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研究要旨

研究 1

福祉施設従事者対象のHIV/エイズ研修会の開催

研究目的
慢性疾患化した長期療養者が漸増している中、地

域で自立困難な HIV 陽性者の受皿として社会福祉施
設の果たす役割は大きい。

しかし、現状では福祉施設の HIV 陽性者の受入姿
勢は残念ながらあまり積極的ではない。

背景には、HIV/AIDS についての基本的な知識不
足に由来する不安感、受入れ基準や前例がないため
に受入れを躊躇する傾向が当分担研究の研究から示
唆されている。

これらの課題の対策として、福祉施設向けマニュ
アルの必要性や研修プログラムの開発の必要性など
が示唆されたことから、平成 23 年度に作成した冊子

「HIV/AIDS の正しい知識－知ることからはじめよ
う－」を教材に、福祉施設従事者向けの啓発研修を
実施し、HIV 陽性者の受入促進を企図した。

また、効果的な研修プログラムの開発とその在り
方に検討を加えた。

研究方法
平成 23 年度の分担研究を基に作成した冊子「HIV/

AIDS の正しい知識－知ることからはじめよう－」
を全国の高齢者、障害者福祉施設に配布、または、
研修教材として希望のあった福祉施設・関係団体に
冊子を 10,250 部配布し、本冊子を使った福祉施設職
員を対象とした啓発研修を行った。

研修後には、研修の効果並びに今後の HIV 陽性者
受入れの参考とするために、受講者に研修後のアン
ケート調査を実施した。

本分担研究では平成 27 年度から平成 29 年度にかけて、HIV 陽性者の受け入れにおける福祉施設の課題と

対策に関する検討を行った。

研究 1 では、福祉施設の受入れマニュアルを用いた研修会により、HIV/AIDS 啓発研修を行った。福祉施

設における HIV 陽性者の受入れに関して、福祉施設は受入れ事例が身近になく、過去のマスコミ報道による

「怖い病気」のイメージが先行して、情報不足と相まって HIV/AIDS について無関心な状況にある。そのため、

福祉施設向けに H23 年度に作成した福祉施設職員向けのマニュアル「HIV/AIDS の正しい知識 - 知ることか

らはじめよう」（A4 版 48 頁）をテキストに、福祉施設職員向けに啓発研修を全国各地で行った。

研究 2 は、マニュアル「HIV/AIDS の正しい知識 - 知ることからはじめよう」の改訂作業を行った。新た

に制度面や人権関連の記事を多くした改定版の作成を完了し、2018 年 6 月に刷新予定である。

研究 3 は、地域包括支援センターの HIV 陽性者の受入れ課題と対策について検討した。

HIV 陽性者における地域ケアの一翼を担う地域包括支援センターと福祉施設の連携のあり方についてイン

タビュー調査をもとに地域での受け入れ態勢の素地を作るべく取り組みを行った。

長期療養者の受け入れにおける福祉施設の課題と対策に
関する研究
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（倫理面への配慮）
アンケートの趣旨説明を行い、自由意思による回

答と匿名化についてなどを説明し、倫理面について
配慮した。

テキストに使用した冊子

研究結果
福祉施設職員対象に HIV/AIDS の啓発研修を計画

した。研修は福岡・広島・兵庫・大阪・愛知・山梨・
神奈川・東京・千葉・埼玉・群馬・新潟・福島・宮
城・長野県各地で合計 39 回の研修会を開催し、1862
名の福祉施設従事者が受講した。

その後、広島・大阪・群馬・東京は継続研修を開
催し、研修後に福祉施設における HIV 陽性者 12 名
の受入れにつながった。

研修の結果は、HIV/AIDS について理解できたと
し、受講者本人としては受入れる方向で考えると回
答する者が継続的に研修を行っている東京、大阪、
広島で 10p 以上増加したが、事業所単位で実際に受
入れるかを問うと、受入れを躊躇する回答傾向が見
られた。

自由記述では、「大変に平易でわかり易い研修で
ある」、「HIV/AIDS が怖くない病気だということが
よくわかった」、「障害者福祉の対象と知らなかった」、

「制度などについてもう少し知りたい」、「スタンダー
ドプリコーションを取れば良いというが、現場では
統一されていない」、「当事者の話はとても親近感が
あった」「継続的な研修開催の必要性」「経営層に正
しい知識を持ってもらいたい」等の意見が寄せられ
た。

研修内容には当事者の語りを取り入れた。当事者
の方の語りは、HIV/AIDS という医学的知識を現実

の生活者の声に変換してくれる力を持ち、受講者に
心に響く効果があり、当事者との接点がないことか
ら偏見や不安が生じていることが示唆された。

考 察
先行研究において、福祉施設職員の多くは曖昧な

HIV/AIDS の知識しかなく、過去のマスコミ報道に
よって形成された「怖い病気」というマイナスイメー
ジを強く抱いていることや HIV/AIDS の問題は、医
療機関が対応するものとの認識であることが判明し
ている。

マスコミなどの報道も少なく、HIV/AIDS の関心
が薄れてきているためか全般的に福祉関係者には自
分たちの問題として捉えていない。受入れ前例が少
なく、HIV 陽性者を実際に受入れている福祉施設の
情報が個人のプライバシーなどの関係で公開されに
くいため、受入れに関して消極的あるいは防衛的に
なる傾向が強いと推測される。

研修教材として使用している「HIV/AIDS の正し
い知識－知ることからはじめよう－」は、第一部で
スタンダードプリコーションについて基本的知識を
概観する内容になっており、福祉施設の従事者に比
較的良く知られている HBV の予防対策として説明
しながら、その都度、HIV と対比させ、福祉施設の
日常的な生活においては、HIV の感染リスクは極め
て低いことを理解してもらえるようにした。

福 祉 施 設 に お け る HIV/AIDS の 啓 発 研 修 は、
HIV/AIDS 情報をその他の感染症と共に周知させて
いく方が、福祉施設の関心を引くので東京・広島で
は福祉施設の感染症対策の一環として行い、受講者
を増やした。広く感染症として研修をするほうが受
講者の動機付けには良いと推測される。

また、研修開催の案内が県庁の感染予防担当所管
から発せられるため、従来縦割りの各福祉施設関連
施設に周知されない傾向があるので、PR の方法を
検討する必要がある。

結 論
引き続き、福祉施設職員対象の HIV/AIDS の啓発

研修会を開催していく予定である。特に、社会福祉
側の視点から HIV 陽性者の受入れ問題を捉えるため
に、障害者差別や人権擁護の視点から、ソーシャル
ワーカーに働きかけていく予定である。
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研究 2　

マニュアルの改訂

研究目的
冊子「HIV/AIDS の正しい知識－知ることからは

じめよう－」は、HIV/AIDS に関してあまり知識が
ない福祉従事者にわかりやすい内容であるとの評価
を得てきた。

一方で、高齢福祉分野のケアマネージャーや障害
福祉分野の相談支援員等から制度面や心理面での対
応についての情報がほしいという要望があがってお
り、冊子の改定の必要性が生じた。

HIV 陽性者の福祉施設における受入れ拒否は換言
すれば福祉施設による社会的障壁であることや、権
利条約や障害者差別解消法の「合理的判断」の欠如
が「差別」にあたるという人権上の課題も盛り込む
必要性が高まったため、改定にむけた作業を行う。

研究方法
ワーキンググループを設定して、これまでの研修

アンケートの自由記述等を参考にし、福祉施設従事
者に冊子の感想等を聞き取り調査した。

（倫理面への配慮）
研究の趣旨を説明し、自由意思による参加とした。

回答については匿名化し、討議内容の公表などにつ
いて承認を得るなどの倫理面での配慮をした。

研究 3　

地域包括支援センターのHIV 陽性者の受入れ
課題と対策

研究目的
HIV 陽性者における地域ケアの一翼を担うと推定

される地域包括支援センターと福祉施設の連携のあ
り方についてインタビュー調査を行なった。

研究方法
大阪市旭区にある地域包括支援センターをフィー

ルドに地域における HIV 陽性者の受入れ課題と対策
について、アクションリサーチを行った。

結 果
・ワーキンググループの結成

大阪市旭区東部ブロックの包括支援センターから
研究参加者を募り、ワーキンググループを結成し、
地域における HIV/AIDS を含む感染症患者の受入れ
促進を図るための地域活動を推進することを目的に
アクションリサーチを 3 か年で実施した。

平成 26 － 29 年間でワーキングを行い、主に①か
ら②までを行った。

① HIV 陽性者における地域ケアの一翼を担う地域
包括支援センターと福祉施設の連携のあり方につい
て検討を行った。

②大阪市旭区の東部ブロックを対象に、その地域
の地域包括支援センターと大阪市保健所と連携して
HIV/AIDS の地域における意識啓発について検討を
加えた。

結 論
大阪市旭区内の高齢者介護事業所向けの啓発研修

が一巡し、一定の役割を果たすことができた。HIV
陽性者の実際の受け入れ時には、今回の研究に協力
してくれた包括支援センターのスタッフ、大阪市保
健所等の複数機関の連携が可能になるかと思われる。
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