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研究代表者：樽井 正義（特定非営利活動法人ぷれいす東京理事／慶應義塾大学名誉教授）
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目的　私たちの社会では MSM における HIV 感染に性行動と薬物使用とが関連しており、薬物使用に関し

ては、使用している・していないという単純な排他的二分があるのではなく、使用を勧誘され断る・断らない、

使用を止める・続ける、回復への方策が得られる・得られないなど、時間軸に沿ったいくつかの分岐点があり、

選択が分かれることが指摘されている。本研究では、MSM（HIV 陰性者と陽性者、薬物未使用者と使用者）

を対象とする面接調査および質問紙調査を実施して、それぞれの分岐点で使用あるいは不使用に導く諸要因

を明らかにする。また不使用を促すために、地域の諸機関（医療、行政、NGO）に求められる支援を検討する。

方法　3 年計画の 1 年目である今年度は、次のように分担研究を進めた。

a．MSM の薬物使用 ･ 不使用に関わる要因の調査（生島）：2 年目に予定されているゲイスポット利用者に

対するアンケート調査の質問紙を準備するために、性行動と薬物使用（性的指向と行動、HIV の知識・感染

予防・検査、薬物使用、メンタルヘルス上の問題等）について、ゲイスポット関係者への面接調査を行った。

b．地域の相談支援機関利用による薬物使用 HIV 陽性者の回復事例の調査（大木）：薬物の使用、依存の形

成、そしてそこからの回復といった継起する分岐点を経験した MSM の陽性者に対し、半構造化面接を行い、

薬物の使用と不使用の分岐点で作用する諸要因、相談機関や治療機関とのかかわりを調査した。

c．薬物使用者による依存症クリニック受診経緯の調査（肥田）：依存症治療施設のグループプログラムに参

加した経験をもつ MSM および TG を対象に、診療録を用いて後方視的調査を行い、このグループのプロ

フィール（薬物使用歴、感染症罹患、メンタルヘルス、来診経緯等）を明らかにした。

d．薬物依存からの回復を支援する社会資源の調査（樽井）：拠点病院の医療者が直面する問題である通報義

務と守秘義務および診療義務との関係について、関連する法規の法学者による解釈と、行政、司法の判断例

を検討した。

成果　ゲイスポット利用者に対する質問紙を準備する面接調査によって、薬物を使用する理由として性的な

快楽や快感が挙げられたが、その背景に、セックスに没入して精神的不安を軽減させ、孤独感をなくすニー

ズがあることが語られた。また自分よりも相手の快感や満足を高めることも目的とされていた。加えて、生

育環境における精神的健康や対人関係の困難等が挙げられ、薬物使用には幾つもの因子が影響していること

が認められた。
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　依存症からの回復を経験した HIV 陽性の MSM への面接調査からは、セクシュアリティ、HIV 感染、薬

物使用を周囲に秘密にする生きづらさが使用継続を促していること、それを明かして受け容れられる医療機

関、相談機関による支援が、回復を助けていることが示された。

　依存症クリニックを受診する MSM および TG の診療録を用いた後方視的調査から、30-40 歳代の受診

者については、違法とされていなかった薬物をセックスドラッグとして使用し、その規制後に覚醒剤に移行

して依存症になるという過程が伺えた。感染症については、薬物使用者一般についての調査結果とは反対に、

HIV が多く HCV は少なかった。また 3 分の 1 のケースでは、受診を勧めたのは HIV 診療機関、陽性者相

談機関であった。

　通報義務については、法律は医師に麻薬、大麻、あへんの慢性中毒の届出を、また公務員に犯罪の告発を

義務づけているが、公務員には守秘義務が、医療者にはさらに診療義務もある。いずれの義務を優先させる

かは、法学者の解釈と行政、司法の判断によれば、医療者と公務員の職務に照らした裁量に委ねられること

を示した。

研究目的 研究方法

　本研究に先行する「地域において HIV 陽性者等の

メンタルヘルスを支援する研究」（平成 24 ～ 26 年

度）により、私たちの社会では MSM における HIV

感染に薬物使用が関連していること、使用の背景に

はセクシュアリティ、さらには HIV 陽性ゆえの社

会的な孤立感と自己肯定感の低下があることが示さ

れた。そして薬物使用に関しては、使用している・

していないという単純な排他的二分があるのではな

く、使用を勧誘され断る・断らない、使用を止める・

続ける、回復への方策が得られる・得られないなど、

時間軸に沿ったいくつかの分岐点があり、選択が分

かれることが認められた。

　これを受けて本研究では、MSM（HIV 陰性者と

陽性者、薬物未使用者と使用者）を対象とする面接

調査および質問紙調査を実施して、それぞれの分岐

点で使用あるいは不使用に導く諸要因を明らかにす

る。また不使用を促すために、地域の諸機関（医療、

行政、NGO）に求められる支援を検討する。これ

らの成果を踏まえ、MSM に対しては薬物不使用を

促す啓発資材を、また地域の諸機関に対しては、薬

物に関する相談への対応に有用な資料を開発し提供

する。これによって本研究は、薬物使用と HIV 感

染との予防に資することを目的とする。

a．MSM の薬物使用 ･ 不使用に関わる要因の調査

（生島）：MSM が人間関係を広げ、セックスの相手

を探すスポットであるハッテン場、クラブ、web

ツール等の利用者に焦点を絞り、性行動と薬物使用

について（性的指向と行動、HIV の知識・感染予防・

検査、薬物使用、メンタルヘルス上の問題等）、約

1,000 名を対象として 2 年目に質問紙調査を行う。

そのために 1 年目には、準備した質問紙のドラフ

トをもとに、それらゲイスポットの関係者 14 名に

対し個別に面接調査を行い、質問紙を完成させた。

この調査を通じて、幾つかの分岐点で薬物の使用あ

るいは不使用を促す諸要因を明らかにし、使用を止

め感染を予防する方向へ導く介入策検討の資料とし

た。

b．地域の相談支援機関利用による薬物使用 HIV 陽

性者の回復事例の調査（大木）：MSM の陽性者であ

り、薬物使用、依存の形成、そしてそこからの回

復といった継起する分岐点を経験した 8 名に対し、

半構造化面接を行い、薬物使用の契機、薬物の使用

と不使用の分岐点で作用する諸要因、相談機関や治

療機関とのかかわり、回復の助けになった支援内容

を調査した。逐語録から、薬物使用の開始、継続、

回復の各分岐点で経験された諸契機を抽出して分析

した。この調査は 2 年目にも継続して実施し、調

査対象を関係機関（拠点病院・保健所・NGO）の支

援者にも拡げる。
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c．薬物使用者による依存症クリニック受診経緯の

調査（肥田）：依存症治療施設のグループプログラム

に参加した経験をもつ MSM および TG、65 名を

対象に、その診療録を用いて後方視的調査を行い、

このグループのプロフィール（薬物使用歴、感染症

罹患、メンタルヘルス、来診経緯等）を明らかにした。

この調査は 2 年目にも継続し、さらに面接調査（個

別 5 名、グループ 10 名）も実施して、とくに受診

と回復を促す契機を検討する。

d．薬物依存からの回復を支援する社会資源の調査

（樽井）：HIV 診療拠点病院や陽性者支援 NGO に

おいて、陽性者と薬物使用者の支援に際して求めら

れる情報を収集し整理する。1 年目には、拠点病院

の医療者が直面する問題であるいわゆる通報義務と

守秘義務および診療義務との関係について、関連す

る法規の法学者による解釈と、行政、司法の判断例

を検討した。2 年目には薬物不使用への支援策とし

て、自助グループであるダルクや NA の活動、マ

トリックスモデルやリカバリーダイナミクスなど依

存症回復プログラム等について調査する。

e．HIV 感染と薬物使用に関する啓発・支援資材の

開発（全員）：3 年目の課題として、これら 4 分担研

究の成果を踏まえて、MSM に対しては、それぞれ

の分岐点において薬物不使用を促す啓発資材を、ま

た地域の諸機関に対しては、薬物に関する相談に利

用することができる資料を開発する。

（倫理面の配慮）

　「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に

準拠して研究計画書を作成し、特定非営利活動法人

ぷれいす東京等各研究者の属する機関の倫理委員会

の審査を受け、承認された。面接調査では対象者

からインフォームド・コンセントを取得し（a、b）、

既存資料を利用した調査ではウェブサイトと院内掲

示により情報開示を行った（c）。

研究結果

a．MSM の薬物使用 ･ 不使用に関わる要因の調査

（生島）：ゲイスポットを利用する MSM を対象とす

る性行動と薬物使用についての質問紙調査（1,000

名）の準備として、性的指向と性行動、HIV の知識・

感染予防・検査、薬物使用、メンタルヘルス上の問

題等 18 項目（下位項目約 100）の質問を試作し、こ

れを用いてゲイスポットの関係者を対象に面接調査

（14 名）を実施して、項目の修正と回答所要時間の

調整を行った。面接調査では、薬物を使用する理由

として性的な快楽や快感が挙げられたが、その背景

に、セックスに没入して精神的不安を軽減させ、孤

独感をなくすニーズがあることが語られた。また自

分よりも相手の快感や満足を高めることも目的とさ

れていた。使用しない理由としては、薬物の危険性

が挙げられた。それには使用者の異変や逮捕という

身近で目撃した経験が伴っていた。また、日常生活

や性生活での満足、使用の違法性、使用による現在

の人間関係崩壊への恐れも理由として語られた。

b．地域の相談支援機関利用による薬物使用 HIV 陽

性者の回復事例の調査（大木）：薬物の常用と依存症

からの回復を経験した HIV 陽性の MSM を対象と

する面接調査（8 名）により、使用開始と不使用の分

岐点において、家族関係や友人関係において居場

所がないこと、そうした日常からの解放とセック

スパートナーとの一体感とを希求することが、使

用へ傾斜する背景にあることが見られた。さらに、

MSM であり HIV 陽性であることに薬物使用を加

えた 3 つを周囲に秘密にすること、薬物使用でつ

ながるパートナーとの関係に依存していることで、

使用継続が促されることが示された。また回復への

分岐点では、使用を隠した生活が明らかになること

で生活を立て直す機会が得られること、医療機関や

相談機関の支援者に受容されることで他者への信頼

をもてるようになることが、薬物から離れる要因と

して示された。

c．薬物使用者による依存症クリニック受診経緯の

調査（肥田）：診療録の後方視的調査により、依存

症クリニック受診の MSM および TG（65 名）の薬
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物使用歴として、初めて薬物を使用したのは平均

で 23.8 歳、使用薬物はラッシュが 29.5%、ゴメオ

が 27.9%、覚せい剤が 13.1% であることが示され

た。初診の平均年齢は 36.2 歳、依存薬物を使い始

めたのは平均で 29.0 歳、その 87.7% は覚醒剤だっ

た。セックスドラッグとして使用した経験を持つの

は 92.3% だった。併存疾患については、HIV 感染

症が 80.0% と高く、HBV 感染、梅毒は各 21.5%、

HCV 感染は 6.2% だった。全国の有床精神科医療

施設を対象とした薬物関連障害患者に関する先行

調査では HCV は 3 割近く、HIV は 1% をはるか

に下回っており、それとはかなり異なる数値が本

調査では示された。他の精神科疾患は 47.7% で、

なかでもうつ病は 29.2% だった。受診を紹介した

機関は、HIV 治療施設が 20.0%、依存症回復施設

が 20.0%、依存症関連病院が 13.8%、司法関係が

9.2%、HIV 陽性者支援団体が 7.7% だった。

d．薬物依存からの回復を支援する社会資源の調査

（樽井）：HIV 診療拠点病院における使用者への対応

において、多くの医療者が直面する問題の一つであ

る患者に対する診療義務、守秘義務と薬物使用の通

報義務との関係について、法律は医師には麻薬、大

麻、あへんの慢性中毒の届出を、また公務員に犯罪

の告発を義務づけているが、公務員ではない医療者

には告発義務はない。他方で公務員には守秘義務が

あり、加えて医療者には診療義務もある。それらの

義務が対立するとき、法学者の解釈と行政、司法の

判断においては、必ずしも常に告発義務の履行が優

先されるわけではない。いずれの義務を優先させる

かは、医療者と公務員の職務に照らした裁量に委ね

られるとされていることを示した。

　薬物を使用する方向に促す幾つかの因子が、2 つ

の面接調査から示された。MSM 集団では薬物は性

的場面で用いられることが多いが、性的快感を得る

という目的の背景には、精神的不安の軽減や人との

つながりの希求という因子が存在しており、それが

薬物使用を促進する可能性が示唆された。薬物使用

は一つの要因のみでなされるのではなく、生育環境

考察

における精神的健康や対人関係のありよう（家族関

係の困難、同性集団からの疎外、居場所のなさ）を

含む幾つもの因子が影響している。またゲイスポッ

トは、MSM に支援的な関係を提供するとともに、

薬物が身近にある場でもあり、性的関係において使

用へ誘われやすい場でもある。重なりあう複数のリ

スクに着目し、幾つかの分岐点においてそれぞれの

リスクに介入することが必要と考えられる。

　薬物を使用しない、使用を止める方向を支える

介入についても、面接調査から示唆がえられた。

MSM、HIV 陽性、それに薬物使用、この 3 つを秘

密にすることが生きづらさを生み、使用を促すこと

にもなる。反対に、これらを秘密にしなくともよい

場は、使用しない生活を支えることになる。陽性者

を支援する医療機関や相談機関には、まずは使用の

現実をそのままに受けとめる姿勢が求められる。ま

た、使用者を支援する機関にも、セクシュアリティ

への理解が求められる。さらに言えば、使用の背景

にある性的マイノリティとしての生きづらさをなく

し、自己肯定感を高めるには、私たちの社会におけ

るセクシュアリティへの理解を進める必要がある。

　HIV 陽性の MSM のほぼ半数が薬物使用の経験

を持つが、その多くは使用を止めている。依存症と

なってクリニックを受診した 35 歳前後の MSM に

は、25 歳前後でセックスドラッグとして当時は違

法とされていなかった薬物を使用し、それが違法と

なった 30 歳前後で覚醒剤へ移行し、その後数年し

て止めるために受診した、という経歴が伺える。し

かしこの 10 年間に MSM と薬物が関わる状況は変

化しており、初診時に 20 代が 14% 含まれている

ことから、現状については別途検討が必要と思われ

る。

　受診を促した機関の 3 分の 1 が他の依存症関連

機関であるのは、受診者が MSM であることも一

因と思われる。また約 4 分の 1 が HIV 関連機関で

あることは、それらと一部の依存症クリニックとの

連携が進みつつあることを示しているように思われ

る。
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結論

　薬物使用は医療の課題である。依存症は治療を要

する精神疾患だが、使用の背景にメンタルヘルスの

問題が存在することが、本研究の 2 つの面接調査

によっても指摘された。薬物使用の要因として、好

奇心や快感と並んで、日常生活においてセクシュア

リティ、HIV 陽性、薬物使用が周囲に知られる不安、

それを隠す罪悪感からの逃避が、また常用の要因と

して、それらを周囲に秘密にすること、自分でも受

容できないことによる生きづらさがある。また使用

しない要因としては、使用の違法性と健康と治療に

とっての有害性・危険性についての考慮があること、

回復への契機としては、秘密にしなくともよい人間

関係の形成、使用を刑事問題だけでなく健康問題と

して受け止める姿勢があることも示された。この疾

患に関わる医療者、支援者には、こうしたメンタル

ヘルスの問題を視野に入れ、適切に対応するための

情報が求められる。
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