HIV感染者は増え続けています
◎世界では…

HIVとともに生きる人々の
総数は3,670万人！

2017 年 11 月発表、UNAIDS（国連合同エイズ計画）
は、世界規模の HIV/ エイズの流行によって、2016
年には約 100 万人が命を落とし、約 180 万人が新
たに HIV に感染したと推計しています。

HIVの感染経路は主に3つです
HIV の感染源となるのは、血液と精液と膣分泌液です。感染経路は次の 3 つ
で、中でも性的接触によるものが約 8 割を占めています。

性的接触による感染
HIV に感染した、男性の精液や
女性の膣分泌液を感染源として、
性器や直腸、口の粘膜を通して
パートナーに感染します。

サハラ以南のアフリカでは、

アジア太平洋地域では、

地域です。2016 年には新たに 6 万人

す。その多くが注射器による薬物使用者で

エイズによる死亡者の約 7 割がこの
の子どもが HIV に感染したと推計
されています。これらの新たな感染
のほとんどは女性で、無防備な性的

危険なのは、HIV 感染者と注射
針や注射器を共用する薬物等
の回し打ちです。

すが、商業的セックスを通じても多くあり
ます。HIV/ エイズは、都市部から農業地域
など、より幅広い国民層への拡大が心配さ

接触によるものです。

れています。

◎日本では…

HIV/ エイズ患者の報告数は、2008 年から

HIVとともに生きる人々の
総数は2万7,000人！

血液による感染

アジアの国々で流行が拡大しつつありま

横ばいの状態が続いています。2016 年の
1 年間では HIV 感染者 1,011 件、エイズ
患者 437 件で、
「いきなりエイズ※」患者が
年 400 件以上（新規 HIV 報告数の約３割）

母から子への感染
妊娠中の母親の胎内で、また、出
産時に血液などで感染する可能
性があります。母乳での感染も報
告されています。

報告されています。
※いきなりエイズとは

HIV 感染に気づかないままエイズを発症することです。
近年、
中年男性を中心に増加しています。
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日本では、輸血用血液は厳重な検査によって最高水準の安全性が確保さ
れています。
しかし現在の技術では、きわめてまれですが、感染の可能性を完全に排
除することはできません。
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HIV感染を予防するには

感染の危険性は誰にでもあります。特に、一般の人が気をつけなければなら
ないのは、性的接触による感染です。性行動について、かしこい選択をするよ
うにしましょう。

エイズには 治療薬 があります！

きちんと検査をうけて早期治療をすれば、エイズ＝死の病ではなくなりま
した。医療の進歩によって多くの治療薬（抗 HIV 薬）が開発されていて、
HIV の増殖をおさえることができます。

◆相手に不安を感じたら

◆もし HIV 感染がわかったら

◆きちんと薬をのむ

行動に不安を感じたら、ハッキリ断る

疫やその他の健康状態を調べて、これか

ス が 耐 性※を も っ て し ま い ま す。毎 日

ことです。

らの治療について医師と相談しましょう。

しっかり決められた量をのむことが大

セックスを求められたとき、相手の性

すぐに専門の病院を受診しましょう。免

抗 HIV 薬を中途半端にのむと、ウイル

切です。

不安のあるセックスをひかえることが、

※ウイルスなどが薬にたいして抵抗力をもつようになり，薬
がきかなくなること

HIV 感染を確実に予防します。

◆不安のない安全なセックスとは

相手も自分も、HIV に感染していない
ことが明確で、お互いにほかのセック
ス・パートナーがいないこと、はじめ
から最後まで、正しくコンドームを
使ったセックスをすることです。

◆アルコールは判断力を狂わせます

アルコールの力で、HIV 感染の不安を
ごまかしてはいけません。
少量のアルコールでも、その場の雰囲
気や、感情に流されやすくなるので、注
意が必要です。

◆治療費はどうなるの？

一定の条件を満たせば身体障害者認定をうけることができ、医療費は大きく軽減され
ます。不安なことがあれば病院のソーシャルワーカーなどに相談することができます。
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こんなことでは感染しません
HIV は一般的に感染力が弱いウイルスです。
熱や消毒などに弱く、人間の体内
でなければ、通常は生きていけません。
ですから、セックス以外の社会生活では、
接触による感染・空気感染の心配はありません。

20のクイズに Yes No で答えてください！
1）HIV の感染経路を、3 つ知っている？

Yes

No

2）HIV 感染とエイズは、同じこと ?

Yes

No

● バスや電車の吊り革

3）感染したかな？と思ったら、すぐに検査を受けた方が良い？

Yes

No

● 握手

4）HIV 感染しても、すぐにはエイズにならない？

Yes

No

5）HIV 感染の有無は、早期に発見した方が良い？

Yes

No

6）HIV に感染していると、外見でわかる ?

Yes

No

7）HIV に有効なワクチンがある？

Yes

No

● 洋式トイレ

8）HIV に有効な治療薬はある？

Yes

No

● ペット

9）HIV 感染の原因はセックス？

Yes

No

10）献血でエイズの検査をしてもらえる？

Yes

No

11）母親が HIV 感染者だと、赤ちゃんに感染することがある？

Yes

No

12）HIV 感染者と、同じ職場にいると感染する？

Yes

No

13）蚊やダニから HIV に感染する？

Yes

No

14）HIV は感染力が弱いので、1 回のセックスでは感染しない？

Yes

No

15）体外射精なら HIV には感染しない？

Yes

No

16）コンドームを使えば、100％感染しない？

Yes

No

17）コンドームを二重にして使えば安心？

Yes

No

18）クラミジアや淋病などに感染していると、HIV に感染しやすい？

Yes

No

19）避妊用にピルを使っているから、HIV にも感染しない？

Yes

No

20）セーファーセックスって、知ってる？

Yes

No

● 咳、
くしゃみ
● 缶などでの回し飲み
● 献血
● 理・美容院
● 風呂やプール

●蚊

答えは、次のページから
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HIV、
エイズについて
正しく理解していましたか？
正解の数を下の表で確認して寸評を参考にしてください。

もし･･･不安だったら

迷わず検査を受けましょう
保健所での検査は匿名で、無料で、かんたんに終わります。
だれにも知られることはありません。

正解数
20

検査日を決めてください。

よく理解しています。

16~19

比較的理解しています。

10~15

もうすこし、理解を深めてください。

0~9

1）保健所に相談する…

寸評

2）確認した日時に保健所に行く…
5〜8cc の採血で終わります。
3）指定された日時に
結果を聞きに行く…

もっと学習しましょう。

1〜2 週間で結果が出ます。

正しく理 解して、
みんなでエイズのイメージを変えましょう！
感染したかもしれない、そんな不安に悩むあなた…

●インターネットや雑誌などに書いてある症状などを自分に当てはめ
て、
「もしかして、エイズかもしれない」と不安を抱いている人がいま
す。なかには、家族や友人にも相談できずにノイローゼぎみになって
しまう人もいます。
●解決方法としては、なによりもまず正確な情報を得ること、検査をう
けてみること、信頼できる人に相談してみることです。

エイズに関する悩み…まず相談してください

●エイズ予防情報ネット （URL）http://api-net.jfap.or.jp

●HIV検査・相談マップ （URL）http://www.hivkensa.com
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● 最近は自宅でできるエイズ検査キットなどもあります。

エイズに関する相談・情報は

（財）エイズ予防財団電話相談
（携帯電話からは

0120 -177- 812

03 - 3592 -1183）

年末年始および祝祭日を除く、月曜日〜金曜日
10：00〜13：00、14：00〜17：00

専門の相談員が直接お答えします。
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