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研究要旨
本研究班では、医療サービス提供のみならず地域において HIV 陽性者の生活をいかにし
て支援できるかという視点からデータを収集し、考察することを目的とした。そのための
基礎情報として、「地域における HIV 支援の準備性とは何か」の定義を試みた。方法は、現
在実際に様々な立場で HIV 陽性者支援を実施している専門家によるワークショップを実施
し、準備性の構成要素を抽出した。その結果、地域の準備性とは、個人の能力、組織の機能、
制度・法という各々レベルの異なる要素によって総合的に構成される概念と考える必要が
あることが考察された。本研究班では、それらの要素を 1. 支援者個人の能力、2.HIV 支援
組織の機能・位置づけ、3. 地域の制度や条例など、という 3 つのレベルで整理した。
前年度は、効果が確認された研修プログラム内容を参考に、支援者等を対象にした研修
会などで活用可能な DVD を制作した。今年度はその効果評価を実施し、その有効性を確認
した。

「地域における HIV 支援の
Ａ 準備性」とは何か
１ 医療サービスから地域における生活支援へ

きている。しかしながら、多くの HIV 陽性者は

現在、HIV 感染症における治療の進歩は目覚

免疫状態を社会生活が可能なレベルに維持する

ましく、抗 HIV 薬を服薬することで体内のウイ

ためには生涯にわたる抗 HIV 薬の服薬を必要と

ルスの増殖を抑え、免疫不全の進行ならびにエ

し、薬の副作用など健康上の課題を抱えること

イズ発症を遅らせることが可能となった。この

も少なくない。さらに社会に存在する無理解か

治療の進歩の恩恵で HIV 治療は服薬を中心にし

ら HIV 陽性者はその事実を周囲に伝えることを

た外来通院にシフトし、その結果 HIV 陽性者は

避けざるを得ず、日常社会生活に制約が生じる

長期に渡って地域で暮らすことが可能になって

こともある（若林他、2009）。そこで医療サー
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ビスの提供に加えて、HIV 陽性者に対応可能な

以上の背景のもと、本研究班では、HIV 陽性

地域における支援の存在が非常に重要になって

者が生活する場である全国の地域において、そ

きている。そのなかでも、就労など地域におい

の支援の準備性を高めていく必要性を認識する

て暮らしを支える支援のニーズが高まりつつあ

こととなった。特に国・地方のエイズ対策予算

る。

に制約のある中では、新しい支援機関や支援者

本研究班では、そうした地域における HIV

を養成するのではなく、既存の支援機関や現在

陽性者への支援実態を知るために、東京都の相

すでに相談に従事している支援者が、今後増加

談機関を対象として「地域の相談機関における

の予想される HIV 陽性者に関する支援の準備

HIV 陽性者への相談対応に関する調査」を実施

性を高めることが重要である。そして、実際に

した（生島他、2009）。対象とした相談機関は、

準備性を高める取り組みを実施するためにはま

HIV 支援に特化したものではなく、地域の一般

ず、「地域における支援の準備性とは何か」の

住民に向けた既存の民間相談機関、957 ヵ所

構成要素を明確にし、その内容を具体的に可視

である。その結果、①これまで HIV 陽性者とそ

化する必要がある。それによって、準備性を向

の周囲の人から相談を受けたことがある機関は

上させる実際の対策や取り組みの指針を提示す

およそ 3 分の 1 にのぼり、特に障害者向けサー

ることができるからである。

ビスを提供している機関では 8 割を超えるとこ
ろもある、②その相談ニーズは生活者としての

そこで、まず本研究班では、これまで蓄積さ

相談である、③今後の対応可能性が低いと回答

れてきた一般的な地域支援に関する文献を参照

した相談機関が 3 割存在することなどが分析さ

しつつ、現在、地域で実際に HIV 陽性者支援

れた。この結果は、地域ではすでに多くの相談

に従事する専門家によって「地域の準備性を構

機関が HIV 陽性者の相談を受けていることを示

成する要素」を抽出するワークショップをおこ

すものであり、一方で、実際に HIV 陽性者の相

なった。参加メンバーは、ソーシャルワーカー、

談を受けている支援者は、その支援に関する準

保健師、NGO の相談員、当事者サポートグルー

備が十分にできていないと感じ、相談を受ける

プ主催者などであった。方法としては日本の各

ことへの不安を抱えていた。そして HIV につい

地域で多様な立場から HIV 陽性者の生活を支援

ての基本的な知識や専門機関の情報など研修の

している経験より、地域の準備性を構成する要

ニーズがあることも明らかとなった。

素を言語化し、その項目を文章化するという作

さらにこれらの調査結果と合わせて、東京の

業をおこなった。作業にあたっては、あらかじ

地域に根ざした NGO/CBO として HIV 陽性者

め、その構成要素について個人の能力、組織の

の相談を受けてきた「ぷれいす東京」には、近

機能、制度や条例などのレベルを設定した。そ

年東京地域以外の広く全国各地からの HIV 陽

の後、自らの経験に照らし合わせ、支援一般に

性者やその家族からの相談が寄せられている。

必要な事柄と HIV に特有に存在する要素を同時

その数は年々増加しており、その相談内容も

に書き出した。そして、項目をもとに研究者を

医療のみならず社会生活全般に関するものが

含むグループでの議論を経ながら、HIV 陽性者

多く、その内容も多岐に渡っている（牧原他、

を支援するにあたっての準備性の優先順位を立

2009）
。こうしたことから、現在地域で暮らす

てつつ項目を整理した。

HIV 陽性者の生活を支える多種多様なニーズが
存在しているが、彼らを地域で支援する準備性
が十分に整っていない現状が推測された。

10

表 1.1（次頁）がその結果を一覧にしたもの
である。

表 1.1

地域における HIV 支援の準備性の構成要素

1．支援者個人の能力
●知識や情報
「HIV の医学的な情報や治療に関する知識」を持っている。
「セクシュアルヘルスに関する知識」を持っている
「HIV 支援リソースに関する情報」を持っている。
●認識や態度
社会に存在する HIV をめぐる偏見・差別の問題を認識している。
セクシュアリティや差別・偏見に関する自分の価値観を意識化し、それを相対的に考えることができる。
HIV 以外のケースから HIV 支援の具体的なイメージが描け、対処に自信感がある。
●技能や行動
HIV 特有のケースに関するプライバシーを守ることができる。
セクシュアリティや生き方の多様性に関する配慮をした相談ができる。

2．HIV 支援組織の機能・位置づけ
●組織内外のネットワーク
組織内で HIV 支援に必要な情報やスタッフの経験が共有、集約され、プライバシーが配慮されている。
地域における他の支援組織や当事者団体の情報を持っており、組織的なつながりがある。
●組織的な位置づけ
組織の HIV 支援のあり方が明文化され、責任の所在が明確になっている。
ガイドラインや通知などを基礎とした対応マニュアルが存在する。
スタッフに対する組織内外での定期的な研修が業務としておこなわれている。

3．地域の制度や条例など
●連携の制度化
地域の連携会議（医師会・保健・行政）が公式なものとして制度化されている。
●法的な整備
都道府県が自立支援医療で訪問看護を認めており、自立支援医療の指定機関がある。
PEP（暴露後予防）法の準備体制がある。

２ 地域の準備性を構成する要素について

活費を得る」という支援が可能になる。そし

地域の準備性を考える際に重要なのは、支援

て、その制度を利用するためには、その地域に

の準備性が支援者個人の能力の向上と蓄積だけ

制度があること、相談にあたる支援者や支援組

ではなく、支援組織の機能やその地域に存在す

織がその情報を持っていること、HIV 陽性者が

る制度や法など、地域における環境要因を包

制度を具体的に利用するための他の組織との連

括する概念として捉えることである。それは、

携やネットワークなどが存在し利用可能である

HIV 陽性者個人を支援し、問題を解決するとい

ことが必要である。その他の問題解決の可能性

う行為が、一支援者と一相談者間というミクロ

としては、相談者からハローワークに紹介があ

な関係性のみならず、地域に存在する支援者の

り、そこから就労可能な企業を紹介されるとい

ネットワークや地域の制度など、マクロな要因

う支援も想定できる。このためには、地域の企

によっても影響を受けるという理解である。も

業人事に関する情報が集約されていたり、企業

ちろん、それらの構成要素は別々に考えられる

に対する HIV 陽性者雇用に関する啓発がおこな

ものではなく、支援者個人の能力の向上と環境

われていることが必要である。以上の例のよう

の整備の両者が有機的に繋がることで支援の準

に、生活相談をめぐる問題解決に向けては、支

備性が高まるという見方でもある。

援者の個人レベルの支援能力から具体的な解決

例えば、
「仕事がなくて収入が得られず、生
活を支えるお金がない」という問題に対して
は、相談の場面で「その辛さに共感する」とい

策を可能にする環境要因の整備が必要とされ、
「地域の準備性」とは、こうした要素の複合的
な状態を意味するものである。

う支援者個人からの心理的な支援が想定でき

個人と環境との関連という視点では、「HIV

る。一方で、具体的な問題解決としては、地域

感染症という疾病に対する差別や偏見を持つ担

で利用できる制度として「生活保護によって生

当者によって就職の斡旋がなされない」という
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例を考えてみたい。それは支援者個人としての

偏見がある中で同性愛者を支援することへのと

能力の問題だけでなく、その地域社会全体に存

まどいや不安」を感じる人も多い。それらのと

在する差別や偏見の意識によってその支援者が

まどいや困難は、自分自身のセクシュアリティ

影響を受けていたり、支援組織による研修の欠

に関する価値観と支援の専門家としての支援行

如によってもたらされている、という見方もで

動とを分けて考え、あくまで支援の専門家とし

きるであろう。このように、地域の準備性とは、

て行動することで乗り越えることが可能であ

個人の能力、組織の機能、制度・法という各々

る。そのためには、支援者として自分自身のセ

レベルの異なる要素によって総合的に構成され

クシュアリティについての価値観を意識し、そ

る概念と考える必要がある。本研究班では、そ

れを相対的に考える力がなくてはならない。こ

れらの要素を 1. 支援者個人の能力、2.HIV 支援

れは、自分の価値観とは異なる HIV 陽性者の多

組織の機能・位置づけ、3. 地域の制度や条例な

様な生き方への配慮にも繋がる能力であり、支

ど、という 3 つのレベルで整理した。

援者個人のそうした力を育成することは準備性
の向上にとっては重要な要素である。

（1）支援者個人の能力

HIV 支援の領域に限らず、一般的に「支援者」

その他の能力としては、地域における一般的
な支援者にとっては、日頃多くの相談を受ける

として備えるべき能力としては、相談の対象に

中で、なかなか時間的にも HIV だけに特化して

共感したり、傾聴することができるなどの項目

理解を深めたり経験を積むことは難しいという

をあげることができる。もちろん、こうした能

背景がある。そうした中では、HIV 陽性者以外

力は HIV 陽性者を支援する際にも必要とされる

の支援のケースから HIV 支援の具体的なイメー

基本的な能力でもある。一方で、そうした一般

ジを類推する力は準備性にとって欠かせない要

的に支援者に共通して求められる能力以外に、

素である。特に精神疾患などは、社会的な差別

HIV 陽性者を支援する際に独自に求められる能

の問題など HIV と共通して関連することも多

力として、
今回は表1.1にあるような知識・情報、

く、そうした支援事例を応用する能力を高める

認識・態度、技能や行動が整理された。

ことで対処への自信を持つことができる。

ここで重要なのは HIV 感染が人間の性や性行
動、セクシュアリティに深く関連する事柄であ
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（2）HIV 支援組織の機能・位置づけ

るが故に必要とされる能力である。例えば、セ

次に準備性の構成要素として、個人ではなく

クシュアルヘルスに関する知識とは、望まない

組織としての機能や位置づけである。ここでの

妊娠や HIV/ エイズをはじめとする性感染症な

支援組織に関しては、必ずしも HIV 陽性者を支

ど性に関する健康（セクシュアルヘルス）は、

援することに特化した組織だけを想定している

性の倫理や道徳の問題ではなく権利であるとい

わけではない。むしろ、行政窓口をはじめ一般

う理解などが含まれる。セクシュアルヘルスは、

的な支援機関がどのように HIV 陽性者を支援で

性別や年齢、国籍、人種、職業、個人のおかれ

きるかが地域としての準備性にとっては重要で

ている法的立場、セクシュアリティなどを超え

ある。例えば、HIV 陽性者は社会的な差別や偏

て、すべての人に提供されるべき健康サービス

見の対象になりやすいという現実の中では、そ

を受ける権利によって保証されるものである。

の情報のプライバシーが組織として守られる必

またセクシュアリティの中でも同性愛者に対す

要がある。具体的には組織の中で誰が知るべき

る認識や態度、行動などの項目については、や

情報か、どこまでの情報を誰が共有するかにつ

や難しさを伴う能力である。支援者の中には、

いて決められていたり、プライバシーが配慮さ

「自分自身が同性愛者に対して抵抗感や差別・

れることが組織として明文化されていることは

重要である。支援における責任という意味にお

要がある。ひとつの組織がすべての支援機能を

いても、組織としてプライバシーポリシーが明

担っている状態は地域の準備性が高いとはいい

確に設定されている必要がある。

難く、多様な個人や組織が連携し、分担して支

また個人のみならず組織の持つ支援ネット

援ができることが大切である。だからこそ、地

ワークは準備性の要素であり、組織としてその

域として準備性が高い部分と低い部分が視覚的

他の医療機関や HIV 相談の専門家と繋がってい

に理解できることは対策の立案にとって有益な

ることは、支援の役割を分担し、地域の中で連

情報を提供することになると思われる。

携を可能にする要素でもある。支援者が個人と

そこで本研究班として具体的なニーズ項目を

して対応できないケースについては、組織が紹

明文化したシートを作成することとなった。そ

介機能を担うことで地域としての準備性は向上

の際に議論となったのが、準備性の構成要素の

すると考えることができる。

中でも条例などは考慮せず、個人の能力と組織
の機能に注目した形とすることである。制度や

（3）地域の制度や条例など

3 つ目として制度や条例であるが、これは、

条例などは、地域の準備性を構成する要素とし
て重要である一方で、制度や条例を制定したり

地域の生活において個人の力ではどうしようも

変更したりすることには多大なエネルギーを必

ない社会的に規定される部分を担うものであ

要とし、時間がかかるという制約がある。また、

る。もちろん、国が法として制定することで可

政治の影響を強く受けることから個人や組織と

能となる支援もあるが、地域の準備性という視

比較して、支援政策として現実的にその準備性

点からは、都道府県の制定する条例などが大き

を向上させることが非常に難しいという判断を

な要素となる。ここであげられた訪問看護など

おこなった。

はその一例であり、都道府県レベルで制定され
ることで可能となる支援サービスである。実際

このチェックシートの作成にあたっても、地

に相談などでニーズが確認されても、制度がな

域で実際に HIV 陽性者支援に従事する支援の専

いことでサービスの提供がおこなわれないこと

門家によって、「具体的に準備性をチェックす

もある。こうした条例や制度が整うことは、特

る項目」を抽出するワークショップをおこなっ

に、行政の支援者がその支援をおこないやすく

た。参加メンバーは、前回同様にソーシャルワー

するという意味でも準備性を構成する要素とし

カー、保健師、NGO の相談員、当事者サポー

て考えることができる。

トグループ主催者などであった。方法としては、
まずは地域の支援資源として HIV 陽性者の支援

３ 地域の準備性を評価するための試み

をおこなっている組織をあげた。一方で、現在

以上のように、最初に地域の準備性の構成要

の HIV 陽性者の支援ニーズを 9 つのカテゴリー

素を 3 つのレベルで整理したが、本研究班では

として整理した。この 9 つのカテゴリーについ

次のステップとして、その地域の準備性が今ど

ては、実際に HIV 支援をおこなっている経験か

のような状態であるかを評価するツールの作成

ら、HIV 陽性者に対する生活支援をおこなって

を試みた。それを評価することが、まずはこの

いくために現在どのカテゴリーの優先順位が高

地域で何をすればよいかを議論するための指針

いかという議論をおこなった上で決定した。そ

となると期待したのである。地域としての準備

して、あげられた項目を参照しつつ、どの組織

性を考えたときには、ある個人やある組織の準

がどのような相談ニーズに応えているかについ

備性ではなく地域の全体を俯瞰する視点を持っ

て整理した（表 1.2、次頁）。そうした作業を

て、
「この地域の準備性の状態」を評価する必

おこないながら、どの組織がどのようなことを
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表 1.2

地域における支援ニーズとその対応

A ランク

B ランク

領域
対応機関
拠点病院

医療機関

保健所

障害福祉

生活保護

人権・法律
相談窓口

ハローワーク

□継続受診・他職種対応・他科連携可 □陽性とわかったあとの専門
能な拠点病院がある
医療へのつなぎができる
□派遣カウンセラー制度がある

□夜間休日に対応できる HIV

ＨＩＶ治療

□地域の医療リソースが整理されてい 専門機関がある
る
□ HIV 検査をする時には事

□プライバシーに配
慮して、身体障害者
手帳交付や、その他

□訪問看護が服薬支
の福祉サービスの案
※司法相談がで
との専門医療へのつ
援を行なう際に医療
◆ MSM のセックスと STI に
内・手続きができる
きる窓口がある
なぎができる
扶助が適用できる
□訪問看護が服薬支
◆ HIV 診療に対応できる手話通訳者が 詳しいクリニックがある
いる
□ 24 時間相談にのってもら
援を行なう際に公費
□受診前相談ができる

前同意をとっている

□陽性とわかったあ

□利用可能な制度の案内ができる

◆ HIV 関連の医療通訳サービスを複数 える医療相談がある
言語利用可能
◆外国人支援団体との連携ができる

負担が利用できる

□ HIV 陽性者への相談対応が
できる医療相談がある

その他医療

□ HIV 陽 性 者 の 歯
□地域の専門家へ研修の機会を提供し
科診療ネットワーク
□ HIV 陽性者対応する地域
ている
などを組織できる
のクリニックや病院がある
□他科連携ができる
□学習会や研修会の

※司法相談がで
きる窓口がある

企画運営ができる
□ HIV 陽 性 者 に 対 □ HIV 陽 性 者 に 対
看護・介護

□ＨＩＶ陽性者の在宅調整・施設入所

する介護サービスが する福祉サービスが

提供されるように、提供されるように、
支援ができるスタッフがいる
□ HIV 陽性者に対応できる
相談支援・調整がで 相談支援・調整がで
□地域の専門家へ研修の機会を提供し 訪問診療医がいる
きる
きる
ている
□学習会や研修会の □ HIV 陽 性 者 が 入
企画運営ができる
□精神科受診ができる

メンタル

□カウンセリングが利用できる

□精神保健福祉担

当、依存症担当など
□地域の専門家へ研修の機会を提供し
□ HIV 陽性者の受診を受け が HIV 陽 性 者 に も
ている
入れる精神医療機関がある
対応できる
□「薬物の」依存について相談できる
□学習会や研修会の
□ HIV 診療科、精神科、NA、法律相
企画運営ができる
談機関、法務局などとの連携ができる

※司法相談がで
きる窓口がある

所可能な施設がある

□精神保健福祉サー

□ HIV 陽 性 で あ る
ビス、作業所などを
ことがメンタルに影 ※司法相談がで
HIV 陽性者が利用で
響することを知って きる窓口がある
きるように調整でき
いる
る

ニーズ項目

住居

□ HIV 陽 性 者 へ 障 □ HIV 陽 性 者 が 入

※司法相談がで
害者向け公営住宅の 所可能な生活保護施
きる窓口がある
案内ができる
設がある

□障害者向け公営住宅の案内ができる

□ HIV 陽 性 者 の 自
□就労支援サー

立に向けた支援がで
きる
就労
就学
対人関係
セクシュアリティ
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□就労支援サービス
提 供 時 に プ ラ イ バ ※司法相談がで
提供時にプライバ
シーに配慮できる きる窓口がある
シーに配慮できる
□障害者として雇用
促進サービスが利用
できることを知って
いる

□生活状況の把握ができる

□就労支援サービス

□障害年金・障害者雇用などの案内・
支援ができる

※司法相談がで
きる窓口がある

□学校との連携ができる

□陽性とわかった後の人間関係・セッ
クス等の相談ができる

□陽性とわかった後
の人間関係・セック
ス等の相談ができる

※司法相談がで
きる窓口がある

◆ MSM が受診しや
すい検査環境を提供
している

※司法相談がで
きる窓口がある

ビス提供時にプ
ライバシーに配
慮できる
□企業に対して
HIV 感 染 症 に つ
いて資料の提示
や説明ができる

領域
機関（資源）項目
社会福祉協議会

紹介

看護・介護
サービス事業者

学校

□服薬支援が可能な訪 □HIV陽性の生徒の通院・
問看護ステーションが 内服の必要性を理解でき
ある

る

HIV に関する NPO/
当事者グループ

企業

それ以外の NPO/
当事者グループ

□ HIV 陽性の社員の通院・内服の必 □ NPO が拠点病院に関する情報提供と
要性を理解できる

専門機関へのつなぎができる

□ HIV 陽 性 者 に 対
する介護サービスが
提供されるように、
□ HIV 陽 性 者 に サ ー
相談支援・調整がで
ビス提供ができる
きる

□ HIV 陽性者が利用でき
る介護サービスがある

□学習会や研修会の
企画運営ができる
□ NPO がメンタルヘルスに関する情報

□ HIV 陽性者を受け入れ

るメンタル当事者グルー
提供ができる
プがある
□薬物使用者の相談を受けることができ
□地域の当事者グループ
る NPO がある
（NA、AA）にセクシュア
□薬物使用者のパートナー・家族の相談
ル・マイノリティ対象の
を受け付けている
グループがある

□ HIV 陽 性 者 の メ ン タ
ルヘルスに対応できるス
クールカウンセラーがい
る

□ HIV 陽 性 者 対 応 が

□ HIV 陽性者が利用でき
る住宅支援サービスがあ

できるケア付き高齢者
住宅などがある / 入所
可能な施設がある

る
□雇用や就労の継続の場面で HIV を
理由とした差別をしない
□社内の就労支援サービスがプライ
バシーに配慮がある
□企業内での教育システムがある

□ HIV 陽性者が利用でき

◆セクシュアリティ、
性別、
疾病の有無、
障害の有無によって差別されること
がないダイバーシティ憲章がある
◆セクハラ対策がきちんと行われて
いる企業、障害者法定雇用率を満た
している企業が多くある
□ HIV 陽性者を受け入れ
る学校がある
□ HIV 陽性の生徒のプラ
イバシーに配慮できる

□ HIV 陽性者が利用でき
る就学支援サービスがあ
る
□陽性とわかった後の人間関係・セック
ス等の相談ができる
◆ HIV のコミュニティセンター / ドロッ
プインセンターがある
◆外国人 HIV 陽性者の支援活動をして
いる団体がある
◆本国の情報（医療アクセス、治安、宗
教的背景など）を持っている団体がある
□新陽性者のグループ支援がある（サ
ポートグループ）
□陽性者の個別相談がある
□パートナー・家族への支援がある

◆性教育で、性の多様性
とセクシュアルヘルスに
ついて適切にあつかわれ
ている
◆教員、養護教員が性の
多様性とセクシュアル・
ヘルスについて学習する
機会をもっている

る就労支援サービスがあ
る

□継続利用できるセルフ
ヘルプ・グループがある
□ HIV 陽性者を受け入れ
るセクシュアル・マイノ
リティ / 薬物使用者 / 外国
人当事者グループがある

◆ HIV 陽 性 の ゲ イ・ バ イ
セクシュアル男性のため
のミーティングがある
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おこなっていることを準備性が高い状態と見な

きるのか、④治療と生活、⑤社会生活と仕事に

すかという観点からチェック項目を文章化する

ついて、⑥病気のイメージ、⑦周囲（職場等）

という作業をおこなった。最後にこのチェック

の陽性者への対応、⑧様々な相談窓口の支援者

項目については「絶対に必要なもの」、「あった

や企業に向けて

ほうが望ましいもの」というように優先順位を
つけた。

（3）HIV 陽性者の生活と社会参加（若林チヒロ /
埼玉県立大学 保健医療福祉学部 講師）

① HIV 陽性者と働くということ、② HIV 陽性

Ｂ

地域における HIV 陽性者等
支援のための映像教材

「地域における HIV 陽性者の支援～対応する際に

者の健康状態と健康管理、③ HIV 陽性者の就労
状況、④陽性者にとっての就労上の問題点、⑤
安心できる職場のための対応策

知っておきたいこと」

HIV 陽性者等への支援に携わる者の準備性

２ インタビュー（映像）

を高めることを目的とし、映像教材を制作し

（1）HIV 陽性者としての服薬と就労（高久陽介 /

た。内容は、性的なことにかかわる意味づけや

特定非営利活動法人 日本ＨＩＶ陽性者ネットワー

抵抗感の整理、支援者に必要とされる HIV/ エ

ク・ジャンププラス）

イズの医学的知識やその周辺分野の情報、陽

①服薬開始の必要性、②上司に伝えた時の反応、

性者の就労についての知識、HIV 陽性者のイン

③副作用への対処と周囲の反応、④職場で感染

タビュー、雇用経験のある企業人事担当者など

の事実を伝えるメリットとデメリット、⑤多様

の経験、また専門医療機関における外部機関と

な人が働きやすい仕組み、⑥ Q ＆ A

の連携の要となる外来看護師やソーシャルワー
カーへのインタビューなどを収録した。その中

（2）企業の人事担当としての雇用受け入れ経験

に収録された経験談などから多くの知識を再確

（匿名人事担当）① HIV 陽性者の採用実績、②

認し、さらに困ったときの参照 / 連携先を知る

パニックが起きた時の人事の対応、③面接から

ことで、陽性者等への支援をより自信をもって

配属までのプロセス、④ 2 回目の勉強会と社員

できるように役立つ支援ツールとなることを目

の反応、⑤全社員へのフォローアップの仕方、

指した。

⑥ほかに社内でおこなったこと、⑦ 2 つの採用
を通してよかったと思うこと

１ 基本情報（映像）
（1）性の健康と権利（池上千寿子 / 特定非営利活

（3）地域との連携（大金美和 / 独立行政法人 国立

動法人 ぷれいす東京代表）

国際医療研究センター

①セクシュアルヘルス（性の健康）とセクシュ

ンター（ACC）：看護師）

アルライツ（性の権利）、②性の多様性とセク

① ACC におけるコーディネーターナースの役

シュアリティ、③ウイルスは人を選ばない、④

割、②地域の支援者とコーディネーターナース

Q&A

の関わり方、③通院と服薬の頻度、④初めて来

エイズ治療・研究開発セ

院した人へ、⑤ ACC と地域との連携、⑥制度
（2）HIV/ エイズの医学的基礎知識（根岸 昌功 /
ねぎし内科診療所院長：医師）

情報を得たい場合、⑧企業の人事担当者へのア

①日本における HIV/ エイズの現状、②体の中

ドバイス、⑨支援者へのアドバイス

で何が起こっているのか、③どこまで治療がで
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の利用について、⑦支援者が HIV 陽性者本人の

（4）地域との連携（岡本学 / 独立行政法人 国立病

３ DVD 利用ガイド（添付冊子）

院機構 大阪医療センター：医療ソーシャルワー

①動画の内容解説、②情報リソース（web サ

カー）

イト、HIV に特化した NGO リスト等）

①ソーシャルワーカーの役割、②ソーシャル
ワーカーへのアクセス、③地域の支援者とソー
シャルワーカーの関わり方、④通院している陽

４ 利用と今後の展望

本映像教材は完成した後、日本エイズ学会、

性者はどんな人たちなのか、⑤陽性者の方から

本研究班が開催した研究成果発表の場などを通

いつどんなニーズが発生するのか、⑥地域の支

じて配布をおこなった。また、行政や医療など

援者へのアドバイス

の関係機関には郵送で送付をおこなった。その

図 1.1

地域における HIV 陽性者等支援のための DVD のメニュー等
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反応として、医学、福祉などの教育機関の図書

なった。また、HIV 陽性者への支援準備性の向

館からは、貸し出し資材としての活用の報告も

上への関連項目も検討した。

あり、利用が広がっている。
今後、地域住民に向けた多様な領域のサービ

本研究計画は、ぷれいす東京の倫理委員会で
承認を得た。調査対象者には、文書で研究の目

ス提供者の HIV への理解促進を目指したツール

的、データの保管方法や利用範囲などを説明し、

を制作していくことが求められている。特に、

調査への協力の同意を得た。

障害者向け、高齢者向け、精神保健領域などの
分野で、HIV 陽性者のサービス利用が増加する
ことが予想され、支援者側にもこのような支援
ツールへの要望が存在することから、定期的に
内容を更新していくことが求められている。

２ 結果
（1）研修参加者の基本属性

研修プログラムの参加者数は全部で 43 名
で あ っ た。 性 別 は 男 性 14 名（32.6 ％）、 女
性 29 名（67.4 ％） で あ っ た。 年 齢 は 20 代 5
名（11.6 ％）、30 代 13 名（30.2 ％）、40 代

地域支援者の準備性向上のための
DVD 教材を用いた研修プログラムの実施と
その評価

17 名（39.5 ％）、50 代 6 名（14.0 ％）、60 代

本研究では、地域の支援者を対象として、本

名（11.6％）、専門職 36 名（83.7％）、無回答

研究班が作成した HIV 陽性者への支援準備性の

2 名（4.7％）であった。また就労支援職 12 名

向上のための研修用 DVD を用いた研修プログ

（27.9 ％）、 福 祉 職 9 名（20.9 ％）、 医 療 職 15

Ｃ

以上 2 名（4.7％）であった。職種は事務職 5

ラムを実施し、その効果を評価することにより、

名（34.9％）、無回答 7 名（16.3％）であった。

今後の地域支援者の準備性向上における課題等

そして HIV 陽性者への対応経験がある対象者は

の検討をおこなうことを目的とした。

32 名（74.4％）、対応経験のない対象者は 10
名（23.3％）、無回答 1 名（2.3％）であった。

１ 方法

上記のように、今回の研修の参加対象者は

地域における HIV 陽性者への支援準備性の

40 代以上が半数以上であり、8 割以上が専門

向上のための研修プログラムを作成し、地域の

職で、4 分の 3 が HIV 陽性者への相談対応の経

支援者を対象にして研修を実施した。研修プロ

験があった。このことから対象者は、ある程度

グラムの内容は、本研究班が作成した HIV 陽

経験豊富な専門職で、HIV 陽性者への相談対応

性者への支援準備性の向上についての DVD 視

経験があるという特徴のある集団であると考え

聴と、その後の質疑応答から構成される研修で

られた。

あった。研修前と研修後に質問紙を用い、この
研修プログラムの効果を評価した。質問項目は、
HIV についての知識（4 項目）、HIV 陽性者への
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（2）研修前後の各項目の得点の変化

研修プログラムにおける各項目の得点は、

イメージ（2 項目）、セクシュアリティの多様

HIV についての知識 2 項目を除くすべての項目

性（2 項目）
，プライバシーへの配慮（2 項目）、

において、研修前後で有意な差がみられた。変

HIV 陽性者のセクシュアリティ（2 項目）、相

化の見られなかった HIV についての知識 2 項目

談対応のセルフ・エフィカシー（1 項目）、支

の内容は、今回の研修では扱っていない内容で

援のイメージ（1 項目）であった。それぞれの

あった。これらの結果から、地域支援者の HIV

質問項目にリッカート尺度を用いた 4 段階（1

陽性者支援に対する準備性を高めるために、こ

～ 4）で得点を測定し、研修前後の各項目の得

の研修プログラムは有用である可能性が示され

点の変化についてｔ検定での比較検討をおこ

た。

（3）
「相談対応へのセルフ・エフィカシー」との関

労支援職）
・教育が遅れているせいで、日本で HIV 感染が

連項目

研 修 参 加 後 の「 相 談 対 応 へ の セ ル フ・ エ

パンデミックのように急激に増える可能性はあ

フィカシー」の得点と研修後の他の各項目と

るか。（就労支援職）

の関連性を、ピアソンの相関係数を用いてみ

・精神障害においてはそれを開示して就職する

たところ、
「支援のイメージ」との関連が最も

人が多いが、HIV 陽性者で職場でそのことを開

大 き く（r=.687、p<.001）、 次 い で「HIV 陽

示している人は少ないという。どのように本人

性者のセクシュアリティへの配慮」（r=.575、

理解をすすめ、支援すればいいのか。（就労支

p<.001）
、
「イメージへの抵抗感」（r=-.548、

援職）

p<.001）
、
「HIV 陽性者へのセクシュアリティ

・エイズを発症した患者の在宅介護支援で、そ

への理解」
（r=.493、p<.01）、「プライバシー

の家族の心のケアの難しさを感じた。また、受

への配慮に必要なこと」（r=.490、p<.01）、
「知

入施設を探すのに苦労している状況である。
（高

識（人権）
」
（r=.485、p<.01）、
「プライバシー

齢者福祉職）

への配慮をすること」
（r=.470、p<.01）であっ
た。

３ 考察

「イメージへの抵抗感」や「セクシュアリティ

今回の研修においては、個人の経験等の要因

への理解」が「相談対応へのセルフ・エフィカ

が大きく関与する項目についても変化があるこ

シー」と関連があり、これらを変化させること

とが示された。今回の研修プログラムの参加者

は、地域支援者の準備性を高める研修において

は、主に経験豊富な専門職で、すでにこれまで

は、特に重要であると考えられた。

に HIV 陽性者への対応の経験がある参加者も多
かった。このような集団に対しても効果が認め

（4）DVD 上映後の質疑応答における質問内容

られたことは、この研修プログラムが、地域に

・性の多様性は理解するが、リスクのある性行

おける HIV 陽性者支援の準備性を高めるうえで

動はいかがなものか。リスキーな性行動と HIV

有効であると考えられた。

感染は直結しているのか。（就労支援職）

研修後の質疑応答における質問も、参加者が

・抗 HIV 薬を休薬するメリットはあるのか。
（就
図 1.2

実際に担当したと考えられる事例からの質問が

参加者の研修前後の変化
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多くみられた。日常の相談・支援業務をおこな

3．生島嗣 .HIV 陽性と就労 1「免疫機能障害を

う上で、実際に HIV 陽性者への対応が必要とな

知っていますか？」, 働く広場 , 独立行政法人高

る場面がすでに増えていると考えられる。多く

齢・障害者雇用支援機構 ,2011.

は就労支援職からの質問であったが、高齢者福

4．生島嗣 .HIV 陽性と就労 2「免疫機能障害を

祉職からの質問もみられた。今後長期療養傾向

知っていますか？」, 働く広場 , 独立行政法人高

がさらに強くなると、将来的には高齢 HIV 陽性

齢・障害者雇用支援機構 ,2011.

者への介護・福祉等のサービスニーズに対応す
る必要性もますます高まってくるであろう。

（示説発表）

今回の研修の参加者は、専門職で HIV 陽性者

1．生島嗣 , 大木幸子 , 若林チヒロ .「HIV 陽性者

への相談対応の経験があるものが多かった。今

の地域支援研究 ( １) 東京都内の行政窓口にお

後はさらに、対応経験がないものへの研修を実

ける相談対応に関する調査」, 第 69 回日本公衆

施し、同様の効果が認められるのかを検証する

衛生学会総会 ,2010 年 , 東京 .

必要がある。

2．生島嗣 , 若林チヒロ , 大槻知子 .「HIV 陽性者
の就労とプライバシー不安―HIV 陽性者の社会
生活に関する全国実態調査の結果から」, 第 24

Ｄ

まとめ

回日本エイズ学会学術集会・総会,2010年,東京.
3．生島嗣 , 兵藤智佳 , 大槻知子 .「研修プログラ

本研究班では、地域の準備性とは、個人の能

ムの開発とその効果評価 - 免疫機能障害者「HIV

力、組織の機能、制度・法という各々レベルの

陽性者」支援の準備性を向上 -」, 第 18 回職業

異なる要素によって総合的に構成される概念と

リハビリテーション研究発表会 ,2010 年 , 千葉 .

考える必要があることが考察された。本研究

4．松原孝恵 , 生島嗣 .[ 企業に対する免疫機能

班では、それらの要素を 1. 支援者個人の能力、

障害者の雇用支援の取り組み - 東京障害者職業

2.HIV 支援組織の機能・位置づけ、3. 地域の制

センターと NPO 法人ぷれいす東京の連携 -], 第

度や条例など、という 3 つのレベルで整理した。

18回職業リハビリテーション研究発表会,2010

そこで、前年度に実施して、効果が確認された

年 , 千葉 .

個人の準備性を高める研修プログラム内容を参

5．大塚理加 , 生島嗣 , 兵藤智佳 , 大槻知子 , 野坂

考に、支援者のための研修で活用可能な DVD

祐子 , 池上千寿子 . 地域の相談機関における HIV

を制作した。今年度はその効果評価を実施し、

陽性者に対する支援者のニーズに基づいた研修

その有効性を確認した。

プログラム開発とその効果 , 第 24 回日本エイズ
学会学術集会・総会 ,2010 年 , 東京 .

Ｅ
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