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Ａ　研究目的
　近年の治療技術の飛躍的な向上や、医療機

関・検査体制の整備などにより、HIV陽性者に

対する医療体制は整いつつある。若林ら（2009）

の調査による日本のエイズ政策に対するHIV陽

性者の評価は、「治療や医療体制」について9

割近くのHIV陽性者が高く評価していたが、一

方で就労や社会参加の支援体制、偏見の軽減な

ど社会環境にかかわる対策への評価は低く、社

会環境において満たされないニーズがあること

が示唆されている。

　地域で社会生活を送るHIV陽性者の相談・支

援に対するニーズは、単に医学的な側面のみな

らず、当然のごとく地域社会とのあらゆる結び

つきから発生するため、地域の様々な機関で

HIV陽性者の支援ができる環境を整えていくこ

とが重要であり、ぷれいす東京の相談にはそう

した全国のHIV陽性者やその周囲の人（家族・

パートナーなど）からの声が寄せられている。

 研究分担者：牧原 信也（特定非営利活動法人ぷれいす東京）

 研究協力者：福原 寿弥、神原 奈緒美、矢島 嵩、池上 千寿子（同上）

兵藤 智佳（早稲田大学）

野坂 祐子（大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター）

研 究 要 旨

　本研究は、HIV陽性者が地域でよりよい社会生活を送るために必要と思われる、地域支

援者の準備性の向上など、地域社会の環境整備に寄与することを目的としている。具体的

には、HIV陽性者の支援に役立つと思われる支援モデルの提示をおこない、現在すでに相

談を受けている機関や、今後陽性者相談を開始または検討している支援者に役立つツール

の作成を試みた。

　今年度は、初年度の「地域における相談機能の研究」でまとめた、ぷれいす東京のHIV

陽性者相談の対応の流れをもとに、陽性者対応の留意点や特記などをまとめた。また、昨

年度の研究で検討した相談機関で活用できる記録シートを見直し、上記留意点などのまと

めとあわせ、ツールを作成した。検討にあたっては、陽性者への直接支援を担当する相談

員によるフォーカス・グループ・ディスカッション（以下、FGD）を重ねた。

　また、陽性者支援のモデルの提示として、ぷれいす東京でおこなっているHIV陽性告知

直後の人のためのグループプログラムの運営方法につき、昨年度の内容分析をもとに運営

スタッフとプログラムへの反映を話し合い、運営マニュアルを作成した。

分担研究報告

（2）HIV陽性者に対する相談・支援機関の機能に関する研究
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本研究においては、地域のHIV陽性者の相談に

かかわる支援者の準備性を高め、地域の支援力

を上げるためのモデル提示をすることを目的と

し、以下の研究をおこなった。

研究1 陽性者支援の相談機関で活用できるツール

の作成

研究2 陽性者支援プログラムの提示

Ｂ　研究方法
研究1 陽性者支援の相談機関で活用できるツール

の作成

　初年度の「地域における相談機能の研究」で

まとめた、ぷれいす東京における相談サービス

の流れを事例とし、ぷれいす東京で陽性者の直

接支援にかかわる相談員を対象としたFGDに

て検討をおこない、HIV陽性者対応の留意点と

特記などをまとめた。また昨年度の「相談機関

で活用できる記録シートの検討」で作成した

シートの見直しもおこなった。その上で両者を

合わせ、ツールとして再構成した。

研究2 陽性者支援プログラムの提示

　陽性者支援のモデルの提示として、ぷれいす

東京でおこなっている、HIV陽性告知直後の人

のためのグループプログラムの運営方法を検討

した。詳しくは別途事項（P31 ～ 41）にて報告。

（倫理面への配慮）

　ぷれいす東京の倫理委員会で、外部専門家を

含んだ研究計画の審査をおこなった。相談記録

は個人が特定されない情報のみを分析の対象と

した。

Ｃ　研究結果
研究1 陽性者支援の相談機関で活用できるツール

の作成

　ぷれいす東京の相談の流れをひな型に、より

汎用性のある「対応と留意点」をまとめた。今

回は相談者の背景の確認やニーズの把握・整理

がより重要となる初回相談を想定した。

　また、昨年度作成した陽性者のニーズにもと

づく記録シートの見直しをおこない、上記の「対

応と留意点」との整合性をとり、再構成をおこ

なった。全体の構成は以下の通り。なお、この

研究を含め、他の分担研究と合わせた、地域で

HIV陽性者を支援する人のための「ガイドブッ

ク」が作成されているので参照されたい。

　「HIV陽性者相談の対応と留意点

　　　　　～ぷれいす東京の活動をもとに～」

　１ 相談体制

　２ 具体的な相談サービスの流れ

　　2-1　状況の確認・把握（インテーク）

　　2-2　個別問題の整理や把握

　　2-3　ニーズアセスメント

　　2-4　具体的な支援

　　2-5　相談後の流れ

　３ 相談記録シート

　　3-1 情報収集の留意点

　　3-2 基本属性

　　3-3 新規相談者の補足項目

　　3-4 相談内容

　４ 参考資料

　　2008年度のぷれいす東京HIV陽性者の

　　ニーズのまとめ

１ 相談体制

　相談活動を新規に立ち上げる場合、その目的

や対象者の選択、人員などの相談体制は、機関

の環境や状況によって異なることが想定され

る。陽性者の相談ニーズは様々で、既存の相談

機関を利用する場合もある。
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　今回はぷれいす東京における相談サービスの

流れを事例に、各相談機関においても参考とな

るような点をまとめたため、基礎情報としてぷ

れいす東京の相談体制を明記しておく。なお、

電話相談の新規立ち上げに関する体制づくりに

ついては、同報告書の電話相談立ち上げマニュ

アルの報告も参照されたい。

ぷれいす東京の相談体制

◆ 相談体制

相談対応：電話、対面相談、メール/FAX

相談員の構成：常勤2名、非常勤4名（男性4名、

女性2名）

相談員の背景：社会福祉士 4名、医師1名、そ

の他1名。セクシュアリティは多様

相談対象者：HIV陽性者、判定保留/確認検査

待ち、パートナー /配偶者や家族などの周囲の

人、専門家

記録：電子記録票で保存管理。相談員のみ閲覧

可能

その他：事務担当者1名

◇ 電話相談

名称：「ぷれいす東京　ポジティブライン」

電話番号：0120-02-8341（1回線）

（2009年より厚生労働省の委託事業）

全国の固定電話・携帯電話に対応。発信者の電

話番号は非表示

相談日時：月曜日～土曜日 13：00 ～ 20：00（祝

日、年末年始を除く）

対応：6名の相談員のシフト制。1日につき2

名以上の相談員が配置される複数体制で対応

◇ 対面相談

相談日時：月曜日～土曜日 12：00 ～ 19：00（祝

日、年末年始を除く）

対応：4名の相談員（常勤2名、非常勤2名）

◇ メール/FAX相談

対面相談後のフォローアップ、問い合わせへの

対応として、事務所内の相談員専用アドレスで

対応

◇ 特徴、配慮事項

相談にあたっては、相談員が氏名や居住地域な

どを問わない匿名性を確保し対応。話す内容は

本人の自主性を尊重し、話せる範囲で話しても

らう。相談員は、非審判的な態度で話を傾聴。

面談の場合は、プライバシーが確保された安全

な場を設定しおこなう。背景が多様な複数の相

談員で対応。また判定保留や確認検査待ちも相

談の対象とし、可能な範囲で確認後の連絡を促

している。

　定期的なカンファレンスは特になし。必要に

応じて小ミーティングを開催。加えて、制度や

その他のHIVに関連する情報は、メーリングリ

ストで共有。シフト調整やその他連絡事項は、

メーリングリストや口頭でおこなう。

２ 具体的な相談サービスの流れ

　相談の流れについて、ぷれいす東京での対応

の流れを分析し5つの項目にまとめた。

　相談の流れ

　　2-1 状況の確認・把握（インテーク）

　　2-2 個別問題の整理や把握

　　2-3 ニーズアセスメント

　　2-4 具体的な支援

　　2-5 相談後の流れ

2-1 状況の確認・把握（インテーク）

　相談を受ける側が、聞き取ると参考になると

思われる項目を基本属性とし、相談者の状況の

確認・把握にあたっての留意点や特記と合わせ

てまとめた。ただし、基本属性といってもどこ

までの情報を得るか、必須とするか、任意とす

るかなど、聞き取る内容は、それぞれの機関で

のレベル設定や確認が必要となる（表2.1、次

頁）。



24

2-2 個別問題の整理や把握

　初回の相談の場合、相談者が告知直後で混乱

している場合や、告知後時間が経って落ち着い

ている場合など、様々な状態が考えられる。そ

のため、初回において相談時のニーズが明確な

場合と不明瞭な場合とにわけ、各項目の留意点

や特記をあげた。ただし、この明瞭、不明瞭と

いうのは明確に分けられるものではなく、1回

の相談の中に混在している場合があることに注

意されたい。また留意点や特記については、相

談を受ける側が聞き取る内容の詳細を予測しな

がら話が聞けるようにまとめた（表2.2、表2.3）。

2-3 ニーズアセスメント

　2-2で聞き取った内容を相談者と相談員で確

認しあい、課題の明確化とフィードバックをす

ることを意図し、アセスメントのポイントを以

下にまとめた。

　また、相談には問題が複数ある場合や、それ

らが複雑に関係する場合もあるため、どの問題

を優先させるか、1回の相談において何を考え

ていくかなど、相談者とよく確認し、合意を得

ておくことが、次の具体的な支援との関連にお

いても重要となる。

留意点・特記

①対象者の確認
確定診断の有無を確認
対象外からの相談もある
対象外であれば他リソースを紹介

②主訴 最初に語られたことが主訴とは限らない

③告知を受けた時期
告知時期によりニーズが異なる
告知直後に相談のニーズは高い

④告知を受けた
　場所や状況

保健所やクリニックなどでの自主的な検
査、術前検査、何らかの症状があっての検
査、発症入院中の検査など様々な状況での
告知がある

⑤通院状況の有無
医療機関にかかることで情報やサポートが
増えている可能性がある

⑥相談窓口を知った
　きっかけ

専門家からの紹介の場合、特別なニーズを
持ちうる

表 2.1　状況の把握・確認

項目 留意点・特記

医療環境・身体状況

・治療環境の状況（医療体制、通院環境、
　医療従事者との関係性）
・HIV 関連の治療状況、他疾患の状況
・他科受診の有無
・その他の障がいの有無

生活環境
・社会保障制度の利用状況
・福祉サービスの利用状況
・住宅の状況

就労・就学
・療養と就労 / 就学の関係
・現在までの就労歴

周囲への通知

・周囲への通知の必要性
・個人情報の取扱い方や本人の認識
・周囲への通知による社会のイメージとの
　向き合い方
・周囲への話せなさがストレスになってい
　る可能性

セクシュアリティと
リプロダクティブ

ヘルス

・性的指向と認識
・周囲の支援の状況
・子づくりの情報の有無、状況

セクシュアルヘルス
・他者への感染の可能性
・セーファーセックスなどの情報の有無

その他

・告知時の対応
・薬物などの依存問題
・海外渡航（留学）や海外からの帰国
・外国人
・DV
・法律的な問題

表 2.2　個別問題の整理や把握①
ニーズが明確な場合

状態 留意点・特記

告知直後の混乱

・現実レベルと感情レベルの話が並行して
　進む
・感情の起伏が大きく自分自身のニーズの
　把握が困難
・最悪の場面を想定しての混乱
・人によって混乱の度合いや期間は異なる

漠然とした不安感

・内面にある HIVのネガティブなイメージ
　の影響
・今後の生活や治療の見通しの立たなさ
・ネットなどでの偏った過剰な情報収集
・身体面の自信の喪失
・感染にいたる性行動やセクシュアリティ
　に対する罪悪感

心理的な孤立感
・周囲への通知のしにくさによるストレス
　や孤立感
・生活の中での HIV 陽性者の見えにくさ

ニーズが漠然として不明瞭な場合

表 2.3　個別問題の整理や把握②
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　・医療環境

　・身体状況

　・精神面、心理面の状態

　・個人的な周囲の支援環境

　・専門家による支援環境

　・社会保障、福祉サービスの利用

2-4 具体的な支援

　支援のあり方や目標は、相談体制と同じく所

属する機関により、違いがあることが考えられ

る。そのため、ここではまずぷれいす東京にお

ける支援のあり方をまとめ、その具体的な方法

を提示し、留意点を加えた。これまでにぷれい

す東京でおこなわれてきた対応を①感情の表

出、②情報提供、③具体的な問題解決、に分類

し、対応の順にまとめ、内容や留意点、特記事

項について記した（表2.4）。

【ぷれいす東京の支援のあり方・目標】

・相談者が自己の状態を自らアセスメントし、

対処力を高められるようにする

・偏りのない事例や複数の選択肢を提示、最終

的な選択を相談者自身でおこなえるようにする

・相談者の能力を引き出し、行動できるように

する

2-5 相談後の流れ

　相談後に想定しうる流れを例示し、留意点・

特記についてまとめた。ここでは触れていない

が、2-4の具体的な支援で示した当事者同士の

交流に自らつながり、ネットワークを広げてい

く例もみられる。しかし、当事者同士の交流の

プログラムは大都市圏以外の地域では極めて少

ないため、もし相談機関において立ち上げを検

討する場合は、後述の「研究2 陽性者支援プ

ログラム」を参照していただきたい（表2.5）。

①感情の表出 相談者への共感（受容される経験）、感情の整理
留意点・特記

・非審判的な態度での傾聴
・複数回に分けるなど、状況に応じたアセスメ
　ントで整理・把握する
・本人の意思確認をおこないつつ、具体的なサー
　ビス利用につなげる
・本人による相談行動の客観的な評価をフィー
　ドバックしつつ、相談行動の意味付けをおこ
　なう
・できるだけ多くのリソースを紹介し、HIV に
　関する支援や対処のネットワークを広げる
・対応機関での限界設定を確認する

②情報提供

（1） 情報　　　 
　客観的な情報の提示（調査・研究データなど）によるイメージの矯正

（2） 当事者　
　当事者同士の交流の場やプログラム、インターネットなどの情報提供 
　当事者としての今後の関り方・協力の仕方（例 手記執筆、インタビュー
　協力など）

（3） 医療機関や動員可能なリソース
　ニーズにあった専門病院の情報提供や受診支援
　専門家の紹介など外部リソースの情報提供

③具体的な問題解決

優先順位の整理
シミュレーション
短・長期的なゴールの設定
内外の資源の活用

支援の方法 表 2.4　具体的な支援

流れ 留意点・特記

 相談の終結

 継続的な相談

 他のサービス利用

・相談者と支援者で相談の振り返りをおこなう
・相談者と支援者のお互いの関係性の確認を
　おこなう
・専門的な内容、混乱の度合いが高い場合は
　複数回の相談を促す
・問題や情報提供によるその後の変化につい
　て経過報告を促す
・他のサービスの詳しい案内をおこない、
　必要に応じ導入を検討し、具体的な利用に
　つなげる
・相談者の状態や対応を記録する
・匿名相談の場合は、その後の経過が追いに
　くいため、工夫が必要

表 2.5　相談後の流れ
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３ 相談記録シート

　昨年度作成した記録シートをもとに、他相談

機関のシートも参照しながら再度まとめた。こ

のシートは、1回の相談につき1シート記入す

るようになっている。また、相談を受けながら、

項目を見ることで相談内容を予測し、よりニー

ズを把握しやすくすることも意図し作成してい

る。なお、1回の相談に複数のニーズが存在し

関連しあうなど、項目の選択に苦慮する場合が

少なくないため、極力内容が重複しないような

項目づくりを心掛けた。加えて、相談員が対応

の記録を書く際に時間と手間の軽減が図れる点

も考慮している。

　シートについては、P29 ～ 30を参照。

3-1情報収集の留意点

　相談をおこなう際に、相談者の状況を把握、

理解しうる基本的な情報として基本属性をまと

めているが、情報を必ず聞く、可能な範囲で聞

く、といったレベルの設定をそれぞれの機関で

検討、確認しておくことが重要である。また、

匿名相談など相談の特性にもよるが、相談者が

自己開示の範囲を選択できるようにすること

は、話やすさ、つながりやすさに影響するため、

配慮することが望ましい。また、匿名相談が継

続するような場合には、記録の管理上からも仮

名を設定してもらうなどの工夫が必要となる。

3-2基本属性

　HIV陽性者の初回の相談において、確認して

おくと状況を把握しやすい点をまとめた。相談

者の属性について、判定保留/確認検査待ちも

対象とした。これは一般医療機関でのスクリー

ニング検査陽性の場合など、十分な説明や相談

窓口の情報提供がないと、確認検査の判明まで

にかなり混乱を生じることがあり、また実際に

陽性が確認されるケースを含んでいるからであ

る。

　また、ぷれいす東京では当初、主に陽性者の

相談をおこなっていたが、周囲の人は陽性者本

人のプライバシーがあり相談できる場所が少な

いこと、専門家の場合は支援協力の依頼や資源

の問い合わせなどで、陽性者のメリットにつな

がることから、相談の対象としてきた。このシー

トでも周囲の人や専門家の相談に対応できるよ

う、属性・情報源・通知後の経過日数の項目を

追加した。なお、相談の対象について、周囲の

人や判定保留/確認検査待ち、専門家を対象と

するかは各機関において検討が必要である。そ

の際には、上記の検討の対象について、相談リ

ソースの少なさなどを踏まえた配慮を願いたい

ところである。

3-3新規相談者の補足項目

　新規相談者の補足項目において、昨年度の相

談記録シートではなかった⑤通院中（または予

定）の医療機関の有無、の追加をおこなってい

る。これは医療につながる前の相談、すなわち

検査を受けてからも医療につながらないケース

があるためである。上記の基本属性と同様に、

この補足項目も情報をどこまで得るかの設定に

ついては、各機関において確認が必要である。

　なお、周囲の人などの場合は、相談の対象と

なるHIV陽性者の情報とし、話せる範囲で聞き

取ることで陽性者の状況も整理できる。

3-4相談内容

　主に相談者のニーズをシートに書き記すこと

を目的として作成した。そのため、相談員の主

観はできるだけ避けて記入できるよう項目を作

成している。相談員の対応や、ニーズから生じ

た外部への連絡は、別途枠を設けて記入できる

ようにした。また、相談は多岐に渡る場合も少

なくないため、項目は複数選択としている。

　記入にあたって、告知直後の相談は漠然とし

た不安が多いため、2.に該当する項目を設けた。

ただし、告知直後にあっても具体的な内容の相

談もあるため、記入の際には留意し、それぞれ

の状況に応じた記入が必要となる。

　また、周囲の人や専門家からの相談に活用す
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る場合は、2.の項目の「告知」を「通知」に読

みかえ、陽性を知らされた直後の混乱に対応さ

せる。「他陽性者との交流」は「同じ立場の人

との交流」とする。

４ 参考資料

　相談内容をより具体的に把握することを目的

として、昨年度の研究でまとめた2008年度の

ぷれいす東京HIV陽性者のニーズのまとめを参

考資料とした。今回の記録シートの作成にあた

り、項目選択の基礎に用いた。なお、内容は平

成21年度の総括・分担研究報告書および「ガ

イドブック」を参照。

Ｄ　考察
陽性者支援の相談機関で活用できるツールの作成

　今回はぷれいす東京での実践をもとに、HIV

陽性者相談の際の対応と留意点をまとめた。ま

た、陽性者のニーズをもとに、実際の相談活動

で活用できるシートを作成した。

　HIV陽性者にとって、それぞれの住み慣れた

地域で相談サービスを受けられることには利点

がある。しかし、相談機関にはHIVに特化した

ものもあれば、既存のサービスのなかでHIV陽

性者が対象となる場合もある。そのため、地域

でそれぞれの経験や情報の蓄積はあったとして

も、陽性者を中心とした連携が図られているか

どうかは、疑問の残るところである。

　今回のツールは、すでに相談をおこなってい

る機関においても、今後新たに支援をおこなう

機関においても、支援者の準備性を高めるもの

として役立つと思われる。

　この対応や留意点は、ぷれいす東京という一

地域の支援団体の視点からまとめられたもので

はあるが、相談員が様々なHIV陽性者やその

周囲の人からの声に耳を傾ける中で、検討さ

れ、形づくられたものであり、他地域のNPO/

NGO、更には医療機関やその他様々な相談を

担う機関においても、活用できるはずである。

　ただし、今回の研究において、記録用のシー

トは実践での使用に至っておらず、今後は実際

の現場において試用され、各々の機関に応じた

内容の追加や削除といった更新をおこなうこと

で、より使いやすいものにしていただきたい。

Ｅ　結論
　地域で長期療養をおこないながら生活する陽

性者の相談ニーズには、社会生活全般に渡るも

のがみられるため、地域で相談できる多様な専

門性をもつ機関の整備や対応の充実が望まれ

る。今後のHIVをめぐる社会環境を考えるとき、

このツールは地域の支援力を高め、支援者の準

備性を高める布石になりうるものと思われた。
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■基本属性
①ケース名（　　　　　　　　　　）
②対応方法（電話・対面・メール）
③対応日時（20　　年　　月　　日）
④対応者（　　　　　　　　　　）
⑤性別（男性・女性・その他・不明）
⑥居住地（北海道 / 東北・関東・甲信越 / 北陸・東海・
 近畿・中国 / 四国・九州 / 沖縄・海外・不明 ）
⑦年齢（10 代以下・20 代・30 代・40 代・50 代・
 60 代・70 代以上）
⑧相談者の属性（ 陽性者、判定保留 / 確認検査待ち）

※相談者の属性が HIV 陽性者以外の場合は⑧の
　属性を以下に変更し、補足項目の①と②を追加。
・HIV 陽性者の周囲の人
＜属性＞家族、配偶者 / パートナー、友人 / 知人、
 元パートナー、会社、性的関係のあった人、
 その他（　　　　　）
・専門家（外部）からの相談や連携 
＜属性＞医療機関、保健所等、福祉関連、地域団体、
 障害者雇用人事、その他
①情報源（　　　　　）
②通知後の経過日数  
  （　　　　　/ 日、週、ヶ月、年  ）

▼新規相談者の補足項目
①情報源（　　　　　）
②告知後の経過日数  
 （　　　　　/ 日、週、ヶ月、年  ）
③告知を受けた場所 
 （保健所/検査所、医療機関（外来）、医療機関（入院）、 
 自己検査キット、献血、イベント、その他）
④検査のきっかけ 
 （無症状・自発的、HIV 関連の症状、その他の症状、
 術前検査、妊産婦検診、健康診断、
 性的接触があった相手からの通知、献血、その他）
⑤通院中（または予定）の医療機関の有無（有・無）
 医療機関名（　　　　　　　　　　）

■相談内容
1．検査や告知に関する相談 
＜内容＞
 □ 告知の状況
 □ 検査機関の対応
 □ 検査の信憑性
 □ その他（　　　　　　　　　　）

2．告知直後の漠然とした相談
　　（3 ヶ月以内の場合記入）
＜内容＞
 □ プライバシー不安
 □ 生活のイメージ
 □ 身体状況に関する不安
 □ 漠然とした不安や混乱
 □ 他陽性者との交流
 □ その他（　　　　　　　　　　）

3．対人関係に関する相談
＜対象＞
 □ 家族
 □ 配偶者 / パートナー
 □ 元パートナー
 □ 友人 / 知人
 □ 会社
 □ 性的関係のあった人
 □ 行政
 □ 他陽性者
 □ NGO スタッフ
 □ その他（　　　　　　　　　　）
＜内容＞
 □ HIV の通知
 □ 性に関する相談
 （sex、セクシュアリティ、セーファーセックス等）
 □ プライバシー
 □ トラブル
 □ 検査（受検勧奨等）
 □ その他（　　　　　　　　　　）

相談記録シート
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4-1．生活に関する相談
＜内容＞
 □ 就労 / 就学
 □ 経済的な問題
 □ 医療費
 □ 住宅問題 / ホームレス（野宿生活）
 □ 生命保険
 □ 法律問題
 □ 外国人
 □ 海外渡航（留学）/ 海外からの帰国
 □ その他（　　　　　　　　　　）

4-2．制度に関する相談   
＜内容＞ 
 □ サービス利用時の対応
 □ プライバシー
 □ 障害者の制度利用
 （手帳取得、医療費＜自立支援・重度医療＞、
 障害者控除、施設入所）
 □ 健康保険
 （高額療養、傷病手当、付加給付、後期高齢者医療）
 □ 生活保護
 □ 障害年金
 □ 障害者雇用
 □ 失業給付
 □ 特定疾病療養費
 □ ビザ
 □ その他（　　　　　　　　　　）

5．心理や精神に関する相談
＜内容＞
 □ 精神疾患
 （統合失調、躁鬱病、人格障害、パニック障害、
 その他）
 □ 薬物依存
 □ その他依存傾向
 （アルコール、セックス、ギャンブル、対人、その他）
 □ 自殺念虜
 □ ストレス
 □ 人間関係の閉塞感
 □ セクシュアリティの受容
 □ HIV の受容
 □ 精神科の受療に関する状況
 □ その他 （　　　　　　　　　　）

6．病気や病態の変化や服薬
＜内容＞
 □ 投薬前の不安
 □ 副作用
 □ CD4 の変化
 □ HIV の関連症状
 □ その他の疾患
 □ 服薬の継続
 □ 入院中の病態
 □ その他（　　　　　　　　　　）

7．医療体制や受診に関する相談
＜内容＞
 □ 医療従事者とのコミュニケーション
 □ 医療・検査機関の選択
 □ 歯科受診
 □ 精神科受診
 □ 他科受診
 □ 通院や服薬の中断・拒否
 □ セカンドオピニオン
 □ その他（　　　　　　　　　　）

8．医療機関以外の支援機関・リソースへの
　　アクセス
＜内容＞
 □ 地域の支援団体
 □ 所属機関の利用
 □ その他機関・リソースの利用
 □ 他陽性者との交流
 □ 外国の情報（ビザ、医療機関、医療状況）
 □ その他（　　　　　　　　　　）

9．連絡等のコミュニケーション
＜内容＞ 
 □ 近況報告
 □ 面談等のアポイントメント
 □ 積極的な協力
 □ その他（　　　　　　　　　　）

10．相談員の対応 
 （　　　     　　内容を記入　　　     　　）

11．ニーズから発生した外部連絡  
 （　　     　　　内容を記入　　　　　     ）
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Ａ　研究目的
　感染を知ってから間もない人のためのプログ

ラム「新陽性者ピア・グループ・ミーティング（以

下、新陽性者PGM）」の効果評価をおこない、

その結果をプログラムの改善に反映させ、「運

営マニュアル」を作成し、地域における支援モ

デルの1つとして提示することを本研究の目的

とする。

Ｂ　研究方法
　初年度におこなった新陽性者PGM参加者ア

ンケートの基礎データ集計とその1次分析、2

年目におこなった新陽性者PGMのファシリ

テーターによるフォーカス・グループ・ディス

カッション（以下、FGD）によって得られた、

データと自由記述のさらなる詳細な解釈によ

り、新陽性者PGMの効果評価の資料を得た。

　初年度と2年目の結果を踏まえて、本年度は、

ファシリテーターによるFGDで、プログラム

の改善点、ファシリテーターとしてのノウハウ、

運営上の課題、利用しやすいマニュアルのあり

かたなどを話し合ってもらった。その結果を反

映して「新陽性者ピア・グループ・ミーティン

グ（PGM） 運営マニュアル」（以下、「運営マニュ

アル」を作成した。

　FGDは2期に分けておこなった。第1期は、

「ファシリテーターのノウハウの共有と運営上

の課題」をテーマとし、3名ずつ2班に分けて

おこなった。第2期は「プログラムの改善とマ

ニュアル改訂ポイントの整理」をテーマとし、

1班にて4回おこなった。1回につき約1.5 ～

3時間、計6回（16.5時間）実施した。FGD

に参加協力したファシリテーターは8名、司

会は新陽性者PGMのコーディネーターが担当

し、参加者の了解のもとICレコーダーにて録

音をした。FGDの詳細は以下の通り。

FGD第1期

テーマ：「ファシリテーターのノウハウの共有

と運営上の課題」

人数と時間：A班3名（3時間）/B班3名（3時間）

　ファシリテーターに、効果評価資料と新陽性

者PGM各期の開催記録（日時、人数、振り返

りミーティングの要点をまとめたメモ）を事前

に読んできてもらうことで記憶を呼び覚まして

もらい、各々のファシリテーターが持つノウハ

ウや、大事にしていること、難しさについてな

どを自由に話し合ってもらった。また、運営上

の課題についてもファシリテーターの視点から

自由に話し合ってもらった。

 執筆者・研究協力者：矢島 嵩（特定非営利活動法人ぷれいす東京）

 研究協力者：池上 千寿子（同上）

兵藤 智佳（早稲田大学）

【研究 2】
陽性者支援プログラムの提示
感染を知ってから間もない人のためのプログラム

「新陽性者ピア・グループ・ミーティング（新陽性者 PGM）」効果評価
～プログラムへの反映とマニュアル作成～
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FGD第2期

テーマ：「プログラムの改善とマニュアル改訂

ポイントの整理」

各回の人数と時間：第1回目5名（3時間）/

第2回目4名（3時間）/第3回目8名（1.5時間）

/第1回目5名（3時間）

　FGD第1期でファシリテーターたちによっ

て語られたことを、FGD第2期で整理して「運

営マニュアル」に反映させる作業をおこなった。

第2期は継続ミーティングとし、話し合った結

果を文章にまとめ、それを次回の資料とし、こ

の繰り返しを4回おこなった。

Ｃ　結果と考察
　上記FGDで話し合われた内容から、プログ

ラムの改善と、「運営マニュアル」に反映させ

るおもなポイントを示し、考察を加えるものと

する。「運営マニュアル」の詳細は別冊を参照

いただきたい。

１ グランド・ルールの意義と実践

　新陽性者PGMの多くの参加者が、安全な

「場」が得られたと感じており、安全な「場」

が得られたと感じている参加者ほど、気持ちの

揺れ方や、病気のイメージなどが良く変化した

と感じていることが参加者アンケートより明ら

かになっている。これらのことを、ファシリテー

ターは安全な「場」の確保をおもな目的として

作られたグランド・ルールが機能していたこと

のあらわれで、このプログラムの根幹の1つで

あるグランド・ルールの重要性を示唆するもの

だと考察した。

　そのため、グランド・ルールとは何かという

ことを改めて話し合い、運営マニュアルにはグ

ランド・ルール自体を記載するだけでなく、グ

ランド・ルールの意義を明記し、その周知方法

や実践されやすくするための工夫、情報技術の

進歩などがもたらす時代の変化とともに改訂す

る必要があることなどを以下のように書き入れ

た。あわせて、インターネット上でも守秘義務

が課されるなど、グランド・ルールの一部を改

訂した。

[グランド・ルールの意義と周知方法]

　グランド・ルールとは、その場にいる全員が

遵守すべき基本のルール、約束事のことである。

様々な価値観や異なる“常識”を持ち合わせた

人同士が出会い、その場を共有するために必要

なことがらをまとめたものである。グランド・

ルールによって、ミーティングの基本的な性質

を理解し、コミュニケーションの仕方について

のイメージを持ち、安心して参加するための方

法を確認することができ、それらを実践するた

めの指針を得る。また、ファシリテーターもグ

ランド・ルールの実践者であり、グランド・ルー

ルはファシリテーターにとっても行動指針、よ

りどころとなるものである。

　新陽性者PGMのグランド・ルールは、陽性

と知ってから間もない新陽性者が、より安全な

場で情報や経験を共有するといった新陽性者

PGMの目的に沿って作られている。安全な場

とは、安心して話したり聞いたりできる場のこ

とであり、物理的に守られている空間を指して

いるだけではなく、プライバシーが守られるこ

と、多様性が認められていること、批判にさら

されないことなどの条件を満たしていることが

不可欠である。

　事前の個別オリエンテーション時に、グラン

ド・ルールを1人ずつ参加希望者全員に理解し

てもらい、承諾を得た上で参加の意思を再確認

する。また、新陽性者PGM各回の冒頭にもグ

ランド・ルールの読み合わせをおこなう。これ

らのことで、グランド・ルールの重要性の認識、

理解度の向上、安全な場の共有感を得ることが

できる。

　グランド・ルールを明文化し、承諾を得た上

での参加を条件づけていることは、不測の事態

が発生したときの主催者と参加者の責任の範囲
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を明確にするためにも重要である。また、情報

技術の進歩など時代の変化に合わせて、随時グ

ランド・ルールは改訂を重ねる必要がある。

　　　

２ 時間配分のイメージ

　参加者アンケートでは、開催回数や時間につ

いてはおおむね良好な結果が得られたが、自由

記述には「もう1回あったほうが良い」、　「時

間が足りない」などの記述もみられた。個々の

意見のすべてに応じることはグループワークの

性質上、不可能かつ不必要だとファシリテー

ターは考察したが、全4回を1期とするプログ

ラム構成の全体をより意識した時間配分や話題

の展開を心がけるなど、運用上の工夫を検討す

る必要があるとの意見もあった。

　時間設定に関しては、基本的には2時間（最

終回は2時間半）であるが、ファシリテーター

の裁量でより柔軟に運用すべきとの意見が多

かった。場合によっては終了時間を10分を限

度として前後させたり、休憩時間も話題展開の

都合にあわせて柔軟にタイミングを選べること

とし、運営マニュアルに反映させた。

　また、全4回の時間配分や実施内容をファシ

リテーターがイメージしやすいように図を作成

して載せた。

３ ミーティング・スペースの設定

　おこなわれた部屋は適切だったかどうかは、

参加者アンケートによればおおむね良好とされ

ていた。その理由をファシリテーターは、トイ

レや洗面所なども含めて独立して外から遮断さ

れた場所であること、参加者同士が適度に距離

を保てるだけのスペースがあること、室温管理

や換気が適切にできること、清潔であること、

無機的でなくある程度の暖かみが感じられる部

屋であることなどが評価されたのではないかと

の考察をおこなった。

　また、席の配置と席順に関して、多くのファ

シリテーターが工夫をしていたことが明らかに

なった。グループ人数は参加者とファシリテー

開場は 30 分前

120 分

概要説明、GR、名札、IB など

60 分
グループ・ミーティング

休憩 10 分

グループ・ミーティング 50 分

アンケート記入（5 ～10 分）

●第 1 回目

1 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

開場は 30 分前

120 分

GR、IB など

60 分
グループ・ミーティング

休憩 10 分

グループ・ミーティング 50 分

アンケート記入（5 ～10 分）

●第 3 回目

3 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

開場は 30 分前

120 分

GR、I B、医療情報セッションの説明など

60 分
レクチャー

休憩 10 分

質疑応答 50 分

アンケート記入（5 ～10 分）

●第 2 回目

2 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

開場は 30 分前

150 分

GR、IB など

60 分
グループ・ミーティング

休憩 10 分

「今の私」、色紙など 50 分

アンケート記入（20 ～ 30 分）

●第 4 回目

4 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

図 2.1　時間配分のイメージ図

GR：グランド・ルール
IB：アイス・ブレイク
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ターあわせて8名前後であることが多く、1つ

の輪で話がしやすいように席を配置する必要が

ある。そのために、なるべく円形の配置にして

死角ができないようにすること、距離が遠過ぎ

てよそよそしさが感じられないようにするこ

と、近すぎてパーソナルスペース（これ以上近

づくとストレスと感じる範囲）が重ならないよ

うにすることなどに配慮していることがわかっ

た。また、パーソナルスペースがファシリテー

ター同士でも異なるということが話し合いの中

で明らかになり、席の配置が担当ファシリテー

ターによってある程度異なって良いのではない

かとの意見もあった。また、テーブルの有無、

高さ、広さ、何を置くかも大切な要素で、飲み

物やお菓子などの飲食により、常に対面を続け

なくてもよいという“ゆるさ”が生まれて、緊

張緩和に役立っていると述べるファシリテー

ターも複数いた。

　席順については、2人のファシリテーターが

ほぼ対角線に座ることで、死角となりやすい隣

席をもう一方のファシリテーターがカバーする

ことができるようにしているといった工夫や、

1回目の席順が、2回目、3回目も固定化して

しまうことが少なくないため、意図的に席替え

をおこなうなどの工夫をしているといったこと

があげられた。

　これらの話し合いをもとに、実際に席の配置

がイメージしやすいように、複数パターンによ

る席の配置図を作成して、運営マニュアルに載

せた。

４ 全体のプログラム構成

　ファシリテーターは、1期4回を2週間おき

に約2 ヶ月、同じメンバーで過ごすというプロ

グラム構成の意義は大きいと考えている。

　ファシリテーターは全4回というプログラム

構成にもとづいて各回のファシリテートをして

おり、1回毎においては参加者の不全感を察知

する場合があっても、全4回でより良い結果が

得られるように進行することをある程度優先し
参加者 6 人＋ファシリテーター 2 人＋医療情報スタッフ 1 人

（大テーブル、ホワイトボード有り）

図 2.2　座席の配置例

参加者 6 人＋ファシリテーター 2 人
（小テーブル有り）

参加者 6 人＋ファシリテーター 2 人
（テーブル無し）

参加者 6 人＋ファシリテーター 2 人
（大テーブル有り）
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ていると述べていた。

　また、参加者の多くも、すべてのプログラム

の終了時に参加後アンケートにてプログラム評

価をし、自身が獲得したものが大きいと記して

おり、参加者の全4回の出席率が90.7％と高

かった。

　いっぽうで、ファシリテーターの負担につい

ても語られた。「約2 ヶ月という期間、4回と

いう回数を、自分の社会生活との折り合いをつ

けて責任を持っておこなうことは簡単ではな

い」との意見もみられた。新たなファシリテー

ターのリクルートや育成をさらに促進すれば、

1人当たりの負担を相対的に減らすということ

ができるのではないかとの意見もあり、運営体

制の重要な課題が明らかになった。

　しかし、参加者もファシリテーターもともに

高い評価をしている現行プログラムの基本的な

構成を、ファシリテーターの負担軽減のために

変更することはせず、運営マニュアルのプログ

ラム構成に関する部分には大きな変更を加えな

かった。

５ 医療情報セッション

　参加前アンケートによると、新陽性者PGM

で得たいものとして、「他の陽性者がどのよう

に問題解決しているか知りたい」、「他では話せ

ないことを自由に話したい」などだけでなく、

「医療や福祉など、自分の治療や社会生活に役

立つ情報を得たい」との回答も多かった。また、

参加後アンケートでは、医療や服薬に関する情

報が得られたと感じている参加者が多かった。

医療情報セッションが含まれていることによっ

て、全体として情緒的交流と情報獲得のバラン

スがとれたプログラムとなっていることを意味

するとファシリテーターは考察した。

　これらのことから、医療情報セッションを含

む全体構成となっていることはこのまま維持す

ることとした、医療情報セッションの意義につ

いて運営マニュアルに書き加えた。

６ 「今の私は」と「色紙」のワーク

　最終回におこなわれている「今の私は」のワー

クは、オリエンテーション時に参加者に「PGM

の参加前の今の私は」に続く文章や単語を書い

てもらい、最終回に「PGM最終回を迎えた今

の私は」に続く文章や単語を書いてもらい、そ

の両方を最終回に見比べることで振り返りをお

こなうためのワークである。同じく最終回にお

こなわれる「色紙」のワークは、たくさんの色

紙の中から、将来をイメージして色紙を選び、

一言話してもらうというワークである。どちら

も新陽性者PGMの立ち上げ当初にはなく、途

中から導入されたものである。

　これらのワークが最終回にあることで、過去

を振り返り、自分の心境や状態の変化（あるい

は変化しないこと）を感じ取り、将来に向けて

のイメージを持つことの助けになっていると

ファシリテーターは考察した。過去のある一点

と今を切り取って比較する仕掛けの巧みさや、

イメージを語る際の引き金として色彩を利用す

るアイディアが奏功しているのではないかとの

感想も述べられた。

　これらのワークが定着しているとのファシリ

テーターの考察を受けて、運営マニュアルに、

2つのワークの位置づけを明記し、その実施方

法を詳しく掲載した。

７ ファシリテーターの役割

　ファシリテーターによるFGDで、最も多く

語られたのは、新陽性者PGMのファシリテー

ターとはいったい何なのかといったことであっ

た。ピア・ファシリテーターとスタッフ・ファ

シリテーターはそれぞれどのような役割を持っ

ているのか、役割分担や相互補完は何を意味し

ているのか、ファシリテーターの存在意義や心

構えはどういったものかといったことである。

それらの認識を共有するものとしての文章が運

営マニュアル上にまとめて掲載されていること

を多くのファシリテーターが望んだ。
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（1）新陽性者PGMのファシリテーターとは

　ファシリテーターの役割を一般的に定義す

るのではなく、新陽性者PGMのファシリテー

ターは実際に何をしてきたのかというファシリ

テーターたちの語りを整理し、それらをある程

度抽象化して以下のようにまとめ、運営マニュ

アルに記載した。

[新陽性者PGMのファシリテーターとは]

　新陽性者PGMのファシリテーターは、単な

る司会、進行役ではなく、グループでお互いが

話したり聞いたり感じたりすることを促し、そ

れぞれの経験や意見を引き出し、参加者の持っ

ている個々の力がグループの中で相互的に働き

合うことを支援する役割を持つ。同じ立場（ピ

ア）である新陽性者同士が、グループの中で情

報交換や交流をしながら共感しあったり、エン

パワー（うちに持っている力が発揮できるよう

に働きかける）し合ったりしながら、陽性と知っ

たあとの生活のより良いスタートを切ってもら

うことを支援するのがファシリテーターの一義

的な目的である。

　そのために、グループで何が起きているのか、

どういった感情のやり取りがあるのかといった

ことをよく観察し、グループ内でのやりとりが

安心しておこなわれるように、場を和ませたり、

会話を促したり、整理をしたり、話題を提供し

たりしながら進行をする。

　できる範囲で情報提供もおこなうが正解を伝

えることを目的としているわけではなく、参加

者が自ら持っている問題解決能力や、コミュニ

ケーションをする力で、自分なりの答えを導き

出すための情報提供をする。また、ピア・ファ

シリテーターが経験談を話す場合も、正しい行

動として語るのではなく、あくまでも参加者が

イメージや選択可能性を得て、自らの選択で行

動する/しないを決めるための判断材料の1つ

としてのものである。

　新陽性者PGMのファシリテーターの大きな

特徴は、グループ支援をおこなうことである。

1対1の個別支援とは、手法、立ち位置、限界

設定が異なる。個々の参加者がより良いスター

トを切ってもらうために、グループが機能して

いる必要がある。グループが機能するというの

は、参加者の持っている個々の力が発揮され、

グループで相互に働き合っている状態のことで

ある。しかし、参加者には共通点と相違点があ

り、価値観やコミュニケーションの仕方も様々

である。そのような参加者がお互いに安心して

話したり聞いたりし、経験や意見を交換し、相

互に働き合うことができるようにグループの環

境を整えることがファシリテーターの役割であ

る。

　こういったファシリテーターの役割の基本

は、安全な場を提供することと、参加者の力を

信じることに集約される。安全な場を提供する

ためにさまざまな工夫をするが、最も基本的な

ことはグランド・ルールを守ることである。ファ

シリテーターもグランド・ルールの実践者の1

人である。

（2）ピア・ファシリテーターとスタッフ・ファシ

リテーター

　ピア・ファシリテーターとスタッフ・ファシ

リテーターの2名が協同でファシリテーション

をおこなうことについて、ピア・ファシリテー

ター、スタッフ・ファシリテーターともに意義

が大きいと語った。ファシリテーターは単に進

行や情報整理をするだけではなく、個々の参加

者がどのようにグループに参加しているかを見

極め、グループでどういった感情のやり取りが

あるのかといったことを感じ取り、状況判断し

ながらファシリテートする必要があると考えて

おり、それを1人でおこなうことはかなり難し

いのではないかとの意見も述べられた。2人が

かかわることによって、よりきめ細かく目が届

き、中立的な立場を維持しやすく、適切な対応

が可能になるとファシリテーターたちは感じて

いる。また、話題の種類においても、個々の参

加者に関しても、会話のスピードや展開の仕方
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に関しても、ファシリテーターには得手・不得

手があり、それをお互いに補完することができ

ることで安心してファシリテーションができる

との意見もあった。

　また、背景の異なる2人が協同することの意

義についても語られた。ピア・ファシリテーター

は自らの経験を豊富に持っていて、その時の感

情に対する自分なりの対処方法や、当事者とし

ての知恵を持っているが、一定の枠組みの中で

の専門的な対人援助や、グループ・ワークのファ

シリテーションにおいては未経験であることが

多い。いっぽう、スタッフ・ファシリテーター

は、対人援助やグループワークの経験者が多い

が、HIV陽性の当事者としての経験がなかった

り、概念的にHIV陽性者の生活を理解していて

も、生活実感を得ていないこともあり得る。こ

ういった立場によるそれぞれの不足をお互いに

補足・教育し合うことができる意義は大きいと

述べられた。

　支援される側としてのイメージを持って参加

する新陽性者が、同じHIV陽性者であるピア・

ファシリテーターが主体的に支援にかかわる

姿に触れることの意義についても述べられた。

HIVに感染したということで何かを失ったとい

うマイナスの発想を、HIV感染を知ったからこ

そできることがある、役に立つことがあるとい

うプラスの発想に転換するきっかけになるので

はないかとの推測もなされた。

　また、同じHIV陽性者としての立場ではない

スタッフ・ファシリテーターがかかわることの

意義についても述べられた。参加者にとっては、

HIV陽性でない人に受け入れられた初めての経

験となることもあり、今後の生活や人間関係の

再構築のスタートとしての第一歩となっている

こともあるのではないか、グループに多様性や

広がりを確保するための重要な存在なのではな

いかとの意見も述べられた。

　役割分担に関しては、ピア・ファシリテーター

が主として進行をし、スタッフ・ファシリテー

ターが観察をしながら側面支援する場合もある

し、スタッフ・ファシリテーターが主として進

行をおこない、ピア・ファシリテーターがコメ

ンテーター的にかかわるという分担の仕方もあ

ることがあらためて確認された。担当である2

人のファシリテーターが話し合いながら役割分

担を決めるというプロセスが非常に重要である

との意見が多く述べられた。

　役割分担についての話し合いは、まずは、「事

前情報ミーティング」の際におこなわれること

が多く、その際はグループ情報の獲得よりも、

ファシリテーター同士の進行イメージのすり合

わせや、話題展開についての意見交換により重

要性を感じているファシリテーターが多かっ

た。また、各回の休憩時間や終了後に話し合い

ながら、必要があれば役割分担を期の途中（あ

るいは回の途中）で変更したり、進行方法の微

調整をすることもかなりの頻度でおこなわれて

おり、そのことがとても大切なことであるとの

認識を多くのファシリテーターが持っているこ

とが明らかになった。

　また、ピア・ファシリテーターとスタッフ・

ファシリテーターのそれぞれの要件を整理し、

それらをまとめて運営マニュアルに下記のよう

に掲載した。

[ピア・ファシリテーター ]

　陽性告知後2年以上経過していて、一定のト

レーニングを受けた陽性者が、新たに感染がわ

かった新陽性者をピア・ファシリテーターとし

てグループ支援する。同じ陽性者の立場から、

新陽性者が経験や知識を共有することを支援し

たり、できる範囲で自分自身の経験も参加者と

共有する。振り返りミーティングに最低でも2

～ 3回以上参加して、他のファシリテーターの

PGMでの経験を共有した上で活動開始する。

通院、服薬経験があったほうが望ましい。

[スタッフ・ファシリテーター ]

　HIVの分野に限らないさまざまな分野での対

人援助やグループワークの経験者が、一定のト
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レーニングを受けてスタッフ・ファシリテー

ターとなる。対人援助経験を培った支援姿勢や

グループワークのノウハウを生かして、グルー

プ支援をおこなう。振り返りミーティングなど

に最低でも2 ～ 3回以上参加し、他のファシリ

テーターの経験を共有した上で、ファシリテー

ターとして活動開始することが望ましい。

８ ファシリテーションのヒント

　ファシリテーターの多くは、それぞれのファ

シリテーターが実践を通じて獲得してきたノウ

ハウは膨大でかつ得難いものであると語った。

それらの一部は、振り返りミーティングですで

にファシリテーター同士で共有されていたが、

初めて共通の課題として浮かび上がったものも

少なからずあった。これらのノウハウの貴重な

積み重ねを、運営マニュアルに反映するための

仕方についても話し合いがもたれ、「ファシリ

テーションのヒント」という章を設けることと

した。その中身は、（1）よくある対応例、（2）

よく提供する話題/避けたい話題、（3）アイス・

ブレイクについて、の3項目である。

（1）よくある対応例

　ファシリテーターは様々な状況に応じて、そ

の場その場で現実的な対応をしていることが明

らかになり、それぞれの状況とそれに対するア

イディアが膨大に語られた。必ずしも一般化で

きないケースも多くあったが、その状況におい

て有効だった対応方法や考え方をまとめておく

ことが、今後ファシリテートをする上での貴重

な資料になると述べられた。複数のファシリ

テーターが経験していて、具体的な対応方法や

アイディアがあるものを「よくある対応例集」

として再編成した。

　また、このようにすべきという絶対的な正解

ではないこと、特別の対応をしないことも少な

からずあること、こういった状況が起きること

が必ずしも悪いというわけではないことなどを

前提としていることを前文として加えることと

した。

　「よくある対応例集」は状況項目のみを運営

マニュアルに掲載し、具体的な対応例をファシ

リテーターの共有メモとすることとした。以下、

項目の一部を記す。

[よくある対応例の項目（一部）]

1）特定の人ばかりが話を独占してしまう。

2）誰も発言がなく沈黙が続く。

3）言い争いになりそう。

4）参加者から極端な意見・経験が提供された

/個人的な経験や意見を一般化して話している。

5）その話題に関して全く発言をしない人がい

る。

6）泣きだした人がいる。

7）話が混乱して何を話しているのかわからな

い。

8）個人情報にかかわる質問をファシリテー

ターにする。（「ゲイですか？」、「カレシいるん

ですか？」など）

9）セクシュアリティや感染経路などの多様性

を忘れている人がいる。

10）遅刻をしてきた人がいる。

11）新陽性者PGMについての否定的な意見が

でた。

12）時間ぎりぎりに新たな話題に入った。

13）欠席者がいて人数が少ない。（2 ～ 3名）

14）アフターの飲み会の参加や個人的な交流

を、ファシリテーターに求める。

15）参加者の中でも経験の豊富な人が教える

側として話をしがちになっている。

16）斜に構えている人がいる。（腕組みをした

まま、横を向いているなど）

17）HIVと医療以外、共通の話題が見つから

ない。

18）情報交換や話題はあれこれ展開されるが

話が深まらない。

19）話に入るタイミングの早い人に話題をさ

らわれて、ゆっくりの人が話せない。

20）情報収集や講義が得意な人と苦手な人が
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いる。

21）3回目以降に医学的な質問がでた。

22）前向きで元気な人ばかりが発言をしてい

る。

23）恋愛、セックスの話で参加者間の温度差

が大きい。

24）個別の判断をファシリテーターに求めら

れた。

25）グループ・ミーティングの話題になりに

くい話題に終始しそう。（例えば、生命保険、

民間療法、身障者手帳の等級など）

（2）よく提供する話題/避けたい話題

　話題の選択や展開はファシリテートする上で

とても重要な要素であると多くのファシリテー

ターが語った。話題の展開の仕方として、ファ

シリテーターは、会話の流れの中から話題を拾

う、ファシリテーターの打ち合わせであらかじ

め想定をしておく、アンケートの「話したい話

題」を参考に想定しておく、アイス・ブレイク

や前回までの話の内容を振り返って積み残しの

話題を整理して準備をしていることがわかっ

た。

　これらのことを、すべてのファシリテーター

が組み合わせておこなっているが、どちらかと

いうとその場で臨機応変に対応することを重視

する傾向があるファシリテーターと、どちらか

というと事前に話題の準備をすることを重視す

る傾向があるファシリテーがいるが、いずれも

グループの状況によって使い分けていることが

明らかになった。

　今までに事前に準備されてきた話題をファシ

リテーターにあげてもらい、その頻度や扱いや

すさなどによって整理し、①よく提供する話題、

②医療情報セッションで比較的多く提供する話

題、③グループの成熟度、温度によっては提供

する話題、④参加者からよく出るが扱いにくい

話題、の4つに分類して、リスト化して運営マ

ニュアルに掲載した。

　よく提供する話題は、例えば、「感染を知っ

てから、友達やパートナーとの関係に変化があ

りましたか？」、「日常生活で気になることが

あったら話してみてください」、「感染を知って

から将来設計に何か変化がありましたか？」、

「セックスについてどんな風に考えています

か？」、「告知後からいままでにやったことで、

役に立ったことは何ですか？」、「どのタイミン

グでHIVについてカミングアウトする/しない」

など10数例。

　医療情報セッションで比較的多く提供する話

題は、「医療従事者とのコミュニケーションは

上手くいっていますか」、「医師以外の医療従事

者とのかかわりはありますか」、「病院選びのポ

イントについて意見や経験を話してみてくださ

い」、「服薬や副作用について心配していること

がありますか？」など数例。

　グループの成熟度、温度によっては提供する

話題は、「死を考えたことがありますか？」、「罪

悪感を持ったり、自分を責めたりすることがあ

りますか？」など数例。

　参加者からよく出るが扱いにくい話題は、「生

命保険について」、「健康食品/民間療法につい

て」、「障害者手帳の等級と取得のしやすさつい

て」、「予防なしのセックス」など数例である。

（3）アイス・ブレイクについて

　ファシリテーターによれば、参加者がリラッ

クスしてお互いに自由に話したいことが話せる

ようになるまでにかかる時間や日数は、グルー

プによって異なるという。また、リラックスし

て話ができるようになっても、ある程度の自己

開示をともなって本当に話したいことが話せて

いるかどうか、一般論ではなく自分のこととし

て会話に参加できているかどうか、自分の感情

を表現できているかどうかといった視点でグ

ループを観察する必要があるとの意見も多くで

た。

　アイス・ブレイクは、もともとは氷を溶かす

という意味で、緊張をほぐしたり、場の雰囲気

を和ませたりするためにおこなうものである
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が、新陽性者PGMにおいて、より広い目的を

持ってアイス・ブレイクをおこなっていること

がファシリテーターたちの語りからわかった。

アイス・ブレイクの種類は30種類以上にのぼっ

ていた。

　新陽性者PGMのアイス・ブレイクの目的に

ついて、ファシリテーターは、おもなものとし

て次の6つが考えられるとした。

1）沈黙を脱し、緊張をほぐし、場を和ませる。

2）グループ・ミーティングの導入として、日

常生活から離れてスイッチを入れる。

3）生活感覚や個性などが伝わり、お互いの距

離を縮め、発見をもたらす。

4）コミュニケーション能力、話のまとまりや

長さをみて、ファシリテーションに役立てる。

5）エピソードや生活の変化を聞くことで、話

題展開のきっかけやヒントにする。

6）気持ちのありかたや心の状態をさぐる。

　また、1回目におこなうアイス・ブレイクと

2回目以降におこなうアイス・ブレイクの傾向

が異なることや、グループの状態によってアイ

ス・ブレイクを使い分けていることが、ファシ

リテーターの語りから明らかになった。

　1回目に向いているアイス・ブレイクは、簡

単に言えて自己開示をほとんど伴わないもの、

初対面での緊張をほぐすことを優先するもの

で、「好きな食べ物を言ってもらう」、「行きた

い場所を言ってもらう」などである。

　2回目以降に向いているアイス・ブレイクは、

自己開示や多少の自己表現がともなうもので、

「マイブームを話してもらう」、「趣味を話して

もらう」、「こどもの頃の夢を話してもらう」な

どである。

　2回目以降に向いていて、生活や心境の変化

やエピソードなどがわかるアイス・ブレイクと

しては、「最近あったちょっと良かったことを

語ってもらう」、「年末年始（あるいはゴールデ

ンウィークなど）に印象に残っていることを

語ってもらう」などである。

　そのほか、頭や心の柔軟体操として、例えば

「自分を動物に例えると何かを考えて話しても

らう」、場所や身体的なハンディを考慮した上

で「ストレッチをしてもらう」などがある。

　これら、アイス・ブレイクの目的と特徴、各

回の向き不向きを整理分類した上で、アイス・

ブレイク集を運営マニュアルに掲載した。

９ 運営体制

　ファシリテーターによるFGDでは、新陽性

者PGMの運営体制にかかわることにも言及が

あった。新陽性者PGMは約2時間×4回で1

期実施となるが、それを支える運営体制を前提

とした現実的で実効性の高いプログラムだから

こそ継続してきたのではないかとの意見が述べ

られた。

　実施の前提条件としてあげられたものは、①

安心して実施できる場所が確保されているこ

と、②参加者が参加しやすい開催スケジュール

（土日か、平日の夜）の設定ができること、③

適切な人数で安定して実施するための広報手段

（チラシ、ウェブサイトなど）があること、④

新陽性者PGMのみでは満たされないニーズに

対応したサービス（個別相談や他のグループ・

ミーティングなど）がある（または紹介できる）

こと、⑤参加希望者の問い合わせ・受付・説明・

個人情報管理をすることができる事務局が機能

していること、⑥振り返りミーティングなどの

スーパービジョンの場があること、⑦参加資格

や心理状態の確認などを含めた参加希望者のイ

ンテイク（初回面接）ができる相談員がいるこ

と、⑧新たなファシリテーターのリクルートや

育成の仕組みがあること、⑨運営のための財源

が確保されていることなど多岐にわたった。

　これら一連の運営を中心的に担当するコー

ディネーターの役割と、運営体制を整理してマ

ニュアルに掲載した。
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Ｄ　まとめ
　初年度よりおこなってきた参加者アンケート

のデータと自由記述の分析結果にもとづいて、

プログラム改善と運営マニュアル作成のために

ファシリテーターの参加でおこなったFGDは、

非常に有意義であった。

　その理由の1つは、ファシリテーターたちの

膨大なノウハウの蓄積を共有・整理し、共有す

るツールとしての運営マニュアルに反映するこ

とができたことである。これらのノウハウの中

には個別性の高いものもあるが、多くは様々な

地域での同様のプログラムを開催する際に役立

つ普遍的課題に対する実践的なヒントとなる。

　もう1つは、あいまいだったプログラムの意

義や位置づけについての話し合いをおこなうこ

とができたこと。そして、さらにそれを形にす

る、つまり運営マニュアルに反映するという過

程を経て、共通の認識を明文化することができ

たことである。プログラムの立ち上げの時期に

は情報や理念、ノウハウが共有されている。し

かし、プログラムが継続・拡大すると、関係者

が増えていくとともにそれらが希薄になってい

くことがしばしばあるように思われる。そのた

め、共有ツールとしてマニュアルを整備するこ

とは、プログラム継続のために必須であると思

われた。

　さらには、運営体制にまで踏み込んで、それ

らを運営マニュアルとして作成した。それに

よって、どういった条件のもとにこのプログラ

ムが成立しているのか、何があれば同じよう

なプログラムを立ち上げることができるかを

チェックできるようになったことである。

　詳しくは、別冊の「ガイドブック」にある、「新

陽性者ピア・グループ・ミーティング（PGM）

運営マニュアル」をご覧いただきたい。

「新陽性者ピア・グループ・ミーティング（PGM）

 運営マニュアル」
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