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今日の若者
明日の未来

ケアの環 ― IPPFマラ
ウイのイニシアティブ

今日、世界の12歳から24歳までの若者の人口
は16億人に上り、史上最大である。2010年に
は、15歳から24歳の若者が新規HIV感染者の
42%を占めていた。HIVと共に生きる若者の
うち、8割 近く（4 百万人） がサハラ以南
のアフリカに住んでいる。1

IPPFマラウィ（FPAM）は「マラウイのHIVと
共に生きる若者が前向きに生きていくための
治療とサポートまで連続した取り組み」、す
なわちリロングウェ、ドーワ、ンチェウユ
ースライフセンターでHIVと共に生きる若者
（YPLHIV）、特に女性によるセクシュアル/
リプロダクティブ・ヘルス（SRH）とHIV関連
統合サービスの利用を増やすことを目的とし
たプロジェクトを実施した。

マラウイはサハラ以南アフリカの内陸地に位
置する小国で、推定人口は1,300 万人、10歳
から29歳の人口はその29.4%。93万人がHIV
と共に生きているものと推定され、15歳から
24歳までの若者のHIV感染率は6%に上る。若
い女性のHIV感染率（8.4%）は同年代の若い
男性（2.4%）2の4倍近くになると見られて
いる。
マラウイのHIVと共に生きる若者のニーズに応
えるHIVプログラムに投資することによって得
られる潜在的利益は非常に大きい。IPPFマラウ
ィ (FPAM) はこのことを認知し、IPPF日本信
託基金（JTF）の支援を得て若者に焦点をおい
た2ヵ年事業を実施した。

プロジェクトは「ケアの環」 ― ヘルスケア
提供者、 地域ワーカーおよびピア・エデュ
ケーターが一体になって行うケア ― という
概念を用いた。この環は従来型の施設を基本
としたケアを越えて拡張した。HIVと共に生
きる若者へのサポートは抗レトロウイルス療
法（ART）や日和見感染症の医療分野だけで
なく、コンドームの促進や安全な性行為につ
いての情報提供などの分野も取り扱った。ま
たこのサービスは、性の権利や尊敬などの性
の健康分野や若い参加者に自立心と主体性を
持たせるための小規模金融事業の側面にも広
がった。このプロジェクトには地域のリーダ
ーたちや年長者も協力した。そのため、プロ
ジェクトがより受け入れられるようになり、
社会的汚名をきせられたり、差別されること
のない環境づくりに貢献した。

マラウイ
人口: 1,538 万人（2011年）
平均寿命: 54 歳（2011年）
15歳から49歳成人の感染率:
10%（2011年）
HIV感染者数: 91 万人
（2011年）
HIV治療を受けている人の数:
32 万2,200人（2010年）

プロジェクト概況
組織: IPPFマラウィ(FPAM)
資金供与: 国際家族計画連
盟（IPPF）日本HIV・リプロダ
クティブ・ヘルス信託基金
目的: HIV感染者の健康およ
び生活水準を向上させる
場所: マラウイ国 リロン
グウェ、ドーワ、ンチェ
地区期間: 2009年―2011年

プロジェクトによるサー
ビスの統計
若いHIV感染者 2,069 名が3
つのセンターにおける複数
のサービスを利用した。
内訳は以下のとおり :
家族計画サービス 337 件
日和見感染症 746 件
性感染症（STI）治療 299 件
自発的に受けるカウンセリ
ングおよびテスト106 件

マラウイの若者に向けて仲間同士
による、性と性に関する健康につ
いてのワークショップの様子。

抗レトロウイルス療法
（ART）サービス 536 件
収入創出活動に携わった若
者 79 人
女性用コンドーム配布数
2,550 個
男性用コンドーム配布数
24,796 個

「恥ずかしいと思うことなく恋人とコンドームの使用
について話し合ったり交渉する術を身につけたわ」
性教育の効果に関するHIVと共に生きる女性、
マラウイ国、ドーワの談話
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写真
1. 生活の糧を得るための活
動研修 ― ソーセージの
製造。
2. 生活の糧を得るための活
動研修 ― 石鹸の製造。
写真:
FRAM/Thoko Njoloma/マラウイ/
2010年（表紙）
FRAM/Fredrick Chelewani/マラウイ/
2010年（1と2）
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ケーススタディ:トン
ネルの出口に見える光

に生きる若者たちと定期的に会う。セクシュ
アル/リプロダクティブ・ヘルスに関する情
報はグループ討議や公式・非公式の教育セッ
ションを通じて提供される。

フランセス*は2005年にHIV検査を受けて恐怖
におびえた。検査を終え、HIV陽性であると知
ったことは苦渋であり、自分に残された道は
「自殺だけ」だと感じた。「テスト後に受け
たカウンセリングはすべて無駄でした。家族
や恋人との関係が悪くなり途絶えるのを見て
いたし、HIV感染者に対する差別も見ていまし
た。僕はそんな風には生きていけないと思っ
た。死ぬしかなかった。」と彼は言った。フ
ランセスは本気でそう考えた。検査から3ヵ月
後、彼は自殺を図ったが未遂であった。

取り扱われる話題は前向きに生きること、
（HIVステータスの）公開、社会的汚名や差
別、HIVと共に生きる若者特有のセクシュア
ル/リプロダクティブ・ヘルス関連ニーズな
どが含まれる。ピア・エデュケーターの活動
は、HIVやエイズ、セクシュアル/リプロダク
ティブ・ヘルス問題にまつわる迷信や社会的
汚名を払拭し、抗レトロウイルス療法の認識
を深め、男性用・女性用コンドームを配布す
ることである。

フランセスは2010年にIPPFマラウイ（FPAM）
による研修を受けてからは、ピア・エデュケ
ーターで、HIVと共に生きる若者たちのお手
本になっている。今フランセスは他のHIVと
共に生きる若者たちに、（自分がHIVと共に
生きていることを）公表し、FPAMがHIVと共
に生きる若者のために組織した特別なクラ
ブ、「ムゾテカ・クラブ」（「できる」とい
う意）に加わるよう誘っている。フランセス
はこの分野で携わってきた賞賛すべき業務を
通して、他の14名のHIVと共に生きる若者を
奮起させ、「ワニエンバ・ムゾテカ・ユース
クラブ」として知られる「強い」ムゾテカ・
クラブを作った。

これまでに成し遂げた
こと、これから向かう
ところ…

「僕の体験談は、地域に住む大多数の若者が
HIVに対して抱く考えを変えたと思う。僕が
立ち上がらなかったら、HIVステータスを公
表した14人の若者たちもそうできなかっただ
ろう」と彼は言っている。
フランセスのようなピア・エデュケーターた
ちは、似たような経験をもつ同年代の者だけ
ができるやり方で、HIVと共に生きる若者の
悩みを理解し、彼らのニーズを満たすことが
できた。IPPFマラウィ（FPAM）は、マラウ
イの若者に情報やサービスを届かせるために
この方法が非常に効果的であると評価してい
る。プロジェクトは3箇所でほぼ600名のHIV
と共に生きる若者に情報やサービスを提供し
た。そのうち130名はピア・エデュケーター
として、また抗レトロウイルス療法支持カウ
ンセラーとして訓練を受けた。ピア・エデュ
ケーターたちはクラブを通じて他のHIVと共

IPPF日本信託基金は、このプロジェクトの支
援により、マラウイのHIVと共に生きる人々
を団結させ、彼らが日常生活に影響する問題
について話し合う場所を作り、自らの未来を
形作るよう力づけた。
IPPFマラウイ（FPAM）はこのプロジェクトの
実施を通して、HIVと共に生きる若者向けの
サービスを提供する他の団体との提携関係を
強化した。またこのプロジェクトは、IPPFマ
ラウイ（FPAM）のスタッフが、地域の様々
なグループに特有のニーズに対応するために
的をしぼったアプローチを開発する能力を強
化した。
プロジェクトでは事業実施の初期から地域社
会の参加を促し、支援資金が途絶えた後も手
許の資金だけで活動が持続できるよう働きか
けた。国連人口基金（UNFPA）をはじめとす
る資金供与団体は、「ケアの環プロジェク
ト」の初段階における成功を認めて、リロ
ングウェ地域での活動を支援する約束をし
た。IPPFマラウイ（FPAM）はプログラムを他
地域に拡大するため、資金援助を受ける機会
をこれからも歓迎する。
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* 仮名

IPPF日本HIV・リプロダクティブ・ヘルス信託基金は、発展途上国における女
性、若者やHIV対策の鍵となるグループの人々がHIVおよびセクシュアル/リプロ
ダクティブ・ヘルス関連サービスをより受けられるようにするために2000年に
日本政府が設立した。設立以来、46カ国で117のプロジェクトを支援してきた。

