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研 究 要 旨

　本研究は、全国の保健所および政令指定都市保健センター等保健行政機関におけるHIV

陽性者への支援経験の現状を明らかにし、HIV陽性者への支援技術および支援上の課題を

抽出することによって今後の保健所等のHIV陽性者支援技術のさらなる向上を目的として

おこなわれた。

　初年度である平成20年度は、HIV陽性者支援団体等の支援者から、HIV陽性者支援に積

極的に取り組んでいると紹介のあった保健所・保健センターの25名の保健師および医師へ

の半構造的面接をおこない、修正版グラウンデッド・セオリーにより質的に分析した。そ

の結果、1.HIV検査後の陽性告知での基本的視点および支援技術、組織体制、2.インタビュー

で得られた継続支援事例の特性および課題が明らかになった。

　平成21年度、22年度は、全国の保健所および政令指定都市の保健センターの担当者を

対象に、組織体制調査（調査A）と担当者調査（調査B）からなる郵送法による質問紙調

査をおこなった。調査Aでは、HIV検査の実施状況およびHIV陽性者への支援体制等を、

調査Bでは、HIV陽性者への支援経験内容を明らかにするとともに、担当者のHIV陽性者

への支援に対する自己効力感と担当者個人の要因（HIV/AIDSに関する業務経験、HIV/

AIDSやセクシュアリティに関する知識）、組織体制（検査実施状況、相談担当体制、地域

との連携状況）の関連を分析した。その結果、下記の3点が明らかになった。

　1. HIV検査での陽性者支援の準備性：HIV検査における相談実施の体制には全国でばら

つきがある。特に陽性告知後の相談は毎回実施している機関が66.0％であった。担当職種

は医師が中心であり、相談内容は受療に関することに集中していた。生活全般の相談体制
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Ａ　研究背景と目的
１ 研究背景

　HIV感染者/AIDS患者の報告数は年々増加

しているが、性感染症であることや完治が見込

まれないこと、さらにセクシュアリティの問

題に関連していることから、HIV感染症は未だ

スティグマを伴った疾患である（Bunn,2008;  

Rintamaki,2007）。一方で、HAART 療法登

場以降、HIV感染症は長期慢性疾患となり、新

たな療養課題が出現している。すなわち、検査

告知から専門医療機関の受診に至るまでの支

援や療養期間の長期化に伴う生活課題に関す

るQOLへの支援の重要性が高まっている。こ

れらについて、Chou（2004）はHIV陽性者

のセルフケアには環境やサービス提供者の多

くの要因が関与していることを指摘しており、

Goicoecheaら（1997）は、文化民族的背景

を踏まえた支援の重要性を指摘している。さら

に、Thom（2004）は、効果的なソーシャル

サポートにより、セーファーセックスの行動が

とられると報告している。このようにHIV陽性

者支援は、慢性疾患としての側面に加え、スティ

グマや文化的背景、セクシュアル・ヘルスを視

野にいれた支援が求められる。

　これまで保健所のエイズ対策は、主に予防と

検査・相談にその力点が置かれ、保健所におけ

るHIV陽性者支援は、充分に機能しているとは

いいがたい。しかし、UNAIDSと国連人権高

等弁務官事務所（OHCHR）は、包括的予防、

治療、ケア、支援プログラムへのアクセスが等

しく重要であるとガイドラインを示している

（UNAIDS/OHCHR 2002）。治療支援にとど

まらず性行動を含めた生活課題への支援の充実

は、エイズ対策の包括的推進の上からも喫緊の

課題である。これまで、わが国におけるHIV陽

性者支援は、医療機関やNGO/CBOが中心と

なって担ってきた。一方で保健所のエイズ対策

は、予防のための啓発と検査・相談にその力点

が置かれてきた。しかし、検査機会が急速に増

加する中、予防から検査・相談、陽性者支援が

包括的に実施される体制の充実は、普遍的アク

セスを保障するための条件整備に資すると考え

られる。

２ 研究目的

　平成20年度は、保健所・保健センターの保

健師や医師のHIV陽性者への支援経験から、保

健所におけるHIV陽性者への支援技術および

支援上の課題を質的に抽出することを目的とし

た。

　平成21年度と22年度は、量的調査によって

がとれるよう、多様な援助職種の関与が今後の課題と考えられた。

　2.HIV陽性者支援の経験：全国の保健行政機関職員によるHIV陽性者支援の経験は、同

性との性的接触による男性事例や自所の検査からの相談経路の事例の経験割合が高かった。

相談内容は専門医療機関への受診や受療継続など受療に関する相談が中心であるが、それ

以外にも精神保健に関する相談など多様な相談に応じていた。全体の経験事例数の少なさ

を踏まえると、これらの支援経験の共有や支援技術の蓄積が課題と考えられた。

　3.HIV陽性者支援に関する関連要因：全国の保健行政機関における保健師等の担当者の

陽性者支援への自己効力感は、業務経験年数や支援経験事例数のみならず、エイズ専門医

療機関との連携、医療・セクシュアリティに関する知識、職場の協力体制、性に関する相

談への抵抗感等が関連していた。これらから、保健所等のHIV陽性者支援の準備性の向上

には、研修や職場等の体制整備が有効と考えられた。
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以下の2点を明らかにすることを目的とした。

すなわち、①全国の保健所および政令指定都

市の保健センターのHIV検査の実施状況およ

びHIV陽性者への支援体制等の実態を明らか

にし、HIV陽性者支援に対する組織の準備体制

を考察する。②さらに、支援担当者のHIV陽

性者支援に対する自己効力感や困難感と、担当

者個人の要因（HIV/AIDSに関する業務経験、

HIV/AIDSやセクシュアリティに関する知識、

認識）および組織体制（検査実施状況、相談担

当体制、地域との連携状況）との関連を明らか

にする。それらの結果から、保健行政機関にお

けるHIV陽性者支援の課題および支援体制の整

備のための方策を考察する。

Ｂ　研究方法
１ 平成20年度調査

（1）インタビュー参加者およびデータ収集方法

　HIV陽性者支援団体等の支援者から、HIV陽

性者支援に積極的に取り組んでいると紹介の

あった15保健所・保健センターの25名の保健

師および医師の協力を得た。インタビューの実

施は、参加者の事情に応じて、同じ職場あるい

は近くの職場の人たち2人から4人でおこなっ

た。インタビュー構造は、半構造化面接である。

（2）インタビュー内容

　HIV陽性者の支援にかかわった事例をあげて

もらいながら、支援経過とそのときの意図、ね

らいおよび困難と感じたことについてインタ

ビューをおこなった。

（3）分析方法

　インタビュー参加者の同意を得てインタ

ビュー内容をICレコーダーに録音し、逐語録

によってデータを収集した。収集したデータに

ついて、保健師等担当者の抱える支援上の課

題、組織的課題、支援技術に焦点化して、修正

版グラウンデッド・セオリーによって分析をお

こなった。

２ 平成21、22年度調査

（1）調査対象者

　全国の保健所（515 ヵ所）および政令指定

都市の保健センター（212 ヵ所）の合計727

機関を対象に、組織体制調査（調査票A）は、

各機関のエイズ担当者を対象に1部ずつ合計

727件を配布した。支援担当者個人に対する調

査（調査票B）は、各機関のHIV陽性者の支援

経験者あるいはエイズに関する相談担当者を対

象とし、各機関2部ずつ配布し、合計1,454件

を配布した。

（2）データ収集方法

　郵送法による自記式質問紙調査を実施した。

なお調査票Aと調査票Bのデータを併せて分析

するために、同一機関に送付する調査票A・B

にはそれぞれ任意の同一数字をナンバリングし

た。

（3）調査項目

A）調査票Ａ

　HIV検査に関する組織体制、HIV検査の実施

内容（HIV検査実施数、HIV検査での陽性者数、

HIV検査時の相談の実施状況、相談担当職種、

相談内容、検査後ミーティングの実施状況）、

HIV陽性者支援に関する組織体制（相談担当

部署、HIV陽性者支援にかかわる地域における

ネットワーク整備状況）

B）調査票Ｂ

　HIV陽性者支援への「自己効力感」、HIV陽

性者支援への「困難感」、基本属性、HIV検査

の経験、HIV検査での陽性告知の経験、HIV陽

性者支援の経験、HIV/AIDSに関する知識への

認識、セクシュアル・ヘルスに関する相談経験、

性に関する相談への抵抗感、職場のHIV陽性者

支援についての体制、地域の関係機関とのネッ
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トワーク状況等

（4）分析方法

①HIV陽性者の支援経験の分析

　HIV陽性者の支援経験については、所属機関

別にX2検定をおこなった。

②HIV陽性者支援への自己効力感への関連要因

の分析

　HIV陽性者支援への自己効力感を従属変数と

し、独立変数には、業務経験、HIV陽性告知経験、

HIV陽性者支援経験、HIV/AIDSに関する知識

への認識、セクシュアル・ヘルスに関する相談

経験、性に関する相談への抵抗感、地域の関係

機関との連携状況、職場の協力体制を用い、従

属変数と独立変数の影響の強さを、多重ロジス

ティック回帰分析で検討した。分析は、SPSS 

for Windows 統計パッケージ（version18.0）

を使用し、有意水準をp<0.05とし、信頼区間

を95％とした。

３ 倫理的配慮

　インタビューの調査においては、インタ

ビュー参加者および語りの中での事例につい

て、個人が特定されないよう配慮した。質問紙

調査については、調査内容に個人を特定する情

報は含まれず、調査者は調査対象者の所属機関

を含め匿名化された情報のみを扱った。また、

調査票および調査に関する記録や資料は、研究

結果が再現できるようにデータファイルに保管

し、ファイルおよびその他の記録・資料は、調

査者が厳重に管理した。いずれの研究計画につ

いても、杏林大学倫理委員会にて承認を得た。

Ｃ　結果
１ 平成20年度調査

（1）HIV陽性告知の支援に関する分析結果

　HIV陽性者支援について、相談支援に対する

基本的視点、支援技術、組織体制を抽出し、そ

れぞれの概念とカテゴリーを整理した（図4.1、

次頁）。なお本文中では概念を「　」で示し、

カテゴリーを《　》で示した。

①相談支援への基本的視点

　HIV陽性告知時の相談支援上の課題につい

て、保健師などの支援者の抱える課題と保健所

の支援体制という点に注目して分析をすると、

以下の3点が抽出された。すなわち、①HIV陽

性者の生活を知らないことでの具体的なイメー

ジの乏しさ、②セクシュアリティやセックスに

ついて、どのように扱えばよいかの戸惑い、③

検査場面で出会ったケースをどこまで継続支援

できるかの迷い、である。これらに対して、「HIV

陽性者の生活のリアリティを得る」、「性を自分

の価値観で固定して捉えない」、「あなたの生活

をよくするという立場で向き合う」という相談

支援の基本的視点が見出された。

②陽性告知場面での支援技術

　告知場面での支援技術として、以下の8つの

支援技術に関するカテゴリーが抽出された。す

なわち、《オープンに話すがオープンさを押し

付けない》、《リスクマネージメントを支える》、

《プレカウンセリングの情報から準備性を推測

し、ポストカウンセリングに備える》、《偏った

疾病イメージを修正・転換する》、《慢性疾患と

しての生活のイメージを支える》、《医療機関受

診につながる支援》、《ケースにとってのセク

シュアル・ヘルス支援》、《ひとりではないこと

を伝える》である。



73

相談支援の視点
次につながるまでの
役割を担う

性を自分の価値観で
固定して捉えない

あなたの生活をよくする
という立場で向き合う

HIV陽性者の生活の
リアリティを得る

相談の体制
チームで事例を共有して
支援技術を蓄積する チームで支援方針を共有する

プレカウンセリング
での相談支援

リスクマネージメントを
支える

オープンに話すがオープ
ンさを押し付けない

セックスの内容ではな
く、健康問題に注目する

感染リスクの機序を具
体的に伝え、気がつい
ていない感染リスクに
気がつけるようにする

リスクのある接触につ
いて、体の組織や構造
として伝える

無理に聞かない

感染不安の相談につい
て、はっきり伝わるよ
う言葉や媒体の使い方
を工夫する

陽性告知での相談支援

医療機関受診につながる準備

陽性告知による混乱や当惑に配
慮した支援

慢性疾患としての生活イメージ
を伝える

ケースにとってのセクシャルヘ
ルス支援

「あなたの健康のために」とい
う視点でセーファーセックスを
伝える

セックスを否定しないでよい事
を伝える

生活の一部としてセーファー
セックスを捉える

ひとりではないことを伝える

心配していること、その後の相
談ができることを伝え、相談方
法を提示する

保健所のできることを提示する

先を見越して相談先を紹介する

本人だけで受診や相談の選択が
困難と予測されるケースは、ま
た会う約束ができる関係づくり
をおこなう

偏った疾病
イメージを
修正・転換
する

プレカウンセ
リングの情報
から準備性を
推測し、ポス
トカウンセリ
ングに備える

ケースの受け止め方をアセスメ
ントしながら相談を進める

ケースの不安や反応に沿い無理
をしない

感情表出や気持ちの混乱につき
あう

パンフレットなど情報を後で確
認できる媒体を渡す

ケースにとっての受診の意味と
メリットを伝える

医療機関の具体的情報を伝え、
医療機関の選択を支援する

医療機関受診ができるよう具体
的な条件を整える

今後、必要となる一通りの情報
を伝える

今後の生活の支障をアセスメン
トしながら話をする

周囲への告知や生活を変えるな
どの急いだ行動化はとめる

図 4.1　陽性告知時の支援技術
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③組織体制

　陽性告知場面での支援時技術を支える組織の

体制は、「チームで事例を共有して、課題や技

術を蓄積する」「チームで支援方針を共有する」

の2点であった。

（2）継続支援事例の分析

　①インタビューで得た事例は、ア）HIV以外

の支援課題をあわせもっている、イ）サポート

ネットワークが乏しい、ウ）在宅療養サービス

のコーディネートが必要、エ）結核の合併、と

いう特性がみられた。

　②継続支援ケースに関する支援上の課題とし

て、ア）サービス提供機関に感染症であること

への不安がある、イ）支援チームでの情報の共

有とプライバシーの保護に関する合意形成がで

きていない、ウ）地域のフォーマルなサービス

の開拓が必要である、が考えられた。

２ 平成21、22年度調査

（1）回収状況

　調査票Aの回答数は411件であり、そのう

ち保健所の支所からの回答を除いた410件を

分析対象とした。回収率は56.5％、有効回収

率は56.4％であった。調査票Bの有効回答数

は714件、有効回収率は49.2％であった。

（2）調査A：回答機関の概要

　回答機関の内訳は、都道府県保健所279件、

政令指定都市、中核市、その他の保健所政令市、

特別区の保健所からなる政令市型保健所105

件、政令指定都市の保健センター 26件であっ

た。

（3）調査A:結果

①HIV検査での陽性者支援の準備性

　HIV検査における相談実施の体制には全国で

機関所在地 毎回実施
必要に

応じて実施
未実施 無回答 合計

東北・北海道
度数 37 6 14 10 67
 % 55.2% 9.0% 20.9% 14.9% 100%

関東・甲信越
( 東京都以外 )

度数 58 15 5 5 83
 % 69.9% 18.1% 6.0% 6.0% 100%

東京都
度数 15 5 0 1 21
 % 71.4% 23.8% 0.0% 4.8% 100%

東海
度数 26 7 6 1 40
 % 65.0% 17.5% 15.0% 2.5% 100%

北陸
度数 9 2 6 2 19
 % 47.4% 10.5% 31.6% 10.5% 100%

近畿
度数 49 4 5 4 62
 % 79.0% 6.5% 8.1% 6.5% 100%

中国・四国
度数 28 8 3 10 49
 % 57.1% 16.3% 6.1% 20.4% 100%

九州・沖縄
度数 34 9 3 1 47
 % 72.3% 19.1% 6.4% 2.1% 100%

合計
度数 256 56 42 34 388
 % 66.0% 14.4% 10.8% 8.8% 100%

表 4.1　機関所在地と定例検査陽性告知後の相談実施状況

医師 保健師 看護師
カウン
セラー

ケース
ワーカー

獣医師・薬
剤師

臨床検査
技師

職種を問わ
ず担当職員

その他

合計
度数 269 195 5 52 1 3 1 1 2
 % 88.2% 63.9% 1.6% 17.0% 0.3% 1.0% 0.3% 0.3% 0.6%

表 4.2　機関所在地と定例検査陽性結果相談職種内訳

【複数回答】n=305　　パーセンテージと合計は応答者数を基に計算
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（4）調査B：回答者の概要

　回答者の職種は保健師が全体で98.2％（473

件）を占めていたが、その他に看護師、獣医師、

薬剤師、医師等が含まれていた。

　年齢は、23 ～ 63歳に分布し、平均41.6歳（±

9.98）であった。担当業務はエイズ対策およ

び結核、感染症が6割から7割を占めたが、保

健師の中でみると、精神保健や難病対策担当等

も含まれていた。

図 4.3　地域の連携機関

ばらつきがあった。特に陽性告知後の相談は

毎回実施している機関が66.0％であった（表

4.1）。担当職種は医師に集中しており（表4.2）、

相談内容も受療に関することが中心であった

（図4.2）。

②HIV陽性ケースへの支援の体制

　HIV陽性者の支援にあたっては、支援の中心

となる健康課題の領域に応じて、多様な部署の

担当者が担当しており、感染症担当者以外も

HIV陽性者支援に関する支援技術の向上が求め

られる。

　また、HIV陽性者支援のための地域の機関と

の連携状況は、エイズ拠点病院が中心であった。

今後連携が必要な機関として多くの機関があげ

られていたが、いずれも3割から4割の回答で

あり、長期療養に伴う多様な療養課題への対応

の準備への認識に差があると考えられた（図

4.3）。

図 4.2　陽性告知後相談の内容



76

④相談持ち込み経路

　相談持ち込み経路では、自所のHIV検査で

の陽性告知から継続して支援した事例の経験者

が全体で約5割を占め、最も多かった（図4.9、

次頁）。保健センターでは、医療機関からの相

図 4.4　HIV 陽性者者継続支援経験の有無

図 4.5　HIV 陽性者継続支援経験数

図 4.6　HIV 陽性者支援の経験内容
（男性事例　感染経路別）

図 4.7　HIV 陽性者継続支援経験内容
（女性事例　感染経路）

図 4.8　HIV 陽性者継続支援経験内容
（国籍別）

（5）調査B：HIV陽性者支援の経験

①経験の有無と経験事例数

　HIV陽性者への継続支援経験は、「経験あり」

が全体で146件（21.1％）であり、都道府県

保健所では79件（17.0％）と他の機関と比し

て有意に低かった（図4.4）。経験数では、1件

から10件に分布し、1件が最も多く63.4％を

占めていた（図4.5）。

②感染経路

　HIV陽性者支援の経験内容では、同性との性

的接触による男性の事例が多かったが、異性と

の性的接触による男性の事例や女性の事例の経

験もみられていた（図4.6、図4.7）。

③国籍

　国籍では日本国籍の事例経験が8割以上を占

め最も多いが、「在留資格あり」と「在留資格

なし」を合わせると外国籍事例も約3割が経験

していた（図4.8）。
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談持ち込みを4割の回答者が経験しており、本

人からの相談や福祉事務所（生活保護）からの

相談が続いていた。

⑤支援内容

　支援内容では、専門医療機関の受診相談が最

も多く、ついで受療継続支援、人間関係の相談、

医療費の相談（自立支援医療）の経験が4割か

図 4.9　相談持ち込み経路

ら5割を占めていた（図4.10）。機関別にみる

と保健センターではそれらに加えて服薬支援、

生活費（生活保護・年金）の相談、精神保健の

相談が多い傾向がみられた。その他の相談には、

在留資格や通訳等外国人ケースへの支援内容が

含まれていた。

図 4.10　支援内容
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⑥連携機関

　支援過程での連携機関では、エイズ拠点病院

が最も多く全体で8割が経験をしていたが、他

の機関との連携経験は必ずしも多い状況ではな

かった（図4.11）。

⑦支援過程で困ったあるいは迷ったこと

　支援過程で困ったことや迷ったことがあると

回答した者が、全体で67.9％みられた。困っ

たあるいは迷った内容についての自由記述を分

類すると、「ケースのもつ困難性」、「組織体制

による困難性」、「支援者のもつ困難性」、「地域

の社会資源やネットワーク上の困難性」に分け

られた。必ずしも支援経験が多いわけではない

中で、多様な迷いや困難に直面している状況が

浮かび上がってきた。

（6）調査B：HIV陽性者支援に対する自己効力感

の関連要因

①HIV陽性者への支援に対する自己効力感

　HIV陽性者支援に対して、「十分対応できる」、

「まあ対応できる」、「少しは対応できる」、「ほ

とんど対応できない」、「対応できない」の5段

階で自己効力感を尋ねた。「十分対応できる」、

「まあ対応できる」と回答した者は、全体で

174件（24.9％）であった（表4.3）。

図 4.11　支援過程での連携機関

十分
対応

できる

まあ
対応

できる

少しは
対応

できる

ほとんど
対応

できない

対応
できない 合計

11 163 411 106 10 701
1.6％ 23.3％ 58.6％ 15.1％ 1.4％ 100％

自己効力感高群 自己効力感低群 合計

174 527 701
24.8％ 75.2％ 100％

表 4.3　HIV 陽性者支援への自己効力感

②自己効力感との関連要因

　HIV陽性者への支援の自己効力感を「十分対

応できる」「まあ対応できる」を自己効力感高

群（以下、高群）、「少しは対応できる」、「ほと

んど対応できない」、「対応できない」を自己効

力感低群（以下、低群）として、他の項目との

関連を分析した。

　HIV陽性者への支援の自己効力感を従属変数

とし、就業年数、HIV陽性者支援事例数、医療・

セクシュアリティに関する知識得点、福祉制度

に関する知識得点、性に関する相談への抵抗感

得点、職場の協力体制得点、エイズ業務以外で

のHIV拠点医療機関との連携状況、陽性者支援
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におけるNGO/NPOとの連携状況を独立変数

とし、多重ロジスティック回帰分析をおこなっ

た。その結果、就業年数、HIV陽性者支援事例

数、医療・セクシュアリティに関する知識得点、

福祉制度に関する知識得点、性に関する相談へ

の抵抗感得点、職場の協力体制、エイズ業務以

外でのHIV拠点医療機関との連携状況が関連し

ていた（表4.4）。

（7）調査B：HIV陽性者支援をおこなう上での課

題

HIV陽性者への支援上の課題についての自由記

述内容をまとめると、表4.5の内容に分けられ

た。

Ｄ　考察
１ HIV検査における陽性者支援について

　HIV陽性告知時および直後の支援体制や支援

内容については、全国の保健所・保健センター

によってばらつきがみられる。しかし告知直後

の混乱や困惑への支援は重要であり、求められ

る支援の視点として、以下の4点が考えられる。

（1）プレカウンセリングから連動した陽性告知場

面での支援：プレカウンセリング時の情報から、

陽性告知に対する心理的準備状況や告知直後に

課題となることを推測して、実際の告知場面で

の支援へとつなげる。

表 4.4　HIV 陽性者支援への自己効力感との関連要因

項目 カテゴリ オッズ比 95％信頼区間

エイズ対策経験年数 
≧ 3 年 1.0（ref.）　

3 年＜ 2.02** 1.29 ‐ 3.17

HIV 陽性者継続支援経験数 1.57** 1.18 ‐ 2.00

医療・セクシュアリティに

関する知識得点 

10 点未満 1.0（ref.）  

10 ～ 14 点 4.58 1.34 ‐ 15.54

15 点以上 10.29*** 2.94 ‐ 36.00

性に関する相談への

抵抗感得点 

20 点未満 1.0（ref.）

20 ～ 25 点 0.39*** 0.24 ‐ 0.63

26 点以上 0.30** 0.14 ‐ 0.65

職場内協力体制得点 
16 点未満 1.0（ref.） 

16 点以上 2.32*** 1.48 ‐ 3.64

エイズ業務以外での

拠点病院との連携 

全くできていない 1.0（ref.） 

あまりできていない 2.48** 1.36 ‐ 4.54

まあまあできている 2.62** 1.40 ‐ 4.93

よくできている 4.81** 1.69 ‐ 13.72
多重ロジスティック回帰分析（変数増加法ステップワイズ）  n=572 　***p ＜ .001 **  p ＜ .01 
モデル X2 検定　　X2=151.247  p=0.000
Hosmer-Lemeshow の適合度　　X2=3.86　df=8　　p=0.869 判別的中率＝ 81.3％

・身近な相談支援の窓口の充実

・保健行政機関への相談経路の問題

・支援経験の少なさとそれに伴う課題が見えないこと

・担当の数年の異動やどこまで対応するかが組織的に共有されて
　いないなどの組織的課題

・プライバシーの保護と関係者 ･ 機関との連携の両立

・地域の関係者・関係機関への啓発やネットワークづくり

・地域住民の理解

表 4.5　HIV 陽性者支援をおこなう上での課題
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（2）今後の生活に対するリアリティを持てる支援：

HIV/AIDSの疾病イメージは、死につながるも

のである場合や、「今までどおり暮らせる」と

いう情報へのリアリティがなく漠然としている

場合が少なくない。そのために、治療について

のみならず仕事や日常生活、周囲への告知、セ

クシュアル・ヘルスなど今後の生活全般に関す

る情報を伝えながら、相談に応じる。

（3）当事者の視点にたった医療機関受診への支援：

自主的検査では、告知時には症状がなく、受診

やその後の通院等についてイメージできない場

合も少なくない。そのため、医療機関を早期に

受診することのメリットを伝え、初診時の一般

的な診療内容やおよその費用、今後予測される

一般的な治療の経過などを示し、初診にあたっ

ての具体的な方法を相談する。

（4）当事者にとってのセクシュアル・ヘルスの支

援：告知直後はセックスへの否定的感情を抱き

やすいことを踏まえ、陽性であってもセックス

を否定しないでよいことや、今後必要な生活課

題としてのセクシュアル・ヘルスの情報を伝え

る。また単に感染拡大予防の視点ではなく、例

えば、他者がもっている耐性ウイルスを重複感

染しないことや、他の性感染症に罹患しないこ

となど、当事者にとっても感染予防が大切であ

ることを伝え、当事者にとってのセーファー

セックスについて相談をおこなう。

　これらの支援の視点が重要な一方で、調査結

果からは保健師等担当者側に、セクシュアリ

ティやアンセーファーなセックスに対する心理

的葛藤や抵抗感があり、それらの葛藤を個人の

中で処理することの困難さが示された。こうし

た困難さに対して、インタビュー調査および質

問紙調査いずれの結果からも、所内の協力体制

により担当者が支えられることが示唆されてお

り、所内のチーム体制の整備がより重要と考え

られる。

２ HIV陽性者への継続支援の経験

　全国の保健行政機関の担当者のHIV陽性者へ

の継続支援経験があると回答したものは約2割

と一部の担当者であった。また、経験のある担

当者のHIV陽性者への支援経験の内容は、同性

との性的接触による男性事例や自所の検査から

の相談経路の事例の経験の割合が高かった。相

談内容は受療に関する支援が中心であるが、外

国人や精神保健領域の課題をもつケース、高齢

のケースなどHIV療養以外の生活課題を抱える

ケースへの支援経験もみられ、多様な相談に応

じている状況が示された。

３ 地域支援の準備性を高めるために

　全体の経験数は少ないが、HIV陽性者への支

援としてHIV以外の健康問題や生活問題をあわ

せもったケースへの支援を経験しているとの回

答がみられた。HIV陽性者が地域で生活する上

で直面するこれらの生活や療養上の問題に対し

て、保健所や保健センターがかかわることは、

今後HIV陽性者数の増加とあわせて、より一層

求められると考えられる。そうした支援ニーズ

の量的増加や質的な多様性に対し、各担当者の

支援経験の共有や支援技術の蓄積が課題と考え

られた。

　そのため、保健所および保健センターにおけ

る担当者等の陽性者支援の充実には、以下の点

が有効と考えられる。

①HIVの医療知識やセクシュアリティに関する

知識についての研修

②セクシュアル・ヘルスに関する相談・支援に

ついての研修

③支援事例に関する職場での事例検討会等職場

内でのサポートシステムの充実 

④HIV診療部門をもつ医療機関やHIV陽性者

支援にかかわるNGO/NPOとのネットワーク

づくり

　さらに、地域住民の偏見やスティグマが存在
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すること、地域の関係機関が十分にHIVに関す

る知識がないこと、それらから支援チーム内で

の情報の共有とプライバシーの保護の両立が難

しいことなど、地域の課題も多くあげられた。

これらの課題を解決しつつ、地域におけるHIV

陽性者支援に関する準備性を向上していく取り

組みも、今後さらに保健行政機関に求められる

であろう。特に、支援チーム内での情報共有と

プライバシー保護の両立についてはHIV陽性者

本人を含めた丁寧かつ慎重な検討が必要と考え

られた。

Ｅ　本研究の限界と今後の課題
　調査結果から示された医療機関や地域の関係

機関とのネットワークづくりや事例検討を含め

た研修のHIV陽性者支援への地域の準備性の向

上への有効性の検討は、今後の実践課題であり

研究課題である。
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