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この冊子を手にされた方へ

HIV というウイルスが特定されてから、すでに 30 年という月日が経過し、
治療の技術も大きく進歩しています。しかし、HIV 感染症の治療技術が大きく
進歩したことは、一般の市民にはあまり知られていません。1996 年以前にメ
ディアを通じて多く流れたイメージ、特殊な人がかかる病気、死に近い病気な
どの過去の印象が強く、それ以降の治療技術の進歩により HIV 陽性者が長期
に社会参加が可能になったという事実などが、市民には届いていません。その
ギャップの存在が HIV 陽性者たちを苦しめています。
HIV 検査の結果が陽性であることを知る機会は、保健所や検査所だけでなく、
一般の医療機関のなかでも、手術前、女性では妊娠時、何らかの体調不良、関
連疾患の治療の過程で、HIV 検査が実施されることがあります。もちろん、本
人の同意が原則です。仮に結果が陽性であった場合には、相談や支援のニーズ
が高まりますが、一般の医療機関での対応や情報提供が必ずしも十分とはいえ
ません。
HIV 陽性者だと気づく本人のなかにも、過去のイメージが刷り込まれている
ことがあります。そうした場合には、告知を受けた直後の時期に、普段であれ
ば周囲の人間関係にできる相談も、差別への不安から誰にも相談ができなくな
るという事がおこります。このように HIV 陽性者は、少ない情報のなかで孤立
することがあるのです。
こうした場合には、匿名で連絡可能な相談へつながることで、情報やイメー
ジをアップデートすることが可能です。また最近は、ウェブサイトを通してか
なりの情報を得ることが可能になりました。しかしウェブサイト上には同時に
ネガティブな情報や誤った情報も存在することから、それに触れて混乱すると
いうリスクも存在します。
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告知直後はもちろんですが、地域の相談が必要な人に見えやすく、利用しや
すい状況であることが役立ちます。東京、大阪、名古屋などに限定されますが、
HIV 陽性者同士（一部はゲイ向け）が安全に交流できるミーティングも少しずつ
増えています。そこへの参加を通して孤立を解消し、さらには新たな人間関係
を広げることが、自立的な安定に役立ちます。
さらに、地域には発症で感染に気づき、その後、身体に障害が残るなど、大
変に難しい状況下で過ごす人たちも存在します。在宅で暮らすのが難しい状況
である場合には、入所可能な施設が必要になります。また、社会生活が長期化
するなかで、働くことと治療のバランスをどのように取るのか、ストレスがか
かるなか精神的な安定をどのように維持するのか等、様々なニーズが存在しま
す。
このガイドブックは、これまでの研究の成果の一部を皆様にお知らせすると
ともに、見ていただいた一人ひとりが、普段の相談や支援活動の参考にしてい
ただくことを期待して制作しています。普段の相談活動、たとえば精神障害の
方への支援と近い感覚で対応できるという支援イメージを得るとか、今後、新
たに HIV 陽性者向けのプログラムをゼロから立ち上げる地域などで、このガイ
ドブックが参考になる等でお役に立てればうれしく思います。
地域のなかの、行政、民間組織、医療機関など様々なリソースが連携しつつ、
支援的な環境を築くことで、HIV を持っている人も、これから検査を受ける人
も、安心してその事実と向き合いながら暮らすことが可能な地域環境に近づく
と信じています。
2011 年 3 月 31 日
平成 20 年～ 22 年度
厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業
「地域におけるH I V 陽性者等支援のための研究」
研究代表者 生島嗣
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はじめに
近年、HIV 陽性であることに関連した生活課題を相談するために、地域の様々な相
談窓口を利用する HIV 陽性者が増えています。この研究班では、地域における HIV
陽性者の生活を長期的に安定したものにするためには、様々な領域の相談 / 支援サー
ビス提供に携わる人たちの、聞く側の準備が高めることが重要だという認識のもと、
研究活動を実践してきました。この章では、どのように地域での支援者側の HIV 陽
性者支援のための準備性を向上するのかについて概説しています。

5

1. 医療サービスから地域における生活支援へ
現在、HIV 感染症における治療の進歩は目覚しく、体内のウイルスの増殖を抑えることでエイズ
発症を遅らせることが可能となっている。治療についても入院から外来を中心とするものへと変化
してきた。HIV 陽性者にとっては、生活者として長期に渡って地域で暮らすことが前提となりつつ
ある。しかしながら、ほとんどの HIV 陽性者は毎年更新される治療のガイドラインを目安に、服
薬を開始する。その後は、生涯にわたる服薬が必要となり、薬の副作用など健康上の課題を抱える
こともある。そのために社会生活には制約があり、医療サービスの提供だけでなく、生活するため
の支援も同時に必要となる。なかでも、現在は就労など地域においての長期に渡る生活を支える支
援のニーズが高まりつつある。
研究班では、そうした地域の支援実態を知るために東京都の相談機関を対象として「地域の相談
機関における HIV 陽性者への相談対応に関する調査」を実施した。対象とした相談機関は、HIV
支援に特化したものではなく、地域に暮らす一般住民に向けた既存の行政機関の窓口、民間相談機
関など、957 ヶ所であった。その結果、①これまで HIV 陽性者と周囲の人から相談を受けたこと
がある機関は全体の 3 分の１であり、特に障害者向けサー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相談である、③今後の対応が肯定的にでき
ると回答した相談機関が 3 割にとどまっていることなどがわかった。
この結果は、地域ではすでに多くの相談機関が、HIV 陽性者の相談を受けていることを示すもの
である。一方で、実際に HIV 陽性者の相談を受けている支援者は、その支援に関する準備が十分
であると感じておらず、相談への不安を抱えていた。そして、HIV についての基本的な知識や専門
機関の情報など研修のニーズがあることもあきらかとなった。
さらに、これらの調査結果と合わせて、東京の地域で NGO として HIV 陽性者の相談を受けて
きたぷれいす東京には、全国各地から HIV 陽性者やその家族からの相談が寄せられている。その
数は年々増加しており、その相談内容も医療のみならず社会生活に関するものが多く、多岐に渡っ
ている。こうしたことから、地域おいて HIV 陽性者の生活を支える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。
こうした背景のもと、研究班では、HIV 陽性者が生活する場である全国の地域において、その支
援の準備性を高めていく必要性を認識することになった。特に、全国および各地のエイズ対策予算
に制約のある中では、新しい支援機関や支援者を養成するのではなく、既存の支援機関や、現在す
でに相談に従事している支援者が、今後増加の予想される HIV 陽性者に関する支援の準備性を高
めることが重要だと考えられる。そして、実際に準備性を高める取り組みを実施するためには、ま
ず「地域における支援の準備性とは何か」の構成要素を明確にし、その内容を具体的に目に見える
ようにすることが必要となる。それによって、準備性を向上させる実際の対策や取り組みの指針を
提示することができるからである。
そこで、まず本研究班では、これまで蓄積されてきた一般的な地域支援に関する文献を参照しつ
つ、現在、地域で実際に HIV 陽性者支援に従事する専門家によって「地域の準備性を構成する要素」
を抽出するワークショップを行った。参加メンバーは、ソーシャルワーカー、保健師、NGO の相
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談員、当事者サポートグループ主催者など。方法としては日本の各地域で多様な立場から HIV 陽
性者の生活を支援している経験より、地域の準備性を構成する要素を言語化し、その項目を文章化
するという作業を行った。作業にあたっては、あらかじめ、その構成要素について個人の能力、組
織の機能、制度や条例などのレベルを設定した。その後、自らの経験に照らし合わせ、支援一般に
必要な事柄と HIV に特有に存在する要素を同時に書き出した。そして、項目を基に研究者を含む
グループでの議論を行いながら、
HIV 陽性者を支援するにあたっての準備性の優先順位を立てつつ、
項目の整理を行った。
その結果を一覧表にした。
一覧表

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行われている。
3. 地域の制度や条例など
●連携の制度化
地域の連携会議
（エイズ拠点病院・医師会・保健・行政・NGO）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。
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2. 地域の準備性を構成する要素について
ここで地域の準備性を考える際に重要なのは、支援の準備性を支援者個人の能力の向上と蓄積だ
けではなく、支援組織の機能やその地域に存在する制度や法など、地域における環境要因を包括す
る概念として捉えることである。それは、HIV 陽性者個人を支援し、問題を解決するという行為が、
支援者との個別の相談というミクロな視点のみならず、地域に存在する支援者のネットワークや地
域の制度など、マクロな要因によっても大きく影響を受けるという理解である。もちろん、それら
の構成要素は別々に考えられるものではなく、支援者個人の能力の向上と環境の整備の両者が有機
的に繋がることで、地域全体における支援の準備性が高まるという見方でもある。
具体的な例を考えてみよう。
「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」という支援者個人からの情緒的な支援が動員可
能だ。一方で、具体的な問題解決としては、地域で利用可能な制度として「生活保護を申請して生
活の安定を得る」という支援が選択肢の 1 つになる。そしてその制度を利用するためには、その制
度についての知識、窓口に関する情報を持っていること、HIV 陽性者が具体的にこの生活保護を申
請するためには行政窓口を訪れる必要があるが、場合によっては担当者との連携やネットワークが
あると、よりスムーズに利用への検討が実行できる。また、別方向の問題解決の可能性としては、
支援者から HIV 陽性者にハローワークを紹介し、そこから就労可能な企業の情報提供を受けるとい
う方向性も想定できる。この際には、病名を開示する必要のない一般枠での就職活動や、HIV 陽性
であることを開示しての応募となる障害者枠での求職、どちらかの方向性でアプローチすることに
なる。このため、ハローワークに地域の企業や人事体制に関する情報が集約されていたり、障害者
枠での応募に際しては、企業への HIV 陽性者雇用に関してどの程度の理解があるのかを確認するこ
と、状況によっては意識の啓発が求められる。以上の例のように、生活をめぐる問題解決に向けて
は、支援者の相談という個人レベルの支援能力から具体的な解決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。
個人と環境との関連という視点では、
「HIV 感染症という疾病に対する差別や偏見を持つ担当者
によって就職の斡旋が制限されてしまう」という例を考えてみる。担当者が持つ HIV に関する情報
が最新のものにアップデートされずにいた場合、個人に内面化された差別や偏見は、支援者個人と
しての能力の問題だけでなく、その地域に存在する差別や偏見の意識により、その支援者の業務の
方向性が影響を受けていたりすることも考えられる。この原因は、支援組織による研修機会の欠如
によってもたらされているという見方もできる。このように、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。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。
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」として備うるべき能力としては、相談の対象に共感
したり、傾聴することができるなどの項目をあげることができる。もちろん、こうした能力は HIV
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陽性者を支援する際にも必要とされる基本的な能力でもある。一方で、そうした一般的に支援者に
共通して求められる能力以外に、HIV 陽性者を支援する際に独自に求められる能力として、一覧表
にあるような知識・情報、認識・態度、技能や行動などが整理された。
ここで重要なのは、HIV 感染が人間の性やセクシュアリティに深く関連する事柄であるが故に必
要とされる能力があることだ。例えばセクシュアルヘルスに関する知識とは、望まない妊娠やエイ
ズをはじめとする性感染症の予防など性に関する健康（セクシュアルヘルス）は、性の倫理や道徳の問
題ではなく権利であるという理解などが含まれる。セクシュアルヘルスは、性別、年齢や人種、国
籍、職業、セクシュアリティ、個人のおかれている司法的立場などを超えて、すべての人に提供さ
れるべき健康サービスを受ける権利によって保証されるものである。また、セクシュアリティの中
でも同性愛者に対する認識や態度、行動などの項目については、これまでの業務のなかでは、あま
り必要とされなかったスキルかもしれない。支援者の中には、「自分自身が同性愛者に対して抵抗
感や差別・偏見がある中で、同性愛者を支援することへのとまどいや不安」を感じる人もいると考
えられる。それらのとまどいや困難は、自分自身の同性愛に関する価値観と支援の専門家としての
支援行動とを分けて考え、あくまで支援の専門家として行動することで乗り越えることが可能であ
る。しかし、そのためには、支援者として自分自身のセクシュアリティについての価値観を意識し、
それを相対的に考える力がなくてはならない。これは、自分の価値観とは異なる HIV 陽性者の多様
な生き方への配慮にも繋がる能力でもあり、支援者のそうした個人の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となる。
その他の能力としては、多くの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
る中で、なかなか時間的にも HIV だけに特化して理解を深めたり、経験を積むことはむずかしいと
いう事情がある。そうした中では、HIV 陽性者以外のケースへの支援経験から HIV 支援の具体的な
イメージを類推する力は準備性にとって欠かせない要素になる。特に、精神疾患など、社会的な差
別の問題など HIV と共通することも多く、そうした支援事例を応用する能力を高めることで対処へ
のイメージや自信を持つことができるようになる。
２ HIV 支援組織の機能・位置づけ
次に準備性の構成要素として、個人ではなく組織としての機能や位置づけで、ここでの支援組織
に関しては、
必ずしも HIV 陽性者を支援することに特化した組織だけを想定しているわけではない。
むしろ、行政窓口をはじめ一般的な支援機関がどのように HIV 陽性者を支援できるかが、地域とし
ての準備性にとっては重要である。例えば、HIV 陽性者は社会的な差別や偏見の対象になりやすい
という現実の中では、その情報のプライバシーが組織として守られる必要がある。具体的には組織
の中で誰が知るべき情報か、どこまでの情報を誰が共有するかについて決められていたり、プライ
バシーが配慮さ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
う意味においても、組織としてその所在が明らかになっていることが望ましい。
また、個人のみならず組織の持つ支援ネットワークは準備性の要素であり、組織としてその他の
医療機関や HIV 相談の専門家と繋がっていることは大切なことである。例えば、病院での外国人の
対応が一例になる。外国人が日本語をあまり話せない場合、病院が地域の外国人支援 NGO と連携
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していて、そこから通訳の派遣が可能な状態にあることは組織として準備性が高い状態である。必
ずしも、病院のスタッフに外国語が出来る人がいることが重要なのではなく、組織として地域の支
援資源に関する情報を持っていたり、
互いの状況を理解した上での連携がとれることが大切となる。
それは、支援で役割を分担し、地域の中で有機的な連携を可能にする要素になるからである。支援
者が個人として対応することが難しいケースについては、組織が紹介機能を担うことで地域として
の準備性は向上すると考えることもできる。
もちろん組織は個人の集合体によって成り立っており、その構成員一人ひとりの能力が向上する
ことによって、組織の準備性が高まる部分は大きいと思われる。しかし、HIV 陽性者の相談に特化
したガイドラインの制定や研修の機会の提供などは、組織として改善できる部分である。そして、
それは組織の準備性として評価できる要素にもなる。
３ 地域の制度や条例など
3 つ目として制度や条例があり、これは地域の生活において個人や組織の力ではどうしようもな
い社会的に決められる部分を担うものである。もちろん、国が法として制定することで可能となる
支援もあるが、地域の準備性という視点からは、都道府県の制定する条例、制度の運用の方針など
が大きな要素となる場合もある。例えば訪問看護などは、自立支援医療や重度障害者医療などの医
療費助成制度のなかで、どのように利用可能なのかなどが、地域により異なっていたりする。都道
府県レベルで制定されたり、運用の範囲を規定することで、組織や支援者個人のサービス提供が可
能となったりする。HIV 陽性者支援の現場では、実際に相談などでニーズが確認されても、制度が
ないことでサービスの提供が行うことが難しい場合もある。在宅での生活支援などは、今後益々ニー
ズが増加する分野でもあり、NGO などの組織が存在していない地域の場合には、行政によるサー
ビスが HIV 陽性者にとっては、
唯一の具体的なサービスの提供元になる可能性がある。それゆえに、
こうした条例や制度が整うことは、特に行政の支援者がその支援を行いやすくするという意味でも
準備性を構成する要素として考えることができる。
その他、地域の連携という視点からも、エイズ拠点病院・医師会、歯科医師会、薬剤師会・保健・
行政・NGO などをはじめ、保健、行政などの連携やネットワークが制度として公的な位置づけに
ある場合は、HIV 支援に関わる専門家の連携が行われやすいということにもつながると考えられる。
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実践編
この章をどのように活用してもらうのか
前章でもくわしく紹介していますが、「地域における HIV 支
援の準備性」とは何か、という定義についても整理を試み、そ
れらを構成する要素を 1. 支援者個人の能力
機能・位置づけ

2.HIV 支援組織の

3. 地域の制度や条例など、という 3 つのレベ

ルに整理しました。
この章で取りあげる実践の事例は、上記のうちで、1. 支援者
個人の能力と 2. 支援組織の機能・位置づけの準備性を高める
実践を中心とした解説になります。皆様の日常の実践の参考に
なればうれしく思います。
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はじめに
本マニュアルは、関西において開設された HIV 陽性者のための電話相談の立ち上
げ記録をもとに、そのプロセスに関する事柄を抽出して、整理したものです。他地域
における電話相談立ち上げのための実践的資料の 1 つとして参考になれば幸いです。

13

1. チェックリスト
地域の現状と支援ニーズのアセスメント

電話相談立ち上げのプロセスイメージ図

地域の現状を把握する
地域の支援ニーズを明確にする
電話での相談という支援方法の妥当性を検討する

地域の現状と支援ニーズ
のアセスメント
方針の決定
枠組みの設定

方針の決定
目的を設定する

環境の整備

相談の基本姿勢を明確にする

実施対応・手順の決定

プライバシーポリシーを決定する

サービスの運用と見直し

枠組みの設定
決定した方針に基づき、枠組みを検討・決定する
対象者

実施頻度

実施日時

相談時間の目安

スタッフの要件と責務

名称

相談内容と対応の想定

匿名性

相談回数

相談員の担当制

必ず確認する情報

記録

相談内容の共有
環境の整備
電話相談の実施にあたって最低限必要な環境を整備する
スタッフの確保

執務場所の確保

電話の設置

他の備品・消耗品の準備

資料の準備

経費の見積もり

実施対応・手順の決定
方針に沿って相談対応と手順を決定する
相談対応の基本を設定
対象範囲外の方からの相談、対象範囲外の相談テーマへの対応やその手順の検討
上記内容についてマニュアルを作成することの検討
サービスの運用と見直し
相談対応の質を維持・向上するための取り組みをする
対象者に電話相談の存在を周知する方法を検討・実施する
定期的に振り返りを行い、見直しをする
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2. 電話相談立ち上げマニュアル
１ 地域の現状と支援ニーズのアセスメント
地域の現状を把握する

P5「理論編」参照

地域にどのような HIV 陽性者（以下、陽性者）のためのサービスがあるか
（例）
地域に陽性者が実際に利用している（利用しやすい）サービスがあるか
（例）
地域に陽性者のための電話相談があるか
（例）
地域の拠点病院の診療経験やスタッフ構成等から考えて、陽性者が相談できる状況
となっているか
地域の陽性者数やその特徴（感染経路や年齢層等）はどうなっているか
地域の支援ニーズを明確にする

コラム１

すでに支援を提供している人、陽性者と接している人の意見を聞く
（例）
地域の拠点病院スタッフ（外来ナース、ソーシャルワーカー、カウンセラー等）
（例）
保健所で検査相談を担当している保健師
（例）
陽性結果通知場面や病院にて陽性者に接している派遣カウンセラー
（例）
地域で陽性者を対象に活動している団体やグループ
電話での相談という支援方法の妥当性を検討する
（参照：古谷野淳子 電話相談の特徴と課題 , エイズ相談マニュアル ,pp65-70,2008）

※アセスメントの結果、電話相談の実施は妥当ではないという結論もあり得る

コラム１
地域のブロック拠点病院、中核拠点病院で HIV 感染症を担当している看護師・ソー
シャルワーカー・カウンセラーや、地域の派遣カウンセラーに話を聞いてみると、陽
性者の年齢層や性別、セクシュアリティについて、また、陽性者がどんなことを病院
で相談をしているのかがわかります。病院で解決できていることだけではなく、病院
で解決できずに困っていること、病院ではなく地域でこそ担えることがわかることも
あります。
ある拠点病院のソーシャルワーカーは、「陽性者自身は病院でさまざまなスタッフ
に相談するなど選択肢がある。しかし、病名を知らされたパートナーや家族は、知ら
された当時は、説明を聞くためや検査を受けるために病院に来ていても、その後相談
を受ける事がほとんどない。時に、とても悩んでいたことを知らされることがあり、
パートナーや家族が、陽性者自身のプライバシーが守られた上で相談できる先があっ
たらいいと考えているが病院では担いにくいと思っている」と教えてくれました。
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２ 方針の決定
目的を設定する
地域の支援ニーズに基づいて設定する
（例）
話しにくい、話す場所がない、どこに話したらいいかわからない人に相談の機会を
提供する
（例）
陽性判明直後の人が利用できるサービスにする
（例）
検査環境改善のための情報収集と検査機関への還元もする
相談の基本姿勢を明確にする

コラム２

相談の基本姿勢を相談員全員で共有するか個々に委ねるか決定する
当該電話相談の範囲と限界を認識する
（例）
電話というツールの限界を認識する
（例）
対応可能な相談内容の範囲を設定する
プライバシーポリシーを決定する
（例）
電話相談で得た情報をそれ以外の場で活用しない
（例）
同じ利用者に関わる情報を他の場で得た場合には、電話相談の活動には利用しない
コラム２
どこまで相談にのるか、
どういう姿勢で相談にのるかを個々の相談員に任せた方が、
のびのびと話が聞けるのではないかという意見が出ました。しかし、特定の相談員を
名指しで世間話を目的に電話をしてくる利用者が現れ、回線が占有されてしまう状況
が起こったため、世間話につき合うかどうかをみんなで検討し、相談の基本姿勢を共
有することになりました。

３ 枠組みの設定
決定した方針に基づき、枠組みを検討・決定する
対象者
（例）
陽性の人全般
（例）
陽性の人とその周囲の人（パートナー、家族、友人等）
（例）
陽性判明直後の人
（例）
スクリーニング検査結果陽性の人
（例）
感染の不安を感じている人
実施頻度
（例）
週1回
（例）
毎日
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実践編①

実施日時

電話相談立ち上げマニュアル

コラム３

（例）
平日夜間
（例）
土曜日昼
相談時間の目安
（例）1 時間
（例）
設定なし（利用者が切るまで）
スタッフの要件と責務
（例）
相談の基本姿勢に沿って相談ができる
（例）
陽性者の相談支援を経験している
（例）
電話相談についての研修を受けたことがある
（例）
定期的に事例検討会に参加できる
名称

コラム４

（例）
対象者にとってわかりやすい名称にする
（例）HIV 感染症をイメージするような言葉を避けた名称にする
コラム３
相談の頻度や日時に関しては、地域のニーズとともにマンパワーや予算により現実
的に可能な範囲を検討する必要がありました。地域には就労している年齢層の陽性者
が多いことから、電話相談の開設時間は、日中より夕方以降が適当だと思われまし
た。毎日開設をしていることが利用しやすさにつながるのは理解していましたが、開
設当時スタッフが 2 名しかおらず、まずは定期的な実施や継続を優先し、週 1 回の実
施が現実的と判断しました。また、相談終了時間に関しては、スタッフの帰宅にかか
る時間を考えると、終了時間間際に相談があったとしても、その記録を終え、事務所
を 22 時には出られるように、21 時までを相談実施時間とすることを決めました。
電話相談後に本人が必要機関に連絡をする場合、電話相談後に土日を挟まないでよ
いように、現実的に可能な曜日の中から水曜日に決定しました。

コラム４
「エイズ電話相談」など
「HIV」
「エイズ」という用語を入れることで、何をしている
ところかが分かりやすくなるという意見と、広報用の紙資材に「HIV」「エイズ」と明
記していると、持っている・見ているだけで、他者に病名が知られてしまうのではな
いかと陽性者に心配をさせてしまう可能性があるという意見が出ました。
電話相談があるという情報を利用者自ら見つけやすくするために、また対象とする
人に情報を届けるために、どのような経路や媒体で広報を行うのかなどを検討しなが
ら、最適な名称を設定することが望ましいと思われます。
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相談内容と対応の想定
どのような相談が寄せらせそうかを想定する
他のサービスに紹介したほうがよいケースを想定する
匿名性
（例）
名前は一切聞かない
（例）
必要な場合に仮名を聞く
（例）
ナンバーディスプレイ機能の無い電話機を設置する
相談回数

コラム５

（例）
すべての相談を
「初めての相談」
として対応する
（例）
継続相談も前提とする
相談員の担当制

コラム５

（例）
継続相談を担当制にする
（例）
相談員は名乗ったり次の担当日を伝えたりせず、継続相談の担当制はとらない
必ず確認する情報

コラム６

（例）HIV 感染を知った時期
（例）
感染を知った場所
（例）
電話相談を知った経緯や情報源
（例）
基本属性（年齢層・居住地等）
記録
相談記録を取るかどうかを決定する
記録を取る場合には記録用紙を用意する
P29「相談記録シート」
参照
記録を取る場合には保管の方法を確認する
記録の閲覧範囲を決定する
相談内容の共有
相談で得られた情報についてメンバー間での共有の範囲と方法について検討する
（例）
メーリングリストでは、相談件数と相談のテーマの共有にとどめる
（例）
定期的に開催する事例検討会では、具体的な内容や利用者の様子を共有するが、参
加メンバーは検討会以外での口外はしない
コラム５
複数の相談員でシフト制による相談対応をすることになり、担当者を決めて継続し
た相談にのることは難しくなりました。
「一期一会」の相談とすることを決め、単回の
相談で対応できる範囲に限ることにしました。そのため、経過を一緒にフォローする
必要がある内容の相談であった場合には、
「課題に一緒に取り組み、経過を一緒に過
ごしていくことが望ましいと思う」ことを利用者に伝え、了解を得た上で、それが可
能になる支援サービスの紹介を優先することが、対応の枠組みとして検討されました。

18

実践編①

電話相談立ち上げマニュアル

コラム６
対象者をしぼった電話相談の場合には、利用者が対象者なのかどうかを確認する必
要があります。対象者でない場合には、対象者からの相談が受けられるように回線を
極力空けておく必要があるからです（特に時間の限られた設定、電話回線が 1 本などの設定の
場合）。陽性者を対象にした場合には、利用者が陽性者であるかどうかを確認するた

めに（未検査であっても陽性と思い込んでいる場合もあります）、感染を知ったのがいつなのか
を聞くなどの方法があります。また電話相談についてどこで知ったのかを確認するこ
とで、広報の効果を測定・改善することも可能になります。
むやみやたらと相談員から質問してしまうと、相談する気持ちが失せてしまう可能
性もあるため、確認事項は最低限の項目に絞る必要があるでしょう。また、なぜ聞く
のかを説明する配慮も必要でしょう。

４ 環境の整備
電話相談の実施にあたって最低限必要な環境を整備する
スタッフの確保
電話相談を担当するスタッフ
相談員のスーパバイズ、必要事務、広報を担当するスタッフが相談員と別に必要かを
検討する
執務場所の確保
相談員が集中して相談にのることのできる場所を確保する
電話の設置
固定電話、携帯電話、転送電話、フリーダイアル等回線の設定を検討する
電話機の選定には、匿名性に配慮してナンバーディスプレイのない電話機を選ぶこと
や、盗聴に配慮して有線の電話機を選ぶこと等を検討する
他の備品・消耗品の準備
相談場面で情報を検索するためにインターネットが利用できるようにパソコンを用意
することや、記録を保管する場合には鍵付きのキャビネットを用意すること等を検討
する
資料の準備

コラム７

コラム８

紹介先に関する資料をまとめる
相談に関連する資材・資料を収集する
インターネット環境を設定する場合は、必要なサイトをすぐに閲覧できるようにする
経費の見積もり
（例）
借料・通信費・人件費・交通費・備品費等
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コラム７
治療について聞きたい、
医療費がいくらくらいなのか聞きたい、といった質問があっ
た場合に、
具体的な説明内容を思い出せずにドキッとしてしまうかもしれません。「た
ぶん、○○だと思います」
「確か、○○だと聞いたことがあります」とあいまいなこと
を伝えるわけにはいきません。手元に冊子・資料があれば、記憶に頼る必要はなく「△
△という資料に、こういう風に書いてあります」と答える事が可能になります。また、
相談員によって答えにバラツキがでることなく、共通した内容を伝える事が可能にな
ります。ただし、治療ガイドラインや制度は年々変わることがあるため、資料の更新
を定期的に行うことが必要です。
地域の他のサポート関連等のサービスについても内容を把握してすぐに案内できる
ようにチラシなどを手元に置いておくと役に立ちます。

コラム８
通院開始前や転院についての相談もあり、通院する病院選択の手助けをするために
拠点病院について情報提供を必要とすることがあります。拠点病院であっても診療を
していない病院もありますし、窓口・担当者が決まっている病院もあります。そのた
め、事前にそれぞれの拠点病院に問い合わせをし、病院の状況を確認しておくことが
望ましいでしょう。また、電話相談の利用者に紹介をしてよいかどうか、初診で受診
する場合の具体的な手続きを確認しておくことが、「実際に活用可能な情報」を把握す
るために必要になります。定期的な更新も必要です。
アルコールや薬物についての相談窓口や専門病院などについても、同様に、事前の
確認作業が必要であり、かつ、定期的に更新することが必要になります。
このような作業を通して、関係づくりができ、お互いに安心して紹介できるように
なると考えます。またスムースな連携が図れるようになり、陽性者支援のネットワー
ク構築に繋がるでしょう。

５ 実施対応・手順の決定
方針に沿って相談対応と手順を決定する
相談対応の基本を設定
（例）
電話が鳴るところから相談終了までのフロー
対象範囲外の方からの相談、対象範囲外の相談テーマへの対応やその手順の検討
（例）
感染不安の相談
（例）
セクハラのような電話
上記内容についてマニュアルを作成することの検討
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電話相談立ち上げマニュアル

６ サービスの運用と見直し
相談対応の質を維持・向上するための取り組みをする
相談員の質を維持・向上するための取り組み
（例）
事例検討の機会をつくる
（例）
スーパバイズ体制を整備する
資料・資材の整理と更新
（例）
定期的に情報の変更を確認する
（例）
インターネット上の情報を整理して相談中に探しやすくする
相談員を養成する取り組み
（例）
他機関の実施する研修へ参加してもらう
（例）
研修を独自に実施する
（例）
相談員候補は相談員を見本とし実地で学ぶ
対象者に電話相談の存在を周知する方法を検討・実施する
（例）
拠点病院のスタッフや検査に関わる人等に周知する
（例）
ホームページを作成する
（例）
当該電話相談の特徴をわかりやすく表現する
（例）
特に誰に周知したいのか、どのような方法にするのかを検討する
定期的に振り返りを行い、見直しをする
（例）
対象としている人たちからの利用件数はどのくらいか
（例）
相談内容に対して相談員のスキルや資料準備は対応できているか
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実践編②
HIV 陽性者相談の対応と留意点
～ぷれいす東京の活動をもとに～
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HIV 陽性者の相談ニーズのまとめ

はじめに
本章では、ぷれいす東京でこれまでに行われてきた、HIV 陽性者とその周囲の人の
ための相談サービスの経験をもとに、HIV 陽性者相談の対応と留意点を初回相談を中
心に
「相談サービスの流れ」
としてまとめ、「相談記録シート」を作成し、陽性者相談に
活用できるツールとしています。
このツールの作成にあたっては、ぷれいす東京の陽性者相談の対応経験や、そこで
聞かれてきた陽性者の声をもとに、HIV 陽性者相談に活用できるツールの作成を試み
ました。HIV 陽性者の支援を行う様々な支援者にご活用いただければと思います。
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1. 相談体制
相談活動を行う際の準備
地域で活用できるリソースの有無
準備性のチェックは、P13「電話相談立ち上げマニュアル」参照
ぷれいす東京の相談体制
相談対応：電話、対面相談、メール /FAX
相談員の構成：常勤 2 名、非常勤 4 名（男性 4 名、女性 2 名）
相談員の背景：社会福祉士 4 名、医師 1 名、その他 1 名。セクシュアリティは多様。
相談対象者：HIV 陽性者、判定保留 / 確認検査待ち、パートナー / 配偶者や家族などの
周囲の人、専門家
記録：電子記録票で保存管理。相談員のみ閲覧可能。
その他：事務担当者 1 名
電話相談
名称：
「ぷれいす東京ポジティブライン」
番号：0120 − 02 − 8341（1 回線）（2009 年より厚生労働省の委託事業）
全国の固定電話・携帯電話に対応。発信者の電話番号は非表示。
相談日時：月曜日～土曜日 13:00 ～ 20:00（祝日、年末年始を除く）
対応：6 名の相談員のシフト制。1 日につき 2 名以上の相談員を配置した複数体制。
対面相談
相談日時：月曜日～土曜日 12:00 ～ 19:00（祝日、年末年始を除く）
対応：4 名の相談員（常勤 2 名、非常勤 2 名）
メール /FAX 相談
対面相談後のフォローアップ、問い合わせへの対応として、事務所内の相談員専用ア
ドレスで対応。
特徴、配慮事項
①相談者が氏名や居住地域等を問われない匿名性を確保し対応
②話す内容は本人の自主性を尊重し、話せる範囲で話してもらう
③相談員は、非審判的な態度で話を傾聴
④面談の場合、プライバシーが確保された安全な場を設定
⑤背景が多様な複数の相談員で対応
⑥判定保留や確認検査待ちも相談の対象とし、可能な範囲で確認後の連絡を促す
⑦定期的なカンファレンスは特になく、必要に応じて小ミーティングを開催
⑧制度やその他の HIV に関連する情報はメーリングリストで共有し、シフト調整や
その他連絡事項はメーリングリストや口頭で行う
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2. 具体的な相談サービスの流れ（初回相談を中心に）
相談者の状況把握がより必要と考えられる初回相談を想定し作成した。
相談の流れ
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

状況の確認・把握（インテーク）
個別問題の整理や把握
ニーズアセスメント
具体的な支援
相談後の流れ

2-1

状況の確認・把握
（インテーク）

相談を受ける側が確認しておく点、聞き取ると参考になると思われる項目をまとめた。それ
ぞれの機関において、聞き取り方、聞き取る内容のレベル設定の確認をしておくことが必要。
①こちらからすべて把握するか
②相手の話から聞き取るか
③どこまで相談者の情報を得るか、どの項目を必須とするか、もしくは任意とするか
状況の確認と把握
項目

留意点・特記

①対象者の確認

確定診断の有無を確認
対象外からの相談もある
対象外であれば他リソースを紹介

②主訴

最初に語られたことが主訴とは限らない

③告知を受けた時期

告知時期によりニーズが異なる
告知直後に相談のニーズは高い

④告知を受けた場所や状況

保健所やクリニック等での自主的な検査、術前検査、
何らかの症状があっての検査、発症入院中の検査な
ど様々な状況での告知がある

⑤通院状況の有無

医療機関にかかることで情報やサポートが増えてい
る可能性がある

⑥相談窓口を知ったきっかけ

専門家からの紹介の場合、特別なニーズを持ちうる
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2-2

個別問題の整理や把握

相談内容、相談者の状況は様々なことが考えられるが、「ニーズが明確な場合」と「不明瞭な
場合」
とにわけ、項目・状態に整理し、問題を把握することが重要だと考えまとめた。
個別問題の整理や把握① ニーズが明確な場合
項目

留意点・特記
・治療環境の状況（医療体制、通院環境、医療従事者との関係性）

医療環境・身体状況

・HIV 関連の治療状況、他疾患の状況
・他科受診の有無
・その他の障がいの有無

生活環境

・社会保障制度の利用状況
・福祉サービスの利用状況
・住宅の状況

就労・就学

・療養と就労 / 就学の関係
・現在までの就労歴

周囲への通知

・周囲への通知の必要性
・個人情報の取扱い方や本人の認識
・周囲への通知による社会のイメージとの向き合い方
・周囲への話せなさがストレスになっている可能性

・性的指向と認識
セクシュアリティと
・周囲の支援の状況
リプロダクティブヘルス
・子づくりの情報の有無、状況
セクシュアルヘルス

・他者への感染の可能性
・セイファーセックス等の情報の有無

その他

・告知時の対応 ・薬物等の依存問題 ・外国人 ・DV
・海外渡航（留学）や海外からの帰国 ・法律的な問題

個別問題の整理や把握② ニーズが漠然として不明瞭な場合
状態

留意点や特記

告知直後の混乱

・現実レベルと感情レベルの話が並行して進む
・感情の起伏が大きく自分自身のニーズの把握が困難
・最悪の場面を想定しての混乱
・人によって混乱の度合いや期間は異なる

漠然とした不安感

・内面にある HIV のネガティブなイメージの影響
・今後の生活や治療の見通しの立たなさ
・ネット等での偏った過剰な情報収集
・身体面の自信の喪失
・感染にいたる性行動やセクシュアリティに対する罪悪感

心理的な孤立感

・周囲への通知のしにくさによるストレスや孤立感
・生活の中での HIV 陽性者の見えにくさ

< 全体の留意点 >
１．明瞭、不明瞭というのは明確に分けられるものではなく、1 回の相談の中に混
在している場合がある。
２．相談される問題は、1 つの項目のみに当てはまるとは限らず、複数あることも
あれば、複数の項目がそれぞれに関連し影響している場合もある。
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ニーズアセスメント

アセスメントのポイントと項目
①聞き取った内容を相談者と相談員で確認する
②課題の明確化とフィードバックを行う
③課題が複数ある場合は優先順位をつける
アセスメントする項目
・医療環境
・身体状況
・精神面、心理面の状態
・個人的な周囲の支援環境
・専門家による支援環境
・社会保障、福祉サービスの利用
2-4

具体的な支援

支援のあり方や目標は、
相談体制と同じく所属する機関により違いがあることが考えられる。
ここでは、ぷれいす東京における支援のあり方・目標をまとめ、その具体的な方法を①感情の
表出、②情報提供、③具体的な問題解決に分類し、対応の順にまとめ、留意点や特記事項を書
き記す。
ぷれいす東京の支援のあり方・目標
相談者が自己の状態を自らアセスメントし、対処力を高められるようにする
偏りのない事例や複数の選択肢を提示、最終的な選択を相談者自身で行えるようにする
相談者の能力を引き出し、行動できるようにする
具体的な支援 －支援の方法－
①感情の表出

②情報提供

③具体的な
問題解決

相談者への共感（受容される経験）、感情の整理

留意点・特記

・非審判的な態度での傾聴
・複数回に分けるなど、状
況に応じたアセスメントで
整理・把握する
・本人の意思確認を行いつ
つ、具体的なサービス利用
につなげる
（例 手記執筆、インタビュー協力等）
・本人による相談行動の客
観的な評価をフィードバッ
3）医療機関や動員可能なリソース
ニーズにあった専門病院の情報提供や受診支援 クしつつ、相談行動の意味
付けを行う
専門家の紹介など外部リソースの情報提供
・できるだけ多くのリソー
スを紹介し、HIV に関する
優先順位の整理
支援や対処のネットワーク
シミュレーション
を広げる
短・長期的なゴールの設定
・対応機関での限界設定を
内外の資源の活用
確認する
1) 情報
客観的な情報の提示（調査・研究データ等）による
イメージの矯正
2）当事者
当事者同士の交流の場やプログラム、インター
ネット等の情報提供
当事者としての今後の関り方・協力の仕方
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2-5

相談後の流れ

相談後に想定される流れは、①相談の集結、②継続的な相談、③他のサービスの利用、が想
定される。
なお、
「2-4 具体的な支援」で示した「当事者同士の交流に関する情報提供」に関して、当
事者同士の直接的な交流プログラムは大都市圏以外の地域では極めて少ないため、事前の情報
収集が重要である。
相談後の流れ
流れ

留意点・特記

・相談者と支援者で相談の振り返りを行う
・相談者と支援者のお互いの関係性の確認を行う
・専門的な内容、混乱の度合いが高い場合は複数回の相談を促す
相談の終結
・問題や情報提供によるその後の変化について経過報告を促す
継続的な相談
・他のサービスの詳しい案内を行い、必要に応じ導入を検討し、
他のサービス利用
具体的な利用につなげる
・相談者の状態や対応を記録する
・匿名相談の場合は、その後の経過は追いにくい為、工夫が必要
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3. 相談記録シート
このシートは、相談者の背景や相談ニーズを把握し、整理、記録しておくものである。ぷれいす
東京で使用されている相談記録の内容を見直し、他相談機関の記録用紙も参考に作成した。
このシートは、1 回の相談につき 1 シート記入するようになっている。また、相談を受けながら
項目を見ることで聞き漏れを少なくし、相談内容のポイントを把握しやすくすることも意図してい
る。なお、1 回の相談に複数のニーズが存在し関連しあうなど、項目の選択に苦慮する場合が少な
くないため、極力内容が重複しないような項目作りを心掛けている。
また、このシートは初回相談を想定し作成しているため、新規相談者の補足項目を含んでいるが、
シートの他の基本属性、相談内容の部分については、継続相談でも使用できるようになっている。
以下、シート利用時の留意点や各部分について、重要な部分を解説する。
3-1 情報収集の留意点
相談を行う際に、相談者の状況を把握、理解するために、相手の情報収集が必要になる。収
集する情報については、それぞれの所属機関における支援のあり方や目標には違いがあること
から、相談を受ける前にあらかじめ検討しておく必要がある。また、相談者が自己開示の範囲
を選択できるようにすることは、話しやすさ、つながりやすさに影響するため、配慮すること
かめい

が望まれる。匿名で相談を受ける場合は、仮名 / ペンネーム等を設定してもらうなどの工夫を
すると記録の管理がしやすくなる。
3-2 基本属性
HIV 陽性者の初回の相談において確認しておくと状況を把握しやすい点をまとめている。今
回のシートでは相談者の属性について、判定保留 / 確認検査待ちも対象としている。加えて、
その周囲の人、パートナーや家族は、陽性者本人のプライバシーのこともあり相談できる場所
が少ないこと、専門家の場合は、支援協力の依頼や資源の問い合わせなどで、陽性者自身のメ
リットにつながることから、相談の対象としている。周囲の対象範囲については各機関で検討
いただきたい。
3-3 新規相談者の補足項目
初回相談において、相談者が相談の対象者かどうかを確認する際に利用できるものにもなっ
ている。項目の⑤で通院中の医療機関の有無を聞く項目があるが、この項目は相談者の医療環
境の把握だけでなく、陽性判明後に医療につながれないケース、通院を自己中断しているケー
スなど、医療との関わり方の確認にも用いられる項目である。
なお、周囲の人等の場合は、基本属性の補足項目に相談者本人の情報を記入し、相談の対象
となる HIV 陽性者の情報をこちらで把握することにより、それぞれの状況の整理ができるよう
にした。
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3-4 相談内容
主に相談者のニーズをシートに書き記すことを目的として作成している。そのため、相談員
の主観はできるだけ避けて記入できる項目になっている。相談内容はひとつと限らず、多岐に
わたる場合も少なくないため、該当する項目は複数選択とした。なお、項目ごとの優先順位に
ついては想定していない。
以下、各項目の記入において必要な留意点をあげる。
2. 告知直後の漠然とした相談：相談者が周囲やその他の人の場合は、「告知」を「通知」に
読み替え、
「他陽性者との交流」
も
「同じ立場の人との交流」として対応する。
3. 対人関係に関する相談：具体的な対象者がいる場合に記入する。対象者が複数の場合、
相談内容が異なる場合は複数を選択するが、個別に対応させての把握は困難となる。周
囲の人の場合、多くが陽性者に対するものなので、特に＜内容＞に該当する場合のみを
記入し、その他はそれぞれ該当する他項目を選択する。
4 − 1. 生活に関する相談：相談を担当した者によって記入に差異が生じやすいため、で
きる限りわかりやすい選択肢とした。事前に対応者間で事例を用いるなどして、記入時
の確認等行っておくといい項目である。
4 − 2. 制度に関する相談：より具体的に、各種制度を利用する際の不安や情報収集に関
して相談された場合に記入する。
5. 心理や精神に関する相談：
「精神疾患」や「依存」については、相談の中で自ら疾患名等
の開示があり、それに関連した相談があった場合に記入する。
7. 医療体制や受診に関する相談：告知直後の受診前相談や他科受診についての相談も含
む。精神科医療機関の情報等はここに、精神科を受診すべき状態かなど、本人の状況に
ついての相談は項目 6 に記入する。
8. 医療機関以外の支援機関・リソースへのアクセス：当事者団体などのサービスに関す
る相談のほか、海外の具体的な情報提供を希望された場合も記入する。
9.連絡等のコミュニケーション：
「積極的な協力」とは、アンケートへの協力やボランティ
ア活動など、陽性者やその周囲の人が積極的に参加できる活動への相談や連絡があった
場合に記入する。

このシートは、ぷれいす東京の記録や相談内容をもとに作成したものであるため、各項目や
内容の選択肢については、使用する各々の機関に応じた追加・削除を行い、実践に沿ったより
使いやすいものにしていただきたい。
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相談記録シート
■ 基本属性

■ 相談内容

① ケース名（

）

1 検査や告知に関する相談

② 対応方法（電話・対面・メール）

＜内容＞

③ 対応日時（20 年 月 日）

□ 告知の状況

④ 対応者（

□ 検査機関の対応

）

⑤ 性別（男性・女性・その他・不明）

□ 検査の信憑性

⑥ 居住地（北海道 / 東北・関東・甲信越 / 北陸・東海・

□ その他
（

）

近畿・中国 / 四国・九州 / 沖縄・海外・不明）
⑦ 年齢（10 代以下・20 代・30 代・40 代・50 代・
60 代・70 代以上）

2 告知直後の漠然とした相談
（3 ヶ月以内の場合記入）

⑧ 相談者の属性（陽性者、判定保留 / 確認検査待ち）

＜内容＞
□ プライバシー不安

※相談者の属性が HIV 陽性者以外の場合は⑧の属

□ 生活のイメージ

性を以下に変更し、補足項目の①と②を追加。

□ 身体状況に関する不安

・HIV 陽性者の周囲の人

□ 漠然とした不安や混乱

＜属性＞ 家族、配偶者 / パートナー、友人 / 知人、

□ 他陽性者との交流

元パートナー、会社、性的関係のあった人、その

□ その他
（

他（

・専門家（外部）からの相談や連携

3 対人関係に関する相談

＜属性＞ 医療機関、保健所等、福祉関連、地域団体、

＜対象＞

障害者雇用人事、その他

□ 家族

① 情報源（

）

□ 配偶者 / パートナー

② 通知後の経過日数
（

）

）

□ 元パートナー

/ 日、週、ヶ月、年）

□ 友人 / 知人
□ 会社

▼ 新規相談者の補足項目
① 情報源（

□ 性的関係のあった人
）

□ 行政

② 告知後の経過日数
（

□ 他陽性者

/ 日、週、ヶ月、年）

□ NGO スタッフ

③ 告知を受けた場所

□ その他
（

（保健所 / 検査所、医療機関（外来）、医療機関（入院）、
自己検査キット、献血、イベント、その他）

□ HIV の通知

④ 検査のきっかけ

□ 性に関する相談

（無症状・自発的、HIV 関連の症状、その他の症状、

（sex、
セクシュアリティ、
セイファーセックス等）

術前検査、妊産婦検診、健康診断、性的接触があっ

□ プライバシー

た相手からの通知、献血、その他）

□ トラブル

⑤ 通院中（または予定）の医療機関の有無（有・無）

□ 検査
（受検勧奨等）

医療機関名（

）

）

＜内容＞

□ その他
（

）
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4 − 1 生活に関する相談

6 病気や病態の変化や服薬

＜内容＞

＜内容＞

□ 就労 / 就学

□ 投薬前の不安

□ 経済的な問題

□ 副作用

□ 医療費

□ CD4 の変化

□ 住宅問題 / ホームレス（野宿生活）

□ HIV の関連症状

□ 生命保険

□ その他の疾患

□ 法律問題

□ 服薬の継続

□ 外国人

□ 入院中の病態

□ 海外渡航（留学）/ 海外からの帰国

□ その他
（

□ その他（

）

）
7 医療体制や受診に関する相談

4 − 2 制度に関する相談

＜内容＞

＜内容＞

□ 医療従事者とのコミュニケーション

□ サービス利用時の対応

□ 医療・検査機関の選択

□ プライバシー

□ 歯科受診

□ 障害者の制度利用

□ 精神科受診

（手帳取得、医療費＜自立支援・重度医療＞、障害

□ 他科受診

者控除、施設入所 ）

□ 通院や服薬の中断・拒否

□ 健康保険

□ セカンドオピニオン

（高額療養、傷病手当、付加給付、後期高齢者医療）

□ その他
（

）

□ 生活保護
□ 障害年金

8 医療機関以外の支援機関・リソースへのアクセス

□ 障害者雇用

＜内容＞

□ 失業給付

□ 地域の支援団体

□ 特定疾病療養費

□ 所属機関の利用

□ ビザ

□ その他機関・リソースの利用

□ その他（

）

□ 他陽性者との交流
□ 外国の情報
（ビザ、医療機関、医療状況）

5 心理や精神に関する相談

□ その他
（

）

＜内容＞
□ 精神疾患

9 連絡等のコミュニケーション

（統合失調、躁鬱病、人格障害、パニック障害、そ

＜内容＞

の他）

□ 近況報告

□ 薬物依存

□ 面談等のアポイントメント

□ その他依存傾向

□ 積極的な協力

（アルコール、セックス、ギャンブル、対人、その他）

□ その他
（

）

□ 自殺念虜
□ ストレス

10 相談員の対応

□ 人間関係の閉塞感

（

内容を記入

）

□ セクシュアリティの受容
□ HIV の受容

11 ニーズから発生した外部連絡

□ 精神科の受療に関する状況
□ その他（
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4. 参考資料・参考文献
参考資料

2008 年度のぷれいす東京に寄せられた HIV 陽性者の相談ニーズのまとめ

ぷれいす東京に寄せられた相談の内容から、どのようなニーズがあるかをまとめた。今回は、
2008 年度の 1 年間において、陽性者
（403 名）から寄せられた内容を、ぷれいす東京で使用してい
た 1 ～ 10 の相談項目で分類し、内容を抽出している。なお、項目の枠内の数字が具体的に寄せら
れた件数なので、どの相談が多かったかを知る目安にしていただきたい。
①検査や告知に関する相談
（42 件）
< 内容 > 判定保留時の不安や混乱、判定保留の結果や検査の信憑性について、告知の状況について、
医療機関での対応について
② HIV によって生じた対人関係上の問題
（232 件）
< 内容 > 人間関係やネットワークの広げ方、家族に対する通知、周囲への通知に対する漠然とした
不安、通知後の関係性や対応、情報提供やサポートについて、人間関係の閉塞感、sex 相手とのト
ラブル
③陽性者のパートナーに関する相談
（107 件）
< 内容 > 通知後の関係性や情報提供、閉塞感の軽減、通知に関する相談、パートナーの検査、パー
トナーとのセックス
④生活上の具体的な問題
（462 件）
< 内容 > 就職・就労の継続、経済的な問題、今後の生活のイメージ、福祉制度について、住宅問題
（野宿生活者）
、法律 / 制度について、生命保険、セクシュアルヘルス
⑤心理や精神に関する相談
（241 件）
< 内容 > 精神科疾患、薬物依存等の依存問題、鬱傾向、メンタル面のバランス、精神科の診療、自
殺念虜、ストレス
⑥病気や病態の変化に伴う不安や混乱
（272 件）
< 内容 > 告知直後の不安や混乱、服薬の継続や副作用について、服薬前の不安、体調に対する不安、
HIV の関連症状、在宅療養や予後について
⑦医療体制・医療との関わり
（224 件）
< 内容 > 医療従事者とのコミュニケーション、病院選択、医療体制への不満、他科連携、セカンド
オピニオン
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⑧情報や知識の獲得
（136 件）
< 内容 > 医療機関の情報、サポートの情報、福祉制度 / 社会保障制度、海外の情報、地方のリソース、
就労情報、入所施設
⑨積極的な参加
（他の陽性者に会いたい等）
（406 件）
< 内容 > ぷれいす東京のプログラムへの参加、手記や原稿の執筆、取材・インタビュー協力、他陽
性者との交流、ボランティア参加、当事者グループ活動
⑩連絡等のコミュニケーション
（437 件）
< 内容 > 近況報告、連絡、面談のアポイントメント

参考文献
１．「The needs of people living with HIV in the UK:a guide ～イギリスに住む HIV 陽性者の
ニーズ～」, 平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業 地域における HIV 陽性者
等支援のための研究 ,2009.
２．池上千寿子 : エイズ患者・HIV 感染者に対する直接支援に関する研究 , 平成 8 年度厚生科学研究
費助成厚生省エイズ対策研究推進事業 ,1999.
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はじめに
当事者の孤立
HIV 陽性者
（以下、陽性者）は医療の進歩によって、より長く生存することが可能に
なりましたが、より自分らしく生きられるようになったとは限りません。差別や偏見
のために、HIV に感染しているという情報を周囲に対してコントロールしながら暮ら
している人は多く、それゆえ支援ネットワークになり得る個人的な人間関係の繋がり
をも狭めてしまいます。こういった社会状況では、HIV を持ちながら暮らしている当
事者のリアリティが伝わりにくいため、差別や偏見が解消されにくいのです。また、
自分が陽性となった場合にどんな生活をするのかといったイメージも得にくいです。
実際に多くの陽性者が存在していても、周囲の人はそれを知り得ないからで、こうし
て差別や偏見と、当事者である陽性者の孤立といった悪循環が続いてきたのです。
ピアサポートの必要性
長期にわたり日常生活をおくることが可能になった今、陽性者の社会的支援の内容
や方法は、以前より増して幅の広さが求められています。人間関係、お金、仕事、将
来設計、生きがい、恋愛、セックス…。誰もが直面する人生の課題に当然のことなが
ら陽性者も直面するわけですが、そこに HIV が重なることによって問題は複雑にな
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りがちです。そのため、医療支援だけでなく社会的支援、特にこういった様々な課題
に直面している当事者同士による相互支援であるピア・サポートは重要です。
新陽性者のニーズと立ちあげの背景
ぷれいす東京にアクセスをする陽性者は年間に実人数で 450 名以上、うち新規利
用者が 200 名以上を占めます。その中で、陽性と知ってから間もない新陽性者のア
クセスは年々増えています。その多くが
「他の陽性者はどうしているのだろうか」、
「陽
性者同士で会って話がしてみたい」
というニーズを持っています。
一方、陽性者同士といっても、HIV という共通点を持ちつつ、様々な相違点があり
ます。年齢、性別、経済状態、身体状況、セクシュアリティ、健康観、コミュニケー
ションの取り方など多くの相違点を持っている人同士が、お互いを尊重しながら安心
して情報交換や交流をするためには様々な工夫が必要です。特に孤立し不安を持って
いることが多い新陽性者同士がより良く経験を共有するには、陽性と知ったばかりの
時期に合わせた話題にフォーカスし、コミュニケーションを促進する支援的なプログ
ラムが必要であると考えられます。しかし、それまで日本にはそのようなプログラム
がなく、また海外のプログラムは、日本の HIV/AIDS の実情や文化・精神風土を前
提に開発されたものではありませんでした。
このような背景を踏まえ、ぷれいす東京で主体的に様々なプログラムに関わってき
た陽性者の有志と、対人援助の専門家が共同して、新たにこのプログラムを開発・試
行の上、2001 年 4 月に立ち上げられました。2011 年 3 月現在、立ち上げから 10 年
が経過し、通算で 55 期（220 回）開催し、のべ 1157 名（実人数：334 名）が参加しました。
ガイドと別冊マニュアルについて
この
「新陽性者ピア・グループ・ミーティング（PGM）実施ガイド」では、プログラ
ムの全体イメージをつかんでもらえるように、要点のみをかいつまんで紹介するに留
めてあります。別冊として、
「新陽性者ピア・グループ・ミーティング（PGM）運営
マニュアル ファシリテーター用バージョン 2011 年 3 月版」を発行しており、プログ
ラムの詳細に興味のある方はそちらをご覧ください。
別冊は、プログラムを担当するファシリテーターを主な対象に作られたものです。
実践的に役立つように、段取りや実施内容ついて詳細に記述されています。また、立
ち上げから 10 年間にファシリテーターたちによって蓄積されてきたファシリテー
ションのノウハウ、ファシリテーターの役割についての整理、何度も見直し改訂が行
われたきたグランド・ルールの意義や周知方法なども言及されています。さらには、
プログラムを行う上での前提条件と運営体制について整理されたことで、同様のプロ
グラムの実施を検討している他の地域で、それぞれの実状にあわせて活用することが
できるようになったのではないかと考えています。
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1. 実施要綱
プログラム構成
原則的に 1 回約 2 時間（第 4 回目のみ 2 時間半）を 2 週間おきに全 4 回で 1 期とする。
第 1 回目：グループ・ミーティング「うち解けてみよう」2 時間
↓ （2 週間）
第 2 回目：医療情報セッション + グループ・ミーティング 2 時間
↓ （2 週間）
第 3 回目：グループ・ミーティング「お互いをより理解し合う」2 時間
↓ （2 週間）
第 4 回目：グループ・ミーティング「4 回を振り返り、これからへ」2 時間 30 分
参加条件
HIV 陽性であること。
陽性と知ってから 6 ヶ月以内であること。
日本語によるコミュニケーションがとれること。
原則的に 1 期（4 回）にすべて参加できること。
事前に個別のオリエンテーションを受け、グランド・ルールを承諾すること。
定員
5 名～ 7 名
締め切り前でも定員を超えた場合には募集終了とし、それ以降は次の期以降に回ってもらう。締
め切り日になっても定員に達していない場合には、日程を後ろにずらして追加募集を行って定員
に達してから実施する。
募集方法
チラシ、ホームページ（PC、mobile）、メーリングリストなどで、開催日時と締め切りを明示して
募集。初日の 10 日程度前を締切日として、期限を設けて受付をする。
場所
ぷれいす東京多目的室（非公開の場所で申込者に個別に案内をする）
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2. 新陽性者 PGM の目的
新陽性者 PGM とは
新陽性者ピア・グループ・ミーティング
（PGM）とは、陽性と知ってから 6 ヶ月以内の人が少人
数で集まり、お互いに話したり聞いたりする約 2 時間のグループ・ミーティングを 2 週間おきに
計4回
（1 期）
行うもので、陽性と知ってからのより良いスタートを支援するプログラムである。
新陽性者 PGM の目的
新陽性者 PGM の目的を以下の 3 点とした。このプログラムにおいては、①と②が達成される
ことで、③がもたらされると考えている。
①安全な居場所を得て自らの安定をはかる
陽性と知ってから間もない陽性者同士が安全に出会い、プライバシーを守りながら交流可
能な機会を得て、精神的な安定をはかる。
②同じ立場同士で、情報や体験を共有する
陽性を知ってから間もない陽性者同士が、お互いの実体験に基づいた情報や体験を共有す
ることによって、孤立感の軽減や視野の広がりを得て、問題の受容や自分なりの解決方法を
みつける。また、治療や福祉などの情報を増やすことを通じて、自らの置かれている状況を
客観的に把握し、サービス利用者としてより積極的にサービス内容の選択に関与できること
を知る。
③陽性と知ったあとの生活の、より良いスタートとする
①安全な居場所を得て自らの安定をはかり、②同じ立場同士での情報や体験の共有をする
ことで、③陽性と知ったあとの生活の、より良いスタートを切ってもらう。陽性者の生活は
新陽性者 PGM のあとも継続されていくが、そのスタートの部分を支援することにフォーカ
スした目的設定となっている。
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3. 主な特徴
１「より良いスタート」
の支援
陽性と知ってから間もない参加者が安全な居場所を得て、同じ立場同士での情報や体験の共有
をすることで、陽性と知ったあとの生活のより良いスタートを切ってもらうことを目的としてい
る。今後に続く長期療養のスタートを支援するという位置づけである。
P38「新陽性者 PGM の目的」
参照
２「グランド・ルール」
の共有
参加者が安全な
「場」で情報や経験を共有するといった、新陽性者 PGM の目的に沿って、その
場にいる全員が遵守すべき基本のルール「グランド・ルール」を設けてある。安全な「場」とは、安
のことで、物理的に守られている空間だけではなく、プライ
心して話したり聞いたりできる「場」
バシーが守られること、多様性が認められていること、批判にさらされないことなどの条件を満
たしていることが不可欠である。
事前に承諾を得た上で参加の意思を確認し、新陽性者 PGM 各回の冒頭にも再度読み合わせを
行うなどして、グランド・ルールの重要性の認識、理解度の向上、安全な場の共有感を得られる
ような工夫をしている。
P52「グランド・ルール」
参照
３ 少人数による定員制のピア・グループ
同じ立場（ピア）の参加者が、少人数のグループでお互いに話したり聞いたりして、情報交換や交
流が行われる。感染を知った経緯、周囲との人間関係、医療従事者とのコミュニケーション、恋
愛やセックス、日常生活や仕事、服薬や副作用、福祉制度や経済的な話題など様々である。
P37「実施要項」
参照
４ インテイクとオリエンテーション
申し込みからグループ・ミーティング参加までの手続きとしては、参加希望者にまず個別にイ
ンテイク（初回面接）をしてニーズ・アセスメントを行い、オリエンテーションを行った上で新陽性
者 PGM に参加してもらう。
P43「申し込みから参加まで」
参照
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５ 4 回を 1 期とするプログラム構成
4 回ともに同じメンバー（参加者、ファシリテーター）て ゙行う。第 1 回目にお互いを知り合い、回を
重ねるうちに打ち解け、より理解し合い、最終回は全体 4 回を振り返り、今後に向けて考えるワー
クをもって修了となる。全 4 回を通して 1 つのプログラムとなっている。
P42「新陽性者 PGM1 期の流れ」
参照
①医療情報セッション
第 2 回目の前半は基礎的な HIV の医療情報のレクチャーを医療情報スタッフ（医療従事者）が
行い、後半はそのスタッフも残って質疑応答を含んだグループ・ミーティングを行う。
P44「第 1 回（初回）～第 4 回（最終回）」
参照
いろがみ

②
「今の私は」
と色紙のワーク
時間の経過と自分自身の変化（または変化しないこと）を感じてもらい、さらに新陽性者 PGM
修了後の将来のイメージにつなげてもらうための 2 つのワークを取り入れている。
P44「第 1 回（初回）～第 4 回（最終回）」
参照
６ ダブル・ファシリテーター
バックグランドの異なる 2 名が共同して 1 期 4 回のファシリテーションを行うのが特徴で、そ
れぞれをピア・ファシリテーターとスタッフ・ファシリテーターと呼んでいる。新陽性者 PGM
のファシリテーターは、単なる司会、進行役ではなく、グループでお互いが話したり聞いたり感
じたりすることを促し、それぞれの経験や意見を引き出し、参加者の持っている個々の力がグルー
プの中で相互的に働きあうことを支援する役割を持つ。役割分担や進行方法、話題の展開、
グルー
プ運営と介入の程度などを、2 人で話し合って決めていく。
①ピア・ファシリテーター（PF）
陽性と知ってから 2 年以上経過していて、一定のトレーニングを受けた陽性者が、ピア・
ファシリテーターとして新たに感染がわかった新陽性者をグループ支援する。同じ陽性者の
立場から、新陽性者が経験や知識を共有することを支援したり、できる範囲で自分自身の経
験も参加者と共有する。振り返りミーティングに最低でも 2 回以上参加して、他のファシリ
テーターの新陽性者 PGM での経験を共有した上で活動を開始する。通院、服薬経験があっ
たほうが望ましい。
②スタッフ・ファシリテーター（SF）
HIV の分野に限らない様々な分野での対人援助やグループワークの経験者が、一定のト
レーニングを受けてスタッフ・ファシリテーターとなる。対人援助経験で培った支援姿勢や
グループワークのノウハウを生かして、グループ支援を行う。振り返りミーティングなどに
最低でも 2 回以上参加し、他のファシリテーターの経験を共有した上で、ファシリテーター
として活動開始することが望ましい。HIV 陽性者対応経験が少ない場合は振り返りミーティ
ングに多めに参加した上で活動開始する。
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７ グループ・スーパービジョン
1 期を終えた担当ファシリテーターは、他の待機ファシリテーターを交えて、グループ・スー
パービジョンの場である
「全体振り返りミーティング」
を持つ。担当ファシリテーターが、参加者
の個人が特定されない形で 1 期に起きたことを振り返り、待機ファシリテーターと共有する。ま
た、新規のファシリテーター候補がすでに活動しているファシリテーターと経験を共有して、疑
似体験的にトレーニングを積むことが可能である。
P45「振り返りミーティング」
参照
８ プログラム化されていることのメリット
陽性と知ってから間もない参加者にとっては、他の新陽性者と偶発的に出会うのではなく、安
全なプログラムの枠組みの中で、グループのいち参加者として出会うことができるというメリッ
トがある。ファシリテーターにとっては、プログラムの中での役割に応じて、限られた責任の範
疇で活動ができるというメリットがある。また、新陽性者 PGM の卒業生が、数年後にピア・ファ
シリテーターとなるという循環が生まれることも、継続的に運営されているプログラムのメリッ
トである。
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4. 新陽性者 PGM1 期の流れ
インテイク

参加希望者 1 名 / 相談員

オリエンテーション

※図の各項目についている①～⑨の番号は、

１

P43 ～ 45 の番号に対応しています。

参加希望者 1 名 / コーディネーター

２

３

ファシリテーター事前ミーティング

（ファシリテーター 2名/コーディネーター /相談員）

第 1 回目（初回）
グループ・ミーティング「うち解けてみよう」

４

参加者 5 ～ 7 名 / ファシリテーター 2 名

８

各回の振り返り

（ファシリテーター 2 名 / コーディネーター）

第 2 回目
医療情報セッション + グループ・ミーティング

５

参加者 5 ～ 7 名 / ファシリテーター 2 名 / 医療情報スタッフ 1 名

８

各回の振り返り

（ファシリテーター 2 名 /
医療情報スタッフ / コーディネーター）

第 3 回目
図 1．新陽性者 PGM1 期の流れ
グループ・ミーティング「お互いをより理解し合う」

６

参加者 5 ～ 7 名 / ファシリテーター 2 名

８

各回の振り返り

（ファシリテーター 2 名 / コーディネーター）

第 4 回目（最終回）
グループ・ミーティング「4 回を振り返り、これからへ」

７

参加者 5 ～ 7 名 / ファシリテーター 2 名

各回の振り返り

８

（ファシリテーター 2 名 / コーディネーター）

９

全体振り返りミーティング

（ファシリテーター 2 名 / 医療情報スタッフ /
待機ファシリテーター数名 / コーディネーター / 相談員）
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申し込みから参加まで
① インテイク
（初回面接）
相談員が担当して参加希望者に 1 対 1 で行う初回面接である。相談員は、参加希望者が参加条
件（1．HIV陽性が検査で確認されていること。2．陽性と知ってから6 ヶ月以内であること。3．日本語でのコミュ
ニケーションがとれること）を確認し、グループ・ミーティングへの適応状態かどうかを判断する。

新陽性者 PGM に参加することが、本人にとってもグループにとってもメリットがあるかどうか
を検討し、場合によっては個別相談など他のサービスを勧める、あるいは併用を勧めることもあ
る。
また、一部の情報をコーディネーターが共有することを説明したうえで、連絡先（メールアドレス、
携帯電話など）
など所定のフォームに記入してもらう。

② オリエンテーション
コーディネーターが担当して、参加希望者に 1 対 1 で行う。参加希望者に新陽性者 PGM のイ
メージをつかんでもらうために、
フライヤーを見せながらおおまかな流れを説明して質問を受け、
グランドルールを説明し承諾の上で改めて参加の意思を確認する。より安心な気持ちで新陽性者
PGM に参加してもらうことを旨とする。
また、
「参加前アンケート」
に記入してもらいグループの事前情報を得て、さらに「今の私は」に
記入をしてもらい、参加者が新陽性者 PGM 第 4 回目に振り返ることができるようにする。
最後に、連絡先、日程、場所の確認を行い、コーディネーターから連絡する可能性があること
を説明、了承を得る。
③ ファシリテーター事前ミーティング
前半は、担当ファシリテーター 2 名（ピア・ファシリテーター、スタッフ・ファシリテーター）、コーディ
ネーター、相談員でのグループ情報の共有を行う。ファシリテーターは担当グループの「参加前
アンケート」
の集計データを見て、その回の参加者の傾向（告知時期、陽性と知った経緯、周囲への通知、
通院、服薬、身障者手帳取得の有無、新陽性者 PGM に求めていること、話したい / 話したくない話題など）を把

握する。
また、
特筆事項があれば、
グループ情報として個人を特定しない形で相談員より共有する。
後半は、担当ファシリテーター 2 名による打ち合わせを行う。進行方法、話題提供の仕方、ファ
シリテーター同士の役割分担などを話し合って決める。2 人のグループへとの関わり方（参加感、
コントロール感、介入の度合いなど）のイメージを、お互いに大まかにでもつかんでおく。

また、全 4 回の大まかなイメージ（話題展開、グループの成熟、感情表出など）と、第 1 回目の具体的
な進行方法を確認する。イメージのすりあわせは、第 1 回後（あるいは途中）に修正することもある
ことを前提として行う。さらに、
ピア・ファシリテーターが自分の経験をどの程度まで話すのか（自
己開示の度合い）
、スタッフ・ファシリテーターが自分のバックグランド（職種、セクシュアリティなど）

をどこまで話すのか／話さないのかといったことなどを 2 人で確認しておく。
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第 1 回目
（初回）～ 第 4 回目（最終回）
④ 第1回
（初回）～打ち解けてみよう～
前半は、グランドルールの読み合わせ、名札づくり、
アイスブレイクなどをしたあと、自己紹介や陽性と知っ
てからの経緯などを話してもらい、お互いの状況、立場、
考え方、感じ方を少しずつ理解し合うことから始める。

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

グループ・ミーティング
120 分

後半は前半の話の中から話題を拾って広げたり、あらか
じめ準備してきた話題を話し合ってもらったりする。

開場は 30 分前
概要説明、GR、名札、IB など

1 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

60 分

休憩

10 分

グループ・ミーティング

50 分

アンケート記入（5 ～ 10 分）

⑤ 第 2 回 医療情報セッション
医療情報担当スタッフが加わり、前半には基礎的な
HIV の医療情報のレクチャーを行う。HIV の医学的基礎
知識を得て、
今後の長期療養に役立ててもらう。後半は、
様々な疑問に医療情報担当スタッフが答えたり、他の参

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

レクチャー
120 分

加者やピア・ファシリテーターが体験を共有したり、情
報交換をする。セカンドオピニオンではなく、患者と医

開場は 30 分前
GR、IB、医療情報セッションの説明など

休憩

10 分

質疑応答
2 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

60 分

50 分

アンケート記入（5 ～ 10 分）

療従事者のコミュニケーションの側面支援として行う。
⑥ 第 3 回目 ～お互いをより理解し合う～
アンケートや第 1、2 回目の内容から参加者が話した
い話題を取り上げてみたり、近況や気持ちの変化につい
て話してもらったりして、お互いがよりいっそう交流、
理解し合う。前半、後半を通して自由に話ができる唯一

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

GR、IB など
グループ・ミーティング

120 分

の機会であるため、話を広げたり深めたりして、普段話
せないことも話すことができる場とする。

開場は 30 分前

60 分

休憩

10 分

グループ・ミーティング

50 分

3 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

アンケート記入（5 ～ 10 分）

直前打ち合わせ
（20 ～ 30 分）

開場は 30 分前

⑦ 第 4 回目
（最終回）～ 4 回を振り返り、これからへ～
前半は 1、2、3 回目をふまえて話し足りないことな
どを話してもらう。後半は、まず
「今の私は」
のワークを

グループ・ミーティング

行い、陽性とわかってから、あるいは新陽性者 PGM に
いろがみ

参加する前と後をくらべて振り返る。さらに、
「色紙の

150 分

休憩

60 分

10 分

「今の私は」、色紙など

ワーク」によって、今後をイメージした見通しや希望を
語り、最後に
「参加後アンケート」
を記入してもらうこと

GR、IB など

80 分
4 回目振り返り
（40 ～ 60 分）

アンケート記入（20 ～ 30 分）

で、参加者が新陽性者 PGM を振り返ると同時に、プロ
グラム評価として今後の運営にも役立てるものとする。
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振り返りミーティング
⑧ 各回の振り返り
担当ファシリテーター 2 名とコーディネーター（第 2 回目は医療情報スタッフも参加）が参加して、
その回を振り返る。
まず、各ファシリテーターがその回の印象を感想などを話し、その後で進行（だいたいの話の流れ）
を追いながら 2 人の認識を共有する。この回の話題を整理したり、参加者の参加度合いや居心地
などについても話し合う。また、その回のアンケートも見て次回以降に役立てる。
ファシリテーター自身がネガティブな感情も表出できたり、クールダウンしたりすることがで
きる場でもある。記録はコーディネーターが行い 1 期を通じた状況把握をしやすくしておく。

⑨ 全体振り返りミーティング
（グループ・スーパービジョン）
担当ファシリテーター 2名と、医療情報セッション担当スタッフ、待機ファ
1期終了するごとに、
シリテーター、相談員、コーディネーターが集まって、グループ・スーパービジョンの場である
「全体振り返りミーティング」
を行う。
まず、
「参加前アンケート」
と
「参加後アンケート」を集計した資料をもとに、グループの特徴や
人数、出席状況などを共有する。続いて、担当ファシリテーターが 1 期を終えた全体の印象や感
想を話す。その後、コーディネーターが各回の進行記録を読みながら、担当ファシリテーターが
それにそって振り返る。担当ファシリテーターは参加者個人が特定されないような形でその期に
どんなことが起きていたのかをその場で共有し、問題を客観的に捉え直す機会とする。また、担
当ファシリテーターの成功体験の共有だけでなく、不全感ややりにくさなどについても共有でき
ることが大切である。担当ファシリテーターの経験や感情を共有することは、待機ファシリテー
ターにとってのトレーニングにもなる。
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5. アンケートについて
新陽性者PGM1期につき5回のアンケートを実施している。そのうちの2回は、
「効果評価アンケー
ト」、3 回は
「期間中アンケート」である。
「参加前アンケート」（効果評価アンケート）実施：オリエンテーションの時
1．
2．
「第 1 回目後アンケート」（期間中アンケート）実施：第 1 回目終了後
3．
「第 2 回目後アンケート」（期間中アンケート）実施：第 2 回目終了後
4．
「第 3 回目後アンケート」（期間中アンケート）実施：第 3 回目終了後
5．
「参加後アンケート」（効果評価アンケート）実施：第 4 回目の時間内の最後
効果評価アンケート
（
「参加前アンケート」
と
「参加後アンケート」）
新陽性者 PGM の効果を明らかにし、結果をその後のプログラム運営に役立てるために行う。ま
た、対外的に活動報告を行うことで、
より多くの人に役立ててもらうための資料にもなる。アンケー
トはすべて匿名だが、
「参加前アンケート」
と
「参加後アンケート」の記入者が連動するように、アン
ケート用紙にシールを貼って照合できるようにしている。この2つのアンケートを連動させて集計・
分析し、新陽性者 PGM の効果を明らかにする。
①参加前アンケート
参加者の性別、年代、通院の有無、服薬の有無、手帳取得の有無、周囲に病名を開示して
いるかどうか、話したい話題などを把握することにより、どのような状態にある陽性者が参
加しているのかを知る。
②参加後アンケート
新陽性者 PGM に参加することにより、参加者が
「新陽性者 PGM の目的」を得られたかど
うかを知る。具体的に何を得たのか、どのような意識の変化があったのかを、質問項目の回
答や自由記述の内容から把握する。
新陽性者 PGM 期間中アンケート
その回（第 1、2、3 回目）の評価と、次回に話したい話題を把握するために行う。第 1、2、3 回目が
終了するごとに、毎回匿名でアンケートを行う。特にフォローするべき参加者はいるか、次回の話
題はどうするか、ファシリテーションの仕方はどうするべきかなどを、各回の振り返りミーティン
グで検討する。その際に、その回で実施したアンケートの結果を参考にする。
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アンケートの流れ

参加前アンケート

参加後アンケート

シールで照合
（オリエンテーション時）

「 今 の 私 は 」の 封 筒 の 中 に、
参加後アンケート用のシー
ル（参加前アンケートと同じ
もの）を同封しておく。

第 1 回目後アンケート

第 2 回目後アンケート

ファシリテーターで情報を共有

第 3 回目後アンケート

集計と分析
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6. 運営体制
ぷれいす東京の新陽性者 PGM においては、運営主体となる事務局が機能していて、主たる業務
を担当するコーディネーターがいること、人材の確保と育成の仕組みがあること、場所や時間帯・
曜日の必要条件を満たせること、財源が確保されていること、個別相談や他のグループ・ミーティ
ングなどを紹介できることなどを前提として運営されている。
しかし、すべてが満足されることが成立条件ではなく、その時々における条件の中での組み合わ
せや外部資源の活用などの工夫によって、柔軟に運営体制を変更しながら継続していることも重要
な事実である。
事務局機能とコーディネーターの役割
新陽性者 PGM の各回がスムーズに開催され、全 4 回が滞りなく完了し、通年で数回の期が安
定的に実施されるようにするために、様々な業務が事務局を中心として行われている。事務局は
ぷれいす東京の事務所に置かれている。
おもに参加者の視点で流れを考えると、問い合わせ / 申し込みから参加までの手続き（インテイ
ク、オリエンテーションなど）、4 回のグループ・ミーティングの参加を経て修了となる。特に参加ま

での流れをスムーズで安心したものにすることと、相談員と連携して参加希望者のニーズ・アセ
スメントを行った上で参加してもらうということを両立させることが重要である。
また、おもにファシリテーターの視点で流れを捉えると、「ファシリテーター事前ミーティン
グ」を経て、4 回のグループ・ミーティングと
「各回の振り返り」、そして「全体振り返りミーティ
ング」で担当期の終了となる。ファシリテーターが限定的な責任で関わりつつも、1 期の流れが
把握できるような側面支援も大切である。
これらを全体の統合されたプログラムとして把握し、調整し、様々な業務を中心となって行う
のがコーディネーターの役割である。
日程調整と担当スタッフの決定
実施場所と担当スタッフの確保（2 名の担当ファシリテーターと医療情報スタッフ）を行い、1 期の
スケジュールを調整し決定する。参加者の参加しやすさと、ファシリテーターの都合や負担
一定の間隔（期）をおいて担当してもらうこと、
を考慮する。ファシリテーターには、
ピア・ファ
シリテーターとスタッフ・ファシリテーターの経験や相性なども考慮して組み合わせを決め
る。
問い合わせ・受付窓口
e-mail や電話での参加者からの問い合わせ / 申し込みに対応する。参加希望者には、参加
資格と日程の再確認をしてもらった上で、事前の個別のオリエンテーションを設定する。ぷ
れいす東京の他のサービスを利用したことがない人には、相談員によるインテイク（初回面接）
と、コーディネーターによるオリエンテーションをいっしょに設定する。
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個人情報の管理
参加者からの問い合わせ / 申し込みの際やオリエンテーション時などにコーディネーター
が得た個人情報は、コーディネーターが厳格に管理する。個別相談と新陽性者 PGM は別々
に情報管理を行い、参加者の了解を得た一部の情報のみを共有する。また、参加者アンケー
ト（無記名）の結果をデータ化して、個人が特定されない形でファシリテーターと共有する。
会場の設営と撤収 / 備品の準備
会場の設営（座席の配置、温度管理、お茶やお菓子の用意など）をしたり、各回に必要な備品を準
備してファシリテーターに渡したりする。グランド・ルールの紙、アンケート用紙、アンケー
ト用のボード、名札、筆記用具、医療情報セッションの資料、福祉制度の資料、ホワイトボー
いろがみ

ド、
「今の私は」
の封筒、
「今の私は」
の紙、色紙など。
ファシリテーターの各種ミーティングの設定
担当ファシリテーターは、新陽性者 PGM の前に「ファシリテーター事前ミーティング」、
「各回の振り返り」
、1 期が終わったあとに「全体振り返りミーティング」に参加
各回の直後に
する。これらの設定（場所の確保、資料の準備、連絡）と進行を行う。
アンケートの集計・分析・効果評価
参加前アンケート、参加後アンケート、各回後のアンケートを集計し、ファシリテーター
の進行材料や振り返りミーティングの資料、効果評価のためのデータとする。また、これら
を分析し、プログラム改善のために役立てたり、報告書や学会で発表を行ったりする。
新陽性者 PGM における相談員の役割
インテイク
（初回面接）
と利用登録
新陽性者 PGM の参加希望者が、ぷれいす東京の陽性者向けサービスの利用が初めての場
合は、相談員がインテイク（初回面接）を行ってからコーディネーターがオリエンテーション
を行う。新陽性者 PGM は、ぷれいす東京が運営しているネスト・プログラム（陽性者、パー
トナー、家族のためのプログラム）
の 1 つとして実施している。ネスト・プログラムは利用登録制

となっており、事前に手続きが必要である。インテイクを終えた新陽性者 PGM 参加希望者
の利用登録を相談員が行う。
個別相談や他のサービスとの併用
インテイクを行った相談員が新陽性者 PGM の参加希望者に対して、必要があれば個別相
談や他のミーティングの利用や併用を勧めることもある。また、ファシリテーターやコー
ディネーターが期間中に必要があれば、個別相談などの利用を参加者に勧めることもある。
新陽性者 PGM と個別相談は別々に情報管理しているが、連携をスムーズにするために、事
前情報ミーティングや振り返りミーティングには相談員も参加をする。
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実施条件
（場所 / 時間・曜日）
場所
安心して実施できる場所が確保されていることが大切である。新陽性者 PGM は、「ぷれ
で行われている。「ぷれいす東京多目的室」は非公開の場所で、利用登録を
いす東京多目的室」
した人のみに個別に場所を案内する。
場所の条件は、トイレや洗面所なども含めて独立して外から遮断されている、参加者同士
が適度に距離を保てるだけのスペースがある、清潔である、室温管理や換気が適切にできる、
無機的でなくある程度の温かみが感じられる部屋の雰囲気である、最大で 10 名程度（参加者、
ファシリテーター、医療情報スタッフ）が座れる椅子とテーブルがあるなどである。

時間・曜日
主に、土曜昼間コース、土曜夜コース、平日夜コースを開催している。参加者の多くが仕
事をしていること、中には土日に仕事をしている人もいることなどを考慮して、週末コース
と平日夜のコースを 3：1 くらいの頻度で開催している。原則的に 2 週間おきに同じ曜日に
行うことが望ましいが、それが難しい場合は、1 期に 1 度を限度として 3 週の間隔を入れたり、
土曜コースに祝日や日曜を混ぜたコースとしたりする。ファシリテーター、医療情報スタッ
フが無理なく担当ができるようにスケジュールを組むことも大切である。陽性と知ってから
6 ヶ月以内という参加条件を考えると、年間に数期を安定して開催することが望ましい。
広報
陽性と知ってから間もない孤立しがちな人たちが参加対象者であるということを念頭にお
き、必要な人に、適切なタイミングで、複数の方法で広報をすることが重要である。おもに、
チラシ、ウェブサイト、携帯サイトの 3 種類で広報をしている。新陽性者はほとんどがグルー
プ・ミーティングの参加経験がないため、イメージができなかったり不安を感じていたりする
ことを前提として、プログラムのイメージがつかみやすいように、安心して参加や問い合わせ
ができるように工夫する必要がある。日時、申し込み方法、問い合わせ先、締め切り日、無料
であること、プログラム内容と全体の流れ、参加人数、ファシリテーターについて、グループ
でよく出てくる話題、参加者の感想文などを掲載している。
チラシ
陽性告知を受ける場所（保健所、検査所、医療機関など）や、HIV 診療をしている医療機関（拠点
病院、クリニック）、陽性者団体、支援団体、コミュニティセンターなど、新陽性者がアクセス

する場所にできるだけ送付をする。病院・クリニックの場合、通院の間隔を考慮して締め切
り 2 ヶ月前までに届いていることが望ましい。また拠点病院の場合は、誰に送ると新陽性者
である患者に届きやすいのか、キーパーソンは医師なのか看護師なのかその他の職種なのか
を検討する。また、PC も携帯電話による情報収集もしない人（苦手な人）は、より情報過疎に
なりがちなため社会的支援の潜在的ニーズが高いと考えており、チラシは重要である。
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ウェブサイト
陽性告知後に PC、スマートフォン、携帯電話などで検索をして情報を探す人が非常に多
いため、インターネット上での広報は必須である。また、携帯電話だけ使用する人のために
携帯サイトも重要である。できる範囲での SEO 対策（検索すると上位に表示されるようにするため
の工夫）や、被リンク依頼作業（他のサイトにリンクをしてもらうこと）、登録式の情報サイトへの

登録などをすることで、必要な人が探し出しやすいような工夫をする。また、SNS（ソーシャ
ル・ネットワーク・サービス）やブログなどを通じて、2 次的伝達によって知る人も少なくない。

口コミ
他の陽性者や友人・知人、パートナーなどから聞いたという人、医師、看護師・保健師、
カウンセラー、ソーシャルワーカーなどの専門職から聞いた、他の団体や電話相談で聞いた
という人など、様々な人・機関から情報を得る可能性がある。チラシやウェブ上の情報に加
えて、信頼できる専門職や身近な人からの勧めによりアクセスをするというパターンが多い。
そのため、複数の方法で広報をすることや医療従事者などの専門職に周知する地道な努力は
大切である。
人材の確保と育成
ファシリテーターが 1 期を担当するのは、物理的にも精神的にも相応の負担があるため、2 ～
3 期以上は間隔をあける必要がある。実施場所と日時を考慮した上で、2 名のファシリテーターと
医療情報スタッフが共通して都合が良い日を選択する必要があるため、担当候補者が複数いるこ
とが望ましい。そのため、人材の確保と育成は常に重要課題である。
新規のファシリテーター候補は、まず新陽性者 PGM ファシリテーターのオリエンテーション
を受けてもらう。コーディネーターが担当し、新陽性者 PGM の説明やグランド・ルールの解説、
「ピアについて考えるワーク」
などを 2 時間ほどで行う。その後、
「自己紹介と自己開示のワーク」、
「全体振り返りミーティング」に参加し、他のファシリテーターの感覚や考え方、グループの捉え
方、ノウハウなどを共有しつつ、ファシリテーションのイメージを獲得してもらう。各期の参加
者やファシリテーターの組み合わせによって、グループのありようやファシリテーターの対応も
異なるため、ファシリテーターとしての活動を開始する前に、最低でも 2 期以上の振り返りに出
席する必要がある。
財源の確保
多くの部分を複数のボランティア・スタッフに支えられて運営している現状であるが、開催場
所、備品、広報・通信、事務局の維持には相応の経済的な裏付けが必要である。そのため財源の
確保は必須である。ファンドへの助成申請、企業や個人への寄付依頼などなるべく複数の財源が
あり、運営費用が確保されている必要がある。
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7. グランド・ルール
新陽性者ピア・グループ・ミーティング（PGM）
グランド・ルール
（2011 年 3 月改定）
PEER とは
「同等の立場のひと、仲間」の意味。また、Peer、Empowerment、
Exchange、Renewal の頭文字で、同じ立場によるエンパワーメント（内に持ってい
る力を発揮できるように働きかけること）
、交流や情報交換、そして新たな出発といっ
た意味もこめられています。PGM では、参加者ひとりひとりが主役。おたがいが、
聴いたり、話したり、感じたりしながら
「わかちあう」ことで、はじめてグループが成
り立ちます。あなたがほかの参加者を必要としているように、他の参加者も、あなた
を必要としています。おたがいに役に立ち合うというのが、PGM の大きな特徴なの
です。みなさんが安心して PGM に参加できるように、グランド・ルールを設けてあ
ります。以下、承諾のうえでご参加ください。

1．守秘義務をまもってください。
ミーティングで見聞きした個人的な情報は、ミーティング内にとどめてください。
外にもらしてはいけません。インターネット上でも同様です。各自の発言は、個人の
責任において、話せる範囲で話しましょう。ミーティング外で、参加者を見かけたと
きは慎重に振る舞ってください。そのひとは、このミーティングに参加していること
を、ほかのひとに知られたくないかもしれません。
2．話しやすい環境になるように、おたがいに心がけましょう。
だれかが話しているときは、耳を傾けましょう。自分のペースで打ち解けていくよ
うにしてみましょう。また、ほかの参加者のペースも尊重しましょう。話したくない
ことは、話さなくてかまいません。となりのひとと個人的に話をするのではなく、話
をするときはみなで共有しましょう。
3．自分の個人的な経験から話せることを話しましょう。
「だれでも○○である」とか
「ふつうは○○だ」などと決めつけることを避けましょ
う。
「わたしの経験では○○だった」
、
「わたしの場合は○○でした」などのような表現
をしてみましょう。
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4．批判的になったり、決めつけたりしないでください。
みなさんの感じ方や考えが、正しいとか間違っているということを判断する場では
ありません。あなたと異なる価値観をもっている参加者がいることは、貴重なことで
す。このグループはひとつの考えや結論を導き出すためのものではありません。
5．グループには様々なひとが参加していることを忘れないようにしましょう。
ほかのひとが必ずしも、自分の性別、セクシュアリティ、感染経路、国籍、経済状
態などを話したいとはかぎりません。
6．言葉による暴力は禁止です。
もし怒りなどの感情を持つことがあったとしても、それをほかの参加者に向けて攻
撃してはいけません。自分自身でコントロールできない場合は、ファシリテーターに
話してください。または、ミーティング終了後にコーディネーターや相談員に個別に
相談することもできます。
7．時間が限られていることを理解してください。
スケジュールにしたがって開始しますので時間厳守です。すこしでも遅れそうなと
きや、欠席する場合には、必ずぷれいす東京のスタッフに直接ご連絡ください。時間
の都合上、場合によってはファシリテーターが発言を中断するようなことがあるかも
しれません。
8．ミーティング中は携帯電話の音がならないように電源を切ってください。
時間内は、メールのチェックなどもしないようにしてください。

© ぷれいす東京
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はじめに
HIV 陽性者やその周囲の人を支援する上で、各領域の専門家などの人や団体、書籍
や電話などの媒体等々、利用できるリソースは色々とあるでしょう。また、昨今では
ヴァーチャルなリソースとして、インターネットを通じて非常にたくさんの、さまざ
まな情報を得ることができます。中には、現在では役に立たないとても古い情報や、
発信元や真偽が不明な情報も含まれているかもしれません。しかし、相談・支援活動
に利用できるリソースの選択肢を増やすことで支援への準備性が向上し、うまく活用
することによって、それらインターネット上にある情報もたいへん役に立つ支援ツー
ルとなります。
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本研究班では、その研究成果を広く公開し、HIV 陽性者やその周囲の人たちの生活や支援の現
場へ還元することを目的とし、
「地域における HIV 陽性者等支援のためのウェブサイト」（http://
www.chiiki-shien.jp）を開設している。このウェブサイトでは、研究班がこれまでに実施した
調査の結果や、HIV 陽性者やその周囲の人たちの支援のためのツール等の成果物を公開しているほ
か、過去の研究成果や関連領域の資料を集めた網羅的なリソースを擁している。トピックスとし
て、HIV 陽性者とその周囲の人たちへの支援に関連する研修やシンポジウムの開催情報を掲載する
など、
各地域で HIV 陽性者等の相談・支援業務に携わる専門家へ向けたポータルサイトとして、また、
HIV 陽性者にとって各地域における相談・支援サービスへアクセスしやすくするための情報提供媒
体として機能している。
このウェブサイトの具体的な使い方は、
例1）
HIV陽性者の支援に携わる職員の研修として、HIVと薬物使用の事例の検討をしたい。
☞
「リソース」
→
「ツール」
ページから、冊子「15 人の語りで学ぶ HIV 陽性者と地域生活」
をダウンロードして配付し、個別の事例に合わせて支援計画を立ててみる。
例 2）HIV 陽性者の雇用支援においては、どんな取り組みがされているのか知りたい。
☞
「リンク」ページから、＜地域の支援リソース＞の障害者雇用マニュアル「HIV によ
る免疫機能障害者の雇用促進」
を参照してみる。
例 3）地域で暮らす HIV 陽性者やその周囲の人がどうしているのか、生活上の課題が何な
のかを知りたい。
☞
「リソース」
→
「ツール」
ページから、冊子「HIV ／エイズとともに生きる人々の仕事・
くらし・社会
「HIV陽性者の生活と社会参加に関する調査」報告書」を閲覧し、全国1,203
人の HIV 陽性者の生活実態把握調査の結果を参考にしてみる。
☞
「リンク」ページから、＜支援に役立つサイト＞の「web NEST」（HIV 陽性者とそ
の仲間たち
（パートナー、家族、友人）のためのサイト）にアクセスして日記や手記、
よくある質問などを読んでみる。
このウェブサイトには、サイト運営者でもある地域の支援者、NPO スタッフなどが実際に HIV
陽性者とその周囲の人たちをサポートする経験の中で利用あるいは開発し、有益であると判断した
リソースが集められている。このウェブサイトのコンテンツを、各地域の企業、行政や NPO など
の人材育成の場、相談・支援活動の場で支援者を支援するためのツールの 1 つとして役立てていた
だきたい。
※このウェブサイトでは、直接のご相談は受け付けていなので、必要に応じて「リンク」ページにあ
る支援リソースの一覧を参照いただきたい。
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資料編

HIV 陽性者支援のためのウェブサイトの活用法

「地域における HIV 陽性者等支援のためのウェブサイト」トップページ
http://www.chiiki-shien.jp

当サイトの目的

トピックス

ウェブサイトがつくられた目的と研

新しいリソースの紹介、イベントの

究班の背景などを紹介。

開催予定など、新着情報を随時掲載。

リソース

リンク

新旧の研究報告書や資料、その研究

支援団体や医療機関、既存のマニュ

成果をもとに制作された HIV 陽性者

アルやガイドラインなど、HIV 陽性者

等の支援にすぐに役立つアイディア

やその周囲の人たちの支援に活用で

やヒントを集約したツールなどが閲

きる他サイト・ページへのリンクを

覧・ダウンロードできる。

網羅。
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地 域 で HIV 陽 性 者 を 支 援 す る 人 の た め の ガ イ ド ブ ッ ク 執 筆 者
■この冊子を手にされた方へ
生島嗣（特定非営利活動法人ぷれいす東京）
■理論編 地域の準備性とは
生島嗣（特定非営利活動法人ぷれいす東京）
兵藤智佳（早稲田大学）
大槻知子（エイズ予防財団 / 特定非営利活動法人ぷれいす東京）
■実践編① 電話相談立ち上げマニュアル
青木理恵子（特定非営利活動法人チャーム）
岳中美江（エイズ予防財団 / 特定非営利活動法人チャーム）
大野まどか（大阪人間科学大学人間科学部）
土居加寿子（特定非営利活動法人チャーム）
岡本学（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター）
■実践編② HIV 陽性者相談の対応と留意点～ふれいす東京の活動をもとに～
牧原信也（特定非営利活動法人ぷれいす東京）
福原寿弥（同上）
神原奈緒美（同上）
生島嗣（同上）
野坂祐子（大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター）
■実践編③ 新陽性者グループミーティング実施ガイド
矢島嵩
（特定非営利活動法人ぷれいす東京）
池上千寿子（同上）
兵藤智佳（早稲田大学）
■資料編 HIV 陽性者等支援のためのウェブサイトの活用法
大槻知子（エイズ予防財団 / 特定非営利活動法人ぷれいす東京）
生島嗣（特定非営利活動法人ぷれいす東京）
■イラストレーション しらいしろう
■ DTP 眞野康弘
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