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ごあいさつ

新たな年を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。
昨年は第31回日本エイズ学会学術集会が東京中野区内の、中野サンプラザとコングレスクエア中野に
おいて開催され、生島が大会長を務めさせていただきました。この開催にあたっては、臨床分野からは
岡慎一さん（国立国際医療研究センター）、基礎分野からは俣野哲朗さん（国立感染症研究所） に多
大なお力添えをいただきました。また、総勢31人のプログラム委員のみなさまと一緒にプログラムを
編成させていただきました。 エイズ学会会員のみなさまからは、320演題の投稿があり、口演、ポス
ターとして発表をしていただき、活発な議論がされました。
参加者は、1,500を超える方々が、国内はもとより海外からもご参加いただきました。 海外ゲストと
して、タイ・台湾・中国・ドイツ・スイスなどから専門家や活動家をお招きし、 特にアジアとのネッ
トワークをより強固にする機会となったのではと思います。
新しい試みとして企画されたプログラム、次世代を担う医療者・支援者向けのユースプログラム、 HIV
陽性者によるスピーチプログラムはいずれも好評で、次回以降の学術集会にも引き継がれていく予定で
す。
また、TOKYO AIDS WEEKS 2017が中野区と共催で同時期に開催されました。企画・運営にあたっ
ては、山縣真矢さん （NPO法人東京レインボープライド）に代表をお引き受けいただき、高久陽介さ
ん（NPO法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス）に 事務局という大変な労務を引き受け
ていただき、13人の運営委員をまとめていただきました。その結果、22イベントのべ1,500人の市民
に 参加していただきました。
また、恒例のGay Men's Chorusが今年も開催され、エイズ学会会場である、コングレスクエア中野に
て演奏され、大変に好評でした。
第31回日本エイズ学会プログラム委員のみなさま、TOKYO AIDS WEEKS 2017運営委員のみなさ
ま、行政、企業やブースで出展していただいた団体のみなさま、ボランティアで開催に力を貸していた
だいたみなさま、本当にありがとうございました。
第31回日本エイズ学会学術集会・総会、TOKYO AIDS WEEKS 2017については個々のサイト内で、
報告をさせていただきますが、まずはこのNEWSにて、関わった方々の声に触れていただければと思い



ます。
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第31回日本エイズ学会臨床部門　ACC 岡 慎
一

臨床部門は、治療の進歩により、感染者の高齢化
や、新規感染者を増やさないための予防が重視さ
れていた。この点では、…

基礎・臨床・社会の三者間の相互理解を深め
る努力　HIBIKI

生島会長のリーダーシップのもと、基礎・臨床・
社会の三者間の相互理解を深めるための様々な努
力が感じられました。…

 

超多忙のなかで感じられた感謝の念と出会
い　放送大学/株式会社アクセライト　井上
洋士

…私にとって試練でした。座長や演者など計9つ
の役割をいただき、…

今回の学会開催地の議員として感じたこと
（学会と地域振興の連携）　東京都中野区区
議会議員　石坂 わたる

区の担当者の協力によって区役所の外壁、中野駅
の駅頭、駅前商店街に掲げられた大きなレッドリ
ボンの垂れ幕。今回の学会とウィークスを振り返
り、区長から…

 

学会を振り返って（薬剤師編）　薬剤師　
Pharm

…参加した薬剤師数名に聞きました。皆さんの感
想は一様に、とても面白かった！臨床系全般に…

かかりつけ歯科医はいますか？　鈴木歯科ク
リニック　鈴木 治仁

…あれから23年が経ちます。抗HIV薬の開発によ
り、今では慢性疾患として天寿を全うできる疾
患…

 

社会系から6年越しの学会会長　人間環境大学
看護学部　市川 誠一

基礎、臨床、社会の3領域で構成される日本エイ
ズ学会、2017年総会は6年ぶりの社会系会長の…

エイズ対策の曲がり角で示したコミュニティ
の決意　日本HIV陽性者ネットワーク・ジャ
ンププラス　長谷川 博史

日本のエイズ対策の歴史を考える時、今回のエイ
ズ学会の意義は…
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ユースプログラム
今後も続けて欲しい「ユースプログラム」　
首都大学東京大学院 人間健康科学研究科　島
田 恵

学会でのユースプログラムは、初の試みだったよ
うです。プログラムのポイントは、…

ユースプログラムを主催して　東京医科大学
病院　薬剤部 関根 祐介

2017年11月26日、第31回日本エイズ学会にお
いて、ユースプログラム「日本のHIV/AIDSチー
ム医療/支援はオモシロい！」を行いました。本
プログラムは、…

POSITIVE TALK 2017
POSITIVE TALK 2017　日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス（JaNP+）高久 陽
介

今学会から、複数のHIV陽性者がスピーチを行う「POSITIVE TALK」
という企画が新たにスタート…

交流スペース、展示、AIDSjp
声を上げ続けていきたい　AIDS感染当事者　
齋藤 達也

AIDS学会のスカラシップ制度が無くなっても、
当事者参加の声をつなげていきたい、そんな想い
が…

僕の仲間は「同じ思いを持つ人たち」　ヒロ
ト

HIVはきわめて私的なできごと、秘めたる自分事
にすぎなかった。それが、初めて学会に参加し
て、…
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初めてのエイズ学会　（株）スパイスアンリ
ミテッド　bda ORGANIC

…「セックスに関わるすべての人がセックスを楽
しめるように」をミッションに立ち上げた…

エイズ学会学術集会の事務局を経験して　折
茂 淳

今回、縁があり事務局を担当しました。学会の開
催にあたっては、資金集めや広告宣伝、…

 

わくわくしたエイズ学会　ぷれいす東京　砂川 秀樹

… 私は、フェイスブックのライブ放送を担当しました。このライブ放
送では、…

Facebookに15のインタビュー動画がありますので、ぜひご覧ください。

内外からのプレナリー・セッションのスピーカーやアジアのシンポジウ
ムのゲストにお話を伺っています。

TOKYO AIDS WEEKS 2017　感想文

光り輝く「レッドリボン」　特定非営利活動法人東京レインボープライド 共同代表理事　山縣
真矢

中野区役所庁舎の壁面に設置された巨大なレッドリボンが陽光を浴び、
威風堂々と光り輝く、あの光景を目の当たりにしたときは、本当に胸が
熱くなりました。今でも…

映画『BPM　ビート・パー・ミニット』 ファントム・フィルム　鶴田 菜生子

カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した映画『BPM　ビート・パ
ー・ミニット』…
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映像の力、多目的ホールの熱気　ノーマルス
クリーン　Sho Akita

…産業振興センターでの初日、大阪からSWASH
の皆さんが韓国からのゲストとともに登場し…

 

親子の「ゆるふわ性教育」　ぷれいす東京　
池上 千寿子

70年も生きてきたので数多くの対談をしてきま
したが、まるで母と息子という年の差の若いシゲ
先生との…

フロントスタッフへの感謝　Gay Friends
for AIDSコーディネーター／TOKYO AIDS
WEEKSボランティアスタッフ担当 桜井 啓介

最近知り合いになった方の何人かが、実際に会場
に来てくれました。知り合いが選んだのは、…

 

初めてのボランティア　ぷれいす東京　YUJI

ボランティアとして初めて参加しました。エイズ
に関する研究等をどのように…

笑顔のステージ　ぷれいす東京　加藤 力也

TOKYO AIDS WEEKSでのゲイ合唱によるミニ・
コンサートも今回で3回目。過去2回は…

ゲイコーラスに初めて参加して　槐島 聡志

…偶然Twitterで案内を見て久々に歌いたいとい
う気持ちが沸々と湧いてきて、…

お知らせ

1/8(月・祝) ぷれいすトーク「第31回日本エイズ学会学術集会～アンコ
ール発表会」演者が決定しました
日時　2018年1月8日(月・祝)　15:00～17:00（開場：14:30）
会場　CASE Shinjuku（JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線
「高田馬場駅」下車徒歩2分）

11/24～26に開催された第31回日本エイズ学会学術集会では、ぷれい
す東京スタッフや研究班メンバーによる多くの発表がありました。参加
できなかった皆様のために、アンコール発表会を開催します。どうぞ奮
ってご参加ください。

詳細・申し込みはこちら。

1/27(土) ぷれいすトーク『感情の「みかた」～つらい感情もあなたの
「味方」になります。』参加者受付中
日時　2018年1月27日（土）18:30～20:30（開場18:00）
会場　新宿区戸塚地域センター　多目的ホール（７F）
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ゲスト　堀越 勝さん（国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法
センター センター長）

堀越さんの本を読むと、基本となる感情は、喜び、悲しみ、怒り、不安
ですが、「悲しみ」「うつ」「怒り」「敵意」「不安」「寂しさ」「我
慢」「ゆるせない」の感情が自分へのサインで、自分の「味方」になる
ことが見えてきます。堀越さんの話を聞きながら、自分の何かを変える
手がかりを探してみませんか。

詳細・申し込みはこちら。

1/14(東京)、1/21(札幌) 「LASH調査報告会」開催
東京：1月14日（日）、札幌：1月21日（日）にて、「LASH調査報告
会」を開催します。 
恋愛、セックスや性の健康について、突っ込んだ質問にもかかわらず、
全国で6,921人を超える方々から全問の回答をいただきました。ご参
加、本当にありがとうございました。
その貴重な結果を報告するとともに、みなさまの率直なご意見などをお
聞きできたらと思います。
報告会は予約不要、無料です。お名前をお聞きすることもありません。
お近くの方は、ぜひご参加ください。

お願い

認定NPO法人を目指してラストスパート！
NPO法人ぷれいす東京は2018年9月頃に認定NPOの申請を行う予定で
す。 皆様のチカラで、ぷれいす東京を認定NPO法人にしてください。 
＜みなさまにお願い ＞
ぜひ、お友達やお知り合いにぷれいす東京の活動をご紹介いただき、認
定サポーターになっていただけるよう、協力を呼びかけていただけない
でしょうか。 2018年3月までの実績で、2018年月9月頃に申請しま
す。
2年間で200人以上のサポータが必要です。 残り数ヶ月、ラストに向け
てみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。 
ぷれいす東京　代表　生島 嗣

詳細はこちら。
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[陽性者と家族の日記]
性別、年代、セクシャリティ、住んでいる地域など、さまざまな
HIV陽性者が日記をつづっています。HIV陽性者の何でもない日常
や、ちょっとした生活のかけらに触れてみてください。

[スタッフ日記]
ぷれいす東京には、いろいろな人がかかわっていて、さまざまな
活動がおこなわれています。ニュースレターや活動報告書ではお
伝えできないひとりひとりの思いや、日々の風景があります。

ぷれいす東京の活動は、HIV陽
性者たちのサポートに欠かせな
いものです。皆様のご協力が必
要です。クレジット決済では、
月々1,000円からサポートを続
けることができます。

感染不安の電話相談、HIV陽性
者・パートナー・家族など周囲
の方、および判定保留・確認検
査待ちの方のための電話相談、
ゲイによるゲイのための電話相
談があります。

Living with HIVは、HIV陽性者
のパートナー・家族・友だち・
職場の仲間などの、24編の手記
と、基礎知識データを取りまと
めた短いコラムなどからなりま
す。

ぷれいすVOICEは皆様の普段言えないでいる声などを、Web上で発信
するものです。経験者の皆様にしか書けない、応援メッセージを募集し
ます。

ぷれいす東京NEWSの購読について

ぷれいす東京NEWSはこれまでにメールアドレスを登録された方に、外部のメール配信システム（ブレ
インメール）を使って送信しています。送信不要の場合、またはアドレス変更をご希望の場合は専用ペ
ージで手続きができます。ブレインメール（@e.bme.jp）からのメールを受信できるように設定をお願
いします。

登録・解除フォーム

特定非営利活動法人ぷれいす東京
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
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