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１．名称                    

大阪エイズウィークス2021 
 

 

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 
○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） 
○FM802 
○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                    

 2021年(令和3年) 11月20日(土)～12月12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40年が経ち、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

1000人以上、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。 
 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2021」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20日(土)
～12月12日(日)を、大阪エイズウィークス2021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。 
（本文中敬称略） 
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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：11月27日(水) 17時半～19時受付 
場所：大阪検査相談・啓発・支援センターchotCAST 
内容：HIV・梅毒・B型肝炎の即日検査とクラミジアの検

査（1週間後結果返し）、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。またコンドームの

お土産もあり、受検者は安心・満足して帰りました。広

報は、主に行政関係、大学保健センター、他NPO関係等

に案内ビラを送付し、またスマートらいふネットのHPで
も行いました。 
結果：受検者は14名でした。当日は即日検査と併せて医

師、保健師の個別相談もあり、「女性のみの検査体制は安

心して検査が受けられた」と好評でした。クラミジア検

査陽性率は16.7%あり、治療必要な方には医療機関を紹

介できました。受検者にはコンドームを配布し、感染予

防と早期発見の重要性が説明できました。 
 

 
 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

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：11月28日(日) 14時~15時半 
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、主に行政関係、大学保健セ

ンター、他NPO関係等に案内ビラを送付し、またスマー

トらいふネットのHPでも行いました。 
結果：日曜日即日検査には受検者23名がありました。そ

の中で外国人1名（中国人）に対して、NPO法人CHARM
の協力を得てZoomでのリモート通訳付き検査相談を実

施しました。受検者の感想は「母国語で検査内容の詳し

い説明があり良く理解できた。また母国語で細かい相談

ができた事からHIV感染予防の大切さが良く理解でき

た。」との事でした。年々外国人受検者が増加する中で、

言語の障壁を除いた通訳付き外国人検査相談事業の必要

性を感じています。 
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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

大阪エイズ啓発フェスティバル2021 

―――――――――――――――――――――― 

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 

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） 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月4日(土)12時～18時、5日(日)10時～18時 
場所：大阪市中央公会堂 
内容：今年はエイズ流行40周年、そしてエイズ対策への

支援と連帯を示すレッドリボンの30周年にあたることか

ら、大阪市中央公会堂を会場として、12月4日(土)と5日
(日)の二日間にわたるイベントを開催いたしました。講演

会・シンポジウム、ジャズフェスティバル、メモリアル・

キルト展、HIV/エイズの歴史年表展、世界初のエイズ治

療薬の発見者 満屋裕明博士展、健康相談・体験コーナー

など様々な企画を実施しました。大集会室入口では、来

場者にエイズ啓発資材のセットをお一人１つずつお渡し

しました。またエイズ予防週間実行委員会の啓発資材配

付ブースを設置し、来場者の皆さまにご自由にお持ち帰

りいただきました。 
結果：両日間あわせて600名以上の来場者があり、多くの

方々に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。 
 

講演会・シンポジウム 

「AIDS at 40（エイズの発見から40年）」 

【公益財団法人エイズ予防財団が、「令和3年度エイズ対

策研究推進事業研究成果等普及啓発事業」として実施】 

日時：12月4日(土) 13時25分～16時半 
会場：大阪市中央公会堂 大集会室 
内容：1981年6月、アメリカで世界最初のエイズ症例が

報告されてから今年で40年を迎えました。そこで、「AIDS 
at 40（エイズの発見から40年)」をテーマに、講演会及び

シンポジウムを開催しましました。 
◆講演1「パンデミック時代を生きる～90-90-90からエイ

ズターゲット2025へ」宮田一雄（元産経新聞特別記者） 
◆講演2「AIDS治療薬開発からCOVID-19治療薬の開発

へ」満屋裕明（国立国際医療研究センター理事・研究所

長） 
◆シンポジウム 「HIV感染症・エイズ研究40年の進歩と

今後の展望」 
①「HIV発生動向予測と90-90-90等について」西浦 博（京

都大学大学院医科学研究教授） 
②「HIV/AIDSの基礎研究の現状と今後の戦略について」

塩田達雄（大阪大学微生物病研究所ウイルス感染制御分

野教授） 
③「HIV/エイズ研究の社会的意義について」花井十伍（大

阪HIV訴訟原告団代表） 
④座談会 
司会：白阪琢磨（エイズ予防財団理事長） 
シンポジスト：塩田達雄、花井十伍 
コメンテーター：満屋裕明・宮田一雄 
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世界初のエイズ治療薬の発見者 満屋裕明博士展 

【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】 
日時：12月4日(土) 12時～18時、5日(日)10時～18時 
会場：大阪市中央公会堂 小集会室 
内容：満屋裕明先生は、世界で初めて抗HIV-1活性評価系

を発明され、azidothymidine：アジドチミジン(AZT)と
いう化合物がHIV-1に対して強い抗ウイルス活性を発揮

する事を世界で初めて明らかにされました。AZTは1987
年に世界最初のAIDS治療薬として承認され、世界中で臨

床に供されました。AZTは当時「死の床」にあった多く

の患者に投与され、治療法がなかったAIDS患者に大きな

希望を与えました。満屋先生は、続けて世界で第2番目、

第3番目となる治療薬didanosine：ジダノシン(ddI)、
zalcitabine：ザルシタビン(ddC)を、最近ではプロテアー

ゼ阻害薬darunavir：ダルナビル(DRV)を開発され、それ

らは世界中で臨床に供され、多くのHIV陽性者の命を救

っています。そのような満屋先生の功績の一部をパネル 
展示しました。 
 

 

 

メモリアル・キルト展 

【メモリアル・キルト・ジャパン】 
日時：12月4日(土) 12時～18時、5日(日)10時～18時 
会場：大阪市中央公会堂 中集会室、大集会室前 
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

います。それらの想いのこもったキルトを展示しました。 
中集会室中央には5m四方の大きな「世界地図のキルト」

を床に広げての展示も行いました。 
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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】 
日時：12月4日(土) 12時～18時、5日(日)10時～18時 
会場：大阪市中央公会堂 中集会室、大集会室前 
内容：薬剤師によるお薬相談と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、管理栄養士による

食育サットを用いた栄養相談、そして今回新たにアロマ

資格を有する薬剤師によるアロマハンドマッサージを追

加して行いました。 
2日間で100名前後の方にご参加いただきアンケート集

計の結果、栄養相談インボディー、分包体験、アロマハ

ンドマッサージの体験において参加者からは、「具体的に

数値で示されるので現状の健康状態の把握に役だった」、

「普段の食事が偏っていることに気付けた」、「分包体験

は子供が喜んでいました」、「アロマ体験とても感謝です」

と言ったコメントが記載され好評をいただきました。 

参加者の58％は一般参加者、14％が学生さん、年齢別

には30代、40代の参加者が多い状況でした。 

 

 

 
 

HIV/エイズの歴史年表展 

【公益財団法人エイズ予防財団】 
日時：12月4日(土) 12時～18時、5日(日)10時～18時 
会場：大阪市中央公会堂 中集会室 
内容：今年はエイズ流行40周年、レッドリボン誕生30周
年にあたる節目の年です。レッドリボンは「あなたがエ

イズに関して偏見をもっていない、エイズと共に生きる

人々を差別しない」というメッセージです。エイズの流

行が最も深刻だった時期にレッドリボンは誕生しました。

ウイルスによって隔てられた人と人との距離を物理的に

は受け止めつつ、その分断を乗り越え、信頼のきずなを

取り戻していく。新型コロナウイルス感染症のパンデミ

ックが拡大し人々が分断されている今こそ、それが可能

であることをHIV/エイズの歴史から学んでいただきた

く、HIV/エイズの歴史を動画で紹介しました。 
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エイズ啓発大阪ジャズフェスティバル vol.4 

【第32回日本エイズ学会学術集会記念エイズ啓発イベン

ト実行委員会】 

日時：12月5日(土) 14時半～17時半 

会場：大阪市中央公会堂 大集会室 
内容：中学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。演奏の間では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や、白阪琢磨先生によ

る日本におけるエイズの現状についての講演も行いまし

た。中学生達は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、また高校生達が行ったHIVや性感染症

についての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、プロによるパフォーマンスは絶妙で、ご

来場の皆さまには、大変ご満足いただけたようです。 
◆ジャズパフォーマンス 

高槻市立冠中学校 The Crown Jazz Orchestra 

Takatsuki 

プロバンド：上場正俊(Ds)、牧知恵子(Pf)、河村英樹

(Ts)、田中洋一(Tp)、上山崎初美(B)、ロアナ・シーフ

ラ(Vo) 

◆声楽アンサンブル 

大阪府立夕陽丘高校音楽科卒業生 声楽アンサンブル

《Musikfreunde Yuhigaoka》 

◆高校生によるエイズと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」 

◆講演「日本におけるエイズの現状」 

白阪琢磨（国立病院機構大阪医療センター臨床研究セ

ンター長、公益財団法人エイズ予防財団理事長） 
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―――――――――――――――――――――― 

専門家とのおしゃべりイベント 

しゃべるかぁ 

―――――――――――――――――――――― 

実施：MASH大阪 

―――――――――――――――――――――― 

日時：11月 6日(土)、14日(日)、20日(土)、12月 4日(土)、
18日(土)、26日(日)の 17時～20時 
場所：コミュニティセンターdista 
内容：『しゃべるかぁ』はdista で気軽に専門家とおしゃ

べりするプログラムです。日頃の想い（嬉しかったこと・

悲しかったこと）や考えごとや悩み、仕事や性感染症に

ついてなど、みなさんのお話をお聞きします。 
結果：相談件数は 26件でした。専門家とのおしゃべりイ

ベントと打ち出した敷居の低さによる広報で、高校生の

参加者も居たことや、相談内容が去年は、人との出会い

がない等対人関係が主であったが、今年度は周囲や社会

の中での軋轢（あつれき）の相談が多い印象でセクシュ

アルヘルスの相談もありました。 
イヤホンを使用するので、ある程度プライバシーが守

られることや、専門医の方をオランラインで繋ぐので、

センターから離れた専門家を呼べることからオンライン

化によるメリットも見ることができました。 
また、定期的なイベントにして欲しいとの声もあり、

需要がある事もわかりました。 

 
 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

第5回 関西HIV・薬剤Workshop 

―――――――――――――――――――――― 

主催：特定非営利活動法人薬と医療の啓発塾 

後援：一般社団法人大阪府薬剤師会 

―――――――――――――――――――――― 

日時：12月11日(土) 15時～17時 
会場：内久宝寺薬局研修室（Zoomを用いたWeb開催） 
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薬処方箋を応需するうえで保険関連について不安

を持っている薬局が多い傾向があることから、医療保険

や公的支援制度を理解する目的で、エイズ拠点病院のソ

ーシャルワーカーの方を交えて意見交換しました。内久

宝寺薬局研修室を拠点に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12保険薬局からの参加者で開催できました。 
結果：保険薬局に勤務する薬剤師・調剤事務の計34名の

方に参加いただきました。これまで、保険薬局ではソー

シャルワーカーの方との連携の場がなかったため、本会

では勉強になった、業務に活かしたいという意見や、保

険関連において薬局で経験した問題点に対して解決策を

見いだせたなど、多くのご意見をいただきました。普段、

対応する患者は同じなのにも関わらず直接連絡を取る機

会の少なかったソーシャルワーカー・保険薬局間におい

て意見交換の場を設けられたことは、非常に貴重な機会

であったと感じています。 
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７．広報                    

 大阪エイズウィークス2021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。 

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：13,000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 

 

 

 

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

発信しました。 
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８．メディア                   

 大阪ウィークス 2021 の期間前後に、ＦＭ放送局２社

で、エイズや性感染症の情報、また大阪エイズウィーク

ス 2021のイベント情報が伝えられました 

―――――――――――――――――――――― 

ＦＭ大阪 

―――――――――――――――――――――― 
提供：公益財団法人エイズ予防財団 

―――――――――――――――――――――― 

HIV/AIDS啓発のミニ番組 LOVE+RED for TEENS 

日時：11月26日(金)、12月3日(金)、10日(金)、17日(金) 
各日22時55分～23時と23時55分～24時 

内容：HIV/AIDSの基礎知識の他、差別・偏見の解消や、

今年のエイズデーのキャンペーンテーマであるレッドリ

ボンにも焦点を当てた内容をお届けしました。さらに大

阪エイズウィークス 2021 のイベント情報も伝えしまし

た。 
 

スポットCM  

日時：11月下旬から12月中旬 
内容：約 1ヵ月間、HIV/エイズ予防を呼びかけるスポッ

トCMを放送しました。 

―――――――――――――――――――――― 

ＦＭ８０２ 

―――――――――――――――――――――― 
提供：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 

―――――――――――――――――――――― 

FM802 MUSIC FREAKS LIVE会場でのサンプリング 

日時：11月22日(金)  
内容：ライブイベント「FM802 MUSIC FREAKS LIVE」
の会場（Zepp Namba）で、大阪エイズウィークス2021
パンフレットのサンプリングを実施しました。配付数は

1200部。 
 
生CM 

日時：11月22(月)、12月1日(水) 
内容：番組内で、世界エイズデーや HIV・エイズを取り

巻く現況、大阪エイズウィークス 2021の告知等を内容と

した生CM を行いました。 
 

FM802メールマガジン 

日時：11月26日(金)  
内容：約 30万人に配信されるメルマガの下部に、12月 4
日・5 日の大阪エイズ啓発フェスティバルの告知を掲載

しました。 

 

 

９．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 2021」を実施しました。 
 今年も新型コロナの状況を伺いながらの準備・実施と

なり、イベント時に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、努めて参ります。 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

大阪エイズウィークス２０２1 施報告書 
発 行： 2022年(令和4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：https://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 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


