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研 究 要 旨
目的：本研究は、HIV感染症と薬物使用を含むメンタルヘルスとの関わりについて、その現

状と課題を明らかにし、必要とされる対応を検討することにより、HIV陽性者と薬物使用者

を支援するための基礎資料を策定することを目的とした。

方法：本研究は3年計画の3年目であり、陽性者と支援者とを対象とする質問紙および面接

による調査として、5つの課題に取り組む。

a．HIVおよび精神保健の専門機関における支援と連携に関する研究（大木）

b．地域相談機関の担当者におけるHIV陽性者へのサービス提供における課題について　―

東京都と大阪府での検討―（生島）

c．HIV陽性者の生活と社会参加に関する研究（若林）

d．薬物使用者を対象にした聞き取り調査―HIVと薬物依存との関連要因をさぐる―（生島）

e．NGOにおけるHIV陽性者および薬物使用者への支援に関する研究（樽井）

結果：HIV陽性者を支援するために、エイズ治療拠点病院の医師、看護師、ソーシャルワーカー

は、他の拠点病院（診療継続）、地域の年金等福祉担当部署と連携しているが、今後必要が

高まる機関として、地域の医療機関（透析、精神科）、メンタルヘルス支援（依存症）、高齢

者施設が挙げられた。また、保健行政機関（保健所、保健センター）が陽性者から受ける相

談は多くはないが、その内容は受診継続に続いてメンタルヘルス支援であった。医療機関と

同じく地域の相談機関でも、担当者は保健問題である薬物使用への対応に困難を感じており、

これに応える方策の検討が課題として示された。

　陽性者の量的な生活調査によって、そのほぼ半数が薬物の使用経験を持ち、薬物と性行動

とが強く関連していること、また使用の背景にはメンタルヘルスの問題（評価法K6）があ

ることが示された。薬物使用を経験した陽性者等の質的調査からはさらに、偏見と排除によ

る孤立がメンタルヘルスを低下させていること、性交渉において薬物が使用されることによ

り感染予防行動（コンドーム使用）が低下することが示された。

　これらの研究成果から、一つには、HIV陽性者、薬物使用者の実情にかなった理解を進め
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て、適切な支援の提供を図ること、いま一つには、感染と使用を予防するために、状況に即

した必要な注意を促すことが課題とされた。薬物使用・依存は、メンタルヘルスの課題の一

つであり、健康問題として対処することが、陽性者支援にとって、さらにはHIV対策ならび

に薬物対策にとっても、不可欠な課題であることが、改めて確認された。

Ａ 研究目的
　本研究は、HIV感染症と薬物使用を含むメン

タルヘルスについて、その相互関連の現状を背

景とともに明らかにし、求められる対応を検討

し、HIV陽性者と薬物使用者の生活を地域にお

いて支援するための基礎資料を収集し整理する

ことを目的とする。そうした基礎資料を、HIV

医療領域および精神保健福祉領域の専門機関、

地域の相談機関、陽性者支援NGO、薬物依存

回復施設、HIV陽性者および薬物使用者自身と

そのパートナーや家族、そして行政諸機関に提

供し、もってHIVと薬物使用の予防と治療に資

することを目指す。

　我が国では、薬物の静脈注射によるHIV感染

の件数は、先進諸国やアジア近隣諸国と比べて、

きわめて少数にとどまっている。しかしここ数

年、HIV感染症と薬物使用との関連を示す事例

が、エイズ拠点病院、陽性者支援NGO、依存

回復施設等から少なからず報告されている。こ

れを受けて、2012年に改正されたエイズ予防

指針では、「薬物乱用者」が、HIV感染の予防

と治療において固有の対策を必要とする個別施

策層の一つとして明記されることとなった。

　これまでのエイズ対策研究において、薬物使

用との関連を対象とする研究としては、地道に

継続されてきた疫学研究や諸外国の動向調査が

ある。しかし、HIV陽性者支援についての研究

としては、研究代表者等による個別施策層に関

する研究（2002-04年度）における、薬物使

用を含むメンタルヘルスに関する分担研究が挙

げられるにとどまる。HIVに関わる医療機関や

NGOでは、薬物使用に関する情報と理解が求

められており、また薬物使用に関わる精神保健

福祉機関やNGOには、HIV感染症とHIV陽性

者に関する知識が十分に準備されているとは言

えない。この不足が補われ、HIV陽性者と薬物

使用者に対する適切な支援が提供される必要が

ある。

　拠点病院と保健行政機関、地域の相談機関、

支援NGOにおけるHIV陽性者支援の現状と課

題、さらには薬物使用を含む陽性者の生活の現

状、男性同性愛者による薬物使用の背景、さら

にはHIV感染と薬物使用との関連を明らかにす

るために、5つの分担研究を実施した。

a．HIVおよび精神保健の専門医療機関におけ

る支援と連携に関する研究（大木）

b．地域相談機関におけるHIV陽性者へのサー

ビス提供に関する研究（生島）

c．HIV陽性者の生活と社会参加に関する研究

（若林）

d．薬物使用者および支援者を対象とした聞き

取り調査（生島）

e．NGO等におけるHIV陽性者および薬物使

用者支援の研究（樽井）

Ｂ 研究方法
　地域においてHIV陽性者に支援を提供する側

の現状と課題については、拠点病院と保健行政

機関、そして地域の相談機関に対して量的調査

を、支援NGOに対しては質的調査を実施した。

また、メンタルヘルスを含む陽性者の生活、と

くに薬物使用の背景については、量的および質

的な調査を行った。
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a．医療機関におけるHIV陽性者の精神保健課

題への準備性を明らかにするために、2つの質

問紙調査を実施した。1）全国のエイズ治療拠

点病院の専門職（n=95、有効回答率59.4%）、

2） 全 国 の 保 健 行 政 機 関 の エ イ ズ 担 当 者

（n=449、59.9%）と精神保健担当者（n=386、

51.5%）からの回答を分析し、2009年度に実

施した調査と比較した。

b．福祉・就労等の地域の相談機関に対して、

相談の現状、相談員のHIVに関する知識、当

面する問題等について質問紙調査を行い、東

京 都（n=423、40.9%）、 大 阪 府（n=327、

40.4%）の機関から、併せて各機関の相談担

当者（n=1,143）から回答を得た。二種の回

答を対応させて分析した。

c．HIV陽性者の社会生活実態を明らかにする

目的で、ブロックおよび中核拠点病院等にて通

院患者に無記名自記式質問紙を配付し、郵送に

て回収する調査を行った。1）ACC+8ブロッ

ク拠点病院調査は、各病院の患者数の40％を

対象数とし、通院順に計1,786票を配付し1,100

票を回収した（61.6%）。2）中核拠点病院調

査は、全国22病院にて684票を配付し369票

を回収した（53.7%）。質問項目は、精神健康、

就労、家計、人間関係、健康管理、薬物使用等

とした。

d．薬物使用者に支援を提供し、自らも使用経

験をもつ者（n=10）、および薬物使用経験を

もつ陽性者（n=19）を対象に半構造化面接調

査を行い、薬物使用の開始状況や関連する背景

要因、性的少数者の直面する問題等の実態を把

握した。

e．HIV感染と薬物使用との関連の歴史的経緯

と直面する課題とを明らかにするために、HIV

陽性者を支援するNGO（2機関）および薬物

使用者の自助グループ（2機関）に続いて、自

助グループ1機関の相談担当者に、半構造化面

接を行った。

（倫理面の配慮）

　質問紙調査と面接調査の参加者には、研究趣

旨を説明し同意を得た。質問紙は回答返送を

もって同意と見なした。プライバシーに配慮し、

質問紙は無記名とした。リスクに関しては、と

くに薬物使用経験者の面接調査へのリクルート

に際して、面接が引き金とならないよう配慮し

た。

　研究計画は、特定非営利活動法人ぷれいす東

京等、研究者の所属機関の倫理委員会で審査さ

れ、承認を受けた。陽性者への質問紙調査（c）

については、配布する拠点病院の倫理委員会に

も審査と承認を依頼した。

Ｃ 研究結果
a．エイズ治療拠点病院の医師、看護師、ソー

シャルワーカーは、HIV陽性者を支援するため

に、他機関との連携を試みているが、6割の病

院が現に連携しているのは、他の拠点病院（診

療継続）、地域の生活保護、訪問看護ステーショ

ン、一般医療機関であった。また、今後必要が

高まる機関として、7割が地域の医療機関（透

析、精神科）、メンタルヘルスを支援する機関（依

存症）、高齢者施設を挙げた。

　保健行政機関（保健所、保健センター）のうち、

HIV検査の陽性結果相談を毎回実施している機

関は、2009年調査の72.3%から94.3%へと

増加した。これ以外に、1割強の保健師が陽性

者からの相談を経験しており、その内容で多い

のは受診継続（6-7割）だが、メンタルヘルス

支援（2-4割）がこれに続いた。

　他機関との連携に関して、拠点病院でも保健

行政機関でも、受け入れ拒否への対処、情報共

有とプライバシーの保護が課題とされた。
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b．相談機関の中で、HIV陽性者とその周囲の

人からの相談を受けたことがあると回答したの

は150 ヶ所（25.0％）だが、東京都が121 ヶ

所（34.8％）で、大阪府29 ヶ所（11.5％）に

比べて有意に多かった。これを検討すると、障

害者登録数の違い（東京は全国の33.8%、大

阪は10.6%）にほぼ対応しているが、人口10

万人あたりの登録数（東京46人、大阪22人）

から見ると、東京の方が多くの相談が寄せられ

ていることが示された。

c．HIV陽性者の生活調査では、ぼっき薬を含

む12種類の薬物のいずれかの使用経験のある

人は回答者の55.0％だった。過去1年間では

20.9％、使用者が多い順に、ぼっき薬（15.7%）、

ラッシュ（10.8%）、脱法ドラッグ（5.2%）、

覚醒剤（2.5%）であった。

　薬物使用の背景として、陽性者の多くにメ

ンタルヘルスの問題があることが示唆された

（評価法 K6 で 5 点未満は 54.8%、5 ～ 12 点

が32.6%、13点以上は12.6%）。不眠等、睡

眠上の問題（ひんぱんにある23.2％、時々あ

る 42.2％）をもち、睡眠薬や安定剤（常に

14.8％、時々 8.7％）が使われていた。

　就業については、告知以降に40.5%が離転

職し、就労率は告知前後で84.2%から76.7%

に下がっていた。職場では78.9%が病名を開

示しておらず、その漏洩への不安（67.6％）

やHIVへの偏見（42.3％）を感じていること

が伺われた。

d．薬物使用の経験をもつ陽性者、支援者を対

象とする面接調査からは、1）薬物使用の背景

に偏見と排除による孤立があること、2）薬物

使用は性行動と結びついていること、3）薬物

使用により感染予防行動（コンドーム使用）が

低下することが示された。

e．薬物使用経験者の面接調査から、男性同性

愛者・MSMの一部にラッシュに代表される薬

物使用が、快感を高め痛みを抑えるセックスド

ラッグとして広まったのは、ハッテン場が多様

化し、インターネットが普及する1990年代か

ら2000年代にかけてであり、ラッシュやゴメ

オが違法化される2005年前後までは、廉価か

つ入手が極めて容易であったことが示された。

Ｄ 考察
　HIV陽性者の社会生活の調査（c）は、5年

毎に実施している全国調査を継承しており、今

回は3回目で、陽性者支援の推移と現在の課題

を示している。今回の陽性者調査では、ブロッ

ク拠点8病院とACC（実患者数の4割）、そし

て22の中核拠点病院等を対象として一定の規

模を確保するとともに、医師・看護師の協力を

得て質問紙を来院順に人を選ばずに配付するこ

とで、偏りの排除がはかられた。

　本研究で示されたHIV陽性者における薬物使

用経験率は、一般人口に比して高いが、その要

因として、男性同性愛者・MSMにおける薬物

と性行動との関係が、さらにメンタルヘルスの

問題がある。そうした問題の背景には、性的少

数者として、あるいは陽性者として、家族のな

かで、また職場等において直面させられる差別

と偏見がある。

　薬物使用経験なしは 47.9%、経験ありは

52.1%（B調査）だが、その75.7%（全体の

39.9%）はすでに使用していない。薬物との

関わりにも段階があり、興味をもつ、あるいは

誘われるという段階から、依存が形成される、

回復するという段階の間に、いくつかの分岐点

がある。そのそれぞれに使用・不使用いずれか

の方向を促す要因が関わっていることが、使用

経験をもっていた者と支援者に対する面接調査

により示された（d、e）。この要因を明確にし、

それぞれの分岐点に即した介入を行うことが、

単に薬物を使用しないようにと伝えるよりも、

有効な方策となり得る可能性が示唆された。
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　HIV診療拠点病院においても、保健行政機関

においても、陽性者支援に関して直面している

問題の一つに、メンタルヘルスの問題、薬物

使用の問題がある（a）。問題があることに少

なからぬ医療者は気づいているが、一つには、

HIV感染、薬物使用、そしてMSM、これらが

どのような関係にあるのか、いま一つには、ど

のような支援を提供したらよいのか、どのよう

な機関と連携すればよいのか、そうした情報は

不足している。前者に関わる基礎的な情報は、

本研究によって収集されたが、後者に関わる情

報が収集され、必要とする医療者、支援者に提

供されることが次の課題となる。

Ｅ 結論
　HIVの感染経路としての薬物使用は、先進諸

国やアジア近隣諸国においては静脈注射の際の

注射針・注射器の共用であり、我が国の動向調

査でも、その開始以来そこに注目してきた。し

かし、HIV感染と薬物使用との関連はそれだけ

ではなく、セックスドラッグの使用により感染

予防行動が疎かにされることも指摘されてい

る。まさにそれが、我が国において注目すべき

薬物と感染とのむすびつきである。それを実証

的に示したことが、本研究の成果の一つである。

　本研究により、とくに感染者・患者の多数を

占める男性同性愛者・MSMと薬物使用との関

係があきらかになり、またその背景にメンタル

ヘルスの問題があることが示された。HIV感染

症では、療養のストレスに加えて、私たちの社

会に根強く存在している偏見と排除が陽性者

に、そしてまた性的少数者に、少なからぬ負荷

を与えている。

　HIV感染と薬物使用との関係に関するこうし

た情報は、陽性者からの相談を受けるエイズ拠

点病院や保健行政機関の医療者が求めているも

のでもある。陽性者のメンタルヘルスの問題、

薬物使用の問題に直面し、支援することを望み

試みる医療者は少なくない。本研究が収集した

情報は、陽性者支援および感染予防の方策を検

討する際の基礎資料になると思われる。

　薬物使用は医療の課題である。使用により形

成される依存症は治療を要する精神疾患だが、

使用の開始にもメンタルヘルスの問題が関連し

ている。陽性者に対して、また薬物使用者に対

しても、医療者が医療の場においてメンタルヘ

ルスの問題に適切に対応することが、また地域

において行政とNGOの担当者が必要な支援を

提供することが求められている。

Ｆ 健康危険情報
　なし

Ｇ 研究発表
研究代表者：樽井正義

（文献）

1．樽井正義 : 生命倫理の哲学についての覚

書.「哲学」第134集,三田哲学会,2015.

2．樽井正義:エイズ対策の実際 日本のエイズ

対策の現状と課題.「JOCVエイズ対策入門」

第3版,国際協力機構,2015.

3．Piot,P.:大村朋子,宮田一雄,樽井正義共訳:

「ノー・タイム・トゥ・ルーズ－エボラとエイ

ズと国際政治」.慶應義塾大学出版会,2015.

（口頭発表・国内）

1．樽井正義:薬物使用の現状と課題－何が起

きているのか 何ができるのか.第28回日本エ

イズ学会学術集会,2014,大阪．

研究分担者：生島嗣

（文献）

１．生島嗣:第4章 治療と管理・対応:（ア）

HIV陽性者へのサポートとNPO ／ NGO.「最

新医学」別冊HIV感染症とAIDS改訂第2版,
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最新医学社,253-261,2014.

（口頭発表・国内）

1．生島嗣,岡本学,池田和子,渡部恵子,遠藤知

之,伊藤ひとみ,伊藤俊広,川口玲,田邊嘉也,羽

柴知恵子,横幕能行,高山次代,上田幹夫,下司

有加,白阪琢磨,木下一枝,藤井輝久,城崎真弓,

山本政弘,岡慎一,若林チヒロ:ブロック拠点病

院とACCにおける「健康と生活調査」－薬物

使用の状況－.第28回日本エイズ学会学術集会，

2014,大阪．

2．生島嗣：働く世代に多いHIV/エイズ～と

もに働くとき知っておきたいこと.平成26年度

東京都エイズ予防月間講演会,2014,東京

3．生島嗣：HIV陽性者や周囲の人たちのため

の支援サービスの提供や研究活動のなかで感じ

ていること.第8回関東甲信越HIV感染症連携

会議,2014,新潟.

4．生島嗣：長期療養時代の課題～ NGOによ

るHIV陽性者、パートナー、家族の支援の現

場で感じていること.第22回九州HIV看護研究

会,2014,沖縄.

5．野坂祐子,生島嗣,岡本学,山口正純,中山雅博,

大槻知子,肥田明日香,白野倫徳,樽井正義:HIV

陽性MSMにおける薬物使用とその関連要因～

薬物使用経験のあるHIV陽性者のインタビュー

を中心に～ .第28回日本エイズ学会学術集会，

2014,大阪．

研究分担者：大木幸子

（示説発表・国内）

1．大木幸子,高城智圭，阿部幸枝，生島嗣，

岡野江美，中澤よう子，野口雅美，古屋智子，

谷部陽子,若林チヒロ:全国保健行政機関の精

神保健担当者におけるHIV陽性者の薬物相談へ

の自己効力感とその関連要因.第28回日本エイ

ズ学会学術集会,2014,大阪.

研究分担者：若林チヒロ

（口頭発表・海外）

1．Wakabayashi,C.,Ikushima,Y.,

Okamoto,G.,Tsurumi,H.,Endo,T.,

Iwasaki,H.,Oki,S.,Kataoka,R.,Sato,A.,

Ohtsuki,T.:The Employment and Work 

Environment of People Living with HIV 

in Japan：Based on the Nationwide 

Survey.20th International AIDS 

Conference,2014, Australia.

2．Wakabayashi,C.,Ikushima,Y.,

Okamoto,G.,Tsurumi,H.,Endo,T.,

Iwasaki,H.,Oki,S.,Sato,A.,Kataoka,R.,

Ohtsuki,T.:Drug Use in HIV-positive 

Indiv iduals in Japan:Based on the 

Nationwide Survey.20th International 

AIDS Conference,2014,Australia.

（口頭発表・国内）

1．若林チヒロ:HIV陽性者の薬物経験－中核

拠点・ブロック拠点・ACCを受診する陽性者

の調査から－.第28回日本エイズ学会学術集

会,2014,大阪.

2．生島嗣,岡本学,池田和子,渡部恵子,遠藤知

之,伊藤ひとみ,伊藤俊広,川口玲,田邊嘉也,羽

柴知恵子,横幕能行,高山次代,上田幹夫,下司

有加,白阪琢磨,木下一枝,藤井輝久,城崎真弓,

山本政弘,岡慎一,若林チヒロ:ブロック拠点病

院とACCにおける「健康と生活調査」－薬物

使用の状況－.第28回日本エイズ学会学術集会，

2014,大阪．

3．池田和子,若林チヒロ,岡本学,渡部恵子,遠

藤知之,伊藤ひとみ,伊藤俊広,川口玲,田邊嘉也,

羽柴知恵子,横幕能行,高山次代,上田幹夫,下

司有加,白阪琢磨,木下一枝,藤井輝久,城﨑真弓,

山本政弘,岡慎一,生島嗣:ブロック拠点病院と

ACCにおける「健康と生活調査」－HIV治療

と他疾患管理の課題－.第28回日本エイズ学会

学術集会，2014,大阪．

4．大金美和,池田和子,若林チヒロ,坂本玲子,

遠藤知之,伊藤ひとみ,伊藤俊広,川口玲,田邊
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嘉也,羽柴知恵子,横幕能行,山田三枝子,上田

幹夫,下司有加,白阪琢磨,伴浦文子,藤井輝久,

城﨑真弓,山本政弘,岡慎一,生島嗣：ブロック

拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」

－自覚症状とメンタルヘルス－.第28回日本エ

イズ学会学術集会，2014,大阪．

5．岡本学,生島嗣,大金美和,坂本玲子,遠藤知

之,伊藤ひとみ,伊藤俊広,川口玲,田邊嘉也,羽

柴知恵子,横幕能行,山田三枝子,上田幹夫,下

司有加,白阪琢磨,伴浦文子,藤井輝久,城﨑真弓,

山本政弘,岡慎一,若林チヒロ:ブロック拠点病

院とACCにおける「健康と生活調査」－就労

と職場環境－.第28回日本エイズ学会学術集会，

2014,大阪．

（示説発表・海外）

1．Wakabayashi,C.,Ikushima,Y.,

Okamoto,G.,Iwasaki,H.,Endo,T.,

Tsurumi,H.,Oki,S.,Sato,A.,Kataoka,R.,

Ohtsuki,T.:Evaluation of AIDS-Related 

Measures by PLHIV in Japan:Based on 

the Nationwide Survey.20th International 

AIDS Conference,2014,Australia.

（示説発表・国内）

1．若林チヒロ,大木幸子,生島嗣:HIV陽性者の

地域生活とエイズ政策評価.第73回日本公衆衛

生学会総会,2014,栃木.

2．若林チヒロ,池田和子,岡本学,渡部恵子,遠

藤知之,伊藤ひとみ,伊藤俊広,川口玲,田邊嘉也,

羽柴知恵子,横幕能行,高山次代,上田幹夫,下

司有加,白阪琢磨,木下一枝,藤井輝久,城﨑真弓,

山本政弘,岡慎一,生島嗣:ブロック拠点病院と

ACCにおける「健康と生活調査」－基本的属

性と感染判明後の生活変化－.第28回日本エイ

ズ学会学術集会，2014,大阪．

（行政への反映）

1．「職場とHIV ／エイズハンドブック～ HIV

陽性者とともに働くみなさまへ」.東京都福祉

保健局（東京都福祉保健局健康安全部感染症対

策課エイズ対策係編集）,2-3,2014.


