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研 究 要 旨
　本研究の目的は、MSMであるHIV 陽性者の薬物使用、依存の形成、薬物使用からの回復といった分岐

点（cascade）で継起している使用あるいは不使用に導く諸要因を明らかにすることである。さらに薬物の

不使用や回復を促すための地域における支援モデルを考察することを目的とした。研究方法は、常用的な薬

物使用経験をもつHIV 陽性であるMSMを調査参加者（8名）に、薬物使用、依存形成、そして回復にいた

る経験について半構成的面接を行った。さらにそれら 8名への支援経験者に支援経過について半構成的面

接を行った。面接内容は逐語録として記述し、質的に分析を行い、薬物使用と不使用の分岐点に関連する要

因を抽出しその関連を検討した。その結果、8名のデータを収集し、薬物習慣的使用開始・不使用の分岐点

の要因として 5カテゴリー、薬物使用継続の分岐点の要因 6カテゴリー、薬物依存からの回復の分岐点の

要因 7カテゴリーが抽出された。今後、さらに支援者のインタビューを追加し、カテゴリーを精緻化する

予定である。

研究目的A
　MSMである HIV 陽性者の支援課題において、

精神保健に関する課題、とりわけ薬物使用に関する

課題は大きな要素となっている（白野 2015）。若林

（2014）によるHIV 陽性者への質問紙調査では、生

涯を通じて半数が、薬物使用を経験していること

が示された。一方で、全国のエイズ診療拠点病院

（ブロック拠点病院及び中核拠点病院）の診療スタッ

フと医療相談室のスタッフへの質問紙調査（大木

2013）では、HIV 陽性で通院している患者の薬物使

用が分かった経験を約半数のスタッフが持ってい

た。そして薬物の相談にかかわる必要性があると 9

割が回答する一方で、薬物使用の相談への困難さを

9割以上が感じていると回答していた。このように、

HIV 感染症診療やHIV 陽性者の支援場面において

薬物使用は、重要な支援課題となりながらもその方

策に、行き詰っている現状が示唆されている。また

生島ら（2015）の薬物依存から回復した陽性者への

面接による質的研究では、薬物使用の背景には性的

少数者ゆえに受ける偏見と排除による孤立があるこ

とが明らかにされた。さらにMSMによる薬物使

用は性行動と関連しており、薬物使用が感染リスク

に対する予防行動を疎かにさせていることが示唆さ

れている（生島 2015, 嶋根 2016）。

　一方で、薬物依存患者全体の動向をみると、全

国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患実

態調査では、覚せい剤症例が 4割と多いが、2012

年から 2014 年にかけては、危険ドラッグ症例が

増加し第 2位となり、その他に睡眠薬・抗不安薬

も増加している（松本 2017）。1990 年の調査（和

田 1991）では薬物依存症例の初回薬物使用動機は、

「刺激を求めて」や「快感を求めて」が大半をしめてお

り、性的効果は 1割程度であった。近年の同様の

調査は見られないが、近年急増した危険ドラッグの

使用きっかけは友人からの誘いが多く、仲間との使

用が大半をしめている（嶋根 2015）。これらの先行

研究を踏まえると、初回使用が性的効果を期待した

セックスドラッグとしての使用がほとんどを占める

MSMの薬物使用の動向は、薬物使用者全体の動向

と異なっていることが推察される。すなわちMSM

であるHIV 陽性者の薬物使用の状況は、異性愛男
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研究方法

1．調査参加者

　調査参加者は常用的な薬物経験をもつ HIV 陽性

である MSM とそうした当事者の支援経験をもつ

支援者である。ただし、常用的な薬物経験をもつ

HIV 陽性である MSM である参加者には、調査時

において以下の 2 点を調査参加者の条件とした。

　① HIV 及び薬物に関する治療機関または支援機

関との継続的かかわりがある。

　②薬物未使用期間が半年以上ある。

2．調査参加のリクルート方法

　HIV 陽性者支援機関をとおして上記 2 点の条件

に該当する HIV 陽性者と支援者へ研究目的・方法

を提示し、自主的な研究参加を募った。

B

性とは異なる様相を示していると考えられる。

　しかし異性愛者と異なる MSM の薬物への依存

の形成から回復の過程における当事者の体験がどの

ようなものであるかについては、ほとんど明らかに

されていない。したがって薬物使用や薬物依存から

の回復の分岐点（cascade）とその分岐点でどのよ

うな薬物使用・不使用に関する諸要因が継起してい

るのかを明らかにすることは、当事者のセクシュア

リティや性的行為に着目したナラティブを丁寧に分

析することで可能となると考えられる。またそれら

の分岐点における要因を明確化することにより、薬

物の不使用や回復を促すためのより有効な支援のあ

り方、情報、資源を検討する基礎資料が得られる

と思われる。そしてこれらの結果は、MSM の HIV

陽性者が薬物依存の状況から生活を再建していくた

めの異性愛者とは異なるモデルの必要性の検証およ

びその回復モデルを考察するための有用な知見とな

りうると考える。

　そこで本研究では、MSM である HIV 陽性者の

薬物使用、依存の形成、薬物使用からの回復にかか

わる分岐点（cascade）で継起している使用あるい

は不使用、依存の増悪あるいは回復に導く諸要因を

明らかにすることを目的とする。さらに不使用や回

復を促すために、地域における支援モデルを考察す

る。

3．データ収集方法

　半構成的面接

4．インタビュー内容およびインタビュー項目

（1）HIV 陽性者

　HIV 陽性者である調査参加者には、自分の薬物使

用から、依存形成、そして回復にいたる経験につい

て、以下の 6 点の語りを依頼した。

　①薬物使用の契機、②薬物の使用と不使用の分岐

点、③感じていた困難さ、④相談支援機関や治療機

関とのかかわり、⑤回復の助けになった支援内容、

⑥回復のために有用あるいは必要だった支援内容

（2）支援者

　支援者である調査参加者には、前項にある薬物依

存の問題を抱える MSM である HIV 陽性者への薬

物の問題への支援過程に関する以下の 4 点の語り

を依頼した。

　①支援の開始の契機、②支援課題のアセスメント、

③薬物依存の問題への支援内容、④支援の過程で重

視したこと

5．分析方法

　インタビュー内容は、研究参加者の了解を得て録

音をし、逐語録として記述する。それらのデータか

ら、薬物の使用、依存、回復の過程に関連する要因

を抽出する。分析にあたっては、HIV 陽性者の薬物

使用と不使用についてどのような分岐点が起こるか

を、HIV 陽性者の文脈に注目し分析を行った。さら

に見出されたそれらの分岐点における効果的な支援

について支援者のアセスメントや支援のねらいをつ

きあわせ析出する。

6．倫理的配慮

　インタビューにあたっては、調査参加者は匿名を

用いることを依頼した。その上でインタビュー中に

登場した個人を特定しうる情報やエピソードは、逐

語録データ化する際に匿名化あるいは消去した。ま

た、HIV 陽性者へのインタビューによってなんらか

のメンタルヘルス上の問題が生じた場合は、継続的

な支援関係にある支援者からの支援がうけられるよ

う、調査参加者の了解を得て支援者に予め依頼をし
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研究結果C
1．調査参加者の属性

　調査参加者の属性は表 2.1 の通りである。

属性 状況

セクシュアリティ MSM　8 人

年齢 30 歳代　5 人
40 歳代　2 人
50 歳代　1 人

HIV 陽性告知後の期間 5 年未満　1 人
5 年以上 10 年未満　4 人
10 年以上　3 人

薬物使用開始時期 HIV 陽性告知前　6 人
HIV 陽性告知後　2 人

薬物依存の受療と
HIV 治療機関での受療の順番

HIV 治療機関での受療が先　5 人
HIV 治療機関での受療が後　3 人

初めての使用薬剤 危険ドラッグ類　6 人
覚せい剤　2 人

覚せい剤の有無 あり　8 人
なし　０人

薬物不使用期間 1 年未満　3 人
1 年以上 3 年未満　1 人
3 年以上　4 人

薬物使用による逮捕経験 あり　5 人
なし　3 人

薬物依存の入院経験 あり　0 人
なし　8 人

表2.1　調査参加者（HIV陽性者）の属性に関する概要

2．結果

　MSM である HIV 陽性者の薬物使用、依存の形成、

薬物使用からの回復にかかわる分岐点（cascade）

で継起している使用あるいは不使用に導く諸要因と

しては、以下の概念が抽出された（図 2.1、次頁）。

(1) 薬物習慣的使用開始・不使用の分岐点の要因の

ストーリーライン

　薬物の習慣的使用の開始や不使用の分岐点の要因

としては、セクシュアリティへの自他のスティグマ

からの「①セクシュアリティへの葛藤」や家族との関

係性など家族機能に関する問題からの「②日常生活

の中での罪悪感や居場所のなさ」が背景にあり、そ

のため自らの居場所を求め、「③セックスの場での

居場所の獲得」によってセックスライフのもつ意味

が大きなものとなる。しかしそうしたセックスライ

フはセクシュアリティとともに、日常生活では秘密

にすべき隠し事である。そのためセックスライフと

日常を区分けして、「④非日常であるセックスライ

フと日常を行き来する」ことになる。

　また一方では、HIV 陽性の告知を受けたことで、

「⑤ HIV 陽性の否認や将来への絶望感」から薬物使

用へと分岐していく場合もみられる。

(2) 薬物使用継続の分岐点の要因のストーリーライ

ン

　自分の居場所の確保のためセックスでの自らの魅

力の強化やセックスでの快感への希求から、「①セッ

クスでの薬物のパワーを求める」ことで、薬物を継

続使用し、「②薬物使用を介した居場所の維持」がな

される。こうして薬物使用が習慣的になる過程と

並行し、セクシュアリティや HIV 陽性であること、

薬物使用をしていることなど日常生活での秘密ごと

を抱えて生活をしていることで引き起こされる後ろ

めたさや自責感から日常生活での深いつながりを避

け、「③隠し事への罪悪感による日常の関係性から

の退避」行動が選択される。そのように日常生活の

関係性からは退避する一方で、薬物使用を継続する

ことで依存が形成され、「⑤日常生活より優位とな

る非日常である薬物使用」へと進んでいく。そうし

た日常と非日常の逆転は、「④日常と非日常を行き

来しながら日常をこなすパワーとしての薬物使用」

を必要としながらも、薬物使用による生活の混乱は

進行していく。また新たな困難との遭遇や薬物使用

後の HIV 陽性告知の場合は、「HIV 陽性であること

の否認や将来への絶望感」（既出）から、薬物や他の

依存対象への嗜癖行動が増すなど「⑥困難への対処

方法としての自傷行為の増悪」が進行していく。

(3) 薬物依存からの回復と回復過程の継続の分岐点

の要因のストーリーライン

　薬物使用からの回復の背景には、それまでの日常

生活と非日常生活の 2 つの生活の行き来の破たん

がある。破たんから回復に至る契機は、一つは薬物

使用による逮捕である。逮捕によって、薬物使用や

HIV 陽性であること、セクシュアルマイノリティで

あることが周囲に知られ「① 2 つの世界の区分と秘

密がなくなる」。また、身近な関係性の中での「死」

の体験などをきっかけに、「②立ち止まり、『生きて

た。なお本調査は、杏林大学保健学部倫理審査委員

会の承認を得て実施した。（承認番号 27-43）
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セクシュアリティ、HIV、
薬物使用について話せる
支援者、仲間との出会い

かわらず心配してくれる
支援者の存在

限界だと感じて、生活の
立て直しを決心する 住まい、仕事、

社会的役割の再獲得

自己のストーリーを
見出す

日常と非日常の区分けの
混戦による生活の破たん

立ち止まり、「生きて
いる」意味を考える

2 つの世界の区分と
秘密がなくなる

日常と非日常を行き来しながら日常を
こなすパワーとしての薬物使用

日常よりも優位となる
非日常である薬物使用

家族関係などの難しさ

日常生活の中での居心地
の悪さや・居場所のなさ

セックスの場での
居場所の獲得

セックスでの薬物の
パワーを求める

困難への
直面

セクシュアリティへの
自他のスティグマ

セクシュアリティへの
葛藤

非日常であるセックスラ
イフと日常を行き来する

薬物使用を介した
居場所の維持

隠し事への罪悪感や
後ろめたさによる日常の

関係性からの退避

人生への絶望感や
HIV であることの否認

HIV 陽性告知

HIV 感染

困難への対処方法として
の自傷行為の増悪

スリップを話せる
ピアとのつながり

薬物依存の治療

セックス
場面での
薬物との
出会い

↓
セックス
ドラッグ
としての
薬物使用

薬物
依存症
からの
回復

薬物の

継続使用

不使用の分岐点（1 次予防）

回復の分岐点（2 次予防）

図2.1　薬物使用・不使用の分岐点の要因にかかわる概念の関連図
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いる』意味を考える」ことももう一つの契機である。

これらから、「③限界だと感じ、生活の立て直しを

決心する」ことで、支援機関へのアクセスの契機に

なる場合もある。

　しかし、生活の破たんと秘密の解消は、人生の危

機である。このクライシスポイントでの「④かわら

ず心配してくれる支援者の存在」や「⑤セクシュアリ

ティ、HIV、薬物使用を話せる支援者や仲間との出

会い」が、破たんの危機から人生を立て直そうとす

るレジリエンスを引き出す要因となる。そして、「⑥

住まい、仕事、社会的役割の再獲得」という日常生

活の現実的な立て直しが支援されることが、回復の

日常生活を綴る基盤となる。さらに、依存による嗜

癖行動の病理を理解し、薬物依存に至った「⑦自己

のストーリーを見出す」ことが、新たな人生のストー

リーをつづる大きな力となる。

3．MSMであるHIV陽性者の薬物使用・依存・回

復の過程における分岐点の要因

　本項では、抽出された各要因についての定義と語

りの引用を記述する。なお語りのデータは「」で示す。

また語りの引用だけでは意味内容が分かりにくい部

分は（　）で文言を補足した。

(1) 薬物習慣的使用開始・不使用の分岐点の要因

①セクシュアリティへの葛藤

　自己がゲイであることを認識してはいるが、セク

シュアリティへの他者及び自己のスティグマの存在

からセクシュアリティへの葛藤を抱えている。その

ことは自己承認を低くし、同じセクシュアリティで

あるゲイ男性との付き合いの秘匿要素を強めること

にもつながっていく。

「ある程度の年代から苦しかったから。だから
その分自分は、絶対にそんな、そう言われても、
「それっぽい」なんて言われても、「絶対違う」っ
て言って。誰にも何も言わせないで生きようっ
て、ずっと思ってたので。だから逆に攻撃をし
たのかな。」（Hさん）

　このようなセクシュアリティへの葛藤を抱いてい

る参加者も、薬物依存の回復と連動してセクシュア

リティの自己承認に至る過程を経験している。E さ

んはその経験を

「そこでずっと話を（薬物依存のための）ミー
ティングでして、レインボープライドのパレー
ドに一緒に参加したことで、僕は何て幸せなん
だろうって思えたんです。薬を使わなくても、
何て気持ちがいいんだろうって思えたんです。
そこから、ああ、やっぱり自分ってゲイなんだ
なって思い知らされたっていうか。ああ、ゲイ
でもいいんだって。セクシュアリティもそうい
う共同体の中にいたら安心できたり。」

とセクシュアリティを開示することで薬物を使用し

ない新たな居場所を獲得したことを語っている。こ

うしたセクシュアリティへの葛藤は、薬物不使用へ

の分岐点であり、そうした葛藤が早期に解消される

ことは、予防につながると考えられる。

②日常生活の中での罪悪感や居場所のなさ

　幼少期から生育歴において続いてきた家族関係の

難しさから、家族の中での居場所のなさを抱え続け

てきたという場合が多い。またセクシュアリティを

隠した日常生活を送ることで、さらに日常生活の中

での罪悪感や居心地の悪さ、居場所のなさを抱える

こととなる。C さんは家族の不和の中で 10 代から

居場所がなく、

「ちゃんと話し合えばいいんですけど、話し合
える家族じゃなかった感じで。もう家にいたく
ない。自分の部屋あっても鍵はかけられないし、
ふすまがバッと開いちゃうんで。もう家にいな
い状態で。」

と語っている。

　また、F さんは自分のセクシュアリティについて

の葛藤があり、

「ただ自分の中で、そういう男性と性的関係と
か持ちながら宗教団体に行っていた時期に、す
ごい罪悪感があったんです。この人たちは本当
の自分の素を知らない。ニコニコしてるけど、
実は僕、男とやっちゃったんです、みたいな、
そういう葛藤が結構あったんです。」

と語っている。

③セックスの場での居場所の獲得

　日常生活での居場所のない中で、セックスの場で

の居場所の獲得に強く動かされる。C さんは、自

宅での居場所のなさから、

「そんなこんなしてると、やっぱりネットでセッ
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クス相手探して遊びに行ったり、公園ぶらつい
たり。今でもほとんど変わらないですけど、夜
は大体公園にいたほうが。友達と話していたほ
うがまだいいんですよ。じゃなきゃ 1人でぶら
ぶらしていたほうが。そんな感じで、あんまり
家にいず。」

という状況が引きおこされていた。

　またそうした居場所の獲得は、分離不安の裏返し

として、セックスパートナーとの一体感の希求や相

手を否定したくない気持ちに強く支配される。その

結果、セックス場面で薬物と出会ったとしても、そ

れは居場所を維持するために必要なものであり、躊

躇なく使用を選択する。また、H さんは自分のセ

クシュアリティへの否認が強く、

「ゲイとはほとんど接触なく。それでゴメオが
出るころになって、ゲイに戻って。だからその
あいだ、そういうセックス関係もなく、ゴメオ
でのセックスがきっかけで、だからゲイに戻っ
た。」

というように、薬物を使ったセックスによってゲイ

男性としての居場所を得ている。

　このようにセックスの場での居場所を獲得し、非

日常であるセックスライフと日常を行き来する 2

つの世界を分離して生きる生活が強化されていく。

④非日常であるセックスライフと日常を行き来する

　セクシュアリティを隠した日常生活では、自らの

セックスライフも当然ながら隠し事である。そうし

た中でセックスの場での居場所が維持されているこ

とで、非日常であるセックスライフと日常の分離が

強化されていく。それはあたかも 2 つの切り離さ

れた異次元の世界を行き来するような生活である。

「はい。何だろう、ちょっと言葉が分からない
んで、「ちゃんとした」ってなりますけど、ちゃ
んとした生活や人と、薬というのが、全く切り
離されてたんで、ごっちゃにはならなかったん
です。」（Fさん）
「自分のセクシュアリティもそうだし、薬物を
使用し続けてしまっているということや、自分
が依存体質だということや、全ての、HIV も
そうだし、受け止めきれない。うそだって、逃
げる。余計に逃げる。余計に逃げたい。だから
仕事に走る。表沙汰は仕事に走る。さも、すご

い仕事ができてるふうを装って、シャカリキに
なって仕事をする。その疲れを裏で発散する、
裏の顔。セクシュアリティをオープンにした、
薬物を使用した、そしてセックスにも依存して
いる。本当に二面性が、白と黒がはっきり分か
れた生活をずっとし続けていました。」（Dさん）

⑤ HIV 陽性の否認や将来への絶望感

　HIV 陽性告知は、HIV に関する情報が少ないほ

ど衝撃の大きな体験となる。HIV 陽性告知をうけ、

ほとんどの調査参加者は「死」をイメージしている。

HIV/ エイズが ART によって治療できるようになっ

た状況についての情報が届いておらず、「どうせ死

ぬんだ」という認識から、人生への絶望、感染を予

防しなかった後悔が引き起こされている。そして

「死ぬんだ」からとすぐには、治療機関にアクセスせ

ず、HIV であること自体を否認していたという参加

者も複数みられた。また、医療機関に通院していて

も他者への感染の心配から仕事はできないと思い、

仕事を持たずに数年を生活していたという参加者

もいた。そして HIV への差別や偏見への不安から、

HIV 陽性であることを日常生活では隠すことを選択

する。それは差別や偏見の強い社会では、必然のス

トラテジーであるが、ここでも隠し事を抱える罪悪

感や後ろめたさが想起される。また疾病や治療情報

を十分に得られないことで、将来への希望を持てな

い状況に陥る。それが、HIV 治療の拒否や「どうせ

死ぬんだ」「死んでもいい」といったセルフネグレク

トの状況に至る要因ともなる。

「で、エイズの発症前っていうことを聞いたと
きに、もうもう、泣き出したかな。ああ、終わっ
たなと思って。」（中略）もう、（セックスは）本
当にないって思ってたけど、ありましたね。も
う、やっぱり自暴自棄になっちゃって、もうそ
れからセックス三昧。」（Aさん）
「はい。もういいかな、って。もうHIVにもなっ
ちゃったし、っていうネガティブな思考だった
ので、そのときは。」（Fさん）

　このような HIV 陽性であることでの絶望や喪失

は、HIV 陽性である自分を受け入れることを難しく

する。そして、現実からの逃避を助けてくれる薬物

のパワーをより必要とすることとなる。
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（2）薬物使用継続の分岐点の要因

①セックスでの薬物のパワーを求める

　非日常であるセックスライフと日常を分離して行

き来する生活は、日常生活の関係性の中では、セク

シュアリティを隠しての生活である。そうした日常

生活の関係性の中では隠し事をしていることへの罪

悪感や後ろめたさが蓄積されていく。それらの罪悪

感や元来かかえている居場所のなさによる苦しさ、

さらに直面している日常生活の困難を払拭するため

にも、非日常のセックスの場面での高揚感が必要と

なる。そしてそのためにも、セックスの場面では魅

力的な自分でありたいと望む。A さんは、

「だから、セックスのときに違う自分になれるっ
ていうのだったかなあ。そうすれば、それを持っ
てること、使ってることによって受け入れてく
れるというか。」

と語っている。

　そしてセックスの快感や日常生活を忘れられる開

放感を求める。

「なんか自分が変わった感じになれるんですよ。
違う。はい。違う自分みたいな。なんか恥を知
らないっていう感じです。なんかこう、恥じる
部分ってあるじゃないですか。それを、考えな
くできるみたいな。」（Gさん）

　このように薬物によるパワーをより求め、薬物の

習慣的使用を強化していくこととなる。またこうし

た非日常での薬物を使用しながらのセックスライフ

の比重が高まることは、無防備なセックス行動への

リスクを高めることにもなる。

②薬物使用を介した居場所の維持

　非日常のセックスでの快感や開放感、居場所の確

保は、まさに日常生活の希薄化である。そのため日

常と非日常のバランスは非日常に傾くことになる。

「その中で、そのドラッグを使ったことによっ
て、疑似の友達もどきができたときに、とても
嬉しかった。だからそれが、セックスドラッグ
として使ったっていうこともあるけれども、そ
れ以上にその秘密結社みたいな、友達みたいな
ところが嬉しかったかなっていう。」（Gさん）

　そして、薬物使用を介した非日常の居場所を維持

するために、薬物の継続使用は必須のストラテジー

となる。

「禁止されているから余計、やっちゃいけない
ことをやっている、というようなものと、あと
は、やっぱり、その人との関係をつなぐことは、
それ ( 薬物 ) しかないのかなと。」（Cさん）
③隠し事への罪悪感や後ろめたさによる日常の関係

性からの退避

　日常生活でセクシュアリティを隠していること、

薬物使用を隠していること、HIV 陽性であることを

隠していること、これらの複数の隠し事はいずれも

罪悪感や後ろめたさを抱えながら日常生活を営むこ

とを強いることになる。そうした隠し事による罪悪

感によって、日常の関係性をあまり深めないような

意識が働き、近しい人たちと距離をとることとなる。

「だから、普通のゲイ友とか、そういう薬使っ
てないゲイ友とかも一切シャットアウトし
ちゃって、普通の友達も一切シャットアウトし
て、誰にも迷惑掛けちゃいけないと思って、完
全にシャットアウトして、自分はそっちのほう
に行っちゃったから、そっちの友達がどんどん
増えていっちゃって。やめるきっかけなかった
から、やめるきっかけになったら、こっちに戻
れたらいいなっていう。だから、裏切ってる気
持ちと申し訳ない気持ちがすごい、途中から。」
（Bさん）

　また B さんは HIV 感染症の通院についても、遠

ざかったエピソードを語っている。さらにこれらの

隠し事が複数重なることで、日常の関係性から繰り

返し遠ざかり、退避することとなる。A さんは非常

に信頼され自身も信頼してつきあっていた雇用主と

その家族に対し、口実をつくって退職したエピソー

ドを語っている。

「その間、自分もHIVになって、3カ月に 1回（の
通院）ですけど、言えない……初めて、その会
社の（社長の）家族たちに言えないことがあるっ
ていうのが自分で受け入れられなくなっちゃっ
たんですよね。障害者手当も取ると、会社にば
れるんじゃないかなとか。（中略）そこ（セクシュ
アリティのこと）は薬物と連動してんのかもし
んないですね。薬物もばれちゃうのかなとか。
あ、っていうよりも、自分が多分、言っちゃう、
それ言ったら全部言っちゃいそうだったから、
全てを一気に言うと、この家族を傷つけてしま
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うんじゃないかな、みたいな。今、思えば、正
直に言ったほうがよかったんでしょうけど、そ
れで心臓病を取り出して、実は、おっきい病院
に入院するんです、みたいな感じで、仕事ちょっ
としばらく離れるんで辞めます、みたいな感じ
で辞めたんです。」
④日常と非日常を行き来しながら日常をこなすパ

ワーとしての薬物使用

　罪悪感や孤立感を伴いながら、薬物への依存が進

行する中で、同時に日常生活と非日常生活の区分け

を強化することが必要となる。また HIV の治療者

や支援者からも退避していく。そうした中で、セク

シュアリティや HIV 陽性であること、薬物使用を

秘密にしながら、社会生活を送り続けようとするた

めのパワーが必要となる。そのパワーを得るための

薬物への依存が深まっていく。

「で、そのために使ったりとか、あと、ご飯食
べなくて、ご飯を買いに行くために打って行か
なくちゃ、買い物行かなくちゃいけない、みた
いな。」（Bさん）
「働いているときも、薬の疲労感があったから、
いつも以上に一生懸命頑張らなきゃいけなかっ
たのと、帰ってくるとヘロヘロになるから、そ
のまま爆睡しちゃったりとかして。起きたら、
また仕事行って、みたいな。そうこうしている
うちに、完全な悪循環ですよね。疲れてくるか
ら、またそこで週末薬やりたくなるとか、楽に
なれるとかっていう感覚になってきちゃってた
ので、最後のほう。」（Fさん）
⑤日常生活より優位となる非日常である薬物使用

　日常生活と非日常生活を区分けし、2 つの世界を

行き来していたはずが、薬物使用が継続していく中

で依存が進行していく。そして、非日常であった薬

物使用が日常生活に浸食し優位になっていく。その

結果、非日常と日常の区分けは混線しながら日常生

活が破たんしていく。

「はじめは、金曜日の夜から使い始めて、土曜
日には使わないで日曜日にデトックスという
か、アルコールで言えば二日酔いのような状態
になって、1日は空けて仕事に行こうという状
態で使っていたんですが。だんだん半年もしな
いうちに、日曜日まで使っちゃうんですね。結

局、月曜日は仕事休んでしまうというのが、2
カ月に 1回、1カ月に 1回とか、だんだん増え
てきて。」（Eさん）
「だから、職場で、車の中で、暗いところでせっ
せこせっせこ使っちゃって。週末で取り戻すの
が、今度、週末のセックスのためプラス日常生
活でも薬物を使って再生し。」（Aさん）
⑥困難への対処方法としての自傷行為の増悪

　日常生活からの退避による孤立、HIV 陽性告知に

よる人生への絶望、あるいは他の人生の困難への直

面などにより、自傷行為がエスカレートする場合も

ある。それは、薬物使用の頻度や量を意識的に増や

すなどより危険な行為をあえて選択するという行動

の場合もある。F さんは HIV 陽性告知を受けた後

のことを、

「ただそれから自己破滅的な行動を割と意識し
てするようになっていったんです。例えばセッ
クスするときも、コンドーム使わないでアブ
ノーマルなセックスをあえてしてみたりとか。
あと薬をやってるっていうチャットとかで、こ
ういうの使ってやってるんだよ、っていう話、
前提でされて、あえてそこに自分から行ってみ
るとか、そんな感じで。」

と語っている。

　また、セックスへの依存傾向の強化を背景にして

薬物使用が増悪する場合もある。また、パートナー

の気を引くために HIV 治療薬を中断したり、現実

の苦悩の中でのアルコールへの依存など多様な依存

行動がみられ、クロスアディクションの状況が引き

起こされる。

「なので、もうなんか、自分が死んでもいいぐ
らいの気持ちになってましたね。母親ももう亡
くなってたし、父親も疎遠だし、パートナー
は。。。。独りだな、っていうの。（略）そうですね。
もうこのまま薬で弱り続けてもいい、っていう
ふうに。もうなんか、あまり良い事ないし、っ
ていうふうに思えましてね、そのときは。僕は
もう（HIV 治療の）薬は無いんです、っていう
ことで、僕はこれだけ苦しんでるんです、って
いう（パートナーへの）アピールですかね。」（G
さん）

　こうした依存の進行による日常生活と非日常生活
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の区分けの混線は、そのまま日常生活の破たんへと

つながっていく。

（3）薬物依存からの回復と回復過程の継続の分岐点

の要因

① 2つの世界の区分と秘密がなくなる

　生活の破たんの進行とともに隠し事であった薬物

使用の事実が表にでてしまう。それは逮捕や体調不

良による医療機関での受療による薬物依存の診断な

どである。秘密が明らかになることで、これまで抱

えてきた薬物使用、HIV 感染、セクシュアリティと

いった複数の秘密によって分けていた二重生活の切

り離しがようやくでき、2 つの世界の使いわけが終

了する。

「結果的には僕もクビになって。親にもばれ
ちゃって、親も、もう弁護士さんと話してるう
ちにゲイのこともばれて、HIV も、全部そこ
でばれたんで。もう、だから、自分がカミング
アウトする暇もなく全部ばれちゃったんで、今
思うと「ああ、楽だったな」っと思うんですけ
ど。」（Aさん）
「実家に戻って、全て引き払って実家に戻って、
全て親には、自分が覚せい剤を使用していたこ
とはもう公になったので、それ以外にも、自分
はHIV に感染していたり、それから自分は同
性愛者なのかもしれないって。」（Eさん）

　こうした秘密がなくなることは、薬物使用の連鎖

を止め、回復の決心の契機となりうる。しかし、秘

密が表にでたことで、生活の破たんは決定的となる。

このタイミングはクライシスポイントであり、支援

につながらないと、さらに孤立を深め、薬物使用の

連鎖は切れず、再使用が繰り返される。

②立ち止まり、「生きている」意味を考える

　自分の人生での大切な人の喪失体験、震災体験、

自らの生命の危機などの人生のクライシスも回復の

動機づけの契機となっている。身近な人の人生の困

難や大切な人の死に直面することで、自分自身の人

生を振り返ることになる。彼らの人生と自分の人生

を重ね合わせることで、もう一度、日常を生きる気

持ちを回復させる契機となる。このような出来事と

の直面は、ひとりで行うことが困難な場合が多い。

その過程に伴走してくれる支援者の存在によって、

立ち止まり、振り返る作業を支えられる。そうした

振り返りが、薬物を使用し続ける時間の流れをおし

とどめ、立ち止まる力となる。

　B さんは友人の死に直面したときのことを、

「薬やめろ、やめろって言われた友達だったん
で、何かこう、すごい複雑な心境になって、で
も『やめるよ』って、「こういうふうに向かって
るんだよ」って話ししたばっかりで、『じゃ、
これからだね』みたいな形で話してたんで。で、
亡くなられちゃって。ますます薬に対して、薬
と病気と見つめなくちゃいけないなって。『あ
んたは生き延びるんだよ』みたいなことを入院
中にちゃんと言われたんですよね、ぽそっと。
それがどういう意味だったのかなと思ったんで
すけど、そういう意味を考えさせられるように
なって。」

と語っている。

　また F さんは震災がおこり、被災した友人たち

を訪ねたことを

「直接亡くなった友達っていうのはいなかった
んですけど、友達のお母さんがとか、おばあちゃ
んがとか、あと友達の息子がとかっていう話を
直接、聞いてたんですよ。一生懸命頑張ってき
て、こんなに一生懸命頑張ってきて、家庭築い
てた女の子もいたし、離婚して一人で子ども育
てる子もいたし、うち買ったばっかりで、ロー
ンこれから頑張ろうってときに、そのうちが流
されちゃった子もいたし。そんな話聞いてたと
きに、『何やってるんだろう、俺』っていう気
持ちが、やっぱガーッと出てきたんです。」

と立ち止まる契機として語っている。

③限界だと感じて生活の立て直しを決心する

　生活の破たんが進む中、このままではいけないと

いう限界を感じ取り、生活をもう一度立て直したい

と願う気持ちが想起する。こうした生活を立て直し

たいという気持ちの浮上は、前項で示したクライシ

スポイントへの直面や非日常も含めた生活の破たん

を実感することが契機となっている。

「最初、心療内科へ行って、何か変わるかもし
れないと思って。引きこもりで、人と接するの
が、近所の友達か、相方か、チャット相手かと
いうような状態だったので、ちょっとこのまま
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じゃ、本当にまずいなと思って。」（Cさん）
　そしてそれらのクライシスポイントで、心配し続

けてくれる支援者や友人、セクシュアリティを隠さ

ないで HIV や薬物使用について語れる支援者の存

在が、クライシスを超えて人生を立て直す一歩へと

つながる。

④かわらず心配してくれる支援者の存在

　薬物使用を繰り返し、生活が破たんへ突き進んで

いる状況は、自らの自己肯定感を下げていく過程で

もある。そうした中で、自分への支援者の変わらな

い関心や心配に触れることは、他者への信頼感情を

醸成するだけではなく、自らの回復の力への信頼の

芽生えにもつながる体験となる。

「（支援機関の）Zさんのおかげですよね、あと、
もちろん依存症のクリニックとか、あとHIV
の先生とか、コーディネーターとか看護婦さん
が見捨てずに、いつでも使っても、使っても使っ
ても見捨てずにとかしてくれたんで、何かそう
いう方々、周りの方々、恵まれてたのかなって
いう、縁する人がみんな支えていてくれたから、
今の自分はいるのかなっていうふうには最近は
すごい思いますよね。」（Bさん）
「やっぱり（支援機関の）Yさんも『いろいろ言
えなかったにしても、心が痛い』って言われた
んですよ。はい。って言われたので。ま、そこ
までやっぱり傷つけちゃったかな、っていうふ
うに。で、やっぱり依存症クリニックのスタッ
フも、言葉には出さないけど、同じ顔をするん
ですよね。心が痛い、って。独りじゃないです、
本当に。」（Gさん）
⑤セクシュアリティ、HIV、薬物使用を話せる支援

者や仲間との出会い

　セクシュアリティ、HIV 陽性であること、薬物使

用についていずれも隠すことなく話ができる支援者

と出会うことで、以前の隠れた関係性は不要となる。

その関係性の中で、薬物依存の治療へのアクセスや

依存症である自己理解を深め、回復への端緒となっ

ていく。また、セクシュアリティ、HIV、薬物使用

に関するピアの立場である仲間との出会いは、薬物

を必要としない新たな居場所となる。

「セクシュアリティのこと、病気のこと、薬物
のこと、それを全部合わせた生活面も全部、そ

ういうのを全部分かっていて、理解した上で意
見言える人というのは、やっぱり。」（Dさん）

　そして、薬物の再使用といったスリップがあった

としても、そうした失敗を話せるピア（仲間）の存在

をえることが、一直線にはいかない長い回復のプロ

セスを支え続けてくれる力ともなる。すなわち、今

の自分を語れる支援者や仲間との出会いによって、

秘密をつくらず失敗やスリップを受容しながら、等

身大に回復の過程を継続していける。

「支援する側ってわけじゃないですけど、見る
側が、こうこうこう、何ていうの、薬物と（HIV）
両方と向き合ってるから、例えば薬剤、薬物、
例えばHIV だけだったら、そっちの支援だけ
しか関わりがないじゃないですか。でも、薬物
もってなると、やっぱり 2つあるわけだから、
それを知った上で、やっぱり接したり、多分普
段の話の中で『とまってる？』とか、例えば『病
院行ってる？』プラス『使ってない？大丈夫？』
たいなこと言われると『今、こんな感じです』っ
ていうふうに言えるだろうし。」（Bさん）
⑥住まい、仕事、社会的役割の再獲得

　家族関係の難しさや日常の関係性での繰り返され

る退避、パートナーへの依存の強化、あるいは逮捕

と再使用の過程で、多くは安定した生活基盤を喪失

している。そうした状況の中で、住まいの確保は、

社会での日常生活の再開に大きな意味をもつ。

「今施設に居るんですけれども、ほかでやって
る、NPOがやってる施設に居て、共同施設な
んですね。で、まあ、部屋は個人にあてられて
るんですけど、それがたぶん（やめ続ける）きっ
かけだとは思うんです。」（Gさん）
「家とかも負担してくれて、その家に引っ越し
てから、引っ越して学校に 2～ 3 カ月通って、
そんなこんなにしているうちに、落ち着いて、
毎日必死でしたから。（一緒に薬を使用してい
た）人ともあまり連絡を取らなくなるように
なってきて、気持ちも依存から外れられてきて、
という感じですかね。」（Eさん）

　また、仕事やボランティアなど社会的役割を得る

ことも重要である。G さんは薬物使用による服役

を終え出所したが、

「ちょっと保護費がおりて、少しほっとしたら、
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なんか仕事している人見て、仕事したいって。
刑務所であれだけバリバリ仕事をしていても、
何で外に出ると。すごい責任感持ってすごい
やっていたよねって思ったのに、何で外に出る
とこんなになっちゃうのって。」

と刑期中と連続しない出所後の社会の居場所や役割

のなさを語っている。一方で、B さんは対人支援の

仕事を継続してきたことで、

「『そうやって、そういう命に携わってる現場の
者が、そういうの（薬物）をやるのはどうなん
だ』っていう話から『そうですよね』っていう
ので。そっから何か、どうやったら今まで失敗
してきたかっていうのを振り返ることがようや
くちゃんとできて。」

と自らの薬物使用を振り返ることができるように

なったと語っている。

⑦自己のストーリーを見出す

　薬物依存症の治療機関を受診することで、「依存

症」という診断を得る。「依存症」は疾患名であるが

同時に自己を説明する概念であり、これまでの混沌

とした生きづらさの意味づけと整理の手がかりとな

る。E さんは、

「依存というのは、自分じゃどうしようもでき
ないものなんだよ、他との接点とか、って協力
が必要なんだよ、というのを聞いて、『ああ、
そうか自分に当てはまるなって。』明らかにこの
人に依存しているな、というのは分かるよ、そ
の勉強をして、分かるようにはなりましたけ
ど。」

と語っている。

　さらに、困難さだけではなく強みや頑張りを含め

自分の人生を物語ることで、これまでの自分の生の

意味づけをすることにもなる。

「自分がしたい、主語が自分になったというか。
いままでは義務感というか、誰かがあって、世
間体とか親とか自分以外の何かの影響がすごく
あって、それでこうすべきなんだという思い込
みだったり、義務感みたいなものだったんです
けど、いまはようやく、自分って何だろうっ
て、何でこういうふうになってしまったんだろ
うっていうことを逃げずに自分自身に問いかけ
続けて、その結果の延長線上に出てきたものな

考察D
1．薬物使用・不使用、薬物の依存形成・悪化・回

復の分岐点の予防的意味

　分析結果から見出された薬物使用と不使用、薬物

への依存形成・悪化と回復の分岐点で不使用や回復

へ移行するための要素について、予防の視点から考

察する。

（1）セクシュアリティの葛藤や居場所のなさの時点

　先行研究と同様に、MSM の薬物使用の契機は、

セックスドラッグとしての薬物との出会いであるこ

とが示された。これは異性愛の薬物使用者では必ず

しも主流ではない。こうしたセックスライフが大き

な意味をもつ背景には、多くが家族関係の難しさか

らの家族の中での居場所のなさがあった。こうした

不安定な養育環境で過ごすことを余儀なくされた若

年期に早期の支援が提供されることは、その後の薬

物使用や HIV 感染に至る行動を予防しうると考え

られる。また、セクシュアリティへの否認を抱えて

いた参加者も多く見られた。セクシュアリティの葛

藤も、異性愛者中心の社会の中での居場所のなさに

つながっていた。

　これらの家族機能不全や葛藤、居場所のなさは若

年期から抱えている問題であり、最初の分岐点とい

えるだとう。このような若年期の家族支援やセク

シュアリティの葛藤への支援、さらにはセクシュア

リティへの社会的偏見の解消は、まさに一次予防に

つながると考えられる。

んじゃないかなと思います。」（Dさん）
「話すことができて、話すことで気持ちを整理
して、ああこういうことだった、こうだからこ
う使ってたんだなって。さっき言った、結果的
にどうして使わなかったっていうのも、自分で、
その支援機関に行き始めたころ考えたことで。
だから使う必要がなくなったから使わないんだ
とかっていうのは、今スッと出た言葉じゃなく
て。そのころXさん（支援者）に聞かれて答え
た言葉だと思いますけど。今それが、それを刷
り込みじゃないけど、スッと出たのは、そのと
きに考えてた言葉だから。」（Hさん）
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（2）HIV 陽性告知の時点

　HIV 陽性告知により人生の先がなくなるあるいは

みえなくなるということが、人生や生活への統御感

を喪失させ、薬物使用継続へも関連していた。これ

は HIV/ エイズへの社会的偏見ももちろん影響して

いるが、直接的には HIV 感染症・エイズの治療状

況に関する情報が届いていないことが大きな要因と

いえる。セクシュアリティへの葛藤を抱えている場

合は、ゲイ男性向けの HIV/ エイズの情報は避けて

いたこともその背景要因の一つであろう。そうした

彼らに効果的に疾病イメージを転換できる情報を届

けることで、薬物の継続使用を予防できる可能性も

考えられる。そのためには、彼らの日常と非日常の

両方のチャンネルをとおした情報発信を検討するこ

とが求められるだろう。例えば、出会い系の SNS

等は非日常のチャンネルであるし、異性愛者向けの

情報の中にセクシュアリティを問わない情報の発信

をすることも重要であろう。

　また調査参加者の 1 名以外は医療機関や保健所・

検査所で陽性告知を受けている。先の見通しのもて

る告知時の相談とその後の相談支援の有無も重要な

分岐点であり、これらは薬物依存にいたる一次予防

あるいは二次予防につながる分岐点と考えられる。

（3）セックスでの薬物のパワーを求める、自傷行為

の増悪の時点

　セックス場面で薬物のパワーを求める中で、より

強い作用の薬物使用へと移行していく。また人生の

困難への対処方法として自傷行為の増悪がみられ

る。すなわち、リスクを求めての薬物使用状況の増

悪だけではなく、アルコール、セックス、恋愛対象

などのさまざまな対象への嗜癖行動を伴っている場

合が少なくなかった。このような依存対象が複数に

わたるクロスアディクションの状況について、松本

（2012）は、嗜癖行動は物質乱用による酩酊下で生

じ、かつ嗜癖行動が物質への渇望を刺激していると

説明している。MSM であり、かつ HIV 陽性であ

る薬物使用者の多くは、このようなクロスアディク

ションによって多様な支援ニーズを抱えているサバ

イバーととらえることができる。そして、それらの

うちのいずれかの問題行動をキャッチできたなら、

その顕在化した支援ニーズを手掛かりに、生きづら

さに伴うアディクションからの回復への動機づけ支

援の契機となりうるチャンスでもある。さらに支援

者は、アディクションを背景に、さまざまな問題行

動の相互関連性をアセスメントすることは、支援方

針の検討にあたって重要な要素でもあるだろう。

（4）日常生活の関係性からの退避の時点

　関係性からの退避は、隠し事をしていることへの

罪悪感や葛藤がその背景にある。すなわち、「秘密

を抱える」ことは、薬物使用の分岐点の大きな意味

をもった要素であった。調査参加者のうち 5 名は

薬物依存の治療機関につながる前に、HIV/ エイズ

の治療機関で受療していた。そして、逮捕を契機に

HIV 治療機関の主治医にも薬物使用を伝え、その主

治医から薬物依存の治療機関につながるエピソード

は複数の参加者から語られた。HIV 治療機関では、

抱えている秘密であるセクシュアリティ、HIV 陽性

の 2 つの要素を開示している。そうした HIV 治療

機関に薬物使用について伝える契機の多くが逮捕で

あった。

　しかし、A さんは HIV/ エイズの治療機関で担当

であった看護職に対して

「何か、あのまま続けて、それもずっと相談で
きたら、心の悩みとか、もっとこの（薬物依存
の回復のための）プログラムに、先に早くつな
がれたりとか、何かきっかけはあったんじゃな
いかなとは思う。結局、僕の場合ですけど、日
常生活で隠してることを言えないから、1個、
HIV だって分かってる場所でしか、もう徐々
に話すすべがないというか。ここで薬物が 1個
言うだけでいいけど、ほかのとこで全部、3つ
言わなきゃいけないから、ハードル高いんです
よね」

と語っており、硬く結んだ隠し事の結び目をほどく

のには、その場が最も近かったと振り返っている。

　尾田（2011）は、逮捕を回復の契機とすることの

重要性を指摘している。取締機関と援助機関の連携

がとられていない我が国の現状では、その指摘は重

要である。あわせて、隠し事のうちセクシュアリティ

と HV については隠し事となっていない HIV 治療

機関は、逮捕という契機ではなく「秘密」を表にす

る機会を作りうる最も身近な資源とも考えられる。
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HIV 陽性者の薬物使用を念頭に置き、A さんが語

るように、踏み込んだかかわりが回復の契機をつく

るチャンスとなりうると考えられた。

2．期待される支援

　本調査結果から、MSM である HIV 陽性者の薬

物依存への支援に関して、一般の薬物依存への支援

に加えて必要と考えらえれる点を考察する。

（1）ライフコースを見据えた支援

　前項に示した分岐点の分析より、セクシュアリ

ティへの葛藤、家族機能不全、DV など大きなスト

レスやトラウマ体験が、HIV 感染や薬物使用と強く

関連していた。Khantzian ら（2011）は、物質依存

について、トラウマやストレス等の精神的苦痛に対

処するために薬物を使用するようになるという「自

己治療モデル」によって説明している。また Flores

（2003）は、薬物依存は、養育時に「安心の基地」の

体験が不足し、そのため自分を大切にすることがう

まくできず、薬物使用によってその間隙を埋めてい

ると述べている。またこれらの嗜癖行動をトラウマ

や満たされない養育環境からの帰結とする立場は、

物質使用を第一義的に強調する治療プログラムの限

界を示している（瀬尾 1997）。松下（2010）は、ラ

イフコースを観点においた支援が、アディクション

からの回復や回復に向けた援助を考えるにあたって

不可欠であると指摘している。ライフコースとは、

年齢ごとに異なるライフスパンが続いたパスウェイ

を指す。本研究結果からは、養育期からのトランジェ

クトリー（人生の軌跡）を、薬物依存や他の嗜癖行

動に加えて、セクシュアリティや HIV 感染を含め

て捉え、当事者が描くライフコースに応じた支援の

検討が必要であると考えられた。

（2）自己のストーリーを語れるセクシュアリティと

HIV を開示できる支援環境

　自らの生きづらさと嗜癖行動を切り結び、薬物を

使用してきたあるいは自傷行為を繰り返して生きた

自分のストーリーを見出すことは、それらのストー

リーを語るというナラティブな行為を必要とする。

そのためには、薬物依存をオープンにできるだけで

はなく、薬物使用と表裏であるセクシュアリティや

HIV を同時に開示できる環境が必須である。

　従来の薬物依存の回復のためのプログラムの場

は、セクシュアリティをことさらに意識したもので

はない。そのため必然的に多数派である異性愛者の

場となっている。セクシュアルマイノリティのため

の薬物依存の治療プログラムやミーティングが、首

都圏でいくつか行なわれているが、今後一層の充実

が求められる。そうした支援環境で秘密のないサ

ポートネットワークを紡ぐことが、これまで薬物依

存の回復のために開発されてきたプログラムをより

有効に活用しうる可能性を広げるものであろう。

（3）日常の関係性の中での生活再建の支援

　薬物への依存が増悪する過程は、社会的な居場所

や役割の喪失という帰結に至っていた。具体的には

住まいや仕事の喪失である。これらは薬物依存に

よって引き起こされている場合もあるが、住まいや

仕事の喪失が先行する中で薬物や他の依存が増悪し

ている場合もみられた。そして回復の大きな要素と

して、住まいや仕事、役割の再獲得が抽出された。

とりわけ生活の基盤である安全で安心できる住まい

の確保は、回復の分岐にあたって優先的要素であろ

う。現状では住まいを喪失している場合は、薬物依

存の治療施設か生活保護制度による宿泊施設といっ

た選択肢があるのみである。しかしセクシュアルマ

イノリティである MSM にとって、異性愛者を主と

したる集団の要素が高い居住空間は必ずしも緊張を

解く空間とはなりえない面がある。それらを考える

と、社会福祉支援としての多様な住まいのメニュー

が提供されることが望まれる。

　米国では薬物依存や精神疾患など深刻な自己阻害

問題を持つ人ほど路上に取り残されるという立場か

ら、ホームレス状況にある人々への施策としてさま

ざまな福祉施策に優先して住宅確保を行う「ハウジ

ング・ファースト」政策が進められてきた。薬物依

存にある状況から、自己肯定感を取り戻し、生活を

再建していくための力を支えるという点から、「ハ

ウジング・ファースト」の意義は非常に大きいだろ

う。

　仕事や役割をもって社会に再参加することも、社

会関係の喪失を恐れて「秘密」を抱えてきた当事者に

とって、同様に自己肯定感を取り戻す大きな要素で

ある。すなわち、社会参加そのものが回復の過程の
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に対してとりわけ期待される支援では、ライフコー

スを見据えた支援、自己のストーリーを語れるセク

シュアリティと HIV を開示できる支援環境、日常

の関係性の中での生活再建の支援が重要であること

が示唆された。

　今後、支援者のインタビューについて、データ収

集を追加し、最終的に支援モデルをまとめる予定で

ある。
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