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 エイズ対策の両輪は予防

と支援だとよく言われます。 

  

 この30年のHIV/エイズと

の闘いを振り返れば、対策

の最大の推進役は、HIVと

いうウイルスに感染した人

たち、エイズの流行に影響

を受けている人たちでした。

「影響を受けている人たち」

とは多くの場合、HIV陽性者

の家族、恋人、友人、知

人、そして HIV感染の高いリスクにさらされやすく、その

ために社会的な差別や偏見を受ける恐れのある人たち

を想定して使われています。その人たちの闘う力を支え

ることで、予防のメッセージもまた、社会に広く伝えていく

ことが可能になります。 

 

 一方、日本国内でHIVに感染している人はエイズ動向

委員会の報告ベースでも年間1500人前後に達していま

す。累積報告数から考えると、少なくとも2万人を超える

HIV陽性者が、会社などで働き、学校で勉強し、映画を

見に行ったり、バーで一杯やって帰ったり、テレビでなで

しこジャパンを応援したりしている現実がすでにありま

す。そのリアリティ（現実）を受け止める想像力さえあれ

ば、「影響を受けている人たち」にはもっと大きな広がり

が出てくるはずです。支える力は影響を受けているから

こそ生まれてくるといった事情もあります。 

 

 そうした広がりの中でもう一度、「エイズとわたし」の関

係を考えてみたい。だれが何を支え、何を防ごうとしてい

るのか。そして、どのような影響を受けてきたのか。どこ

かでエイズの流行と触れあっている「わたし」。すれ違っ

たかもしれない「わたし」。いろいろな人たちの「エイズと

わたし」を聞いてみたい。紹介できる機会を作りたい。そ

んな思いが「エイズとわたし 支えることと 防ぐこと」には

込められています。 

 

    （ コミュニティアクション2011実行委員会 ） 
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 12月1日の世界エイズデーにあわせて、下記のイベントが開催されます。 
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◆12月10日（土）レッドリボンキャンペーン in 広島 

エイズ検査 
 

 

日時：平成23年12月10日（土）14：00～18：00 

 

場所：①ユノ川クリニック（広島市中区新天地5-14） 

        ②林病院（広島市中区三川町3-21） 

 

予約：可（予約していない方も受検可） 

 

連絡先：広島市保健医療課 082-504-2622 

 

検査について：無料、匿名検査 

          採血後約20分で結果がわかる検査です。 

          事前の予約がなくても検査を受けることがきますが、 

          予約をすると待ち時間が短縮できます。 

 

協力：広島市（広島市保健センター等）、広島県（広島県保健所等）、 

        社団法人広島県臨床検査技師会、 

        特定非営利活動法人りょうちゃんず、広島県臨床心理士会、 

        広島市民病院、県立広島病院、広島大学病院等 

ステージ＆ブース 

 

→携帯予約QRコード 

  携帯からはこちらから 

  事前予約できます。 

 

日時：平成23年12月10日（土）13：00～18：00 

 

場所：アリスガーデン中区新天地及びその周辺 

※NPO法人セトラひろしまが実施する 

  「アリスガーデン・パフォーマンス広場AH！」と共催 

 

ステージ内容：広島東洋カープ選手のトークショー、 

          スラィリーのステージ 

          インディーズミュージシャンのライブ等 

 

ブース内容：HIV/AID啓発に関するパネル展示 

          予防啓発パンフレット等の配布 

 

主催：広島市、広島県、社団法人広島県臨床検査技師会、特定非営利活動法人りょうちゃんず 
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電話番号 検査実施日 実施時間 迅速検査

　広島県西部保健所 0829-32-1181 第3水曜日 10:00-11:30 ○

　広島県西部保健所広島支所 082-513-5521 第1水曜日 9:00-11:00 ○

第2水曜日 9:00-11:00 ○

6月・12月のみ 9:00-14:00 ○

　広島県西部東保健所 082-422-6911 第1・第3火曜日 9:00-11:30 ○

　広島県東部保健所 0848-25-2011 第2・第4水曜日 9:00-16:30 ○

第2火曜日 9:00-15:30

6月・12月のみ 17:30-19:00有

　広島県北部保健所 0824-63-5181 第2水曜日 13:00-15:00 ○

毎週月曜日 18:00-20:00

毎週水曜日 9:00-11:00

◎★11月28日（月） 13 :00-18 :00 ○

　広島市東保健センター 082-568-7729 毎週月曜日 9:00-11:00 ○

毎週金曜日 9:00-11:00 ○

◎12月2日（金） 13 :00-15 :00 ○

毎週火曜日 9:00-11:00 ○

◎12月2日（金） 9:00-11 :00 ○

毎週木曜日 9:00-11:00 ○

◎12月2日（金） 9:00-11 :00 ○

◎12月5日（月） 13 :00-15 :00 ○

第1・第3木曜日 9:00-11:00 ○

◎11月28日（月） 9:00-11 :00 ○

◎11月29日（火） 9:00-11 :00 ○

◎11月30日（水） 9:00-11 :00 ○

　広島市安芸保健センター 082-821-2808 毎週火曜日 10:00-12:00 ○

毎週木曜日 9:00-11:00 ○

◎★12月1日（木） 14 :00-17 :00 ○

第1火曜日 9:00-11:00 －
◎12月14日（木） 17 :00-19 :00 -

第3水曜日 9:00-11:00 －
◎12月1日（木） 17 :00-19 :00 -

第1 9:00-11:00 －
第3 17:40-20:30 ○

第4 14:30-16:30 －
　さんすて福山 084-928-1127 ◎★12月3日（土） 10：30-15：30 ○

　広島県健康福祉局 健康対策課 082-513-3175 毎週月曜日～金曜日 8:30-17:00

　広島市健康福祉局 保健医療課 082-504-2622 毎週月曜日～金曜日 8:30-17:00

　広島県エイズホットライン 082-242-0812
毎週土・日曜日

（第1除く）
9:00-16:00

広島エイズダイアル（相談のみ） 082-541-0812 毎週土曜日 18:00-21:00

082-250-4108

　呉市東保健センター 0823-71-9176

13:00-16:00

　福山市保健所
  (すこやかセンターふくやま）

084-928-1127

　広島県東部保健所福山支所 084-921-1311

　広島市安佐北保健センター 082-819-0586

082-943-9731

　呉市保健所
　(すこやかセンターくれ）

　広島市南保健センター

　広島県西部保健所呉支所 0823-22-5400

ＨＩＶ検査についての相談所

○
　広島市中保健センター 082-504-2528

082-294-6235

　広島市安佐南保健センター 082-831-4942

　広島西保健センター

0823-25-3525

　　　　広島県内　HIV検査・相談のできるところ　(無料・匿名）
　　　　検査をご希望の場合は事前に電話予約してください。

　　　　　◎はHIV検査普及週間の臨時検査日です。★は予約無しで検査が受けられます。

○

　広島市佐伯保健センター

○

月3回（水曜日）

毎月第2・第4日曜日
　広島県エイズ日曜検査
　(県立広島病院内）

広島県エイズホットライン
082-242-0812
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<ご意見募集>  

ご意見やご希望がございましたら、エイズ医療対策室（内線5351）までお寄せください。 

◆「AIDS at 30（エイズの発見から30年）」のご案内 

 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30年を迎えました。そこで「AIDS at 

30(エイズの発見から30年）」をテーマに、講演会及び

シンポジウムを開催致します。 

 

 講演1ではエイズ流行の歴史や現状が、講演2では

平成18年度から5年間にわたって実施された「エイズ

予防のための戦略研究」の報告が、それぞれ分かり

やすく解説されます。 

 

 シンポジウムは「HIV感染症・エイズ研究30年の進歩

と今後の展望」と題して、基礎研究、臨床研究、社会

医学研究の第一人者による、これまでの研究成果や

現状、将来展望などについての発表と、会議を交えて

の意見交換を行います。 

 

（公益財団法人エイズ予防財団ホームページより） 

◆平成23年度第2回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等 

  連絡協議会のご案内 

 

 

日時： 平成24年1月13日（金）14:30～17:00 

場所： 広島国際会議場 地下2階ヒマワリ(広島市中区中島町1-5 電話：082-242-7777) 

 

14:30～14:35 開会 あいさつ 

14:35～15:35 報告 

  座長 土井正男先生（県立広島病院 呼吸器内科・リウマチ科 主任部長） 

 

    「岡山県におけるHIV感染者及びAIDS患者の診療体制の現状～エイズ治療拠点病院連絡会議の役割～」 

    講師 和田秀穂先生（川崎医科大学附属病院 血液内科部長・教授） 

 

    「山口県におけるHIV感染症医療の状況」 

    講師 藤井康彦先生（山口大学医学部附属病院 輸血部准教授） 

     

15:45～16:30 特別講演 

  座長 野田昌昭先生（広島市立広島市民病院 内科部長） 

 

    「長期療養を考慮に入れた血友病・HIV感染者診療のポイント」 

    講師 岡 慎一先生（国立国際医療センター エイズ治療・研究開発センター センター長） 

 

16:30～17:00 患者からの提言 地域原告 

 

※公開会議となっております。参加希望の方は、直接会場までお越し下さい。 

講演会・シンポジウム 

「AIDS at 30（エイズの発見から30年）」 

 

日時：平成23年12月3日（土）13：25～16：45 

場所：UDXシアター（東京・秋葉原） 

参加費：無料 

定員：先着150名 

主催：公益財団法人エイズ予防財団 

 

参加ご希望の方はメールにて 

event1203@jfap.or.jp までお申し込みください。 

 

詳しい内容は下記エイズ要望財団のHPをご覧ください。 

http://www.jfap.or.jp/index.html 


