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研究要旨

研究目的
１）研究の目的

現在の HIV/AIDS 医療においては、チーム医療の
重要性が強調され、それぞれの専門性を活かしなが
ら協働し、支援を行う試みがなされている。その中
で、臨床心理士をはじめとするカウンセラー等によ
る HIV 陽性者への心理的支援もおこなわれつつある

（野島ら , 2002、田上ら , 2005）。すでにいくつかのレ
ポートや論文で報告されているように、カウンセリ
ングが HIV 陽性者の well being のために大きな役割
を果たすことは、疑いようがない。

しかしながら、何をもってカウンセリングの効果
があったとするか、どのような手法でその効果を測
定するかについては、これまで十分な検討がなされ
てきたとは言い難い。カウンセリングの効果を評価
する際、当事者である HIV 陽性者自身が意識する主
観的な改善の効果の評価が不可欠である。ただ、そ

れに加えて、心理学的な理解に基づいた、多層的で
広範囲な評価も重要なのではなかろうか。そのため
には、HIV 陽性者が抱える心理的テーマがどのよう
なものであるのかを明らかにすると同時に、カウン
セリングの効果とは何を意味するのか、どのような
手法でその効果が測定されうるかについて、より細
やかな検討が必要になってくる。

そこで本研究では、まず HIV 陽性者のカウンセリ
ングにおいて、その効果とは何を意味するのか、ま
たその効果はどのような手法によって測定されうる
のかについて検討をおこなうことを目的とした。次
に HIV 陽性者にとってのカウンセリング及び心理療
法の意義と効果を明らかにするために調査を実施し、
実証的な検証をおこなうことを目的とした。

２）研究の経過
本研究は 3 年間の研究期間を設けて行われた。こ

本研究は、HIV 陽性者の支援を目的に、カウンセリング及び心理療法といった心理的な支援が HIV 陽性
者にとって、どのような意義と効果があるのかについて明らかにするために、3 年の期間をかけて実施された。

まず、カウンセリング・心理療法といった量的に表しきれない心理的なテーマを扱う領域における実証的
な効果研究の方法について検討した。加えて、HIV 陽性者が抱える心理的なテーマについても文献、事例検
討を通して網羅した。

それらを踏まえて、調査計画を立案し、調査を実施する段階へと至った。
現在、分析が終了している一事例からは、カウンセリングは、不安・抑うつ気分の改善に効果があること

が明瞭に認められ、また、投映法の分析、カウンセリングのプロセスやプロトコルの分析からは、外界や他
者に対する固い守りを要していたあり方から、自分自身に拠る安定感が増し、より自分の内面に触れられる
ようになっていることが認められた。

HIV 陽性者の心理的支援の重要性に関する検討
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の 3 年間で以下に詳述する研究Ⅰと研究Ⅱをおこ
なってきた。

まず研究Ⅰでは、広くカウンセリングや心理療法
という心理的支援の効果について検討した先行研究
や、HIV 領域におけるカウンセリング及び心理療法
の実際や効果研究についてレビューをおこなった。
続いて、研究Ⅱでは、実際に HIV 陽性者の協力のも
と、継続的な形での試行的カウンセリングをおこな
い、アセスメントをおこなうという構造を考案し、
調査を実施した。

研究グループのミーティングは、ほぼ月に１回開
催され、それ以外にもメーリングリストによる議論
が頻回におこなわれた。研究期間中のメーリングリ
ストでの投稿数は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 30
年 1 月 19 日まで 881 本であった。

研究Ⅰ 先行研究レビュー・HIV 陽性者の心理
的テーマについての検討

研究Ⅰ－ 1　先行研究レビュー
１）目的

心理的支援と一口にいっても、その内包はさまざ
まであるが、なかでもカウンセリングを含む心理療
法は、臨床心理士をはじめとする専門職の専門性が
もっとも発揮されるものである。しかし心理療法は、
時間とコストがかかる上、その明示的な効果が数値
的には示しにくい。さらに、認知行動療法のように
目標と評価がはっきりしている技法とは対比的に、
力動的な心理療法においては、患者自身のナラティ
ヴを重視し、行動的な次元の変化のみではなく心理
的 ･ 人格的な次元での変化を目的としている。この
ように、本人にとっての人生の主観的な意味づけを
重視するため、その効果を明示的に説明することは
困難である。しかしながら、HIV 陽性者が、人生の
うえでのさまざまな ｢生きにくさ｣ や、まさに実存
的 ･ スピリチュアルな次元でのテーマを抱えケアを
必要としている可能性を鑑みると、潜在的には力動
的な心理療法に対する大きなニーズがあると考えら
れる。

そのため、本人の主観や体験の意義を捉える手法
を本調査の調査構造に反映させるデザインを考案す
ることを目的に、HIV 陽性者の心理支援に関する研
究、心理療法の効果研究、慢性疾患領域における心
理療法に関する研究などを中心として、先行研究の
レビューをおこなった。

２）方法
心理療法の実践と研究の経験をもつ臨床心理士 8

名で、過去 10 年間の国内外の先行研究（① HIV 陽
性者の心理的社会的問題に関連する研究、②心理療
法の効果研究）についてレビューをおこなった。

３）結果・考察
HIV 陽性者の不安・抑うつ・心理的苦痛・疲労感

へ心理的介入に効果があったとする論文が散見され
た（Scott-Sheldon、 Kalichman、 Carey、 & Fielder、 
2008 / Sherr、 Clucas、 Harding、 Sibley、 & Catalan、 
2011 など）。また、HIV 領域における心理的支援に
ついて質的に検討した山中（2010）によると、医療
者の中には、カウンセリングによって患者の気持ち
が安定し、患者の人間関係上の課題が整理されたと
考える者は多く、またカウンセリング導入によって、
他の医療者の患者に対する理解が深まるといった、
当事者のみならず、医療者にとっても効果があると
いうことも言及されている。

しかし、Tominari ら（2013）は心理的支援の効果
測定に関し、「薬物治療は薬剤の種類・投与量・期間
などを明確に定義することが比較的容易である。し
かしカウンセリングの効果を評価したい場合、『カウ
ンセリング』を定義しなければならないが、一口に
カウンセリングと言っても様々な技法があり、カウ
ンセラーにより得意とする技法や、実際にクライア
ントに対して施している内容が異なることがある。
また個々のクライアントの性格や、HIV 感染症の病
名告知からの時期に合わせて、複数の技法を適宜組
み合わせて行う」こと、「多くの先行研究において、
介入の効果の評価は、介入の直後から 2、3 ヶ月と早
期に行なっている。長いものでも評価までの期間は
1 〜 2 年程度であり、さらに長期的な予後を評価し
た研究は乏しい」こと、「本人の意欲も関係すると思
われるだけに、無作為割り付けで効果を評価する手
法には問題がある」ことなどを挙げ、効果測定が複
雑であると述べている。

山中の報告のように、HIV 陽性者に関わる医療従
事者から、心理療法を含む心理的支援によって、当
事者の治療へのアドヒアランスの高まり、抑うつ状
態の改善、自傷等の行動上の問題が緩和などが報告
されてはいる。しかし、そうした行動に現れてくる
変化や気分（抑うつ・不安など）の変化といったも
のが、どのような内的 ･ 心理的変化によって生じて
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くるのか、複雑に関連する生物学的 ･ 心理的 ･ 社会
的な問題やテーマとどのような関わりがあるのか、
さらには当事者である HIV 陽性者本人にとってどの
ような意味づけがなされ、どのような体験として人
生の中に位置づけられるのかといったことに関して
は、十分な探索がなされてこなかったことが明らか
となった。その理由としては、HIV 陽性者の抱える
テーマが複雑であることに加え、心理療法の過程の
中で生じている定量化し難い現象について実証的な
効果研究自体が困難であることが原因であると考え
られた。一般に効果研究をおこなう場合、ランダム
化比較試験をおこなうことが望ましい実験計画とさ
れるが、心理療法の研究の場合、これを正確におこ
なうのは殆ど不可能である。まず、実験の期間が長
期にわたり、多くの影響が介在すること、心理療法
を受けない群が別の心理的支援を開始してしまう場
合も多く、それを倫理的に制限はできないこと、心
理療法を受けることに同意する群には、そもそも心
理療法への事前期待が高いことが予想されること、
実験群に振り分けられるか対照群に振り分けられる
かという条件が、そもそも実験協力者の心理に影響
を与えること、などである。加えて、心理療法の事
前事後に心理状態について評価が行なわれているも
のの、協力者のドロップアウトが実は半数以上であ
り、中断についての考察がなされていないなどの問
題が見受けられる。

そして、日本における HIV 陽性者は、9 割以上が
男性同性愛者や両性愛者である。陽性者の多くは、
性的マイノリティの生きづらさも抱えながら、HIV
陽性であることを抱えて一生を過ごしていかねばな
らない。HIV 陽性であることによって、生涯にわたっ
て CD4 値のコントロールを余儀なくされ、感染症で
あることによる社会的偏見、人との親密な関係を結
ぶことの身体から精神に及ぶ苦悩など、それまでの
生きづらさに加え、さらに HIV 陽性による生きづら
さを抱えることになる。つまり、HIV 陽性者が抱え
る根源的な心理的テーマについて何をもって心理療
法による効果があったとするか、どのような手法で
その効果を測るか、という指標の設定自体を改めて
検討する必要があることが明らかになった。

これらのことから、まず中断（研究ならば調査構
造からのドロップアウト）がなぜ生じたのかについ
て検討できる調査構造が必要であること、継続的に
行われる心理療法の経過を検討できる中間評価が必

要であること、HIV 陽性者が抱えている可能性のあ
る自己存在の根源的な次元からの心理的テーマをア
セスメントするために、多面的な評価方法が必要で
あることが考えられた。

研究Ⅰ－ 2　講演会
１）目的

2016年8月6日に、HIVに関連した生殖医療、家族、
ライフサイクルを含めた広範囲なテーマに関する講
演会を開催した。講師はデボラ ･ ブッチーノ 博士　
(Deborah Buccino, M.D.) とエリック ･ プラーカン 博
士　(Eric Plakun, M.D.) であった。HIV 陽性者への
心理的支援に卓越した両博士の最新の知見について
知ることで、本研究において留意すべき HIV 陽性者
の心理的テーマや、心理療法によって生じてくる可
能性のある関係のテーマを深めることを目的とした。

２）方法
2016 年 8 月 6 日に京都大学において講演会をお

こなった。参加者は当研究班を含め、HIV 領域にお
ける心理療法に関心を持つ臨床心理士及び訓練生で
あった。

３）結果・考察
この講演会では、ブッチーノ博士により、HIV 医

療と精神療法に関する米国での歴史・最新の動向と
ともに、それにまつわる社会的な問題が示された。
プラーカン博士からは、HIV 陽性者においては、エ
リクソンの示したライフサイクル上の複数の「危機」
が重なり合って体験されていること、「喪失」という
ことが HIV 陽性者の人生上も心理療法上でもテーマ
になり、とりわけ心理療法の終結という新たな「喪失」
の繰り返しにおいて、十分に留意した対応をすべき
ことが示された。

研究Ⅰ－３　事例検討会及び学会での事例発表
１）目的

実際に行われている心理療法の実践事例について
詳細に検討することで HIV 陽性者の心理的テーマ
や、心理療法的な関わりによって生じてくる現象に
ついて共有することを目的とした。
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２）方法
研究班メンバーで医療現場での HIV 陽性者との心

理療法過程について、事例検討会をおこなった（心
理療法事例①）。

2017 年 11 月 25 日に第 31 回日本エイズ学会学術
集会・総会において、末期癌を抱える HIV 陽性者と
の心理療法過程に関する発表をおこなった（心理療
法事例②）。

３）結果・考察
心理療法事例①では、複雑かつ過酷な家庭環境を

生き抜くために、全ての責任を自分 1 人で負いなが
ら生きてきたクライエントが、心理療法を通して、
他者との繋がりに開かれていく様子が描き出された。
Erikson, E.H.（1959/1977）が指摘するように、母子
関係は、人生早期の対象関係において重要な役割を
果たし、基本的信頼感を育む基盤となる。しかし、
クライエントの場合、その母子関係に不安定さがみ
られ、心理療法開始当初、クライエントは、「甘え方
が分からない」と語り、母親に対してネガティブな
イメージしか抱けずにいた。これらのことから、他
者に頼らずに生きることは、クライエントなりの生
きる方略であったが、それは同時に、他者との親密
な繋がりを困難にさせていたことが窺える。「甘え方
が分からない」のも、甘えには、自らを委ねること
で他者にコントロールされる側面があり、自分で全
ての責任を負うことで自らを必死に保ってきた生き
方が揺がされる危険性をクライエントが感じ取って
いたからだと考えられる。それ故、クライエントは
他者との繋がりを求めつつも、親密な繋がりへの開
けに恐れや抵抗も抱いていたのだと思われる。しか
し、パートナーとの関係、セラピストの関係を支え
にしながら、心理療法が展開していくにつれて、母
親イメージが修復されていくなど、他者との繋がり
への開けが生じてきた。ここから、繋がりへの恐れ
や抵抗を超えて、他者との繋がりへと開かれていく
ためには、セラピストをはじめとした、「今・ここ」
の人間関係による支えが必要になるのではないかと
考えられた。（清水、印刷中）

心理療法事例②では、クライエントは、「ゲイ」
を公表する一方で、関係が変化することへの不安か
ら、HIV 感染を伝えている人は少なく、HIV 陽性判
明後は、特定の恋人も作らないようにしていた。こ
のように、HIV 感染という秘密を抱えることで、ク

ライエントは、他者と親密な関係を構築し維持する
ことを回避するようになったと思われる。また、癌
を機に、癌ではない人との断絶が生じ、疎外感や孤
独感がより一層増すだけでなく、怒りや死への恐怖、

「普通に生きていける人」への羨望なども生じてき
た。さらに、HIV 感染・癌の発症のいずれにおいて
も、本心が言えない、分かって貰えない辛さの一方で、
簡単には分かって貰いたくないというアンビバレン
トな想いがあり、そうした想いが、セラピストとの
間にぶつかりあうような関係をもたらしたのではな
いかと思われる。ここから、癌を抱える HIV 陽性者
との心理療法では、いずれの疾患も、他者との親密
な関係の構築・維持に困難さを引き起こす可能性が
あることに留意し、HIV と癌の心理的テーマの両方
に視点を合わせていくことが重要と考えられた。ま
た、他者との繋がりの希求と繋がりへの恐れや抵抗、
反発というアンビバレントなクライエントの想いを
セラピストが抱えながら、クライエントとの関係を
築いていくうえで、心理療法が持つ一定の面接構造
が重要な機能を果たす可能性が示唆された。

研究Ⅰを通して
研究Ⅰを通して、HIV 陽性者にとってのカウンセ

リング・心理療法の意義や効果について実証的に明
らかにするために、測定すべき定点の候補をあげる
ことができた。

まず、HIV 陽性者が抱える心理的テーマは自己存
在という根源的な次元から、HIV を抱えて生きるこ
とによる実際的な負担（CD4 値のコントロールのた
めの厳格な服薬管理、通院の必要性、経済的な負担
など）から、社会的側面や対人関係、特に親しい人
間関係を築くことまで及ぶ可能性がある。そして、
それらが感情面や行動面に影響を及ぼし、抑うつ・
不安や、依存的行動・通院中断といった行動といっ
た表面的に見える心理的問題になってくると考えら
れる。

非指示的な力動的心理療法において扱う心理的
テーマは表面に表れている状態の背後にある内的葛
藤、自己存在に関わる次元、カウンセラーとの間で
構築する関係など、多岐にわたる。事前事後での抑
うつ尺度や不安尺度を比較検討するだけでは、当事
者の心の中で何が生じているのかについては明らか
にされにくく、そのためこれらの心理的テーマを検
討することは難しいと考えられる。つまり、心理療
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法やカウンセリングの HIV 陽性者にとっての意義や
効果について調べようとする本研究では、様々な側
面・次元からの検討が必要となる。

そのため、以下の 4 点に留意した。
1. 質問紙のみでなく、投映描画法を用いることで、
本人が意識できる変化に加え、深層心理学的な無意
識領域での変化についての分析もおこなえるように
する。
2. 感情状態や行動的側面ばかりでなく、当事者の自
己イメージや対人関係のパターンもアセスメントす
る。
3. Goal Based Outcomes（Anna Freud National 
Centre for Children and Families, 2015) を指標とし
て用いることで、当事者が調査前に持っていたカウ
ンセリングに対する期待やカウンセリングを受ける
目的の達成度合いについて、当事者の主観的なアウ
トカムの分析をおこなえるようにする。
4. カウンセリングの中断の心理的意味について示唆
を得るために、試行的カウンセリングとインタビュー
面接という二重構造の調査を実施し、多面的評価を
おこなうこととした。

以上のように、研究Ⅰでは、レビューで見出され
た問題点を加味した研究デザインが策定され、研究
Ⅱへとつながった。

研究Ⅱ　試行的カウンセリング調査
１）目的

研究Ⅰによって、HIV 陽性者にとってのカウンセ
リング・心理療法の意義及び効果を測定するための
研究計画のアウトラインを描くことができた。

研究Ⅱでは、実際に行われている心理療法と近い
形で評価研究を行う前に、研究Ⅰで策定した指標を
更に選定するために、当事者の率直の意見を取り入
れるために 3 度にわたるアセスメントポイントを設
定した試行的な形での調査として研究Ⅱ：「試行的カ
ウンセリング調査」をおこなった。具体的には、実
際に HIV 陽性者に週 1 回 50 分の非指示的心理療法
を 25 回施行し、心理療法の過程を捉えるための 3 回

（カウンセリング開始時・カウンセリング中盤・カウ
ンセリング終了時）のアセスメントをおこなってい
る。

２）方法
２−１）対象者：

HIV 陽性者の方で、調査場所に無理なく通える者。
除外基準として、以下の a 〜 d の条件を設けた。

a. 未成年の者
b. 同意が得られない者、もしくは病状などにより

十分な同意能力を持たない者
c. 現在、心理療法を受けている者
d. 現在、精神科受診中で、精神科主治医の同意が

得られない者
なお、性別は問わないとした。
現在（平成 30 年 1 月時点）、3 名のエントリーあり、

調査終了は 2 名、調査継続中は 1 名であった。

２−２）実施期間・実施場所：
実施期間は平成 27 年に協力者の募集を開始し、

現在（平成 30 年 1 月時点）も実施中である。調査全
体を通して同一の京都市内の一室（一般的なカウン
セリングで使用するのと同様の面接室）を使用した。

図 1　調査募集フライヤー

２−３）手続き：
①面接者と被面接者との関係性を通して当事者の心
的世界とその変容を知るため、実際に試行的カウン
セリング（週に1回50分、6ヵ月で計25回）をおこなっ
た。カウンセリングは、同一担当者による力動的・
深層心理学的カウンセリングを実施し、1 クール 3 ヶ
月とし、更新を含めて最長 6 ヵ月計 25 回とした。
②当事者の重層的な心的世界を包括的・統合的に把
握するため、投映描画法（バウム・テスト、風景構
成法）をおこなった。バウム・テストとは、一枚の
紙に一本の実のなる木を描くように教示し、自己像
をとらえる投映描画法である。風景構成法とは、川
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や山などの項目を一つずつ教示していき、全体とし
て一つの風景となるように描いてもらうことによっ
て心理的空間の構成をみる投映描画法である。
③カウンセリング開始前、カウンセリング中盤（15
回目終了後）、カウンセリング終了後（25 回目終了後）
に、心理的介入への影響を最小限にするため、別担
当者によるインタビュー面接（半構造化面接）を実
施し、質問紙への回答を求めた。

調査の流れは、図 2 に示す通りであった。

 図 2　試行的カウンセリング調査の流れ

実施した質問紙は、① DAMS 抑うつ不安尺度 
(Depression and Anxiety Mood Scale)、②自尊感情
尺度、③ SOC 尺度（Sense of coherence scale-13）、
④対象関係尺度（青年期用）、⑤文章完成法（本
調査用に自作）、⑥ Modified Goal based outcomes 
(M-GBO) を 用 い た。 ま た、 イ ン タ ビ ュ ー で は、
M-GBO に関する聴取とカウンセリング体験につい
ての感想を尋ねた。

２−４）倫理的配慮：
調査への参加表明のあった協力者に対して、事前

に説明会を個別に行い、インフォームドコンセント
を取得した。具体的には、本調査の内容、謝礼、リ
スク、調査を中止する権利、プライバシーの保護に
ついて、口頭ならびに文書を用いて説明した。これ
ら全てを了解された協力者に同意書に署名してもら
い、調査の開始とした。また、有害事象の発生に備
えてリスクマニュアルを作成した。調査においては
基本的な心身の状態に最新の配慮を行い、精神的な
落ち込みや混乱が著しい場合にはただちに調査と中
止し、心理的ケアを優先する等を定めた。本研究計
画は 2016 年 7 月 6 日、京都大学心の先端研究ユニッ
ト研究倫理審査委員会の倫理審査にて承認を受けた

（申請 ･ 承認番号 27-p-34 ）。

３）結果
すでに終結した 1 事例について分析結果を示す。

なお本事例は、第 31 回日本エイズ学会学術集会にお
いて発表した事例である。

３−１）事例経過の概要
調査事例 1：40 代、男性
生活のコントロール感に関する困難さを主訴とし

ていた。心理臨床経験 10 年の女性の臨床心理士によ
る面接が開始された。約 7 ヶ月にわたる 25 回の試行
的カウンセリングの中で、一度も遅刻やキャンセル
はなかった。カウンセリングの経過の中では、カウ
ンセリングの意味づけについて、カウンセラーとの
心理的な距離について、知的に、そして時には鋭く
問いかけつつ、日常生活の中での親密な他者に関す
る悩みに関しても話題が展開していった。ほどなく、
生活のコントロール感の不全という主訴は解消し、
面接経過の後半では情緒的な語りも増え、自分が他
者とのの関わりにおいて大切にしたいことは何であ
るかを改めて捉え直しつつ、面接の終結を自らで区
切る心的作業をしつつ 25 回の面接を終えた。

３−２） 投映描画法を通してみる変化
カウンセラーとの面接の中で、カウンセリング開

始時（1 回目）、カウンセリング中盤（15 回目）、カ
ウンセリング終了時（24 回目）に、それぞれ風景構
成法とバウムテストと風景構成法の施行の協力を得
た。

三時点における風景構成法およびバウムテストお
よび風景構成法を投映法に習熟している臨床心理士
メンバーが継時的に解釈と分析をおこなった。

分析の結果、バウムテストおよび風景構成法の変
化は、以下のような共通のパターンが見出された。

まず本事例の協力者の投映法では、カウンセリン
グ開始時には、心的な守りの固さ、他者や外界への
関心の薄さや繋がりの持てなさ、寂寥感が特徴的で
あった。しかし、カウンセリング中盤に差し掛かると、
硬さが崩れ、描線に柔らかさや迷いが出てきており、
心的エネルギーが内向していくことが伺えるととも
に、他者との繋がりつながりの希求も感じられるよ
うになった。終了時には、自分のあり方に迷いは残
しつつも、自信やエネルギーを回復し、心的機能や
情緒性が分化してきた様子が伺えた。
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３−３）インタビュー面接での心理的アセスメント
を通してみる変化

試行的カウンセリングの実施前、中間地点、終
了後に、カウンセリングとは別担当者によるインタ
ビュー面接をおこない、3 時点（M-GBO では 2 時点）
で評価をおこなった。

Modified Goal based outcomes(M-GBO) で は、 本
調査における試行的カウンセリング 25 回を通して、
協力者自身が達成したいと考える目標を最初に定め、
その達成感について開始時と終了時で、協力者自身
が主観的に評価した。その結果、全ての目標につい
て終了時には達成度は上昇（開始時：平均 2.3 点→
終了時：平均 4.7 点）していた。

DAMS 抑うつ不安尺度 (Depression and Anxiety 
Mood Scale) では、開始時より不安感は減じ、肯定
的気分は面接中盤から増した。抑うつ気分は開始時
から面接中盤で減じるものの、終了時には再び増し
た。しかし、開始時と比べると抑うつ感は減じていた。

図 3　DAMS 抑うつ不安尺度の変化

自尊感情尺度は、自尊感情は開始時から平均（2.9
点）に比して高く推移（開始 3.8 点→中盤 4.1 点→終
了 4.1 点）しており、変化は見られなかった。

SOC 尺度（Sense of coherence scale-13）は、開
始時に比べ中盤で把握可能性が増し全体的に同年代
HIV 男性平均値を超えた。終了時には再び減じたが、
開始時と比べると「有意味性」が若干増した。（図 4）

対象関係尺度（青年期用）は、各尺度の数値が大
きいほど、対象関係の不安定さを示すが、本事例の
協力者の場合、開始時より一般平均に比して、全体
的に対象関係が安定していた。そして、面接の経過
の中で、特に「希薄な対人関係」、「自己中心的な他
者操作」、「一体性の過剰希求」が減じ、さらに安定
していた。（図 5）

図 5　対人関係尺度の変化

４）考察
現在のところ詳細な分析が終了しているのは 1 事

例だけであるが、他の事例の経過およびグループメ
ンバーがもつ心理臨床経験を総合して考察する。

 HIV 陽性者への心理的支援において、対象関係
は重要な着目点であると考えられる。他者とどのよ
うな関係を求めるのか、また他者との繋がりにおい
て、開かれながらどのように自分を守るのかといっ
たことが、中核的なテーマのひとつであると考えら
れる。他者との繋がりは、相手との融合や一体を求
めれば求めるほど、また自分と相手とが同質である
と思えば思うほど、逆接的に相手との差異が意識さ
れ、時には傷つき裏切られたという思いになる。そ
れに対処するために、対人的な情緒的接触を希薄化
する、刹那的な人間関係に依存する、強迫的に自己
をコントロールしようとする、自己破壊的な行動化

図 4　SOC 尺度の変化
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をおこなうなどの行動を取っていると考えられる。
それらの対処行動は、必ずしも適応的なものばかり
ではなく、孤独感を募らせるなど、自己あるいは他
者との関係を損なうものである場合も多い。HIV 陽
性者の心的テーマの見立てのうえで重要なことは、
こうした対処行動を病理性の現われとして否定的に
捉えるのではなく、自己を護ろうとする必死の方略
として、その意義を当事者の側から考えるとともに、
現在取っている対処行動以外の方略の可能性を模索
していくことであろう。

カウンセリングにおいては、一人で抱えていた
テーマをカウンセリング関係の中で扱っていくが、
そのとき、自己を開示する、他者との情緒的な繋が
りをもつことが求められる。それは対人的な傷つき
を抱えた者にとっては、きわめて自己を脅かすよう
な事態である。そのため、カウンセリング関係から
の逃避、脱価値化、セラピストへの攻撃などが生じ
ることがある。これらも、病理性や攻撃性などの観
点から考えるのではなく、クライエントが自らの主
体性を保全しようとする動きであると捉える必要が
あろう。

 面接の中では、対象関係に関するテーマが布置さ
れると、それはしばしば、セラピストとしての能動
性や自己価値観を揺るがすようなものとなることも
ある。自分が十分にセラピストとして機能していな
いのではないか、という後ろめたい気持ちを呼び起
こしてしまうこともある。それは、クライエントの
側の対象関係のテーマ、すなわち基本的信頼感にか
かわるテーマが転移されたものである。面接関係に
おいては、セラピストの側はその欠如を安易に埋め
合わせようとせず、そのテーマを当事者もセラピス
トも意識しつつ心理的課題として共に扱っていくこ
とが必要である。そのためには、面接における枠と
しての構造が、他の面接にも増してきわめて重要で
あると思われる。ただし、その構造とはリジッドで
硬直した構造というより、クライエントの側の対象
関係の揺れの一進一退を柔軟に抱えていき、それで
いて、しっかりと面接構造を保つような、ある意味で、
人を信頼するという冒険の許されるような、枠であ
ることが望ましいであろう。こうした柔軟で確固た
る枠が可能となるのは、やはり、HIV 陽性者に共通
する心理的テーマやその個人にとっての心理的テー
マについて、しっかりとした見立てをもっておくこ
とが、前提となる。

 さて、本研究での試行的カウンセリングがもたら
している可能性と限界にも触れておかねばならない。
本研究のカウンセリングは、25 回と限定されたもの
で、これは、カウンセリング開始の当初から、必ず
来る別れを含んでいるものである。それゆえに、こ
の時間的制約のもとでは、通常のカウンセリングと
は異なった関係性がある。たとえば、長期的に醸成
されていく深い情緒的な関係性や転移というものが
構築されにくいということが推測される。あるいは
逆に、時間的制約があるがゆえに、対象関係のテー
マがより先鋭化して現われるということも考えられ
る。いずれにしても、来るべき別れを意識し不安に
思うがゆえに、基本的な信頼感に関するテーマが、
必然的に内在してしまうことに自覚的でなければな
らないであろう。また、この調査構造は、調査協力
者の方々に、強制的に別れを体験させてしまうもの
である。このことの意味については、私たち研究グ
ループも意識し、何度も問いかけてきた。しかしな
がら、こうした喪失を初めから含む関係ということ
の可能性についても、どこか心に留めておきたい。
限定された回数のカウンセリングでは、かなり早い
時期から「終わる」「別れる」というテーマも必然
的についてまわり、終結という「関係の喪失」を途
中から意識しつつ、関係性を調整していく課題が含
まれている。HIV 陽性者の人たちにとって、｢喪失｣
は人間存在のさまざまな次元でテーマになり得るこ
とである。これを扱わざるをえない関係をやり抜い
ていくことで開かれる可能性ということも、考えて
おきたい。まだまだこの可能性に関しては議論が必
要ではあるが、今回、調査に協力してくださった方々
が、面接の中でやり抜いていったことには、その希
望を感じさせるものがあった。いずれにしても、調
査においても実際の臨床においても、対象関係のテー
マが大きい方にとってカウンセリングがどのように
体験されるのか、カウンセラーは、常に思いを巡ら
しておく必要があるだろう。

結 論
日本における HIV 陽性者が性的マイノリティであ

ることから生きづらさを抱えている上に HIV に罹患
し、厳格なウイルス量のコントロールが必要となり、
社会的かつ内的スティグマに晒され、人との関係を
築くことに大きな困難を抱えるようになる。　

つまり、HIV 陽性者がもつ心理的テーマは非常に
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自己存在という根源的な部分から、対人関係など広
く深いものである。そのため、研究として心理的な
テーマをアセスメントし、その変化を捉えるために
は様々な位相から測定が必要と考えられ、実際に調
査デザインを策定するに至った。

こ の 試 行 調 査 に お い て も 採 用 し た M-GBO、
DAMS 抑うつ不安尺度、自尊尺度、SOC 尺度、対
象関係尺度、文章完成法、投映法、いずれにおいても、
カウンセリングによってクライエントが変化する部
分、変わらずに持ち続ける部分を視覚化し、分析可
能な形にすることが出来ていると考えられる。この
調査構造で、さらに複数の対象者で調査を施行し、
量的に指標を分析することが今後の課題として残さ
れている。

加えて、HIV 陽性者の心理的テーマについても、
現時点での 3 事例ともに、一般的な事例と比べて、
カウンセリング場面で自己開示することへの懸念が
強いという印象がある。そのため、カウンセラーと
の関係のとり方が揺れ動くことが多く、他の心理臨
床事例に比べても安定した関係を構築することが難
しい。クライエント（協力者）はカウンセラーとの
関係のあり方を調節したり、確認したりするために、
苦心している様子が分かった。こうした関係性の揺
れは、対人関係における基本的信頼感が持てないこ
と、あるいは「チャム的関係」の築き難さがあると
推察される。

HIV 陽性者のクライエントの基本的信頼感の希薄
さ、チャム的関係の築き難さは、まさに HIV を抱え
て生きるという課題と関連しているともいえる。そ
のため、このような対人関係における不安さに留意
すると、カウンセリングの成否に関わる点で、導入
期にカウンセラーと親密な感情交流（安心して共に
いられる感覚）を持てるかどうかが非常に重要だと
考えられる。

3 年間の本研究期間において、以上のような、
HIV 陽性者の心理的テーマを同定し、それに対応す
るためのカウンセリングの方法、および、カウンセ
リングの効果測定といった研究課題について、量的
分析にまで至らなかったなど課題は多く残されてい
るものの、その端緒について示すことが出来た。
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知的財産権の出願・取得状況（予定を含む） 
該当なし
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