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「旭川市エイズ等対策推進懇談会」議事録（令和元年度第１回） 

 

日 時 令和元年１１月６日（水）１８：３０～２０：００ 

場 所 旭川市第二庁舎３階 問診指導室 

出席者 参加者１０人（五十音順） 

石田良太氏，伊藤純子氏，大城亮二氏，柿木康孝氏，上村利彦氏，    

黒崎明子氏，恒川琢司氏，西野興子氏，平田大樹氏，山根克文氏 

事務局５人 

 （保健所）鈴木所長 

（健康推進課）伊藤課長 

（健康推進課保健予防係）渡部係長，板垣主査，蛇見係員 

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 エイズ・性感染症の発生動向について       

 イ 平成 30年度旭川市エイズ等予防対策事業について 

 ウ 平成 31年（令和元年）度旭川市エイズ等予防対策事業について 

⑷ 意見交換 

 ア 外国人対策について 

 イ 今後のエイズ予防啓発カードの配布について 

資料 ・別紙１ 参加者名簿 

・資料１－① エイズ発生動向について   

 資料１－② 旭川市性感染症発生動向（定点４疾患）について 

  資料１－③ 梅毒発生動向について 

 資料２－① 平成 30年度旭川市エイズ等予防対策事業 

 資料２－② 平成 30年度 HIV検査受検者アンケート結果 

 資料３   平成 31年（令和元年）度旭川市エイズ等予防対策事業 

 資料４   「生と性を考えよう！通信」第 16号 

・参考資料１ 旭川市エイズ等対策推進懇談会開催要綱 

参考資料２ 旭川市エイズ等対策推進懇談会公開規定 
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令和元年度 旭川市エイズ等対策推進懇談会 議事録 

 

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 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】 

全国，全道におけるエイズの感染者の減少については，どう説明されているのでしょうか。 

【事務局】 

横ばいにはなってきておりますが，若い層でのＨＩＶ感染者が減っているわけではありま

せん。また，いきなりエイズと言われるように，まだわかっていない方もいらっしゃるかと

思います。 

【進行役】  

性感染症について，横ばいに推移しているかと思うのですが，どのように解釈しているので

しょうか。 

【事務局】 

旭川市の性感染症の発生動向から見ますと，遠方の方が旭川市に来て検査を受けられると

いった，市外の方も多く来られているのかと思います。また，検査を受けられていない方の

中にも感染が広がっていることにも懸念しなければならないと思っております。 

また，定点で報告しているのが旭川市の場合婦人科２か所，泌尿器科１か所となっており，

全国，全道と比較すると多いといった結果になります。 
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【進行役】 

これは，昔から婦人科が２つ，泌尿器科が１つですか。 

【事務局】  

全国的に，人口規模により定点医療機関の数は決められています。 

【進行役】 

泌尿器科の先生どうですか。皮膚科は定点に入れなくてもいいですか。 

【参加者】 

梅毒の場合ですか。今の皮膚科の先生は梅毒を診る機会が少ないと思います。我々泌尿器科

でも診たことがないです。数年前にすごく出ましたので，手掌のバラ疹や感染部位の潰瘍等

勉強はしました。 

現在の梅毒の症状は，典型的な皮膚症状などで見つかる場合より，ＳＴＩ症例を採血した結

果，梅毒感染が発見されることが多いので，皮膚科の定点はあまり必要ないと思います。 

【参加者】 

実は婦人科では月２０件くらいあります。ここでは２件だからかなり偏った数字，果たして

正確な数字なのか，毎回言っていることですが。 

【参加者】 

定点なので仕方ないですね。うちは泌尿器科なので，定点医療機関とは圧倒的に差がありま

す。患者が来る施設と来ない施設は確実にあるわけで，経時的にその地域における変動をみ

ることはできますが，全体のトータル数をみるものではないと思います。 

【参加者】 

定点での報告件数から，実際値というのは，ある程度予測できているのでしょうか。 

【参加者】 

それは無理ですね。先程も話しましたとおり，うちの施設が定点医療機関なら圧倒的に件数

は下がります。とり方によってどうなるか，全部一緒くたにある時期について何例あるって

いう数を集めなければ分からない。こういう定点観測では無理です。 

【参加者】 

確かに，インフルエンザ等でも，市内の学校で学級閉鎖が始まっていても保健所の動向調査

が全然動かないということもあります。 

【参加者】 

定点の観測施設というのはローテーションさせているのですか。 

【参加者】 

いいえ。医療機関が閉院するといった場合などに変わります。その際は，新たに北海道から

指定を受けて，医師会と話をして新たな医療機関に決まっていくといった流れとなります。

指定をするのは北海道となります。 

【参加者】 

婦人科は婦人科医会長が，産婦人科は産婦人科医会の会長が推薦しており，この１０年くら
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い変わっていません。 

【参加者】 

実際，信頼性があるかどうかについての問題になってしまうことについて，意見交換をする

場というのはあるのでしょうか。 

【参加者】 

定点医療機関の選定というところでは，ないです。全国的にも人口割りで決まっているとい

うものになります。 

【参加者】 

今の時代それでいいのか，流行を反映しているのか，問題になるかと思うのですが。 

【参加者】 

通常，性感染症の学会では，例えばすすきのであれば，周辺の先生達に依頼して，ある程度，

患者が来ているところで把握します。福岡の中州だとか，何か所かＳＴＤ研究会があります

から，そういうところで把握しているものがあります。 

これは，経時的に同じ場所でやっているからある程度意味があるものであって，実数を捉え

ているものではありません。実数が都市間同士でどうかというのはお互いの数を比較する

ということであれば，ある程度患者が来ているところをずっと決めてやらないと分からな

い。そうすることで，東京の○○より札幌が多い等の検討の仕方をするのが普通で，このよ

うに定点を比べてというグラフは学会等では見たことがありません。 

【参加者】 

私たちが定点による統計をそのように理解をしないといけないということですね。同じ医

療機関で経年的にみていくということですね。 

イ 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】 

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，実績が横ばいかと思うのですが，横ばいだからいいと判断しているの

か，横ばいだから伸び悩んでいると判断しているのでしょうか。 

【事務局】 

確かに，この 5 年くらいの経過を見ても，隔年での実施や，同じ学校の中で学年が変わるこ

と，保健所の出前講座を利用していた養護教諭が，転任校で実施するといった流れはありま

すが，新規というのは非常に珍しいです。恐らく，どこの学校でも保健所の出前講座は利用

しなくても，他からの外部講師を依頼していることもあると思いますので，横ばいで伸び悩

んでいるのが望ましくないとまでは思っていません。毎年，年度初めに，新しい担当者向け

に出前講座の御案内をさせていただき，保健所の講座利用を依頼してくれる学校に行くと

いう流れになっております。 
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【進行役】 

ちなみに母数というのはどれくらいになっているのでしょうか。 

【事務局】 

60～70 校くらいの学校に御案内しております。 

【進行役】 

学校の先生方いかがでしょうか。出前講座の利用等ありますか。 

【参加者】 

毎年やってます。恐らくどこの学校でも行っていると思います。保健所のこともあるし， 

病院の医師に依頼することもあります。 

【事務局】 

実際，年度初めに御案内しても，小中学校，高校の場合，年度行事の予定はすでに前年の１

２月には決まっていることが多いとお聞きしたことがあります。実際にはこのタイミング

での周知というのは遅すぎますか。 

【参加者】 

行事自体は大体決まっていると思います。ただ，その行事に誰をお願いするかについてはそ

んなに早く決まっているわけではないので，その時の養護教諭や担当者によって変わって

くると思います。実際その年に間に合わなくても次年度に活かされる，ということもあるか

と思います。 

【参加者】 

毎年やっている学校もあれば３年に一回のところもあります。 

行事予定については，確かに１２月くらいに決めなくてはならないかと思います。 

【参加者】 

ＷＩＴＨでも年に数回出前講座を実施しています。 

学生のアンケート調査では，知識としては持っていても，行動としては伴っていない。「嫌

われたくない」という理由から相手になかなかリスクを伝えられないのだなということが

分かります。決して知識がないわけではないのだなということがアンケートから見えてき

ます。 

ウ 平成 31 年（令和元年）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。 

【参加者】 

宣伝になりますが，11 月 30 日に世界エイズデーのイベントを行うと報告がありましたが，

私たちも 5 階で 11 月 28 日から 12 月 1 日までの 4 日間エイズのキルト展を行いながら，

世界のウガンダとかタイの話を交え，市民や高校生や大学生を対象に啓蒙活動をしており

ます。11 月 30 日になるべく高校生が来たら，検査に行くように勧めます。 
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【進行役】 

思春期性感染症予防講演会についてですが，時間帯が午後 2 時から 3 時半となっています

が，対象が医療関係者，教育関係者，施設関係者となっており，当然仕事の時間帯になると

行けないということになるかと思うのですが，時間帯を変えるとか，事務局として検討して

いること等御意見はあるのでしょうか。 

【事務局】 

おっしゃるとおり，行きたいけれど，この時間帯は難しいという意見もあり，夜間に開催す

るなど，参加者の意見等も参考に検討してまいります。 

【参加者】 

自施設でも，講演会で介護施設の職員に話を聞いていただくため模索をしているところで

す。医療機関としては高齢になったＨＩＶ患者さんを理解していないと，施設で受け入れて

もらえないという状況があるので良い取り組みだと思います。6 人もいらっしゃったという

のを聞いて，私のところも講演会をやったりしますが，介護施設や訪問看護ステーションに

案内しても，それ程参加がないので，すごいと思いました。 

【進行役】 

実際，ＨＩＶの患者さんは，高齢の方が多くなっていて，医療の後，介護施設に入所しなけ

ればならないという人が多いのですが，旭川市内でどこか受け入れている施設はあります

か。 

【事務局】 

実際，施設でも，入所を受け入れているというお話しもお聞きしておりますが，通所も含め 

施設利用を断られてしまうというケースはあるようです。薬でコントロールできていれば

他の人にはうつらないという情報が浸透していないということもあると思います。 

【進行役】 

用意された議題は以上になりますが，全体を通してのディスカッションをしたいと思いま

すが，皆さんどうでしょうか。 

【参加者】 

以前，外国人旅行者が増えたときに，ものすごく感染症が増えたことがあったかと思います

が，来年のオリンピックに向けて何か対策はあるのでしょうか。 

【事務局】 

オリンピックに関しましては，HIV だけではなく海外から持ち込まれる感染症として，注

意すべきものもあり，今回のラグビーワールドカップでも国内の発生状況を厚労省が情報

提供しており，日本全国で発生状況を把握しておりました。 

どこまで注意喚起できるのかは，これからも考えていかなくてはならないと思います。 

【事務局】 

沢山の，外国の方が日本に来られることについて，国としては，かなり大がかりな体制を強

いていると聞いています。具体的には空港の検疫，港の公安の検疫，これらはかなり如実な
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訓練をしていると聞いております。感染症対策の訓練というのは，台本をみんなで共有して，

その通りに行なうというのがというのがこれまで多くのやり方として行なっていたのです

が，川崎市ではまったく台本がないブラインドの訓練，ただこれは例えば一類とかの感染症

に対する対策であって，性感染症を対象にということではありませんが，実施したと聞いて 

おります。海外の方が沢山来るから，性感染症に気を付けましょうというアナウンスは，な

かなか難しいと思います。今回のラグビーワールドカップ，来年のオリンピック・パラリン

ピックに限らず，人の動きというのは，邦人・外国人に限らず色々な交流があるということ

でありますし，梅毒に関しては届出に性産業との関わりについて記載をするように変更に

なりましたが，これはむしろ誤解を招くのではないかと，必ずしも性産業の利用あるいは従

事ということだけがリスクとなるわけではなく，梅毒に関しては広く一般化しているとい

うことであるのに届出の様式をそのように変えたのはどうだったのだろうという専門家の

意見もあります。 

マスギャザリングといわれる多くの人が集まることに関しては，対策をとっていかなけれ

ばならない，ただ性感染症に特化したものとしては，国のレベルでも都道府県のレベルでも

あるいは一保健所のレベルでもないというのが実状になります。 

(4) 意見交換 

  ア 外国人対策について 

【進行役】 

確かに自分たちの施設においても外国人，ベトナムの方も多いと思いますが，その人達が来

たら，すぐに対応できるようなガイドラインのようなものを用意している施設はあります

か。 

【参加者】 

市外に薬局があって日本語学校の学生がそこに来て，言語が英語圏でもない，理解できない

ような言語を話していたという話を聞いています。もちろん，側に誰か付いてきているけれ

ど，直接本人に伝える時にはアプリを使って話をする。しかし，それがなかなかうまくいか

ないというのが現状のようなので，私もそこは聞きたいと思います。 

【事務局】 

先月，全国保健所長会があり，やはり外国の方への対応として，英語圏ではない方といかに

コミュニケーションをとるか非常に話題になっておりました。そこであげられていたのが

「ポケトーク」という単体のものと，アプリケーションをダウンロードして使用する，総務

省と札幌市の消防局が救急対応として共同で開発したという「ボイストラ」の２つが紹介さ

れておりました。ボイストラについては，30 数カ国語対応ということで，どれくらいの使

い勝手なのかは確認しておりませんが，この２つがメジャーとなっているようです。 

それと，割と最近ですが，外国から来られる方に，医療機関に対しどのように対応ができま

すかということを公表することに関して，保健所を通じて調査を行なったところです。来年，

外国人が送られたときに対応する時の体制作りになりますが，そういった動きもあります。
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ただ実際問題としては英・中・韓くらいで英語なら何とかというところが医療機関としては

多いように思います。北海道の中では札幌の東徳州会病院がかなり対応していますという

ふうに公表されていたり，それからサービスとして医療機関についてはですけれど，24 時

間電話で相談に乗りますということで保健医療サービス全般について，そういったグロー

バルな対応が求められてきている時代だということを痛感しています。 

【進行役】 

その翻訳する機械を来年購入する予算などは付いているのですか。 

【事務局】 

ないです。当面は無料のアプリを使用することになるかと思います。 

【参加者】 

歯科医院に，ホテルに滞在している韓国，アメリカ，オーストラリアの方が来院したことが

あります。それこそ，ポケトークを買って，かなりの長文，歯科用語も翻訳してくれるので，

まず自分がずっと話をして，相手に見せ，逆のボタンを押して話をして，見せという繰り返

しの対応をしました。歯科治療なので，最後は図を描いて見せてわかってもらうという対応

をしました。ただ，やはりそこにかける時間が膨大にかかり，歯科医師が全て対応するので， 

他の診療が止まってしまうということになります。たまたま対応した方々は，理解していて

くれたので問題はなかったのですが，保険がまったくきかないので，金銭面の話もすること

になり，そこでも日本の額を伝えますが，全て自己負担になってしまうので，事前にホテル

から伝えてもらったりもしています。国によって治療に差があるのではないかということ

もありますが，救急で来るので，とりあえず痛みを取って薬を出すという治療をしています。 

【参加者】 

旭川の小中学校でも，実はその問題が出てきています。外国の子どもが入ってきて，日本語

が分からないというケースです。以前，中国人の子どもが，からだの調子悪いということで，

ポケトークを使ったのですが，それが全然分かってもらえず，ほぼ通じませんでした。 

結局は日本語が分かる中国人に来てもらい，通訳をしてもらいました。ポケトークを使うの

も良いかもしれませんが，日本語の分かる外国人の方にお願いした方が理解しやすいかも

しれません。 

【参加者】 

実際，市外の薬局でもその通りだったようです。1 人がつきっきりになってしまい，アプリ

のスイッチを押し間違えたりと非常に時間もかかったようで，これが薬剤師 1 人の場合で

あれば他の全ての対応がストップしてしまうことになります。 

【進行役】 

実際には，通訳の人がいた方がスムーズに対応しやすいということでしたが，何か予めそう

いったリストのようなものを作っておいたらいかがですか。英語圏，チャイナ，コリアン，

ベトナムとか，確かに旭川にはいるような気がしますけれども。何か，つてはありますか。 

【事務局】 
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HIV の匿名，無料検診に限って話をしますと，札幌市の場合，英語バージョンと並記する

形で問診票などを作っています。また母子手帳，予防接種の説明もここ数年で整理をしてい

ます。これを参考にさせてもらうという手もありますね。 

【進行役】 

少なくとも今回の HIV について，保健所の仕事に限って言えば，英語版など揃えてあって

も良いですね。 

イ 今後のエイズ予防啓発カードの配布について 

【進行役】 

これはいつから配布しているのでしょうか。 

また，これに係る経費はどうなっていますか。 

【事務局】 

平成 16 年度からになります。 

紙代が高額になってきておりますので，1 枚当たり 12 円になります。 

来年度については在庫の関係上配布することになりますが，令和 3 年度に向けて皆様の御

意見を基に検討したいと思っております。もう少し対象者の手元に残るものはないかと思

っております。 

【参加者】 

講演会や映画など，動機付けの後に配布すると効果がありそうですね。注意喚起をすれば無

料になるとか，QR コードを付けるとか。そこからすぐに検査の申込ができるようになれば

良いのではないでしょうか。 

【進行役】 

やはり，今，カードとなれば何かプレミア付きだったりポイントが付くなど，特典がなけれ

ばキープしないような気がします。QR コードも良いですけれど，読んだ後，捨てられる可

能性がありますよね。 

【参加者】 

実際どうしたら良いか分からないのですが，これを誰かに見せれば１ポイント。知らせれば

知らせる程ポイントがたまるなどでしょうか。 

【参加者】 

世界エイズデーのイベントでも，保健所のティッシュを配布していますが，喜んではくれて

も，裏にあるチラシは見ないのです。表にも文字があれば見てくれるかもしれないですね。

学生の場合 1 人だったらもらってくれるのに２，３人だと断られる。「裏を見てね」と声か

けするようにしています。カードだけならなかなかもらってくれないかもしれないですね。 

【事務局】 

ある程度の年代の女性は割とティッシュ等もらってくれますが，若い方々，高校生くらいだ

と，何が手元に残るのかなと考えております。 

【参加者】 
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なかなか難しいですね。 

基本的に，自分でこれを受けてみたいと思わなければ，スマホであれ，カードであれ見向き

もしないと思います。だからそのような気持ちにさせることが大事だと思います。 

先程言っていたように，講演会の後に配るとか，それは効果があると思います。そこで初め

てそれを見て，こういうものがあるのだとそういう手順を踏んで，意識付けをするのがシン

プルでいいと思います。 

そうでなければ十数万かけて作成するのはもったいないと思います。もっと有効活用でき

ると良いのではないでしょうか。 

【事務局】 

啓発として全体に配ることについて，出前講座の後に配布する等，対象について見直しを図

りたいと思います。 

【進行役】 

例えば，携帯とリンクすることを考えても良いかと思いますが，そうなれば更にコストアッ

プする気もしますが。何かバランスを考えて，そこに良いアイデアがあればと思いますがど

うでしょうか。 

【参加者】 

確かに，最近の若い人達は情報が多すぎて，興味のあるものにしか反応しない。いらない情

報は受け入れないという風潮はあるかと思います。やはり興味を持たせるしかない。興味を

持たせたときに，何かこういうことができますよと知らせることが大事ですが，これがなか

なか難しいですよね。  

【進行役】 

何か，ここにインパクトのある言葉を載せたらどうですか。若者の心に響く，インパクトの

ある言葉，そういうパワーフレーズみたいなものがあれば良いですね。 

【参加者】 

スマホゲームのキャラクターに何か言わせるとかいかがでしょうか。 

【進行役】 

発想を変えて，何か配るではなくて発信するとか，何か情報発信する時代なのかもしれない

ですね。何か，ヒントになるようなことはあったかと思いますので，是非有効に活用できる

ような形で検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【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，頂戴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，内容を御確認いただ
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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。 

 

  


