：YouTubeの視聴回数は1月31日時点で約223回でし

た。 
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―――――――――――――――――――――― 

女性スタッフによる女性のための夜間即日検査・相談 

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2日(水) 17:30～19:30受付 
場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST 
内容：HIV・梅毒・B型肝炎の検査と女性医師・保健師に

よる他の性感染症に関する個別相談を実施しました。ま

た、今年度は「NPO法人・薬と医療の啓発発塾」の協力

を得て女性薬剤師による個別相談コーナーを設けました。

例年女性受検者から相談の多かった緊急避妊薬や低用量

ピルについて丁寧に相談にのっていただき、また「ジェ

クスKK」のコンドームお土産付きもありで受検者は安

心・満足して帰りました。広報活動は（コロナ感染時の

おり、街頭での不特定多数の方への手渡し配布ビラは中

止しました。）主に「スマートらいふネット」のHPを活

用しました。併せて定例の検査受検者に口コミ宣伝を依

頼しました。 
結果：コロナ感染拡大の中でエイズウィークスの取り組

みの広報は限定され、また検査場も大阪ミナミの中心街

にあるため、定例検査受検者も大幅に減少傾向にあり、

大変厳しい取り組みとなりました。 
検査当日の受検者は3名でした。受検者減少の背景には

以下の点が推測されました。①コロナ感染拡大のため、

②例年レディ－スデーの検査項目は4項目（HIV・梅毒・

B型肝炎・クラミジア検査）で取り組んでいましたが、今

年度は女性の性感染症として感染率の高いクラミジア検

査項目が除かれていた事、③併せてコロナ感染予防のた

め、女性に魅力ある対面ハンドトリートメントコーナー

も設置できなかった事等々が重なり受検者減少につなが

ったと考えます。 
しかし、受検された方々は医師、薬剤師、保健師等の

個別相談も丁寧にされ、満足して帰りました。 
次年度は女性受検者にとり魅力ある検査項目・特別コ

ーナー設置等も実施して、多くの女性に期待されるレデ

ィースデーにしていきたいと思います。 

 

―――――――――――――――――――――― 

日本語が話せない方のための 

無料・匿名のHIV検査・相談 

―――――――――――――――――――――― 
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6日(日) 14:00~16:00 
場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST 
内容：NPO法人CHARMの協力を得て、「日本語が話せ

ない外国人」を対象とした無料・匿名のZoomによるリモ

ート外国語通訳付きHIV検査・相談事業」を実施しまし

た。即日検査として検査項目は、HIV・梅毒・B型肝炎の

3項目を実施しました。広報は、主に「スマートらいふク

リニック」のHPで行い、併せて定例の検査受検者に口コ

ミでの宣伝を依頼しました。 
結果：日曜日即日検査の総受検者30名がありました。そ

の中で2名の外国人（中国語受検者2名に趣旨説明、同意

の上）にZoomによるリモート通訳を行いながら検査を受

けていただきました。 
受検者からは「説明がとても丁寧で分かりやすかった。

母国語の通訳がある事でとても細かい事まで理解できま

した。日本語が話せない外国人も気軽に検査ができ、安

心できます」と感想がありました。 
外国人受検者は年々増加傾向の一途にあります。今後

も「Zoomを活用したリモート通訳による日本語が話せな

い外国人も安心して受検できるより良い検査体制」を発

展させていきたいと考えています。 
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―――――――――――――――――――――― 

大阪府主催 STI学習会 

セクシュアルマイノリティとエイズ 

－HIVと新型コロナウイルス－ 

―――――――――――――――――――――― 

主催：大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 

実施：MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月 5日(土) 14:00～16:00 
12 月 6日(日) 14:00～16:00 
12 月 12日(土) 10:00～12:00 

場所：Zoom ミーティングにて配信 
内容：新型コロナウイルス感染症を予防するため、今年

度は対面形式で開催せず、講師とスタッフのみdistaに集

まり、そこで収録した映像を Zoom ミーティングにて配

信しました。 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、大阪

におけるエイズ対策も大きな影響を受けました。そこで、

感染症に関する様々な分野の専門家を講師に招き、with 
HIV&COVID-19 の時代をどう生きていけばいいかにつ

いて、参加者を交えて考えることを目指しました。 
第 1 回「感染症と治療・支援 －HIV&コロナ治療の最

前線と外国人支援－」講師は白野倫徳氏(大阪市立総合医

療センター感染症内科 医長)、青木理恵子氏(特定非営利

活動法人CHARM 事務局長)。 

第 2 回「感染症と公衆衛生 －日本における公衆衛生

の独自性と課題－」講師は高鳥毛敏雄氏(関西大学社会安

全学部 教授)。 

第 3 回「感染症と法律 －感染症対策に関わる法律と

プライバシー保護－」講師は大畑泰次郎氏(弁護士)、後藤

大輔氏(MASH大阪 副代表) 
結果：参加者は第 1 回 20 名、第 2 回 18 名、第 3 回 15
名でした。 

 

――――――――――――――――――――――

第4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12日(日) 16:00～18:00 
開催形式：Zoomを用いたオンライン開催（LIVE） 
内容：毎年、HIVに関わる医療者に向けて知識向上や意

見交換を目的としてWorkshopを開催しています。今年は、

抗HIV薬処方箋の院外処方が増えてきた昨今において、

保険薬局薬剤師の抗HIV薬処方箋に対するスキルアップ

を目的としたWorkshopを開催。本来は、集合形式で行う

べきWorkshopですが、オンライン形式で実施するための

幾多のハードルをクリアし、保険薬局のHIV感染症薬物

療法認定薬剤師と専門薬剤師の全面協力により、大阪・

兵庫の11保険薬局から過去最多の参加者で開催できまし

た。 
結果：参加者は35名でした。特別講演１では、Future 
Japan代表で順天堂大学教授の井上洋士先生から、HIV 
Web調査を中心に「保険薬局薬剤師に求められること」

と題してご講演頂きました。 
HIV陽性者に対して大規模アンケートを実施されてお

り、そこから見えてくる患者が抱える悩みに対して保険

薬局薬剤師として意識して取り組むべき項目を明確にし

解説していただきました。 
特別講演２では、法円坂薬局の迫田直樹先生の進行に

より「HIV処方にどこまで対応できるか！？押さえるべ

き抗HIV薬のポイント」について、オンラインアンケー

ト結果を基に講義形式でポイント解説を実施していただ

きました。井上先生より示された目指すべき保険薬局薬

剤師像に向けて現時点における保険薬局薬剤師の習熟度

を共有するとともに、抗HIV薬業務に求められる知識向

上に役立つ内容でした。 
講演後のアンケートでは、両講演ともに高い理解度が

得られ保険薬局間で行う勉強会自体が少ない中、貴重な

会になったと考えています。 
今回はオンライン開催でしたので参加者も過去に比べ

て増えましたが、Face to FaceのWorkshopで検討し、具

体的なActionに繋げたい内容だったと考えています 
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７．広報                    

 大阪エイズウィークス2020の全体広報資材としてポ

スターやパンフレットを作成し、大阪エイズウィークス

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。 
 

参加団体（信長書店）での配布の様子 

 
 

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：観音折り8ページ／仕上がりA5サイズ／両面4色 

部数：10,000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。 
 

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 

 

 

 

 

 

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。 
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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 2020」を実施しました。 
 新型コロナの感染拡大に伴い、街頭での資材配布等が

出来ず、またイベントは感染対策を徹底して開催するな

ど、様々な制限がある中ではありましたが、諸団体・企

業にご尽力頂き、多様なイベントや企画を実施すること

ができ、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。 
 HIV／エイズの治療が進歩し、かつてイメージされた

ような「死の病」ではなくなりました。治療によって体

内のウイルス量をコントロールできている陽性者からの

感染は起こらなくなり、近年では年間の新規感染報告者

数は横ばいから微減の傾向となっています。 
 しかし、新型コロナの影響で、HIV抗体検査の受検者

数が減少していることも報告されており、早期検査・早

期治療の機会を逃している人達がいる可能性もあり、今

後の動向に注意が必要です。 
そして、HIV・エイズについて、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も、またまだ

おられます。 
今後も、ひとりでも多くの方に、HIVというウイルス、

エイズという病について、正確な情報をお届けできるよ

うに、努めて参りたいと思います。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

大阪エイズウィークス２０２０実施報告書 
発 行： 2021年(令和3年) 2月 
発行者： 公益財団法人エイズ予防財団 

 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-7-1 TOHYUビル3階 
 TEL（03）5259-1811 ／ FAX（03）5259-1812 
 ホームページ：http://www.jfap.or.jp 
 大阪エイズウィークス連絡会事務局 
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14 
 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 臨床研究センター3階 
 TEL（06）6942-1331［内線6350］ ／ FAX（06）6946-3652 
 ホームページ：https://osaka.aids-week.com/ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

エイズウィークス 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


