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研究要旨
本研究の目的は以下の 2 点である。①保健所および政令指定都市保健センターにおける
HIV 陽性者への支援経験の現状を明らかにする。② HIV 陽性者への支援担当者が HIV 陽性
者の支援へ十分対応できるか否かの自己評価（HIV 陽性者支援への自己効力感）と、担当
者個人の要因や組織体制との関連を明らかにする。調査対象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である。調査方法は、郵送法による質問紙調査である。調
査の分析結果から以下の点が明らかになった。
１．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割合が高かった。また異性との性的接触による
男性事例および女性事例、外国籍の事例の経験割合も少なくなく、発生動向にみる割合と
異なる特徴があることが示唆された。相談内容では、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、それ以外にも多様な相談に応じていた。しかし、全
体の経験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。
２．HIV 陽性者支援に関する関連要因

全国の保健行政機関の保健師など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
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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などが関連しており、HIV 陽
性者支援の準備性向上にはセクシュアル・ヘルスに関する研修や専門医療機関とのネット
ワークづくりなどの体制整備が有効と考えられた。

Ａ

研究背景

１ 研究背景

HIV 感染者 /AIDS 患者の報告数は年々増加

２ 研究目的

本研究は、全国の保健所および政令指定都市

し て い る。 同 時 に、HAART 療 法 登 場 以 降、

保健センター（以下、保健センター）の担当者

HIV 感染症は長期慢性疾患となり、新たな療養

における HIV 陽性者への支援経験を明らかに

課題が出現している。

し、さらに HIV 陽性者の支援へ十分対応できる

いっぽうで、この数年、保健所などで実施す

か否かの自己評価（HIV 陽性者支援への自己効

る VCT（自発的意思にもとづく HIV 検査とカ

力感）と、担当者個人の要因（HIV/AIDS に関

ウンセリング）は、機会の増加や短時間で判

する業務経験、HIV/AIDS やセクシュアリティ

定結果のわかる迅速検査の導入が進められて

に関する知識、認識など）および組織体制（相

きた。これらは、検査へのアクセスを保障す

談担当体制、地域との連携状況）との関連を明

る重要な要因の 1 つであり、HIV 検査件数も増

らかにすることである。さらに、以上の結果か

加してきた。エイズ動向委員会（2009）の発

ら、保健行政機関における HIV 陽性者支援の課

表によると、全国の保健所での HIV 検査件数

題および支援体制を整備するための方策を考察

は、2003 年に 59,237 件であったが、5 年後の

する。

2008 年には 146,880 件と、約 2.5 倍になって
いる。しかし、検査機会の量的な増加は、検査
で陽性とわかった人への支援体制の質的な充実
が前提として担保される必要がある。
2009 年度本研究班が実施した保健所などの

Ｂ

研究方法

１ 調査対象者

職員を対象とした HIV 陽性者への支援経過に関

全国の保健所（515 ヵ所）および政令指定

するインタビュー調査の結果では、所属機関に

都市の保健センター（212 ヵ所）の合計 727

よって HIV 検査時における陽性者支援の体制や

機関を対象に、組織体制調査（調査票 A）は、

担当者の HIV 陽性者支援の準備状況が異なるこ

各機関のエイズ担当者を対象に 1 部ずつ合計

と、セクシュアリティやセクシュアル・ヘルス

727 件を配布した。支援担当者個人に対する調

への認識および態度が、HIV 陽性者支援に関連

査（調査票 B）は、各機関の HIV 陽性者への支

していることなどが示唆された（大木 ,2009）。

援経験者あるいはエイズに関する相談担当者を

これまで、保健所のエイズ対策は、予防のため

対象とし、各機関 2 部ずつ配布し、合計 1,454

の啓発と検査・相談にその力点が置かれてきた。

件を配布した。

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
る体制整備と担当者の支援技術の向上は喫緊の
課題といえる。

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 のデータをあわせて分
析するために、同一機関に送付する調査票 A・
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B にはそれぞれ任意の同一数字をナンバリング
した。

（2）HIV 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
３ 調査期間

し、独立変数には、業務経験、HIV 陽性告知経

平成 21 年 10 月～平成 22 年 2 月

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

４ 調査項目

相談経験、性に関する相談への抵抗感、地域の

（1）調査票 A

関係機関との連携状況、職場の協力体制を用い、

① HIV 検査に関する組織体制

従属変数と説明変数の影響の強さは、多重ロジ

② HIV 検査の実施数

スティック回帰分析で検討した。HIV/AIDS に

③ HIV 検査での陽性者数

関する知識への認識、性に関する相談への抵抗

④定例の HIV 検査の実施状況

感、職場の協力体制については、各構成項目

⑤臨時の HIV 検査の実施状況

の単純加算による合成変数とした。構成項目

⑥ HIV 検査時の相談職種

は、Cronbach のα係数により内的整合性に

⑦検査後ミーティングの実施状況

ついて、因子分析により妥当性について検討し

⑧ HIV 陽性者支援に関する相談担当部署

た。変数間の分析には、Speaman 相関係数、

⑨ HIV 陽性者支援にかかわる関係機関との連携

Mann-Whitney 検定、X2 検定をおこない、有

状況

意差のあった変数を多重ロジスティック回帰分

⑩今後連携が必要と思われる関係機関

析の独立変数として投入した。分析は、SPSS

⑪ HIV 陽性者支援のための今後の事業予定

for Windows 統計パッケージ（version18.0）
を使用し、有意水準を p<0.05、信頼区間を

（2）調査票 B

95％とした。

① HIV 陽性者支援への「自己効力感」
② HIV 陽性者支援への「困難感」
③基本属性

６ 倫理的配慮

調査内容に個人を特定する情報は含まれず、

④ HIV 検査業務従事の経験

調査者は調査対象者の所属機関を含め匿名化さ

⑤ HIV 検査での陽性告知の経験

れた情報のみを扱った。また、調査票および調

⑥ HIV 陽性者支援の経験

査に関する記録や資料は、研究結果が再現でき

⑦ HIV/AIDS に関する知識への認識

るようにデータファイルに保管し、ファイルお

⑧セクシュアル・ヘルスに関する相談経験

よびその他の記録・資料は、調査者が厳重に管

⑨性に関する相談への抵抗感

理した。本調査は、杏林大学倫理委員会にて承

⑩地域の関係機関との連携状況

認を得た。

⑪職場の協力体制
⑫研修希望
⑬ HIV 陽性者支援に関する課題
５ 分析方法
（1）HIV 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。
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Ｃ

薬剤師、医師などが含まれていた（表 4.1）。

研究結果

性別では、女性が 698 件（98.0％）、男性が

平成 22 年度は、主に調査票 B についての結
果を分析したので、以下に報告する。

12 件（1.7％）で、男性の内訳は保健師 10 件、
獣医師とその他各 1 件であった。年齢は、23
～ 63 歳に分布し、平均 41.6 歳（± 9.98）で
あった。担当業務は全体ではエイズ対策および

１ 回収状況

調査票 B の回答施設数は 431 件であり、回

結核、感染症が 6 ～ 7 割を占めたが、保健師で

収率は 59.3％であった。調査票 B の有効回答

は精神保健や難病対策担当なども含まれていた

数は 714 件、有効回答率（49.2％）であった。

（図 4.1）。

２ 回答者の概要

（2）エイズ対策および HIV 検査担当経験

エイズ対策の担当経験は、全体で 77.1％が

（1）基本属性

回答者の職種は保健師が全体で 98.2％（701

「経験あり」であったが、保健センターでは

件）を占めていたが、その他に看護師、獣医師、

47.2％とほかの機関と比して有意に低かった

図 4.1

（図 4.2）
。HIV 検査担当経験においても、全体

職種別現在の担当業務

では 89.1％が「経験あり」であったが、保健
センターでは64.8％と有意に低かった
（図4.3）
。
図 4.2

図 4.3

表 4.1

都道府県保健所
政令市保健所
政令指定都市
保健センター
合計
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エイズ対策業務の経験

HIV 検査従事の経験

回答者の機関別職種

保健師

看護師

医師

獣医師

薬剤師

その他

合計

度数

473

0

0

0

1

3

477
100％

％

99.2％

0％

0％

0％

0.2％

0.6％

度数

174

3

0

2

1

2

182

％

95.6％

1.6％

0％

1.1％

0.5％

1.1％

100％

度数

54

0

1

0

0

0
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％

98.2％

0.0％

1.8％

0％

0％

0％

100％

度数

701

3

1

2

2

5

714

％

98.2％

0.4％

0.1％

0.3％

0.3％

0.7％

100％

エイズ対策経験年数は、3 年以内が最も多
く、335 件（63.2％）を占めており、5 年以内
までで全体の 82.8％であった（図 4.4）。HIV
検 査 従 事 年 数 は、3 年 以 内 が 最 も 多 く 357
件（58.8％）であり、5 年以内までで全体の
87.5％を占めていた。いずれも経験年数の長
い担当者は多くなく、比較的短い担当者が中心
であり、機関内のジョブローテーションが考え
られた（図 4.5）。
図 4.6

HIV 陽性告知経験の有無

３ HIV 陽性者への支援の経験

HIV 陽性告知の経験、HIV 陽性者の継続支援
の「経験あり」はいずれも 2 割であった（図 4.6）。
陽性告知経験は、「経験あり」が全体で 22.7％
であり、都道府県保健所では 88 件（18.4％）
とほかの機関と比して有意に低かった。「経験
あり」の回答者の経験数は、1 件から 15 件で
あるが、1 件が 57.1％を占めていた（図 4.8）。

図 4.7

HIV 陽性者者継続支援経験の有無

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％）とほかの機関
と比して有意に低かった（図 4.7）。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 4.9）。
図 4.4

図 4.5

エイズ対策経験年数

HIV 検査従事年数

図 4.8

図 4.9

HIV 陽性告知の経験数

HIV 陽性者継続支援経験数
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４ HIV 陽性者への継続支援の経験内容

HIV 陽性者への継続支援経験ありと回答した
回答者146件の経験の内容を、以下にまとめる。
（1）性別

継続支援を経験した事例の性別では、男性事
例のみの経験が最も多かったが、女性事例ある
いは男性事例と女性事例の両方を経験したと

図 4.11 HIV 陽性者支援の経験内容
（男性事例 感染経路別）

回答した人も、それぞれ 1 割以上みられた（図
4.10）
。
（2）感染経路

感染経路では、男性事例では同性との性的
接触が最も多かったが、全体で 3 割の回答者が
異性との性的接触の事例を経験していた（図
4.11）
。また、女性事例では、異性との性的接
触が全体では 8 割を占めていたが、母子感染や
輸血による感染事例の経験もみられていた（図
4.12）
。

図 4.12 HIV 陽性者継続支援経験内容
（女性事例 感染経路）

（3）国籍

国籍では、全体で 86.9％が日本国籍の事例
を経験していたが、在留資格のある外国籍の事
例経験者が 24.1％を占めており、都道府県保
健所では在留資格のない外国籍事例の経験もみ
られた（図 4.13）。
図 4.13

図 4.10
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HIV 陽性者継続支援の経験（性別）

HIV 陽性者継続支援経験内容
（国籍別）

（4）相談持ち込み経路

図 4.14

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 4.14）。
機関別にみると、都道府県保健所や政令市保健
所と、保健センターで傾向が異なっていた。都
道府県保健所や政令市保健所では、自所での陽
性告知が最も多く、ついで医療機関が約 3 割で
あったが、保健センターでは医療機関からの相
談持ち込みが 4 割を占め、本人からの相談、福
祉事務所（生活保護）からの相談が続いていた。
その他の相談持ち込み経路には、市町村保健師、
保護観察所、エイズカウンセラーなどがみられ
た（表 4.2）
。
（5）支援内容

専門医療機関へ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 ～ 5 割を占めて
いた（図 4.15、次頁）。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
や通訳など外国人ケースへの支援内容が含まれ
ていた（表 4.3、次頁）。
（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。次い
で、福祉事務所（生活保護）、福祉事務所（障
害福祉）
、一般医療機関との連携を 2 割が経験
していた。
（図 4.16・表 4.4、次頁）。HIV 陽性
者支援の過程において、エイズ拠点病院との連
携が中心であり、地域のほかの機関との連携は
十分でない状況がうかがえた（表 4.4、次頁）。

表 4.2

その他からの持ち込みの内訳

市町村保健師
臨床心理士・HIV カウンセラーから
入所施設長
保護観察所
マンション管理人
本庁から
医療機関を通じて村役場から
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図 4.15

表 4.3

支援内容

その他の相談支援の内訳

内科主治医確保
歯科主治医確保
子育てに関する相談
薬物依存の相談
施設入所相談
法的な問題の相談
母子感染に関する相談
外国の治療状況について
滞在資格について
通訳ボランティア
日常生活について
感染予防について
受診にあたってのプライバシー保護についての支援
人生や将来の夢に関する相談
DV
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図 4.16

表 4.4

支援過程での連携機関

その他の連携機関の内訳

地域の医師会・歯科医師会
エイズカウンセラー
障害者・高齢者通所施設
結核指定医療機関
障害者入所施設
ハローワーク
健康保険担当
児童相談所
更生相談所
保護司、保護観察官
調剤薬局薬剤師
市営住宅担当課
民生委員

応できる」、「まあ対応できる」を自己効力感高

（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

群（以下、高群）、「少しは対応できる」、「ほと

と回答した人が、全体で 67.9％みられた（図

んど対応できない」、「対応できない」を自己効

4.17）
。保健センターでは半数が、政令市保健

力感低群（以下、低群）とし、ほかの項目との

所や都道府県保健所では、約 7 割が「ある」と

関連を分析した（表 4.5）。

回答していた。困ったあるいは迷った内容につ
いての自由記載を分類すると、「ケースのもつ

（2）所属機関および業務経験と自己効力感との関連

困難性」
、
「組織体制による困難性」、「支援者の

セクシュアル・ヘルスに関する相談は約 8 割

もつ困難性」
、「地域の社会資源やネットワーク

（587 件）で経験があり、相談内容では、性感

上の困難性」に分けられた。必ずしも支援経験

染症に関することが 9 割を占めていたが、家族

が多いわけではない中で、多様な迷いや困難に

計画やセクシュアリティに関する相談も全体で

直面している状況が浮かびあがってきた。

3 割みられた（図 4.18、図 4.19）。
所属機関と自己効力感との関連では、都道府

５ HIV 陽性者支援に対する自己効力感の関連要因
（1）HIV 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」、

県保健所、政令市保健所、保健センターで割合
に有意な差はみられなかった（表 4.6、次頁）。
業務経験との関連では、セクシュアル・ヘル

「まあ対応できる」、「少しは対応できる」、「ほ

スの相談経験、エイズ対策業務の経験のあり群

とんど対応できない」、「対応できない」の 5 段

で、自己効力群の高群の割合が有意に高かった。

階で自己効力感を尋ねた。「十分対応できる」、

HIV 検査従事経験の有無では有意な差はみられ

「まあ対応できる」と回答した人は、全体で
174 件（24.9％）であった。

なかった（表 4.6、次頁）。また就業年数、エ
イズ対策業務経験年数、HIV 陽性告知経験数、

HIV 陽性者への支援の自己効力感を「十分対
図 4.17 HIV 陽性者継続支援
（支援過程で困る、迷うこと）

陽性者支援経験数は、HIV 陽性者支援への自己
図 4.18 セクシュアル・ヘルスに関する相談経験

図4.19 セクシュアル・ヘルスに関する相談内容

表 4.5
十分
対応
できる

HIV 陽性者支援への自己効力感

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％
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効力感と有意な関連が認められた（表 4.7）。
（3）HIV/AIDS に関連する知識と自己効力感との
関連

HIV に関連した 9 項目の知識（表 4.8）につ
いてどの程度知っているかを「十分知ってい
る」
、
「少しは知っている」、「知らない」の 3 段
階で尋ねた。これらの知識項目について因子分
析をおこなったところ、表 4.9 にあるように 2
因子が抽出された。第１因子には、MSM の説
明、
母子感染予防、性的指向、抗 HIV 療法の効果、

表 4.8

HIV/AIDS に関する知識

①抗 HIV 薬の開発により、血液ウイルス量を検出限界以下まで
コントロールできるようになった
②抗 HIV 薬多剤併用療法は、慢性的な下痢や痛み、吐き気、
リポジストロフィーなどの副作用がある
③妊娠中からの適切な対策によって母子感染率は、0.2％以下ま
で抑えられる
④免疫機能障害による障害認定は、1 ～ 4 級まである
⑤抗 HIV 薬の内服を開始すれば、自立支援医療の対象となる
⑥免疫機能障害は、自立支援医療では＜重度かつ継続の医療＞
にあたる
⑦ MSM とは、男性と性行為をもつ男性の総称である
⑧男性同性愛者の人口は、男性人口の 3 ～ 5％と推定される
⑨行為の対象が男性に向くか女性に向くか（性的指向）は、
意識的な選択によるものではない

抗 HIV 薬の副作用、男性同性愛者の人口割合が

表 4.9

抽出された。第 2 因子は、自立支援医療の対象

HIV・AIDS に関する知識項目の
因子分析結果
因子

区分、自立支援医療の認定対象、障害認定の認

1

2

MSM の説明

.714

.072

母子感染率の抑制

.670

-.070

性的指向は
意識的な選択でない

.668

.085

抗 HIV 療法の効果

.623

-.041

抗 HIV 薬の副作用

.572

-.076

男性同性愛者の人口割合

.538

-.109

自立支援医療の対象区分
＜重度かつ継続の医療＞

-.108

-.853

自立支援医療の認定対象

.205

-.640

定等級が抽出された。これらから、第 1 因子は、
医療・セクシュアリティに関する知識、第 2 因
子は福祉制度に関する知識と考えられた。それ
ぞ れ の Cronbach α 係 数 は 0.800、0.754 で
あった。

障害認定の認定等級
.264
一般化した最小 2 乗
kaiser の正規化を伴うオブミリン法

表 4.6

所属機関および業務経験と自己効力感との関連
HIV 陽性者支援への自己効力感
高群

機関種別 1）

都道府県保健所

110

23.3％

362

76.7％

政令市保健所

46

26.0％

131

74.0％

保健センター

18

34.6％

34

65.4％

あり

157

26.7％

430

73.3％

なし

16

14.3％

96

85.7％

セクシュアル・ヘルスの
相談経験 2）
エイズ対策業務経験 2）

146

27.3％

388

72.7％

25

15.6％

135

84.4％

あり

158

25.4％

463

74.6％

13

17.3％

62

82.7％

2）Fisher の直接法

** p ＜ .01

表 4.7

業務経験年数との自己効力感との関連
高群
平均値± SD

低群
平均値± SD

P値

就業年数

19.4 ± 8.9

15.3 ± 9.8

0.000

エイズ対策業務の経験年数

5.0 ± 4.3

3.1 ± 2.9

0.000

HIV 検査従事の経験年数

5.4 ± 4.0

3.6 ± 3.1

0.000

HIV 陽性者の継続的支援経験数

0.8 ± 1.5

0.2 ± 0.9

0.000

HIV 陽性者告知の経験数

0.9 ± 1.7

0.3 ± 0.8

0.000

Mann-Whitney 検定
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あり
なし

なし

HIV 検査従事の経験 2）
1）X2 検定

P値

低群

p=1.84 n.s

p=0.004 **

p=0.002 **

p=0.155 n.s

-.445

医療・セクシュ
アリティに関す
る知識
α =0.800

福祉制度に関す
る知識
α =0.754

①医療・セクシュアリティに関する知識

福祉制度に関する知識得点を求めた。その結

医療・セクシュアリティに関する知識 6 項目

果、3 ～ 9 点に分布し、中央値 6 点であった（図

について、
「十分知っている」、「少しは知って

4.22）。HIV 陽性者支援への自己効力感別にみ

いる」
、
「知らない」で 1 ～ 3 点で配点して単純

ると、図 4.23 にあるように高群で高い得点に

加算し、医療・セクシュアリティに関する知識

分布していた。これらの得点は、HIV 陽性者支

得点を求めた。その結果、6 ～ 18 点に分布し、

援への自己効力感と有意な関連がみられた（表

中央値 12 点であった（図 4.20）。HIV 陽性者

4.10）。

支援への自己効力感別にみると、図 4.21 にあ
るように高群で高い得点に分布していた。これ
らの得点は、HIV 陽性者支援への自己効力感と

表 4.10

知識得点、抵抗感得点、職場協力得点
と自己効力感との関連

有意な関連がみられた（表 4.10）。

高群
低群
平均値± SD 平均値± SD
医療・セクシュアリティ
14.3 ± 2.6 12.1 ± 2.7
知識得点

②福祉制度に関する知識
福祉制度に関する知識 3 項目についても同様
に、
「十分知っている」、「少しは知っている」、
「知らない」で 1 ～ 3 点で配点して単純加算し、

福祉制度知識得点

性に関する相談への抵
17.5 ± 5.6
抗感得点
職場協力得点

0.000

5.7 ± 1.6

0.000

21 ± 5.5

0.000

24.4 ± 3.3 21.9 ± 3.6

0.000

Mann-Whitney 検定

図 4.20 医療・セクシュアリティ知識得点
（人）

6.8 ± 1.6

P値

図 4.22

福祉制度知識得点

（人）

（点）

（点）

図 4.21 HIV 陽性者支援への自己効力感別
医療・セクシュアリティ知識得点の分布

図 4.23

HIV 陽性者支援への自己効力感別
福祉制度知識得点の分布
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（4）性に関する相談への抵抗感と自己効力感との
関連

性に関する相談への抵抗感について表 4.11
にある 10 項目について、「全く抵抗感がない」、
「ほとんど抵抗感がない」、
「少し抵抗感がある」、
「とても抵抗感がある」の 4 段階で尋ねた。10
項目の Cronbach のα係数は 0.931 であった。
各選択肢に 1 ～ 4 点を配点し 10 項目の単純加
算得点を求めたところ、回答分布は、図 4.24
に示した通りであり、10 ～ 40 点に分布し、中
央値 20 点、平均値 20.6（± 5.9）点であった。
HIV 陽性者支援への自己効力感別にみると、
高群の中央値は 17 点であり、低群の中央値は
21 点であり、全体の得点分布も低い得点に分
布していた（図 4.25）。これらの得点は、HIV
陽性者支援への自己効力感と有意な関連がみら
れた（表 4.10、前頁）。
図 4.24

性の相談に関する抵抗感得点

（人）

（点）

図 4.25 HIV 陽性者支援への自己効力感別
性に関する相談への抵抗感得点の分布

表 4.11

性に関する相談に対する抵抗感

①具体的な性器や性行為に関する言葉を使うこと
②あなたと異なるセクシュアリティの人の相談
（例：異性愛者であるが同性愛の人の相談を受ける）
③ 10 代の若者の性行為による感染不安の相談
④婚姻外の相手との性行為による感染不安の相談
⑤薬物使用に伴う感染不安の相談
⑥不特定の人との性行為による感染不安の相談
⑦同性同士の性行為による感染不安の相談
⑧性風俗店の利用による感染不安の相談
⑨性風俗に従事している人の感染不安の相談
⑩ HIV 陽性者の性行為に関する相談
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（5）職場の体制と自己効力感との関連

職場の体制について表 4.12 に示した 6 項目
について、
「とてもそう思う」、
「少しそう思う」、
「どちらともいえない」、「そう思わない」、「全
くそう思わない」の 5 段階で尋ねた。各選択肢
に 1 ～ 5 点を配点し、項目⑤と⑥は逆転項目と
して得点化した。6 項目の Cronbach のα係
数は 0.742 であった。6 項目の単純加算した得
点の分布は、9 ～ 30 点に分布し、中央値 24 点、
平均値 22.6（± 3.6）点であった（図 4.26）。
HIV 陽性者支援への自己効力感別にみると、
図 4.27 にあるように高群は中央値が 25 点であ
り、低群の 22 点に比し、高い得点に分布して
いた（図 4.27）。これらの得点は、HIV 陽性者
支援への自己効力感と有意な関連がみられた
（表 4.10、前々頁）。

図 4.26 職場協力得点
（人）

（点）

図 4.27

表 4.12

HIV 陽性者支援への自己効力感別
職場協力体制得点の分布

職場の体制

① HIV陽性のケース支援について係内職員の理解が得られている
② HIV陽性のケース支援について、ほかの職種の協力が得られる
③ HIV 陽性のケース支援について保健師間で相談できる
④エイズ対策に保健所（保健センター）として積極的に
取り組んでいる
⑤プライバシーが重視されすぎて、所内で情報の共有がしにくい
⑥性に関する相談内容について、話しにくい雰囲気がある
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（6）地域の関係機関との連携状況と自己効力感と

関、HIV 陽性者支援でのエイズ専門医療機関、
HIV 陽性者支援での NGO/NPO との連携で、

の関連

地域の関係機関との連携状況について、表

有意な関連がみられた（表 4.14）。

4.13 に示した機関についてエイズ対策業務以
外での連携状況と HIV 陽性者支援での連携状況
それぞれについて、「よくできている」、「まあ
まあできている」、「あまりできていない」、「全

（7）HIV 陽性者への支援の困難感と自己効力感と
の関連

HIV 陽性者支援への困難感は、全体では「思
わない」「あまり思わない」で 30.1％を占めて

くできていない」の 4 段階で尋ねた。
HIV 陽性者支援への自己効力感との関連で
は、エイズ対策業務以外でのエイズ専門医療機

いた（図 4.28、次頁）。
「少し思う」および「とても思う」と回答し
た人にその内容を尋ねたところ、「支援経験が

表 4.13

地域の関係機関

少なく経験の蓄積がない」が最も多く 8 割を超

①エイズ専門医療機関

え、「病気治療の医学的知識不足」、「福祉制度

②管内の一般医療機関

の知識不足」で 4 割、ついで「どこまでかかわっ

③地域の医師会
④地域の歯科医師会

ていいか」、「地域関係者の HIV/AIDS への理

⑤福祉事務所（生活保護）

解不足」、「個人情報をどこまで聞いていいか」、

⑥福祉事務所（障害者福祉）

「プライバシー保護で関係者と情報共有をしに

⑦市町村保健センター

くい」が続いていた。

⑧ハローワーク

困難感の内容と HIV 陽性者支援への自己効力

⑨ NGO/NPO 団体
⑩地域包括支援センター

感との関連をみると、「病気治療の医学的知識

⑪障害者地域活動支援センター

不足」、「福祉制度の知識不足」で有意な差がみ

⑫ヘルパー事業所

られた（図 4.29、次頁）。

⑬訪問看護ステーション
⑭高齢者通所施設
⑮高齢者入所施設
⑯精神科医療機関
⑰社会福祉協議会
⑱その他

表 4.14

エイズ以外の業務での
エイズ専門医療機関
との連携

陽性者支援での
エイズ専門医療機関
との連携

陽性者支援での
NGO/NPO
との連携
Mann-Whitney 検定
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連携状況と自己効力感との関連
高群
度数（％）

低群
度数（％）

全くできていない

25（14.9％）

181（36.1％）

あまりできていない

61（36.3％）

195（38.8％）

まあまあできている

63（37.5％）

112（22.3％）

よくできている

19（11.3％）

14（2.8％）

全くできていない

31（19.4％）

175（36.7％）

あまりできていない

44（27.5％）

176（36.9％）

まあまあできている

64（40.0％）

110（23.1％）

よくできている

19（13.1％）

14（3.4％）

全くできていない

73（45.9％）

303（64.3％）

あまりできていない

54（34.0％）

128（27.2％）

まあまあできている

26（16.4％）

39（8.3％）

よくできている

6（3.8％）

1（0.2％）

P値

0.000

0.000

0.000

イズ業務以外での HIV 拠点医療機関との連携状

（8）HIV 陽性者への支援の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従属変数

況、が関連していた（表 4.15）。

とし、就業年数、HIV 陽性者支援数、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、陽性者支援に

図 4.29

おける NGO/NPO との連携状況を独立変数と

対応の自己効力感別困難感の内容

し、多重ロジスティック回帰分析をおこなった
結果、就業年数、HIV 陽性者支援数、医療・セ
クシュアリティに関する知識得点、性に関する
相談への抵抗感得点、職場の協力体制得点、エ
図 4.28

HIV 陽性者支援への困難感

n=698

表 4.15

HIV 陽性者支援への自己効力感との関連要因

項目
エイズ対策経験年数

カテゴリ

オッズ比

≧3年

1.0（ref.）

3 年＜

2.02**

1.29 ‐ 3.17

1.57**

1.18 ‐ 2.00

HIV 陽性者継続支援経験数
医療・セクシュアリティに
関する知識得点

性に関する相談への
抵抗感得点

職場内協力体制得点

95％信頼区間

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

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

16 点未満

1.0（ref.）

16 点以上

2.32***

全くできていない

1.0（ref.）

1.48 ‐ 3.64

エイズ業務以外での

あまりできていない

2.48**

1.36 ‐ 4.54

拠点病院との連携

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-Lemenshow の適合度
X2=3.86 df=8
p=0.869 判別的中率＝ 81.3％
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６ 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 4.16 の内容に分け

考察

１ HIV 陽性者への継続支援の経験

全国の保健行政機関において HIV 陽性者への

られた。
表 4.16

Ｄ

HIV 陽性者支援をおこなう上での課題

・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

継続支援経験があると回答したものは 162 件
（22.7％）と限定的であったが、経験ありの群
を機関別でみると、政令市保健所や政令指定都

・支援経験の少なさとそれに伴う課題が見えないこと

市保健センターなどの都市部の機関で優位に高

・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

かった。

・プライバシーの保護と関係者 ･ 機関と連携の両立

保健所や保健センターの担当者の HIV 陽性者

・地域の関係者・関係機関への啓発やネットワークづくり

への支援経験の内容は、同性との性的接触によ

・地域住民の理解

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

７ HIV 陽性者支援における研修希望

する支援が中心であるが、外国人や精神保健領

HIV 陽性者支援に関する研修は、回答者 691

域の課題をもつケース、高齢のケースなど HIV

件のうち 687 件（99.3％）が必要と回答して

療養以外の生活課題を抱えるケースへの支援経

いた。必要と思う研修内容では、「HIV 陽性者

験もみられ、多様な相談に応じている状況が示

への福祉制度」、
「HIV 陽性者の具体的療養生活」

された。

が全体で 8 割を超えており、「HIV/AIDS に関
する医学的知識」、「専門医療機関の支援内容」、
「カウンセリング技術」と続いていた。研修希

２ HIV 陽性者への支援に関する自己効力感と困難
感の関連要因

望に関する自由記述では、ネットワークづくり

HIV 陽性者支援についての自己効力感は、業

や事例検討会など、実践的な内容への希望が多

務経験年数、支援経験数のみならず、医療やセ

くみられた（図 4.30）。

クシュアリティに関する知識、職場内の協力体

図 4.30

必要と思う研修内容

制、性に関する相談への抵抗感、エイズ業務以
外での専門医療機関との連携状況が関連してい
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について、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
る担当者などの陽性者支援の充実には、以下の
点が有効と考えられる。
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① HIV の医療知識やセクシュアリティに関する

であり研究課題である。

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など職
場内でのサポートシステムの充実

Ｆ
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