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研 究 要 旨

　HIV 陽性者が地域で生活していくためには、一般住民向けサービス、障害者向けの支援

サービスの利用が可能な状態であることが必要である。そこで本研究では地域における支

援サービスのHIV陽性者への対応の現状を明らかにし、また同時に、地域における支援サー

ビス従事者のHIV陽性者への支援の準備性を向上させる方法を検討することを課題とした。

　初年度である2008年度には、東京都内の行政および民間の相談機関（957 ヵ所）を対

象とする自記式・無記名方式の郵送調査「地域の相談機関におけるHIV陽性者への相談対

応に関する調査」を実施し、下記のことがらが明らかとなった。これまで HIV 陽性者とそ

の周囲の人から相談を受けたことがある機関は全体の約3割であった。その中でも特に障

害者向けサービスを提供している機関の中には8割を超えるところもあるなど、とりわけ

高率であった。その一方で、一般相談機関では、最新のHIVに関する知識、外部専門機関

の情報等が十分とは言えず、HIVに関連した研修開催の希望も約7割と高率であった。

　また、「HIV陽性者等への支援に関する困難さの考察」として、おもに医療従事者を対象

にしたグループ・インタビューを実施した。そこで得られた対応の困難さのなかで、HIV

に特化した医療機関だけでは対応が難しいものに、「薬物使用」、「就労」、「在宅支援」等が

あげられた。それらのテーマを中心とした事例収集をおこない、15人のHIV陽性者の事例

集を作成した。

　2009年度には、「地域の準備性を構成する要素」を抽出するワークショップとして、

HIV陽性者への支援に際して、どのような準備が必要であるのかをさぐるために、概念的

な整理をおこなった。さまざまな立場で実際にHIV陽性者支援を実施している専門家によ

るワークショップを実施し、準備性の構成要素を抽出し、1、支援者個人の能力　2、HIV

支援組織の機能・位置づけ　3、地域の制度や条例など　という3つのレベルで整理した。

　2009 ～ 2010年度には、これまでの取り組みを反映させた「地域の支援者のための、

HIV陽性者への対応の準備性を高めるための研修プログラム」を立案し、その効果を評価
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した。そして、一定の効果が確認された研修プログラム内容を参考に、支援者等を対象に

した研修会、自己学習などで活用可能なDVD「対応する際に知っておきたいこと～地域に

おけるHIV陽性者の支援」を制作した。

　2010年度には、地域支援者のための研修のなかで制作したDVDを活用することの効果

評価を実施し、有効性を確認した。その結果、研修に参加することで、セクシュアリティ

や性、HIVへの抵抗感が低減され、なおかつHIV陽性者への支援の自己効力感が向上した。

HIV についての知識を増やすことやプライバシーへの配慮、セクシュアリティの身近感や

対応方法を知ることが、支援者のHIV陽性者への対応自信感を高め、相談対応への準備性

を高めるうえで重要であることが示唆された。

　2010年度にはさらに、地域の準備性をさぐるための評価ツールを作成する試みを実践し

た。

Ａ　研究の背景と目的
　HIV感染症における近年の医療技術の進歩

や、医療体制や検査体制の整備が進んだことに

比べると、HIV陽性者への社会の認識は変化し

てしない。そのため、HIV陽性者は、日常生活

を送るうえで、無理解にもとづく差別や偏見に

さらされている。

　HIV陽性者が、長期に渡り地域生活を送るう

えで生じるさまざまな困難に対応するために、

地域の支援サービスを利用すると考えられる。

東京都に登録されている免疫機能障害者の数

は、2008年4月で3,074人となっており、毎

年400 ～ 500人づつ増加している現実が存在

する。しかし、地域の支援者側がHIV陽性者か

らの相談にどのように対応しているかの現状把

握はこれまでおこなわれていなかった。

　そこで2008年度には、地域において一般市

民向け相談サービスを提供する支援者が、どの

程度HIV陽性者や周囲の人からの相談を受けて

いるのか、実態把握を目的とした調査を実施し

た。

　2009年度には、HIV陽性者への支援対応の

準備性を高めるために、準備性の構成要素の抽

出をおこなうなど、概念的な整理をおこなった。

　2009 ～ 2010年度には、地域相談機関等の

窓口における支援者を対象にしたHIV陽性者へ

の支援のための準備性を高めるための研修プロ

グラムを作成し、効果評価をした。また、各職

場での研修や自己学習などで、より広く活用可

能なDVDツールの開発をめざした。

Ｂ　研究対象者と方法
１「地域の相談機関におけるHIV陽性者への相談

対応に関する調査」

　2009年には、東京都内の相談機関を対象と

して、HIV陽性者やその周囲の人からの相談対

応に関する質問紙調査をおこなった。東京都が

発行する「社会福祉の手引き2008」に掲載さ

れている相談機関および東京都民間相談機関連

絡協議会会員名簿から、相談機関の抽出をおこ

なった。電話やメール、対面で相談サービスを

提供する機関を抽出し、入所施設は対象外とし

た。さらにハローワーク等の就職支援相談窓口、

地域活動支援センターを加えた966 ヵ所のう

ち、あて先人不明で返送された9 ヵ所を除いた

計957 ヵ所を調査対象とした。なお、同一の

相談機関でも異なるサービス提供がある場合に

は、担当者を明記し、別個に調査票を送付した。

これらの相談機関は別個にカウントした。なお、
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保健所は調査対象から除外した。

（1）調査協力依頼

　本調査の実施にあたり、東京都エイズ担当部

署に調査協力を依頼し、調査票の送付時には、

東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課から

の依頼文を添付した。さらに、調査開始前に、

生活保護担当係長会議（23区）、障害福祉担当

係長会議（23区）、民間相談機関連絡会事務局

へ調査協力を依頼した。

（2）調査方法

　質問紙調査は、郵送調査（配布、回収）でお

こなった。調査票は、自記式・無記名方式を用

いた。本調査は2009年2月に実施した。

（3）調査項目

　調査項目は下記の通りであった。

1．組織の属性（業務（事業））

2．運営主体

3．相談サービスの実施（有無・開始年）

4．相談サービスの利用者/内容/手段

5．HIV陽性者と周囲の人からの相談（相談の

有無・前年度件数・これまでの件数）

6．HIV陽性者と周囲の人からの相談の担当者

の有無

7．HIV陽性者と周囲の人からの相談の相談者

8．HIV陽性者と周囲の人からの相談で対応し

た内容

9．HIV陽性者と周囲の人からの相談の対応可

能性

10．HIV陽性者に関連する情報の把握

11．HIV陽性者に関する知識

12．研修の必要性およびその内容

13．今後の課題

14．回答者属性（職務形態・職種等）

（4）倫理面等での配慮

　調査票の依頼文に、本調査の目的、調査結果

の匿名性の担保、および結果の報告書や学会

での使用可能性、報告書やホームページでの

フィードバックを明記した。また、調査結果は、

関係機関は特定できないようにデータベース化

し、厳重に管理した。倫理面での配慮について

は、ぷれいす東京の倫理委員会での審査を受け

た。

２「支援者のグループ・インタビューを通して～

HIV陽性者等への支援に関する困難さの考察」

　地域の支援機関の専門家等の準備性向上に資

するための現状把握と情報収集を目的として、

2008年9月～翌年1月までの間に、HIV陽性

者への支援提供者を対象として、計4回の集団

インタビューと個別インタビューを実施した。

対象者は、以下のとおり。（1）エイズ拠点病

院外来看護師：2人、（2）エイズ拠点病院のソー

シャルワーカー：8人、NPO相談員：1人、（3）

内部障害者の更生施設の職員：1人、（4）行政

の障害福祉担当職員：1人

　本調査では、おもに医療機関の内部の語りを

中心に分析するために、上記（1）と（2）の

語りを分析の対象とし、（3）と（4）のインタ

ビューの結果は参考情報とした。分析にあたっ

ては、HIV陽性者等への支援における、それぞ

れの支援のあり方や、支援上の困難さに着目し

て、探索的に現場の特徴や支援対象者の特性に

注目しながら、困難要因を抽出した。

３「地域の準備性を構成する要素」を抽出するワー

クショップ」

　2年目には、どのような準備が必要であるの

かをさぐるために、概念的な整理をおこなった。

現在さまざまな立場で実際にHIV陽性者支援を

実施している専門家によるワークショップを実

施し、準備性の構成要素を抽出した。

４「地域の支援者のための、HIV陽性者への対応

の準備性を高めるための研修プログラム」

　少人数によるワークショップや講義で構成さ

れた「講義とワークショップによる研修」を実
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施した。研修の評価については、以下の2つの

方法で実施した。1つ目は、受講生からの質問

や研修についての感想の語りを分析することで

評価をおこなった。また、2つ目として定量的

に研修の効果を分析するために研修の事前事後

に質問紙を用い、前後の項目ごとの比較をおこ

なった。

（1）「地域の支援者のための、HIV陽性者への対

応の準備性を高めるための研修プログラム」の実

施

研修の内容

　本研修では、身体障害、知的障害、精神障害

者に対する職業リハビリテーション業務をおこ

なう東京障害者職業センターの職員研修として

実施した。2つのグループに分けて、2日（7時間）

の研修をそれぞれにおこなった。

第1グループ…18人（2009年12月1、2日）

第2グループ…26人（2009年12月9日、16日）

参加者の合計： 44人

　このうち、2日とも参加した41人を分析の

対象とした。

◆研修内容とスケジュール

全体のスケジュールは表1.1を参照（No.は表

中に表記）。

◆研修の各項目の内容と参加者の反応

（HIVの基礎知識と情報/No.3）

目的 支援者が、HIVの医学的な基礎知識や支

援に関わる基本情報等を得ることで準備

性を高める。

方法 ①と③は、直接講師より講義をおこない、

②は映像（DVD）を上映し、質疑応答

の時間を設けた。

　　　＜講義内容＞

①セクシュアリティと性の健康に関する

基礎知識（30分）

②HIVの医学的基礎知識（映像視聴）（30

分）

③支援リソースについて（30分）

結果 参加者の質問や感想などから、知識レベ

ルも異なることがわかった。「今後は自

信を持って対応できそう」という感想な

ども聞かれた。

No. 項　目 内　容

１　

日　

目

1 事前アンケート（15 分） 不参加でも不利益はない事を説明し、研修前後にアンケートを実施

2 アイスブレーキング（10 分） グループ分けを兼ねて、簡単なゲームを行った

3 HIV の基礎知識と情報（90 分）
①セクシュアリティ、性の健康に関する基礎知識
② HIV の医学的基礎知識（映像視聴）
③ HIV 陽性者支援に役立つリソースについて

4 自己覚知のワーク（80 分）
イメージ・態度を確認
①初めて HIV を耳にした際に受け取ったイメージ
②自分の性への態度や価値観に気付く

5 まとめ（20 分） 1 日を振り返り、講師、参加者同士の感想の共有化

２　

日　

目

6 アイスブレーキング（10 分） グループ分けを兼ねて、簡単なゲームを行った

7 リーディングワーク（90 分） HIV 陽性者の手記を朗読。感想を共有化するワーク

8 事例検討ワーク（120 分）
※途中休憩あり

就労テーマ 2 事例を手がかりに具体的な支援をグループで検討
ワーク後、HIV 陽性者の生活実態調査の結果で支援内容を確認

9 まとめ（30 分） 1 日を振り返り、講師、参加者同士の感想の共有化

10 事後アンケート（15 分） 研修後のアンケートの記入・回収を行った

表 1.1　全体のスケジュール
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（自己覚知のワークショップ/No.4）

目的 自分が①HIVについてどのようなイメー

ジを持っているか、②性についてどのよ

うな態度であるのか、を知り、自己の価

値観を相対化する。

方法 1グループ4 ～ 6名に分かれて、上記①

②のテーマを検討した。まず各自の意見

を付箋紙に書き出し、それらをグループ

全員で模造紙にまとめ、グループごとに

発表した。

結果 積極的な参加が得られた。「偏見をとり

さるチャンスになった」などの感想も

あったが、複数の参加者より「講師によ

る自分の価値観とプロとしてやるべきこ

とを切り離してよいという考えに安心し

た」という感想があった。

（まとめ（1日目）/No.5）

目的 フォローアップとエンパワーメント。

方法 参加者からの質問に対する回答や補足説

明をおこなった。参加者全員が感想を述

べ、共有した。

結果 参加者が今までの自分の知識不足・偏見

などを自覚し、今回得た知識や情報を今

後の対応に生かしたいと考えていた。し

かし、「セクシュアリティへの配慮が難

しい」などの声、雇用主である企業への

普及・啓発が必要という意見など、新た

な課題も明らかとなった。

（リーディングワーク/No.7）

目的 HIV陽性者の生活のリアリティを感じ、

性を含めた多様なライフスタイルを知

る。

方法 グループ（4 ～ 6名）ごとに、リストよ

り自分が読みたい手記を選び、一人3分

で朗読＋感想を述べ、グループ内での意

見をシェアした。

結果 「悪意のない言葉が相手を傷つけている

ことに気付いた」などの感想が多くみら

れた。また、「陽性者も日常を楽しんで

いることがわかった」という肯定的な意

見から「HIVは大きなマイナスという感

覚がある」という否定的な意見まで、受

け止め方は多様であった。

（事例検討ワーク/No.8）

目的 具体的に支援者がHIV陽性者の支援をお

こなう際の課題やその方法の検討を通し

て、どのようにHIV陽性者を支援してい

くかを考える。

方法 グループ（4 ～ 6名）ごとに、就労に関

する2つの事例をワークシートを利用し

て検討した。前半は「支援のニーズや困

難さ」、後半では「センターができる支

援」（提供可能な支援）をテーマに検討し、

発表した。

　　　＜2つの事例＞

「体調不良で退職、障害者枠で企業に再

就職」

「飲食店で勤務後、障害者枠で就職活動

中」

　　　＜ワークシート＞
個人への支援 雇用主への支援

ニーズや
困難

提供可能
な支援

ニーズや
困難

提供可能
な支援

採用前

雇用中

結果 「本人の希望を聞きながら支援を進める

のは他の障害者への支援と同じだとわ

かった」「過去の経験が活かせそう」な

どのコメントがあった。また、「障害者

枠で就職活動をしている方が、なかなか

決まらないので、『一般枠で受けたらど

うか』とすすめてしまった過去の対応は

どうだったのか」などの感想もあった。

また、検討していく過程で「陽性者は飲

食店で働いてよいのか」など、疑問や不

明な点が挙げられたが、講師が解説をお

こなった。



34

（まとめ（2日目）/No.9）

目的 フォローアップとエンパワーメント。

方法 参加者からの質問に対する回答や補足説

明をおこなった。その後、参加者全員が

感想を述べた。

結果 多くの参加者より、今までの自分のふり

かえり（無知、偏見）と今後の対応への

意欲や自信についてのコメントがあっ

た。しかし、まだ不安や疑問のコメント

もあり、とくに企業に対する対応に不安

をもつ意見が複数あった。

（2）「地域の支援者のための、HIV陽性者への対

応の準備性を高めるための研修プログラム」

質問紙による効果評価

　本研修の効果を検討するために、研修の前後

に質問紙による調査を実施した。質問紙は、無

記名、自記式でおこない、それぞれの項目につ

いて、リッカードスケールを用いた4段階（1

～ 4）で測定した。

　質問紙の項目は下記の通りであった。

1．HIVについての知識の検討（4項目）

2．HIV陽性者へのイメージ（2項目）

3．セクシュアリティの多様性（2項目）

4．プライバシーへの配慮（2項目）

5．HIV陽性者のセクシュアリティ（2項目）

6．相談対応のセルフ・エフィカシー（1項目）

7．支援のイメージ（1項目）

（倫理面での配慮）

　本研究計画は、ぷれいす東京の倫理委員会で

承認を得た。調査対象者には、文書で研究の目

的、データの保管方法や利用範囲などを説明し、 

調査への協力の同意を得た。

５  地域の支援者のための支援ツールの作成

「地域におけるHIV陽性者の支援～対応する際に

知っておきたいこと」

　これまでの研修プログラム作成、実施の経験

を参考にHIV陽性者等への支援に携わる者の準

備性を高めることを目的とし、映像教材（DVD）

を制作した。内容は、性の健康と権利および性

的なことに関わる抵抗感の整理、支援者に必

要とされるHIV/エイズの医学的知識やその周

辺分野の情報、陽性者の就労についての知識、

HIV陽性者のインタビュー、雇用経験のある企

業人事担当者などの経験、また専門医療機関に

おける外部機関との連携の要となる外来看護師

やソーシャルワーカーへのインタビューなどを

収録した。その中に収録された経験談などから

多くの知識を再確認し、さらに困ったときの参

照/連携先を知ることで、陽性者等への支援を

より自信をもってできるように役立つ支援ツー

ルとなることを目指した。

a．基本情報（映像）

（ⅰ）性の健康と権利（池上千寿子/特定非営

利活動法人ぷれいす東京 代表）

①セクシュアルヘルスとセクシュアルライツ、

②性の多様性とセクシュアリティ、③ウイルス

は人を選ばない、④Q&A

（ⅱ）HIV/エイズの医学的基礎知識（根岸昌功

/ねぎし内科診療所 院長・医師）

①日本におけるHIV/エイズの現状、②体の中

で何が起こっているのか、③どこまで治療がで

きるのか、④治療と生活、⑤社会生活と仕事に

ついて、⑥病気のイメージ、⑦周囲（職場等）

の陽性者への対応、⑧さまざまな相談窓口の支

援者や企業に向けて

（ⅲ）HIV陽性者の生活と社会参加（若林チヒ

ロ/埼玉県立大学 保健医療福祉学部 講師）

①HIV 陽性者と働くということ、②HIV陽性

者の健康状態と健康管理、③HIV陽性者の就労

状況、④陽性者にとっての就労上の問題点、⑤

安心できる職場のための対応策

ｂ．インタビュー（映像）

（ⅰ）HIV陽性者としての服薬と就労（高久陽

介/特定非営利活動法人日本ＨＩＶ陽性者ネッ

トワーク・ジャンププラス）
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①服薬開始の必要性、②上司に伝えた時の反応、

③副作用への対処と周囲の反応、④職場で感染

の事実を伝えるメリットとデメリット、⑤多様

な人が働きやすい仕組み、⑥Q&A

（ⅱ）企業の人事担当としての雇用受け入れ経

験（匿名人事担当）

①HIV陽性者の採用実績、②パニックが起きた

時の人事の対応、③面接から配属までのプロセ

ス、④2回目の勉強会と社員の反応、⑤全社員

へのフォローアップの仕方、⑥ほかに社内でお

こなったこと、⑦2つの採用を通してよかった

と思うこと

ｃ．地域との連携

（ⅰ）地域との連携：看護師として（大金美和

/独立行政法人 国立国際医療研究センター　エ

イズ治療・研究開発センター（ACC）・看護師）

①ACCにおけるコーディネーターナースの役

割　②地域の支援者とコーディネーターナース

の関わり方　③通院と服薬の頻度　④初めて来

院した人へ　⑤ACCと地域との連携　⑥制度

の利用について　⑦支援者がHIV陽性者本人の

情報を得たい場合　⑧企業の人事担当者へのア

ドバイス　⑨支援者へのアドバイス

（ⅱ）地域との連携：ソーシャルワーカーの立

場から（岡本学/独立行政法人国立病院機構大

阪医療センター・医療ソーシャルワーカー）

①ソーシャルワーカーの役割　②ソーシャル

ワーカーへのアクセス　③地域の支援者とソー

シャルワーカーの関わり方　④通院している陽

性者はどんな人たちなのか　⑤陽性者の方から

いつどんなニーズが発生するのか　⑥地域の支

援者へのアドバイス

d．DVD利用ガイド（添付冊子）

①動画の内容解説　②情報リソース（webサ

イト、HIVに特化したNGOリスト等）

（2）地域の支援者のための支援ツール（DVD）の

効果評価

「地域におけるHIV陽性者の支援～対応する際に

知っておきたいこと」

　DVD上映による研修を実施し、研修の参加

者への効果を検討するために、質問紙による調

査を実施した。研修の実施前後に質問紙への回

答を求め、研修の内容に沿った各項目について

検討した。質問紙は、無記名・自記式でおこな

い、それぞれの項目について、リッカードスケー

ルを用いた4段階（1 ～ 4）で測定した。

　質問紙の項目は下記の通りであった。

1．HIVについての知識の検討（4項目）

2．HIV陽性者へのイメージ（2項目）

3．セクシュアリティの多様性（2項目）

4．プライバシーへの配慮（2項目）

5．HIV陽性者のセクシュアリティ（2項目）

6．相談対応のセルフ・エフィカシー（1項目）

7．支援のイメージ（1項目）

　また、研修の効果についての自由記述を求め

た。
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Ｃ　研究結果と考察
１ 「地域の相談機関におけるHIV陽性者への相談

対応に関する調査」

　調査対象となった957 ヵ所のうち、返送が

あったのは494 ヵ所（回収率51.6％）であっ

た。担当者に転送される時点で、誤って配送さ

 度数 ％

住民相談窓口（全般） 28 5.8

福祉事務所（生活保護担当） 42 8.7

福祉事務所（障害者福祉担当） 65 13.5

精神保健福祉センター 4 0.8

法律・人権相談窓口 10 2.1

青少年に関する相談窓口 2 0.4

地域包括支援センター 149 30.8

社会福祉協議会（人権擁護担当） 28 5.8

社会福祉協議会（生活資金担当） 25 5.2

職業安定所（ﾊﾛｰﾜｰｸ / 一般） 4 0.8

職業安定所（ﾊﾛｰﾜｰｸ / 障害者） 15 3.1

就労支援相談窓口（一般） 3 0.6

就労支援相談窓口（障害者） 29 6.0

行政相談 7 1.4

地域活動支援センター 21 4.3

その他 51 10.6

合計 483 100.0

表 1.2　業務（事業）

表 1.3　運営主体

 度数 ％

行政機関 213 44.1

NGO/CBO（任意団体） 3 0.6

NPO（特定非営利活動法人） 24 5.0

社会福祉法人 187 38.7

財団法人 12 2.5

その他 41 8.5

未記入 3 0.6

合計 483 100.0

表 1.4　業務（事業）別運営主体

運営主体 / 業務（事業） 行政機関 NGO/CBO
（任意団体）

NPO（特定非
営利活動法人） 社会福祉法人 財団法人 その他 合計

住民相談窓口（全般） 23 0 0 3 0 2 28

福祉事務所（生活保護担当） 42 0 0 0 0 0 42

福祉事務所（障害者福祉担当） 65 0 0 0 0 0 65

精神保健福祉センター 3 0 0 0 0 1 4

法律・人権相談窓口 2 0 0 1 1 6 10

青少年に関する相談窓口 1 0 0 0 0 1 2

地域包括支援センター 23 0 3 101 2 18 147

社会福祉協議会（人権擁護担当） 0 0 0 28 0 0 28

社会福祉協議会（生活資金担当） 0 0 0 25 0 0 25

職業安定所（ハローワーク / 一般） 4 0 0 0 0 0 4

職業安定所（ハローワーク / 障害者） 14 0 0 0 1 0 15

就労支援相談窓口（一般） 2 0 0 0 1 0 3

就労支援相談窓口（障害者） 9 1 8 8 2 1 29

行政相談 6 0 1 0 0 0 7

地域活動支援センター 1 0 5 12 0 3 21

その他 18 2 7 9 5 9 50

合計 213 3 24 187 12 41 480

表 1.5　相談業務の実施

 度数 ％

実施している 436 90.3

実施していない 45 9.3

未記入 2 0.4

合計 483 100.0

れたと考えられる保健所等（11 ヵ所）は、今

回の調査では対象としないので除外した。こ

れら483 ヵ所の各相談機関の業務（事業）、運

営主体について、表1.2、表1.3、表1.4に示し

た。なお、表1.4の業務（事業）別運営主体で

は、運営主体の未記入を除く480 ヵ所を対象

とした。このうち、相談業務を実施していると

回答した436 ヵ所（90.3％）について（表1.5）、

以下の分析の対象とした。
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（1）回答者の属性

①相談機関での役割（勤務形態）

　回答者の相談機関での職務形態は、職員が

397名で約9割であった。

②有資格者の割合

　回答者の職種についての質問では、福祉職（社

会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネージャー

等）、医療職（看護師等）等、国家資格および

それに準じる資格を持つと回答した人は171

名で、回答者全体（436名）の約4割であった。

（2）相談サービスについて

①相談サービスの利用者

　相談サービスの利用者については、未記入

1 ヵ所を除く435 ヵ所からの回答を分析した。

各サービス利用者別に、それぞれの回答を求め

た（複数回答）。その結果、最も多かったのが

「高齢者」で半数近く、次に多かったのが「障

害者」で4割強であった。次いで「医療・福祉

サービス利用者」「地域住民全般」が約3割、「生

活困窮者」が2割であった。「特に決めていな

い」と「女性」は約1割、「ひとり親」と「子

ども・青少年」は1割弱であった。また、「外

国人」は5％に満たなかった（表1.6）。

②相談サービスの内容

　相談サービスを実施するうえで対象としてい

る内容は、「福祉サービスの利用」が最も多く、

7割弱であった。また、「相談ごと全般」が半

数近く、「虐待・DV等」「経済的な問題」が約

4割となっていた。「就職・転職に関すること」

「心の悩み」「法的トラブル」は約4分の1、「人

間関係に関する相談」「治療に関すること」「依

存」は約2割であった。「自殺・死別の悲しみ」

「子育て支援等」は約1割であった（表1.7）。

③相談サービスの方法

　各機関が実施している相談方法は、電話相

談が392 ヵ所（89.9％）、面接相談が418 ヵ

所（95.8％）、メール相談が126 ヵ所（28.9％）

であった（図1.1）。

度数 ％

高齢者 205 47.1

障害者 191 43.9

医療・福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者 130 29.9

地域住民全般 127 29.2

生活困窮者 93 21.4

特に決めていない 51 11.7

女性 42 9.7

ひとり親 34 7.8

子ども・青少年 29 6.7

外国人 19 4.4

その他 30 6.9
※複数回答

表 1.6　相談サービスの利用者
n=435

図 1.1　相談サービスの方法

n=435

度数 ％

福祉サービス利用 292 67.1

相談ごと全般 199 45.7

虐待・DV 等 180 41.4

経済的な問題 172 39.5

就職・転職に関すること 108 24.8

心の悩み 105 24.1

法的トラブル（人権含む） 100 23.0

人間関係に関する相談 95 21.8

治療に関すること 85 19.5

依存（薬物・ｱﾙｺｰﾙ等） 83 19.1

自殺・死別の悲しみ 60 13.8

子育て支援等 38 8.7

青少年に関すること（教育等） 17 3.9

その他 60 13.8
※複数回答

表 1.7　相談サービスの内容

n=436

④相談件数および費用

　また、前年度に各相談機関に寄せられた電話

と面接での相談件数の実績では、 最も多かった

のは「500件以上」であり、電話相談があると
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回答した392 ヵ所のうち155 ヵ所（39.5％）、

面接相談があると回答した 418 ヵ所のうち

158 ヵ所（37.8％）とそれぞれ約4割であっ

た。メール相談の件数は「5 ～ 49件」が最も

多く、メール相談があると回答した126 ヵ所

のうち25 ヵ所（19.4％）と約2割であった。

なお、この相談件数に関しては、統計を取って

いない等の理由での未記入が多くみられた（電

話相談153 ヵ所（39.0％）、面接相談149 ヵ所

（35.6％）、メール相談60 ヵ所（47.6％））。

　相談のための費用については、ほとんどの相

談機関が無料で実施しており、有料と回答した

相談機関は、電話相談4件（0.9％）、面接相談

13件（3.0％）であった。また、メールでの相

談は、実績ありと回答した相談機関において無

料で提供されていた。

（3）HIV陽性者と周囲の人からの相談について

①HIV陽性者と周囲の人からの相談の有無と相

談件数

　これまでにHIV陽性者と周囲の人からの相談

を受けたことがあると回答した相談機関は、全

度数 ％

相談あり 127 29.1

相談なし 307 70.4

その他 2 0.5

合計 436 100.0

表 1.8　HIV 陽性者と周囲の人からの相談

表 1.9　HIV 陽性者と周囲の人からの相談
（前年度相談件数）

度数 ％

0 ～ 4 件 40 31.5

5 ～ 49 件 43 33.9

50 ～ 99 件 3 2.4

100 ～ 499 件 2 1.6

500 件以上 1 0.8

未記入 38 29.9

合計 127 100.0

業務（事業）

HIV 陽性者相談
合計

相談あり 相談なし その他

件数 割合 (%) 件数 割合 (%) 件数 割合 (%) 件数 割合 (%)

住民相談窓口（全般） 4 15.4 22 84.6 0 0.0 26 100.0

福祉事務所（生活保護担当） 22 64.7 12 35.3 0 0.0 34 100.0

福祉事務所（障害者福祉担当） 49 87.5 6 10.7 1 1.8 56 100.0

精神保健福祉センター 0 0.0 3 100.0 0 0.0 3 100.0

法律・人権相談窓口 4 40.0 6 60.0 0 0.0 10 100.0

青少年に関する相談窓口 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0

地域包括支援センター 7 4.9 135 95.1 0 0.0 142 100.0

社会福祉協議会（人権擁護担当） 2 7.7 24 92.3 0 0.0 26 100.0

社会福祉協議会（生活資金担当） 4 16.0 20 80.0 1 4.0 25 100.0

職業安定所（ハローワーク / 一般） 1 33.3 2 66.7 0 0.0 3 100.0

職業安定所（ハローワーク / 障害者） 12 85.7 2 14.3 0 0.0 14 100.0

就労支援相談窓口（一般） 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0

就労支援相談窓口（障害者） 12 42.9 16 57.1 0 0.0 28 100.0

行政相談 0 0.0 5 100.0 0 0.0 5 100.0

地域活動支援センター 3 15.0 17 85.0 0 0.0 20 100.0

その他 7 17.5 33 82.5 0 0.0 40 100.0

合計 127 29.1 307 70.4 2 0.5 436 100.0

表 1.10　業務（事業）別 HIV 陽性者相談の有無

体の約3割だった（表1.8）。

　また、これまでにHIV陽性者と周囲の人か

らの相談を受けた相談機関における、前年度

のHIV陽性者と周囲の人からの相談は、「5件

未満」、「5 ～ 49件」がそれぞれ3割強で、「50

件以上」は約5％であった。また、未記入の相

談機関も3割程度みられた（表1.9）。



39

　これまでにHIV陽性者と周囲の人からの相談

があった相談機関を業務（事業）別にみると、

回答があった相談機関での割合は、「福祉事務

所（障害者福祉担当）」87.5％、「職業安定所（ハ

ローワーク/障害者）」85.7％と9割近く、次

いで「福祉事務所（生活保護担当）」64.7％と、

障害者認定の申請や就労、生活保護受給のため

の相談機関が多くみられた。

　しかし、「法律・人権相談窓口」40.0％、「住

民相談窓口（全般）」15.4％、「社会福祉協議

会（生活資金担当）」16.0％、「地域活動支援

センター」15.0％、「社会福祉協議会（人権擁

護担当）」7.7％といった地域の一般住民向け

サービス相談の利用も報告された。 また、「地

域包括支援センター」は4.9％とセンター全体

の割合では少数ではあるが、7 ヵ所のセンター

で相談を受けた経験があると報告された（表

1.10、前頁）。

②HIV陽性者と周囲の人からの相談の担当者

　相談を実施している機関全体（436 ヵ所）

では、HIV陽性者と周囲の人からの相談を受け

る担当者が決まっていたのは55 ヵ所（12.4％）

であった。

　しかし、これまでにHIV陽性者と周囲の人

からの相談があった相談機関のみ（127 ヵ所）

でみると、3分の1の相談機関で担当者が決まっ

ていた。

③HIV陽性者と周囲の人からの相談の相談者

　これまでHIV陽性者と周囲の人からの相談

がよせられた相談機関（127 ヵ所）における、

相談者のHIV陽性者との関係は、「本人」が最

も多く8割以上、次いで「医療ソーシャルワー

カー」が約3割、「家族（配偶者を除く）」が2割、

「パートナー（配偶者を含む）」が2割弱と、「医

療ソーシャルワーカー」を除くと専門家以外の

周囲の人からの相談が多かった（表1.11）。

④HIV陽性者と周囲の人からの相談の内容

　HIV陽性者と周囲の人からの相談の内容で

は、相談機関の半数以上が「障害者手帳や福祉

サービスについて」を挙げており、次いで「経

済的な問題」が4割弱、「就職や転職」と「HIV

の医療について」が3分の1程度みられた。また、

「精神・心理面について」が1割強、「職場の人

間関係」「住居について」「外国人からの相談」

「パートナー /家族/友人との人間関係」は1割

弱みられた（表1.12）。

表 1.11　HIV 陽性者と周囲の人からの相談
（相談者）

度数 ％

本人 107 84.3

家族（配偶者を除く） 27 21.3

パートナー（配偶者を含む） 21 16.5

友人 8 6.3

勤務先の上司・同僚 8 6.3

医療ソーシャルワーカー 42 33.1

医療従事者 16 12.6

福祉関係者等 13 10.2

行政の担当者 17 13.4

その他 4 3.1
※複数回答

n=127

表 1.12　HIV 陽性者と周囲の人からの相談
（内容） n=127

度数 ％

障害者手帳や福祉サービスについて 67 52.8

経済的な問題 49 38.6

就職や転職 44 34.6

HIV の医療について 41 32.3

精神・心理面について 14 11.0

職場の人間関係 11 8.7

住居について 10 7.9

外国人からの相談 10 7.9

ﾊﾟｰﾄﾅｰ / 家族 / 友人との人間関係 9 7.1

法的な問題での HIV について 3 2.4

依存について 2 1.6

その他 11 8.7
※複数回答
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（4）HIV陽性者の抱える問題への対応可能性

　HIV陽性者の抱える問題への対応可能性は、

「少しは対応できる」が約3割と最も多く、「十

分に対応できる」「まあ対応できる」が合わせ

て4分の1であった。「ほとんど対応できない」

「全く対応できない」が合わせて3割弱となり、

対応可能性が低いと考えている相談機関が相談

機関の約3分の1を占めた（表1.13）。

いる」44 ヵ所（10.1％）、「少しは知っている」

87 ヵ所（20.0％）は合わせても約3分の1で

あった。また、「ほとんど知らない」158 ヵ所

（36.2％）と「全く知らない」116 ヵ所（26.6％）

を合わせると6割以上となった（図1.2）。

　障害者認定のなかに、HIVによる「免疫機

能障害」が位置づけられていうことは、「十分

に知っている」相談機関が104 ヵ所（23.9％）

と約4分のみられる一方で、「全く知らない」

75 ヵ所（17.2％）、「ほとんど知らない」92 ヵ

所（21.1％）と合わせて約4割認められた（図

1.2）。

　HIV陽性者の長期の社会参加の可能性が高く

なっていることについては、「十分に知ってい

る」95 ヵ所（21.8％）と「まあ知っている」

153 ヵ所（35.1％）の相談機関を合わせると

半数以上となった（図1.2）。

度数 ％　

十分に対応できる 35 8.0

まあ対応できる 81 18.6

少しは対応できる 137 31.4

ほとんど対応できない 86 19.7

全く対応できない 30 6.9

未記入 67 15.4

合計 436 100.0

表 1.13　HIV 陽性者の抱える問題への
対応可能性

（5）HIV陽性者に関する情報の把握

　HIV陽性者に関する情報で、「HIV診療をし

ている医療機関」と「HIV陽性者の相談・支援

機関」については、4分の1の相談機関で把握

されていた。しかし、「HIV陽性者の就労に関

する相談機関」、「HIVに関する人権/法律相談」

は約1割の相談機関しか把握しておらず、「HIV

陽性者が受診できる精神科医療機関」を把握

しているのは約5％の相談機関であった（表

1.14）。

n=435

表 1.14　HIV 陽性者に関する情報の把握

度数 ％

HIV 診療をしている医療機関 117 26.9

HIV 陽性者の相談・支援機関 110 25.3

HIV 陽性者の就労に関する相談機関 46 10.6

HIV に関する人権 / 法律相談 41 9.4

HIV 陽性者が受診できる精神科医療機関 21 4.8
※複数回答

（6）HIV陽性者に関する知識

　抗HIV薬の開発によって血液中からウイル

スがみつからないレベルまでコントロールが可

能となったという治療の効果について、「十分

に知っている」11 ヵ所（2.5％）、「まあ知って

図 1.2　HIV 陽性者に関する知識（相談者）

n=43
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（7）研修の必要性

　HIV陽性者や周囲の人からの相談に対応する

ための研修の必要性を感じている相談機関は、

290 ヵ所で、7割弱みられた（図1.3）。

　また、必要な研修についての自由記述をまと

めると、①HIVについての知識、②HIV陽性

者の就労、③HIV陽性者の高齢者福祉等に関す

る内容への要望がみられた。

対象が1割、特に対象を決めていない機関も1

割であった。

　また、相談サービスの内容では、行政の相談

窓口や地域包括支援センターが多くみられたた

め、福祉サービス利用に関するものが最も多

かったが、相談ごと全般、虐待・DV等、経済

的な問題、就職・転職に関すること等の内容も

挙げられ、日常生活上の問題に対応する内容と

なっていた。

　これらのことから、本調査の対象が地域の住

民向けの相談機関であったと考えられる。ま

た、調査票の回収率は51.6％であり、相談に

ついての調査内容の分析に用いた有効回答率は

45.6％（436 ヵ所）であった。以上のことから、

本調査の妥当性は高いと考えられる。

②HIV陽性者と周囲の人からの相談について

　これまでにHIV陽性者と周囲の人からの相談

を受けたことのある相談機関は、調査対象機関

全体の約3割であり、その中の7割弱の機関に

おいて前年度の相談実績は50件未満であった。

このことから、一般の相談機関におけるHIV陽

性者と周囲の人からの相談は、件数としては必

ずしも多くはないものの、約3割の相談機関で

は相談を受けた経験があるということが示され

た。

　相談者は、本人や医療ソーシャルワーカー等

の専門家以外では、家族やパートナーが挙げら

れており、身近な人からの相談もあることが示

された。本人からの相談も受けている場合には、

その際の個人情報の保護等が課題になると考え

られる。

　相談内容では、福祉サービス以外に、経済的

な問題、就職や転職、精神・心理面について、

職場の人間関係、住居について等、地域生活で

生じる問題について挙げられていた。また、一

般相談機関には対応の難しい、HIVの医療につ

いての相談も寄せられていたが、多くは地域の

生活者としての課題に関する相談が寄せられて

おり、必ずしも、HIVに特化した相談内容では

なかった。

図 1.3　研修の必要性

（8）今後の課題

　今後、HIV陽性者や周囲の人からの相談を受

けるうえでの課題についての自由記述では、①

HIVとHIV陽性者についての知識の獲得、②啓

発活動の必要性（関係機関の職員、企業、社会

全般等）、③プライバシー保護・個人情報の取

り扱い、④他の機関との連携、⑤就労支援、⑥

継続したサービス提供の難しさ、⑦高齢者によ

るサービス利用の難しさ等が挙げられていた。

＜考察＞　

①対象とした相談機関について

　本研究では、地域の相談機関におけるHIV陽

性者の相談対応の現状を明らかにするため、東

京都内の行政、民間による相談機関を調査対象

とした。障害者や高齢者を対象とする相談機関

がそれぞれ4割以上、医療・福祉サービス利用

者対象の機関が約3割と、対象者を特定してい

る相談機関も多くみられた。しかし、地域住民

全般対象が3割、生活困窮者対象が2割、女性

n=436
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③HIV陽性者からの相談への対応について

　HIV陽性者の抱える問題への対応可能性につ

いては、対応可能性が低いと考えている相談機

関が約3割みられた。これまでに、HIV陽性者

についての相談を受けたことがある機関が約3

割であることを考えると、今後、相談機関が、

HIV陽性者への対応の可能性を低く捉える要因

について分析をすすめる必要がある。

　医療機関や相談・支援機関が把握するHIV陽

性者が利用可能なサービスに関する情報につい

ては、4分の1の相談機関で把握されており、

最も多かった。また、就労相談機関等が1割以

下であった。他機関を紹介するための情報把握

が充分とは言えない現状が明らかとなった。今

後、地域でのHIV陽性者に役立つ情報共有が必

要であると考えられる。 

　また、HIV陽性者に関する知識の程度を明ら

かにするために、支援者に必要だと思われる知

識を問うた。その結果、抗HIV薬の治療の効果

については約7割が認識せず、障害者認定につ

いては、約4割の機関が認識していなかった。

しかし、長期の社会参加が可能になったことに

ついては半数以上が認識していた。このことか

ら、HIVに関する最新の治療や医療福祉サービ

スについての知識は、相談機関においてあまり

普及していないと考えられる。しかし、HIV陽

性者の長期にわたる社会生活が可能になったこ

とは認識されてきていることが示唆された。

④研修の必要性

　HIV陽性者や周囲の人からの相談に対応する

ための研修に関しては、7割弱の相談機関から

その必要性があるとの回答が寄せられた。ハ

ローワークや地域包括支援センター等、相談機

関の専門性があるところからは、その専門に関

連した相談内容に関する研修の必要性が挙げら

れていた。また、全般的に最新の医療や福祉サー

ビスの情報や関係機関の情報等の必要性が述べ

られていた。以上のことから、相談機関全般を

対象とする研修と、専門機関向けの研修の、二

つの研修のニーズがあると考えられる。

⑤今後の課題

　今後の課題としては、各相談機関でHIV陽性

者や周囲の人からの相談へ対応するために、基

礎的な知識、啓発活動、プライバシーの保護、

関係機関との連携、就労支援といった課題が挙

げられた。

　また、これらが複合的に絡んだ問題として、

プライバシー保護によるサービス提供の難しさ

について指摘があった。プライバシーの保護を

優先すると、問題解決において困難が生じた

り、十分な福祉サービスが利用できなかったり

といったことが述べられていた。

　地域包括支援センターにおいては、今後高齢

となったHIV陽性者本人がサービスを利用する

うえでの相談が増加することが予想される。こ

れまでにHIV陽性者からの相談を受けた経験が

あると回答した地域包括支援センターは7 ヵ所

と少ないが、これら個々のケースで指摘されて

いる問題点は、今後の対応を考えるうえで非常

に重要になると考えられる。

　以上より、啓発活動等の社会への働きかけ、

関係機関の情報提供やプライバシー保護等の相

談機関全般で必要なこと、各分野における専門

相談窓口、就労支援や高齢支援提供に際しての

課題が示された。今後は、このような課題にど

のように取り組むかを考えていく必要がある。

２ 「支援者のグループ・インタビューを通して～

HIV陽性者等への支援に関する困難さの考察」

　インタビューで得られた内容を困難要因ごと

にカテゴリー化し、分類された各要因について

具体的な困難さの状況を抽出した。また、語ら

れた内容を【個人】【医療】【地域】の三領域の

場で整理し、職種による困難要因をその三領域

から分析した。看護師によって語られた困難要

因は、【個人】と【医療】の領域が多く、ソーシャ

ルワーカーでは【医療】と【地域】の領域にお

いて困難が感じられていた。

　また、各領域での具体的な困難要因は、【個

人】【地域】にまたがる領域において、〔就労問



43

題〕と〔住宅福祉、療養問題〕のカテゴリーが

挙げられた。【地域】の領域では、〔プライバシー

への配慮〕［生活の再構築］［在宅福祉、療養生

活］［メンタル、薬物問題］［就労問題］［脆弱

さへのケアサポート］［院内システム（医療）］［地

域環境］のカテゴリーであった。

　すでにHIV支援に携わっている専門家の困難

さを明らかにすることで、困難さの軽減に向け

た取り組みへの示唆を得るとともに、医療機関

内だけでなく、地域に動員可能な相談リソース

や、資源との連携の必要が示唆された。

３ 「地域の準備性を構成する要素」を抽出するワー

クショップ」

　地域でHIV陽性者を支援していくにはどのよ

うな準備が必要であるのかをさぐるために、概

念的な整理をおこなった。現在実際にさまざま

な立場でHIV陽性者支援を実施している専門家

によるワークショップを実施し、準備性の構成

要素を抽出した。その結果、地域の準備性とは、

個人の能力、組織の機能、制度・法という各々

レベルの異なる要素によって総合的に構成され

る概念と考える必要があることが考察された。

本研究班では、それらの要素を1、支援者個人

の能力　2、HIV支援組織の機能・位置づけ　3、

地域の制度や条例など　という3つのレベルで

整理した。

地域におけるHIV支援の準備性の構成要素

1．支援者個人の能力

●知識や情報

　「HIVの医学的な情報や治療に関する知識」

を持っている。

　「セクシュアルヘルスに関する知識」を持っ

ている

　「HIV支援リソースに関する情報」を持って

いる。

●認識や態度

　社会に存在するHIVをめぐる偏見・差別の問

題を認識している。

　セクシュアリティや差別・偏見に関する自分

の価値観を意識化し、それを相対的に考えるこ

とができる。

　HIV以外のケースからHIV支援の具体的なイ

メージが描け、対処に自信感がある。

●技能や行動

　HIV特有のケースに関するプライバシーを守

ることができる。

　セクシュアリティや生き方の多様性に関する

配慮をした相談ができる。

2．HIV支援組織の機能・位置づけ

●組織内外のネットワーク

　組織内でHIV支援に必要な情報やスタッフの

経験が共有、集約され、プライバシーが配慮さ

れている。

　地域における他の支援組織や当事者団体の情

報を持っており、組織的なつながりがある。

●組織的な位置づけ

　組織のHIV支援のあり方が明文化され、責任

の所在が明確になっている。

　ガイドラインや通知などを基礎とした対応マ

ニュアルが存在する。

　スタッフに対する組織内外での定期的な研修

が業務としておこなわれている。

3．地域の制度や条例など

●連携の制度化

　地域の連携会議（医師会・保健・行政）が公

式なものとして制度化されている。

●法的や制度などの整備

　都道府県が自立支援医療で訪問看護を認めて

おり、自立支援医療の指定機関がある。

　医療者の針刺しに対してのPEP（暴露後予

防）などが整備されるなど、地域に準備体制が

ある。
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４ 「地域の支援者のための、HIV陽性者への対応

の準備性を高めるための研修プログラム」

（1）参加者からのコメントによる研修の効果

（支援者の抱える抵抗感と困難性）

　HIV陽性者を支援するにあっての困難につい

ては、「HIVの漠然とした否定的なイメージに

よる不安」「性を扱うことへの不安と抵抗感」「同

性愛などの性の多様性に対する受容への不安と

抵抗感」などが分析された。

（研修の効果について）

　参加者からのコメントからは、「支援に必要

な知識が増えたことによる安心感」「精神疾患

など他分野における過去の支援経験が応用でき

ることへの気づき」「性に関しては『自分の価

値観』を切り離して支援職として行動すること

が可能との気づき」「具体的なHIV支援のリソー

スを知ることでの安心感」などが分析できた。

　また、ルールのある中で安心して自己開示が

できる場での研修を通じて、「職場におけるコ

ミュニケーションの向上」が見られたとこと。

また、「ワークショップの方法が自分の支援活

動において参考になった」というコメントが

あったことは興味深い。

（2） 質問紙による効果評価の結果と考察

【結果】

研修1：講義とワークショップによる研修

　研修の参加者は49名（男性13名、女性31

名、未記入5名）であった。年齢は、20代5名、

30 代 16 名、40 代 12 名、50 代 6 名、60 代 以

上5名、未記入5名であり、30代と40代で6

割を占めていた。

　また、職種は事務職が1名、専門職が43名

であり（未記入5名）、専門職の内訳では就労

支援職が39名と9割強を占めていた。それ以

外の専門職としては、福祉職1名、その他1名、

未記入3名であった。

　HIV陽性者への相談対応は、経験者が14名で、

全体の約3割であった。

1．研修前後での各項目の比較

　2回ともに参加があり、研修の実施前後の質

問紙に記入があった41名について、それぞれ

の項目別に対応のあるｔ検定をおこなった。そ

の結果、1 ～ 5の全ての項目について研修の効

果が認められた（表1.15、図1.4次頁）。

　また、相談対応のセルフ・エフィカシーにつ

いても、研修前に比べて研修後は有意に高かっ

N
研修前得点 研修後得点

t 値 p
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

知識／ウイルスコントロールが可能 41 1.6 0.77 3.4 0.67 -10.95 0.000 

知識／人権 41 2.6 0.81 3.5 0.50 -7.34 0.000 

知識／医療機関 41 1.7 0.68 3.2 0.69 -10.78 0.000 

知識／相談・支援機関 41 2.2 0.85 3.3 0.57 -7.25 0.000 

イメージ／身近感 40 2.4 0.71 3.5 0.60 -7.99 0.000 

イメージ／抵抗感 41 2.5 0.78 1.9 0.57 6.66 0.000 

セクシュアリティ／身近感 41 2.6 0.71 3.2 0.61 -6.08 0.000 

セクシュアリティ／抵抗感 41 2.4 0.83 2.0 0.72 3.54 0.001 

プライバシーの配慮／必要なこと 41 2.3 0.61 3.2 0.43 -7.86 0.000 

プライバシーの配慮／すること 41 2.1 0.61 3.1 0.37 -8.30 0.000 

HIV 陽性者のセクシュアリティの理解 41 2.2 0.75 3.1 0.42 -7.29 0.000 

HIV 陽性者のセクシュアリティへの配慮 41 2.1 0.74 3.1 0.41 -7.91 0.000 

相談対応のセルフエフィカシー 41 2.7 0.65 3.4 0.50 -6.31 0.000 

支援のイメージ 41 2.3 0.87 3.3 0.47 -7.52 0.000 

表 1.15　講義とワークショップでの研修における各項目の研修前後の得点の比較

※イメージ／抵抗感とセクシュアリティ／抵抗感は逆転項目
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た。支援のイメージについても、研修前に比べ

て研修後は有意に高く、HIV陽性者への相談に

ついての準備性は高まったと考えられた。

2．「講義とワークショップによる研修」の効

果

　年齢と項目の得点との相関では、「プライバ

シーへの配慮」において、研修前には関連が認

められなかったが、研修後には正の関連が認め

られた（p < .05）。このことから、プライバ

シーの配慮に関しては、年齢が高いほど理解が

深まった可能性があり、今後より詳細な分析が

期待される。

　また、「相談対応のセルフ・エフィカシー」

の変化と、「支援のイメージ」の変化には相関

が認められた（p < .01）。このことから、具

体的な支援のイメージを持つことが、相談対応

のセルフ・エフィカシーを高めることが示唆さ

れた。

　相談対応のセルフ・エフィカシーの変化は、

「ウイルスがコントロール可能」と「HIVの診

療医療機関」についての知識の項目、「セクシュ

アリティの身近感」の項目、「プライバシーへ

の配慮」の各項目、「陽性者のセクシュアリティ」

の各項目との相関が認められた。今後、対象者

数を増やし、各項目間の関連を配慮した分析が

必要ではあるが、今回の分析結果からHIVにつ

いての知識を増やすことやプライバシーへの配

慮、セクシュアリティへの身近感や対応を知る

ことが、相談対応への準備性を高めるうえで重

要であることが示唆された。

【考察】

　今回の結果は、限られた対象者における検討

であるため、得られた結果の解釈には十分な注

意が必要である。しかし、全ての項目において、

研修の効果が認められたことは、研修内容の適

切さを示していると考えられる。

　今後はさらに対象者を増やし、対象者の特性

も配慮しつつ、研修の効果について検討してい

く予定である。また、相談対応のセルフ・エフィ

カシーの下位尺度として、各項目が構成されて

いる可能性も示されており、さらに詳細な分析

をおこなうことで、対象者に合わせた研修内容

を選択するための質問紙を作成できると考えら

れた。

図 1.4　参加者の研修前後の変化
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５ 地域の支援者のための支援ツールの作成

DVD 「地域におけるHIV陽性者の支援～対応する

際に知っておきたいこと」を用いた研修プログラ

ムの実施とその効果評価

（1）研修参加者の基本属性

　研修プログラムの参加者数は全部で43名

で あ っ た。 性 別 は 男 性 14 名（32.6 ％）、 女

性 29 名（67.4％）であった。年齢は 20 代 5

名（11.6 ％）、30 代 13 名（30.2 ％）、40 代

17 名（39.5 ％）、50 代 6 名（14.0 ％）、60 代

以上2名（4.7％）であった。職種は事務職5

名（11.6％）、専門職36名（83.7％）、無回答

2名（4.7％）であった。また就労支援職12名

（27.9％）、福祉職 9 名（20.9％）、医療職 15

名（34.9％）、無回答7名（16.3％）であった。

そしてHIV陽性者への対応経験がある対象者は

32名（74.4％）、対応経験のない対象者は10

名（23.3％）、無回答1名（2.3％）であった。

　上記のように、今回の研修の参加対象者は

40代以上が半数以上であり、8割以上が専門

職で、4分の3がHIV陽性者への相談対応の経

験があった。このことから対象者は、ある程度

経験豊富な専門職で、HIV陽性者への相談対応

経験があるという特徴のある集団であると考え

られた。

（2）研修前後の各項目の得点の変化

　研修プログラムにおける各項目の得点は、

HIVについての知識2項目を除くすべての項目

において、研修前後で有意な差がみられた。変

化の見られなかったHIVについての知識2項目

の内容は、今回の研修では扱っていない内容で

あった。これらの結果から、地域支援者のHIV

陽性者支援に対する準備性を高めるために、こ

の研修プログラムは有用である可能性が示され

た。

（3）「相談対応へのセルフ・エフィカシー」と

の関連項目

　研修参加後の「相談対応へのセルフ・エフィ

カシー」の得点と研修後の他の各項目との関連

性を、ピアソンの相関係数を用いてみたところ、

「支援のイメージ」との関連が最も大きく（r= 

.687、 p< .001）、次いで「HIV陽性者のセク

シュアリティへの配慮」（r= .575、 p< .001）、

「イメージへの抵抗感」（r=- .548、 p< .001）、

「HIV陽性者へのセクシュアリティへの理解」

（r= .493、 p< .01）、「プライバシーへの配慮

に必要なこと」（r= .490、 p< .01）、「知識（人

権）」（r= .485、 p< .01）、「プライバシーへの

配慮をすること」（r= .470、 p< .01）であった。

「イメージへの抵抗感」や「セクシュアリティ

への理解」が「相談対応へのセルフ・エフィカ

シー」と関連があり、これらを変化させること

は、地域支援者の準備性を高める研修において

は、特に重要であると考えられた。

（4）DVD上映後の質疑応答における質問内容

・性の多様性は理解するが、リスクのある性行

動はいかがなものか。リスキーな性行動とHIV

感染は直結しているのか。（就労支援職）

・抗HIV薬を休薬するメリットはあるのか。（就

労支援職）

・教育が遅れているせいで、日本でHIV感染が

パンデミックのように急激に増える可能性はあ

るか。（就労支援職）

・精神障害においてはそれを開示して就職する

人が多いが、HIV陽性者が職場でそのことを開

示している人は少ないという。どのように本人

理解をすすめ、支援すればいいのか。（就労支

援職）

・エイズを発症した患者の在宅介護支援で、そ

の家族の心のケアの難しさを感じた。また、受

入施設を探すのに苦労している状況である。（高

齢者福祉職）

【考察】

　今回の研修においては、個人の経験等の要因

が大きく関与する項目についても変化があるこ

とが示された。今回の研修プログラムの参加者
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は、おもに経験豊富な専門職で、すでにこれま

でにHIV陽性者への対応の経験がある参加者も

多かった。このような集団に対しても効果が認

められたことは、この研修プログラムが、地域

におけるHIV陽性者支援の準備性を高めるうえ

で有効であると考えられた。

　研修後の質疑応答における質問も、参加者が

実際に担当したと考えられる事例からの質問が

多くみられた。日常の相談・支援業務をおこな

う上で、実際にHIV陽性者への対応が必要とな

る場面がすでに増えていると考えられる。多く

は就労支援職からの質問であったが、高齢者福

祉職からの質問もみられた。今後長期療養傾向

がさらに強くなると、将来的には高齢HIV陽性

者への介護・福祉等のサービスニーズに対応す

る必要性もますます高まってくるであろう。

　今回の研修の参加者は、専門職でHIV陽性者

への相談対応の経験があるものが多かった。今

後はさらに、対応経験がないものへの研修を実

施し、同様の効果が認められるのかを検証する

必要がある。

Ｄ　結論
　初年度の東京都内の「地域の相談機関におけ

るHIV陽性者への相談対応に関する調査」にお

いて、下記の点が示唆された。①これまでHIV

陽性者と周囲の人から相談を受けたことがある

機関は約3割あった。②HIV陽性者や周囲の人

からの相談内容は、生活者としての相談であり、

既存の地域のサービスに対するニーズの存在が

明らかとなった。③今後の対応可能性が低いと

回答した相談機関が3割存在することから、地

域支援者の準備性に課題があることが示唆され

た。④一般相談機関でHIV陽性者からの相談を

受けるためには、最新のHIVについての知識、

外部の連携専門機関の情報等が必要であると考

えられており、相談に対応するための研修への

ニーズも約7割あった。また自由記述では、最

新の医療や関連機関の情報等のHIVに関する基

本的な理解の不足、就労や高齢者等への専門性

の高い分野について、社会全般や企業、関連機

関等への啓発、研修の必要性や、これからの対

応などより踏み込んだ課題が示された。

　また同時に「HIV陽性者等への支援に関する

困難さの考察」として、すでにHIV陽性者に

支援を提供している支援者を対象にしたグルー

プ・インタビューを実施した。そこで得られた

対応の困難さのなかで、HIVに特化した医療機

関だけでは対応が難しいものに、「薬物使用」、

「就労」、「在宅支援」があげられた。

　また、本研究班では、地域の支援者における、

HIV陽性者の支援に際しての準備性とは、個人

の能力、組織の機能、制度・法という各々レベ

ルの異なる要素によって総合的に構成される概

念と考える必要があることが考察された。本研

究班では、それらの要素を1. 支援者個人の能

力、2. HIV支援組織の機能・位置づけ、3. 地

域の制度や条例など、という3つのレベルで整

理した。

　「地域の支援者の HIV に対する準備性を高め

るための研修」では、当研究班が開発した研修

方法について、一定の効果が確認された。ワー

クショップ型の研修、講義型研修ともに効果が

確認されたが、特に個人の価値観にふれる、性

やセクシュアリティ、HIVのイメージなどを研

修という機会のなかで相対化し、支援者として

そのことをイメージすることは、相談対応のセ

ルフ・エフィカシーを高めることが明らかに

なった。

　また、当班が制作した、支援者のための研修

で活用可能なDVD「対応する際に知っておき

たいこと～地域におけるHIV陽性者の支援」の

上映の効果評価を実施し、有効性を確認した。

今後は、さまざまな機会をとらえて、地域のお

けるさまざまな支援サービスの担い手たちの研

修の場において、HIV/エイズに関する知識の

みならず、本研究班が開発したような、抵抗感

を低減させるような取り組みも同時にあわせて
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実施していくことで、HIV陽性者の生活が周囲

から見えやすくなり、それが地域社会における

疾病イメージの変容を促し、さらにはHIV陽性

者が生活しやすい地域社会が実現されることに

つながることを期待するものである。
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　なし
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