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「セックスライフを
どう続けていったらいいんだろう？」
「セックスしてもいいんだろうか？」
多くの人が疑問に思うことです。
あなたにとってヘルシーな
セックスライフのために

いくつかのポイントをまとめてみました。

IV は精液（先走り液を含む）、膣分泌液、
血液（生理を含む）の中にいます。女性の
場合は母乳にもHIVは含まれます。これら

の体液が、相手の膣、肛門や直腸、ペニスの尿道、口
やのど、目などの粘膜から吸収されたり、皮膚や粘
膜にできた傷口から体内に入ったりすることによっ
て、感染の可能性が生じます。傷のない皮膚に体液
がふれても感染する心配はありません。
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粘 膜 に 痛 み の な い
潰痬・全身に発疹・中枢
神経に症状（神経梅毒）

発熱・倦怠感・黄疸・（目
や皮膚が黄色い）・白い
便・尿が濃い

イボをとる治療
何度でも感染する

ワクチンあり
感染すると安静が必要

治療で完治する
何度でも感染する
自覚症状が無いことも
多い

激痛・水疱・潰瘍 再発しやすい

排尿痛（男性）・尿に膿
が混ざる（男性）・多少
おりものが多い

ペニス亀頭部分、外陰
部や膣内、肛門周囲等
にとがったイボ・増える
とカリフラワー状に

糞（便）口感染
ワクチンあり
感染すると安静が必要

発熱・倦怠感・食欲不
振・嘔吐・黄疸（目や皮
膚が黄色い）・白い便・
尿が濃い

下痢・粘血便・発熱・右
下腹部の痛み

排尿痛・頻尿・下着の汚
れ・外陰部のただれ・黄
色いおりもの・膣内のか
ゆみ・おりものに臭い

治療で完治する
何度でも感染する
自覚症状が無いことも
多い

尿道から膿・排尿痛・黄
色いおりものや膿

治療で完治する
何度でも感染する
初期は症状がないこと
も多い（女性）

ーファーセックスとは、HIVやその他の
性感染症の原因となる細菌やウイルス
などが感染する可能性を下げる工夫をし

たセックスのことを言います。
　あなたから相手にHIVやその他の性感染症が
感染することを防ぐだけでなく、相手からあなた
に感染することを防ぐことも、セーファーセックス
をする大切な目的です。
　感染する可能性を下げる工夫はひとそれぞれ
です。あなたに合う具体的な方法を見つけること
が大事です。
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行為別に、HIVや性感染症の感染の可能性
について示します。また、感染の可能性を
下げるための工夫の例も挙げます。

ここに挙げた工夫によって感染の可能性を完全にな
くすことはできませんが、感染の可能性を下げること
ができます。

●爪・指・手で傷をつ
けないようにする

●性感染症がある場
合は、キスも軽め
にする
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コンドームに傷をつけないよ
うに端によせてからパッケー
ジをあけ、取り出す。

勃起したペニスの皮を根元側
によせる。空気が入らないよ
うに精液だめをつまみ（精液
だめがないゴムもある）、ペニ
スにかぶせる。

①毛を巻き込まないように、
コンドームを根元側に途中ま
でおろす。　
②根元に余った皮と一緒に、
コンドームを少し亀頭側にも
どす。

皮はそのままにして（根元は
余らないように）、コンドーム
のみをペニスの根元までおろ
す。射精した場合は、中の液
が漏れないように、気をつけ
てコンドームをはずす。

使用期限を過ぎていませんか？　コンドームが入っている
箱をチェックしてみましょう。

保管時に傷ついていませんか？　財布に入れたり、車内
に置きっぱなしにしていると、破れやすくなる可能性があり
ます。持ち歩きや、保管の仕方を工夫しましょう。

装着するときに空気が入っていませんか？　左ページの
使用方法を試してみましょう。

装着するときに、爪などで傷つけていませんか？　爪を切
っておくか、爪で触れずに指の腹を使って装着するなどの
工夫をしてみましょう。

水性以外のものをコンドームにつけていませんか？　ハン
ドクリームやリップクリームなど油性クリームがついても破
れる原因になります。潤滑剤は水性のものにしましょう。

２枚重ねにしていませんか？

サイズの合ったものにしましょう。
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!
コンドームが外れる

サイズの合ったものにしましょう。

摩擦によりずれてきていませんか？　８ページの使用方法で
装着してみましょう。

潤滑剤をつけすぎるとコンドームが外れやすくなるので注
意しましょう。

!
コンドームをつける側が痛い
サイズの合ったものにしましょう。

ラテックス（ゴム）アレルギーではありませんか？
ポリウレタン製を使ってみましょう。

ペニスにちょっと水性の潤滑剤などをつけてからコンドーム
をつけてみましょう。

!
挿入される側が痛い

もともとジェルが多めについているコンドームを試してみま
しょう。

水性の潤滑剤を使ってみましょう（ペニスにつけたコンドーム
上に、膣や肛門に）。

ラテックス（ゴム）アレルギーではありませんか？
ポリウレタン製を使ってみましょう。

!
保管方法について

保 管 の 際 は ハ ード ケ ー ス に 入 れ ましょう。
コインケースや定期入れなどでは見えない破損をす
ることがあります。
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ラッグを使うときに注射器を使うと、注射
器や注射針の中、溶かす道具などに共用
者の血液が残ることがあります。そのま

ま注射をしたり残りを口に含んだりすると、HIV・肝
炎などの感染症がうつる可能性があります。
　またセックスをするときにドラッグを使うと、
セーファーセックスがしづらくなることが考えら
れます。
　抗HIV薬を飲んでいる人が使うと、互いの効果
に影響が及ぶドラッグもあります（たとえば、抗
HIV薬の効果が下がったり、ドラッグの影響が強く
でたりするなど）。

IV感染についてセックスの相手に伝える
かどうかについて、迷うこともあるで
しょう。

　そんなときは一人で考え込まず、医療スタッフ
や周りの理解者に相談してみるのもひとつです。
　また、他のHIV陽性の人たちがどう対処している
のかについて情報を集めてみると、あなたの参考に
なる意見が見つかるかもしれません。
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各地域の保健所・検査場

HIV検査を実施しているかどうか、
費用や受付時間について

事前に電話等で確認しましょう。

　PCサイト
　http://futures-japan.jp/

■Futures Japan
　～HIV陽性者のための総合情報サイト～

　PCサイト
　http://www.hiv-map.net/
　携帯サイト
　http://www.hiv-map.net/mobile/

■HIVマップ
　～すぐに役立つHIVの総合情報サイト～

■HIV検査・相談マップ
　PCサイト・携帯サイト
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