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「旭川市エイズ等対策推進懇談会」議事録（平成３０年度第１回） 

 

日 時 平成３０年１１月７日（水）１８：００～２０：００ 

場 所 旭川市第二庁舎３階 問診指導室 

出席者 

 

参加者８人（五十音順） 

伊藤純子氏，柿木康孝氏，上村利彦氏，黒崎明子氏，西野興子氏， 

平田大樹氏，古川慎一氏，山根克文氏 

事務局６人 

 （保健所）鈴木所長，青木公衆衛生主幹 

（健康推進課）南保課長 

（健康推進課保健予防係）渡部係長，板垣主査，鈴木 

会議の公開・非

公開 

公開 

傍聴者の数 ０人 

議事 ⑴ 進行役の決定について 

⑵ 会議の公開について 

⑶ 報告事項 

 ア 旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱の改正について 

 イ エイズ・性感染症の発生動向について       

 ウ 平成 29年度旭川市エイズ等予防対策事業について 

 エ 平成 30年度旭川市エイズ等予防対策事業について 

⑷ 意見交換 

  HIV検査の認知度を高め，受検者を増やすための取り組みについて 

資料 ・別紙１ 参加者名簿 

・資料１－① 旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱の改正について 

 資料１－② 旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱 

 資料１－③ 旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱新旧対照表 

 資料１－④ 旭川市エイズ等対策推進懇談会公開規程 

 資料２－① エイズ発生動向について   

 資料２－② 旭川市性感染症発生動向（定点４疾患）について 

  資料２－③ 梅毒発生動向について 

 資料３－① 平成 29年度旭川市エイズ等予防対策事業 

 資料３－② 平成 29年度 HIV抗体検査受検者アンケート結果 

 資料４   平成 30年度旭川市エイズ等予防対策事業 

 資料５   「生と性を考えよう！通信」第 15号 
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１ 開会 

２ 挨拶 

３ 参加者の紹介 

４ 議事 

⑴ 進行役の決定について 

  旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱第４条の規定により，市立旭川病院内科診

療部長柿木氏が選出され，参加者の拍手をもって承認された。 

⑵ 会議の公開について 

⑶ 報告事項 

  ア 旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱の改正について 

イ エイズ・性感染症の発生動向について  

【進行役】 

ただいまの事務局からの説明につきまして，御意見や御質問がある方がいらっしゃいまし

たらお願いします。 

【進行役】 

北海道における新規ＨＩＶ感染者が１９件となっておりますが，うち旭川が４件だとする

と，他は札幌でしょうか？ 

【事務局】 

札幌市は１１件となっておりますが，その他４件については，どの地域なのかは不明です。 

【進行役】  

旭川市の新規エイズ患者６人のアウトカム，例えば旭川で治療しているのかどうかなどに

ついては把握していますか？ 

【事務局】 

届出時の情報では，１０人のうち把握できた分では，４人は市外，３人は市内だとは分かっ

ていますが，その他については把握できませんでした。 

【進行役】 

届出後の医療機関でのフォロー状況については，報告等はありませんか？ 

【事務局】  

感染症法では五類に分類されているため，届出については名前等個人を特定できる情報の

報告がなく，その後の追跡はできない状況です。 

【参加者】 

旭川市での新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者１０人について，年代は分かりますか？ 

【事務局】 

２０～４０歳代です。 

【参加者】 

北海道の新規 HIV／エイズ感染者に占めるエイズ患者の割合が多いのはなぜでしょうか？ 
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【事務局】 

ＨＩＶ検査を受けていない方の中に潜在的な感染者が多くいると思われます。旭川市での

新規エイズ患者６人についても医療機関での検査において感染が分かった方が多くいまし

た。 

自身のセクシュアリティや性行動によって感染のリスクが高いと自覚する人の中には検査

を積極的に受ける行動を起こす方もいますが，そういった方はエイズを発症する前つまり

HIV 感染した段階で見つかることが多く，そこまで意識が至っていないということも考え

られます。 

【参加者】 

新規エイズ患者６人は，何らかの自覚症状があって心配になって検査を受けたのでしょう

か。 

【事務局】 

新規エイズ患者については，肺炎や脳症を発症していた方がいました。 

無症状病原体保有者（ＨＩＶ感染者）については，市外の保健所検査で判明した方，術前検

査，健診で見つかった方が含まれておりました。 

【進行役】 

HIV 感染に関連する症状を発症しエイズが判明した場合「いきなりエイズ」という言い方

をしますが，６人についてもそういった方が含まれていたかと思います。 

【進行役】 

梅毒については，全国的には増加していますが，旭川市においては流行は落ち着いてきてい

ると考えてよろしいでしょうか。 

【事務局】 

届出数を見るとそうですが，全国的な流行は続いていることから，注意深く経過を見ていき

たいと思います。 

【参加者】 

平成２７年から旭川市において梅毒が増加しているのは，何か理由がありますか？ 

また，全国的に増加していているのは，どのように理解していますか？ 

【事務局】 

海外からの持ち込み，海外からの旅行者による風俗店の利用等が影響していると分析もあ

ります。旭川市における梅毒患者の増加は，全国的な梅毒の流行によるものだと思われます。 

【参加者】 

性感染症については，疾病によって男性の方が症状が出やすく，女性の方が症状が出にくい

という特徴があるため，件数に男女差が生じているものと思われます。 

【進行役】 

貴重な御意見ありがとうございます。 

【進行役】 



4 

 

性感染症に対しては，対策は何かありますか？ 

【事務局】 

梅毒に関しては，平成２９年１０月から梅毒検査を開始して，早期発見に努めています。 

【進行役】 

全国的にはどうですか？ 

【事務局】 

札幌市では今年４月から梅毒検査を開始しています。道立保健所でも検討しているという

話を聞いています。全国的にも梅毒検査をする保健所が増えています。 

【進行役】 

梅毒検査体制が増えたことでも届出数が増えた要因になっているかもしれませんね。 

【参加者】 

梅毒検査については，どのようにＰＲをしていますか？ 

【事務局】 

市のホームページに掲載，また新聞等への報道依頼を行い，大きく記事として取り上げてい

ただくことができました。 

ウ 平成 29 年度旭川市エイズ等予防対策事業について 

【進行役】 

ただいまの事務局からの説明につきまして，御意見や御質問がある方がいらっしゃいまし

たらお願いします。 

【進行役】 

出前講座については，実績数が例年大体同じですが，毎年同じ施設ですか？新規の施設はあ

りますか？ 

【事務局】 

毎年，または隔年で継続して利用していただいている学校が多いです。 

【進行役】 

思春期性感染症予防講演会の参加者を見ますと養護教諭の方も参加されているようですが，

性教育については，学校では教員が教えていることが多いのでしょうか。 

【参加者】 

保健所以外の医師に依頼したり，普及啓発活動をしている団体に依頼するなどして，高校で

は大体実施しているかと思います。養護教諭が担当していることもあります。 

【参加者】 

本校では，３月に卒業生対象に保健所の出前講座を利用しています。市内の中学校は３０校

近くありますが，保健所の出前講座を利用している学校は意外と少ないと感じたので，校長

会でも情報提供したところです。 

【参加者】 

ＷＩＴＨでは，去年までの道内の高校等から依頼があり出前講座で啓発活動をしていまし
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たが，去年は初めて依頼が１校もありませんでした。 

【参加者】 

啓発活動ですが，例えば，「看護の日」に高校生等が医療機関にきますが，そのような時に

ポケットティッシュを配布するなどはどうでしょうか。 

【事務局】 

ポケットティッシュを配布することが可能かどうか，確認していきたいと思います。 

【参加者】 

性感染症等の予防啓発については，年代別や性別によってアプローチを考えたりしていま

すか？ 

【事務局】  

年代別，性別に対策を考えるという視点はなかったので，今後参考にして考えていきたいと

思います。 

【参加者】 

エイズ予防啓発カードとありますが，これは高校３年生全員に配布しているのですか？ 

【事務局】 

全員に配布しています。 

エ 平成 30 年度旭川市エイズ等予防対策事業について 

【進行役】 

平成３０年度については昨年同様の対策ということで，何か新規の事業はありますか。 

【事務局】 

昨年と同じ対策を継続し，実施している状況です。 

【進行役】 

啓発活動を通じて周知度はどのように実感していますか？ 

【事務局】 

検査受検者についてはあくまで一部の人だと思います。スマホなどで市のホームページを

御覧になっている方が多いようなので，丁寧に啓発活動をしていきたいと思います。 

(4) 意見交換 

   ＨＩＶ検査の認知度を高め，受検者を増やすための取り組みについて 

【進行役】 

啓発活動について何か御意見はありませんか？ 

【参加者】 

１０～３０代の方はスマホ，高齢の方にはアナログの紙面，といった形で媒体が違うので，

年代によって対策を考えていった方がよいのではないでしょうか。 

【事務局】 

本市のＨＩＶ検査を受けに来てくださっている方はスマホで見ている方も多いかと思いま

すが，その上の世代に対してのアプローチについて今後協議していきたいと思います。 
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【参加者】 

ＷＩＴＨでは，ベビーキルトをタイやウガンダのＨＩＶ感染の赤ちゃん等に送る活動をし

ていますが，ここ最近は学生さんが誘ってもなかなか活動に参加してもらえない状況があ

り，困難さを感じています。 

【黒崎様】 

ＨＩＶ検査の受検者とは別の話題になりますが，最近はＨＩＶ感染者が高齢になってきて

おり，高齢のエイズ患者の施設での受け入れ先がない問題が起きています。受け入れ可能な

訪問看護やグループホーム等の登録システムはありますが，登録しているのは一部の施設

にとどまっている状況です。 

【参加者】  

地域包括ケアが大切になっていますが，グループホーム等の管理者や介護職の方に周知を

お願いすると高齢の方にも情報が届くのではないかと思います。 

【進行役】 

確かに若年者に目が行きがちですが，高齢者に対する対策も必要で，高齢のエイズ患者を受

け入れてくれる施設が市内にないということもとても問題で，ＨＩＶに対する認識を変え

ていくことも必要かと思いますが，いかがでしょうか。 

【事務局】 

エイズ患者を地域全体でどのようにみていくかという課題をお示しいただいたと思いま

す。 

【進行役】 

エイズは高血圧や糖尿病のように慢性疾患となっておりまして，その後高齢になり介護が

必要になった時，社会でどう支えられるかという問題は大きくなっていくと思います。今後

考えていかなければならない課題ですね。 

【参加者】 

ＨＩＶ／ＡＩＤＳに対して誤解している場合もあるかと思いますので，正しい知識を伝え

ることが大事だと思います。 

【参加者】 

正しい知識を伝える機会としては，保健体育の授業の中でも取り上げていますし，保健所の

出前講座も利用しているところですが，体育教員との話では，ＡＣジャパンのコマーシャル

を授業の中で動画を見せて生徒たちに興味を持たせるという方法もあると聞いています。 

ＨＩＶ／ＡＩＤＳの統計を見ると２０～４０代に多く，ホームページでＨＩＶ検査を知っ

ているようですので，例えばスマホでの広告バナーで載せるなども若年層にも有効な手立

てかと思います。旭川市で新規ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者が１０人という危機感を伝える必

要があると思います。 

【参加者】 

検索ワード上位に上げる，といったことも不可能ではないですね。 
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【参加者】 

Tiktok のように音楽の付いた動画を YouTube に載せるなどの媒体の活用方法もあるかと

思います。 

セミナーやイベント等で人を集めること，費用をかけずというのは特に難しいので，マンパ

ワーを使いながら，携わるメンバーの士気を高めて活動することも大切かと思います。 

【事務局】 

年代別に周知という視点で，どのような周知ができるか，所内で話し合っていきたいと思い

ます。 

【進行役】 

世界エイズデーに合わせて，三六街でコンドームを今年も配布するということですが，対象

はどのような人ですか？ 

【事務局】 

夜間三六街に来ている成人になります。昨年は，男性が多く受け取ってくれたようで，女性

はコンドームということで敬遠されがちでした。 

【進行役】 

コンドームに限らず，何か違うものを配布するとかいかがですか。 

【事務局】 

コンドームとポケットティッシュを配布していましたが，今年は配布するものも検討して

いきたいと思います。 

【進行役】 

そろそろ時間になってきましたので，これで意見交換については終了したいと思います。 

最後に，「その他」何かありませんか。ないようでしたら，これで議事を終了したいと思

います。 

【事務局】 

ありがとうございました。また，皆様方からも，大変貴重な御意見をいただきましたこと

にお礼申し上げます。 

本日，ちょうだいいたしました御意見をもとに今後も本市のエイズ・性感染症予防対策を

より効果的なものにするよう努力してまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

最後になりますが，本日の会議の記録は会議の冒頭でお示ししました公開規程の第 5 条に

基づき事務局で要点記録方式で取りまとめたものを郵送でお送りして，内容を御確認いた

だき，お名前は記載せずに公表することとなっておりますので，よろしくお願いいたします。 

それでは，以上をもちまして旭川市エイズ等対策推進懇談会を閉会します。本日はお忙し

い中ありがとうございました。 

 

  


