
 

  

日時：8 月 7 日（日）13 時～15 時 

講師：新宿しらかば診療所 井戸田一郎氏 
会場：かながわ県民センター304 教室（定員 60 人） 

主催：認定 NPO 法人 AIDS ネットワーク横浜 

◆セクシュアルマイノリティの診察も行う新

宿しらかば診療所の井戸田先生が、性感染症の

現実を語ります。 

横浜 AIDS市民活動センター ニュースレター 第 145号 （5600部 2016年 7月 10日発行） 

第 23回 AIDS文化フォーラム in横浜 おすすめ講座 

URL   http://www.yaaic.gr.jp/ 

 

発行：横浜 AIDS市民活動センター 
公益財団法人横浜ＹＭＣＡが横浜市から事業

を受託しています。 
 

〒231-0015横浜市中区尾上町 3丁目 39番

地尾上町ビル 9Ｆ ／TEL：045-650-5421 

FAX：045-650-5422／E-mail：info@yaaic.gr.jp 

平日：13：00～20：00／土・祝：10：00～17：00 

休館：日／火 

監修：横浜市健康福祉局健康安全課 

特集 HIV・エイズのこと、どのくらい知っている!? 

～Let’s Challenge！基礎知識テスト！～ 

 

HIV・エイズ、性感染症の正しい知識・最新情報をわかりやすく解説！ 
★センターからのお知らせ★ 

 

日時：8 月 6 日（土）13 時～15 時 
会場：かながわ県民センター306 教室（定員 30 人） 

主催：横浜 AIDS 市民活動センター 

◆アフリカのマラウィとモザンビークでエイズ対策ボランティア活動に取り組んだ青年海外協力隊経験

者が語ります！現地の活動と経験した苦楽、地域の魅力など。将来、ボランティア活動を考えている方に

もおススメ！ 

日時：8 月 7 日（日）10 時～12 時 

講師：北山翔子氏 
会場：かながわ県民センター305 教室（定員 60 人） 

◆当時付き合っていた彼氏から HIV に感染。まさか彼

が感染しているとは思わなかったのです。人生は 180

度変わってしまったように思えましたが…。私がHIVと

共にどのように生きてきたのか、そのままお話します。 

2015 年講座「アフリカ

のエイズ」の様子→  

昨年はガーナを取り上

げました 

以下の講座は、第 23 回 AIDS文化フォーラム in横浜で開催されます。すべて無料・予約不要。 

No1. 1 日約 4 人-昨年１年間、日本

で HIV 感染がわかった人の数- 

◆Act Against AIDS の 2016 年エイズ知識啓発ポスターパネル 貸出開始 

No2. 若者の感染が多い!? No4. 日常生活では感染

しない! 

No3. HIV 感染のほとんど

が性的接触 

No6. 世界の HIV 感染者数

3,690 万人 

No5. HIV 検査は保健所

なら匿名・無料 

◆平成 27（2015）年エイズ発生動向 年間報告（確定値） 

 厚生労働省エイズ動向委員会が 2016 年 5 月 25 日に発表した報告によると、平成 27 年の

新規 HIV 感染者報告数は 1,006 件、新規エイズ患者数は 428 件、計 1,434 件（過去 9 位）

でした。感染経路・年齢の動向は以下のとおり。 

・新規 HIV 感染者：同性間性的接触によるものが 691 件（全 HIV 感染者報告数の約 69％）、異

性間が 196 件（同 約 19％）。特に 20～30 代が多い。 

・新規エイズ患者：同性間性的接触によるものが 250 件（全エイズ患者報告数の約 58％）、異性

間が 95 件（同 約 22％）。特に 30 歳以上が多い。尚、50 歳以上が約 27％を占めている。 
 

新規 HIV 感染者報告数及び新規エイズ患者報告数は平成 26 年に引き続き減少した。女性の

新規 HIV 感染者報告数は過去 3 年間、数は少ないが増加傾向を示した。 

詳しくはエイズ予防情報ネットへ→ http://api-net.jfap.or.jp/status/ 

 
◆休館のお知らせ 

臨時休館：2016 年 8 月 6 日（土）※AIDS 文化フォーラム in 横浜参加のため 

夏季休館：2016 年 8 月 13 日（土）～17 日（水） 

 

◆横浜 AIDS 市民活動センターは「世界エイズデーin Yokohama 2016」（2016 年 11 月

26 日（土）13：00～16：00、会場は横浜駅東口の新都市プラザ）の高校生・学生ボランティアを

募集しています。ご関心のある方はセンターまでお問い合わせください。 

TEL 045-650-5421 FAX 045-650-5422 

音楽業界を中心にエイズ啓発活動を行って

いる Act Against AIDS が制作した最新ポス

ターのパネル（B2 版・6 枚セット）を貸し出

しています。文化祭やイベントなどでの展示

に便利です。 

貸出方法詳細は、横浜 AIDS 市民活動セン

ターの HP でご確認ください。 

URL： http://www.yaaic.gr.jp/ 

♠第 23 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜♠「つながる ひろがる わかちあう」 

日程：2016 年 8 月 5 日（金）～7 日（日）10 時～17 時 30 分（最終日は 16 時） 

会場：かながわ県民センター（横浜駅西口） 予約不要・無料 

主催：AIDS 文化フォーラム in 横浜組織委員会 共催：神奈川県 

フォーラムへのお問い合わせ：ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ横浜事務局 横浜 YMCA 国際・地域事業 高村・大塚  

TEL：045-662-3721（代） FAX：045-651-0169 E-mail: abf@yokohamaymca.org URL：http://www.yokohamaymca.org/AIDS/ 

日時：8 月 6 日（土）15 時 30 分～17 時 30 分 
会場：かながわ県民センター2 階ホール（先着 100 名） 

主催：AIDS 文化フォーラム in 横浜運営委員会 

◆第 24 回東京国際映画祭グランプリ 

笑いと涙が溢れてとまらない！世界を席巻した<幸福な衝撃>に

絶賛！絶賛！絶賛！！！ 
 

別世界に住むふたりが、まさかの友となる。 

事故で首から下が麻痺した大富豪と、彼を介護するスラムの

黒人青年。最強のふたりが、無敵の人生に乗り出した！ © 2011 SPLENDIDO / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / 
TEN FILMS / CHAOCORP 

 



 

 

 
 

何問正解できるかな!? ○か×を選んでね！ 
 

自分や大切な人の健康

を守るために、学んだ知

識をどう役立てられる 

か考えてみてね！ 

特集 HIV・エイズのこと、どのくらい知っている!? 
～Let’s Challenge！基礎知識テスト！～ 

 

テストの解答＆解説 
正しい知識が予防につながります♪テストをきっかけに

HIV・エイズへの理解を深めていきましょう☆ 

 

 

Part1 感染経路編 

Q1. HIV とエイズ（AIDS）は同じではない・・・・・・・・・・・・・・       

 

Q2. HIV に感染すると、2～3 日でエイズになる・・・・・・・・・・・ 

 

Q3. HIV の感染原因で最も多いのは性的接触である・・・・・・・・・・ 

 

Q4. 特定の相手との性的接触であれば HIV に感染することはない・・・・ 

 

Q5. 他の性感染症に感染していると HIV に感染しやすくなる・・・・・・ 

 

Q6. HIV 予防に有効なコンドームには、正しい使い方がある・・・・・・ 

 

Q7. ピルは HIV 予防に有効である・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

Part2 治療・検査編 

Q8. HIV・エイズは死に至る病である・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

Q9. HIV は早期発見・早期治療がとても重要である・・・・・・・・・・ 

 

Q10. 献血で HIV 検査を受けられる・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

Q11. HIV 検査を保健所で受ける時、保険証を持っていく必要はない・・ 

 

Q12. HIV・エイズについて不安なことを質問できる相談機関がある・・ 

 

Part3 流行状況編 

Q13. 2015 年末、世界の HIV 感染者数は約 1200 万人である・・・・・ 
 

Q14. 日本国内の年間の新規 HIV 感染者・新規エイズ患者報告件数は 

かなり減ってきている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

Q15. 神奈川県の新規 HIV 感染者と新規エイズ患者報告件数は日本全国で 

4 番目に多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

お疲れさまでした！答えは右のページで解説します！ 
               

○ ／ × 

 

○ ／ × 

 

○ ／ × 
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○ ／ × 
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○ ／ × 

○ ／ × 
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○ ／ × 

 

○ ／ × 

 

○ ／ × 

○ ／ × 

 
○ ／ × 

 
○ ／ × 

 

 

Part1 感染経路編 
Q1 ○ HIV は「ヒト免疫不全ウイルス」というウイルスの名前です。HIV に感染すると免疫が低下し、健康

な状態ならかからないようなさまざまな病気にかかりやすくなります。それら病気の総称をエイズ（AIDS）

「後天性免疫不全症候群」といいます。 
 

Q2 × HIV 感染からエイズ発症まで数年～10 年の潜伏期間 

（個人差あり）があります。 
 

Q3 ○ 2015 年に国内で報告された新規 HIV 感染者・新規 

エイズ患者の 8 割以上が性的接触による感染でした。 
 

Q4 × 特定の相手であっても過去のことまではわかりません。 

相手が HIV に感染していればあなたに感染する可能性はあります。 

過去に一度でも性的接触をしたことがあれば、HIV 検査を受けておくことが大切です。 
 

Q5 ○ 性器クラミジア感染症やりん菌感染症など、性的接触により感染する病気を「性感染症」といいま

す。感染すると性器の粘膜などに炎症が起こり、HIV に感染する確率が高まります。（※HIV も性感染症の一つ） 
 

Q6 ○ HIV や性感染症の予防にはコンドームを正しく使うことが有効です。保管方法、装着方法を適切に行

わないと、破れたり外れたりすることもあります。正しい使い方は横浜 AIDS 市民活動センターの HP で確認

できます。http://www.yaaic.gr.jp/category/condom 
 

Q7 × ピルは妊娠をしないようにする経口避妊薬です。HIV や性感染症の予防はできません。 

 

 Part2 治療・検査編 
Q8 × 体の中から HIV を完全に取り除く治療方法はまだ見つかっていませんが、HIV が増えないようにコ

ントロールしエイズ発症を抑える治療方法は進歩し、長く生きていくことができるようになってきました。 
 

Q9 ○ エイズ発症により初めて HIV 感染がわかる“いきなりエイズ”率が増えています。早期発見は早期治

療につながり、病気の進行を抑えます。そして、他の人への感染拡大も防ぐことができます。 
 

Q10 × 献血で HIV 検査を受けることはできません。輸血が必要な人の健康を守るために、 

検査目的の献血は絶対にやめてください。検査は保健所の無料 HIV 検査を利用しましょう。 
 

Q11 ○ 保健所が行う無料 HIV 検査に保険証は必要ありません。匿名なので名前や住所 

などは聞かれません。検査会場は HIV 検査相談マップで検索！ http://www.hivkensa.com/ 
 

Q12 ○ 保健所では HIV・エイズに関する相談も受け付けています。 

横浜では、認定 NPO 法人 AIDS ネットワーク横浜が「夜間休日エイズ電話相談」（水曜 18 時～21 時、土曜

15 時～18 時 TEL045-201-8808）を行い、専門相談員がさまざまな相談や質問を受け付けています。 

Part3 流行状況編  
Q13 × 国連合同エイズ計画（UNAIDS）によると、

2015 年末、世界の HIV 感染者数は 3,670 万人。年

間 210 万人が新たに HIV に感染し、110 万人がエイ

ズに関連する原因によって死亡しています。 
 

Q14 × 2015 年に国内で報告された新規 HIV 感染

者数は 1,006 件、新規エイズ患者数は 428 件、合計

で 1,434 件でした。2014 年に続き若干の減少は見

られたものの、2007 年以降は年間 1,500 件前後の

報告が続いている状況に変わりはありません。 
 

Q15 ○ 2015 年報告数の上位 4 位は、1 位東京都

435 件、2 位大阪府 221 件、3 位愛知県 105 件、

そして、4 位に神奈川県 87 件でした。 

 
☆学校授業や啓発活動などの際にご自由にお使いください。横浜 AIDS市民活動センター☆ 

平成 27（2015）年エイズ発生動向/厚生労働省エイズ動向委員会 

知識をさらに学びたい人はエイズ予防情報ネット（エイズ予防財団実施）へ GO！ http://api-net.jfap.or.jp/ 


