


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

 

この冊子は、即日 HIV 検査相談所における実際と受検者の方々へ

の聞き取りに基づき、「要確認告知」「陽性告知」の場面において、

告知を担当する方々のご参考になればとの願いから、そのポイント

のご紹介を試みたものです。 

また、当事者の立場からみて、より良い「要確認告知」「陽性告知」

を受けられるための一助となれば大きな喜びです。 
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◆このマニュアルで使われているいくつかの語句について 

 

 

当事者 

文脈により次のどれかの意味で使っています。 

① ＨＩＶ検査を受けにくる人（受検者） 

② ＨＩＶ陽性者・ＨＩＶ感染者・ＡＩＤＳ患者 

③ ＨＩＶ/ＡＩＤＳの予防対策や感染者サポートを行う上で、社会的脆弱性を持つがゆえに、特 

に配慮が必要とされるグループ。マイノリティ。 

セクシャル・マイノリティ、若者、妊婦、外国人、障がい者、セックスワーカー、薬物使用者など 

 

ＨＩＶ感染者           

ＨＩＶに感染し、体内にＨＩＶを持っている人。ＨＩＶ検査を受けていないがＨＩＶに感染してい 

る人（潜在的な陽性者）、本人の感染の自覚の有無、ＡＩＤＳ発症の有無は問いません。 

 

 

ＨＩＶ陽性者        

検査により、ＨＩＶ感染が判明した人またはＡＩＤＳを発症した人の総称。 

                 

 

カウンセリング     

ＶＣＴにおいて検査前後に受検者に対して行う、説明、情報提供、インフォームド・コンセント、 

気持ちの受けとめ、相談対応、リファーラル（紹介）などのことを指します。心理の専門家（精神 

科医や臨床心理士など）による心理的介入とは異なります。 

 

要確認（検査）     

イムノクロマト法などによる迅速ＨＩＶ抗体検査において、陽性反応を示した場合、必ず確認検査が 

必要となります。これは、ＨＩＶに感染していないのに検査結果が陽性となるケース（偽陽性）がま 

れにあるからです。偽陽性が出るのは、抗体の交差反応（受検者がＨＩＶ抗原とたまたま反応する抗 

体を持っている）のためと言われていますが、本当の原因はほとんどの場合不明です。いずれにせよ、 

迅速検査のみの結果をもって「ＨＩＶ陽性」であるとか、「感染している」と言うことはできません。 

受検者には「要確認検査という結果を告知します。 
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１．告知によって起こる心の傷 

 

ＨＩＶ陽性告知によるショックは、心にも身体にも大きな影響をもたらします。中には、吐き気や動

悸、下痢、筋肉の痛み、のどのしこり感、ふるえ、風邪等の症状が起こる人もいます。 

 人によって、ショックの大きさや表れ方が異なりますし、感染事実を受け入れるまでの長さも違いま

す。１～２週間の人もいれば、数年かかる人もいます。感情をコントロールできない人や仕事をストッ

プする人、子どものようになる人、逆に全く冷静で感情を表さない人もいます。これらは異常なことで

はなく、告知というショックによって起こるいわば正常な反応と言えます。 

 心の傷はひとりひとり異なり、時間の経過とともに変わります。それぞれの心の傷をみつめ、耳をす

ますことが大切です。 

 以下に、告知によって起こる心の傷のリストを掲げます。これは、実際に告知を受けたご本人にイン

タビューし、当時を振り返って戴いたものです。 

 

□ 告知のことが頭から離れない 

□ 告知を思い出させるようなことは避ける 

□ 死にたくなることがある 

□ 気持ちが落ち込みやすい 

□ 他の陽性者や患者に会うのがつらい 

□ ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関することにかかわりたくない 

□ ときどき無感覚になってしまう 

□ 時間、場所、方向等の感覚を喪失している 

□ 他人に自分のことを分かってもらうのが難しいと思う 

□ 家族やパートナーと何となく溝ができた 

□ 自分が帰属するところ（職場や学校など）の人々とつきあうのがわずらわしい 

□ 目に映るもの、耳に聞こえるもの、匂い等に対して感覚が鋭敏になっている 

□ しじゅうあたりを見回して警戒したり、身構えたりしている 

□ よく眠れない 

□ 集中力、判断力が低下している 

□ お酒や薬を飲まないと、寝たり、用事をすることができない 

□ わけもなくイライラしたり、怒りっぽくなった 

□ 自分を責めてしまう 

□ 人を責めてしまう 

□ 人が信じられなくなった 

□ 今までの日常生活が変化した 

□ 性欲や性的機能に変化があった 

□ 話し方が変わった 

□ 自宅や部屋に引きこもりがちになった 

□ 食欲がない 

□ ＨＩＶ／ＡＩＤＳのことを考えないよう必死に仕事をする 

第１章  陽性告知をうけるということ
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２．「検査～告知～受診」のあり方による類型 

 

 告知によるショックの度合いや結果の受けとめ方は、どんなふうに検査に至ったのか（無断検査か自

発的検査か）、検査前後にどんなカウンセリングがあったのか（インフォームド・コンセントがあった

か、プライバシーが守られていたか）、どんな告知を受けたか（告知後のフォローがあったか、病院等

への紹介はあったか）、そして、どのように病院につながったかなどによって異なってきます。どのよ

うな流れを経て最終的に受け入れ病院にたどり着いたかによって、心の傷は異なってきます。 

 全く予期せぬ検査や告知ほど、心の準備がないために心の傷が深くなることは、容易に想像できます。 

時には、長期にわたって人が信じられない、感情がない、何事にも興味が湧かない等の症状が起きる場

合もあります。ずっと悩みながら、医療機関への受診を拒否する場合もあります。 

  

検査のあり方における類型と問題点 

検査の 

あり方 
例 陽性告知における問題点 

強要検査 

○カップルの一方がもう一方を無理矢理

連れてくる。 

○風俗店のマネージャーが働いている女

性達を連れてくる。 

○妊婦健診や外科手術で、慣習として他の

検査に混じって十分なインフォームド・コ

ンセントなしに行われる。 

本人の意志で受けたものでないため、結果を受けとめる

のが困難になる。診療へのつながりも困難になる恐れが

ある。また、検査を強要した相手にも結果を知られてし

まうので、プライバシーの面でも問題がある。その後、

解雇や診療拒否、転院につながった場合は本人に大きな

負担や心の傷を与えることになる。 

強制（義務

的）検査 

○海外勤務で陰性証明が必要な国に派遣

されるため、検査を受けざるを得ない。 

○軍隊への入隊やセックスワークに従事

するにあたって法や規制に則って行われ

る。 

仕事などのためやむを得ず受検する場合が多いが、その

ぶん、陽性結果と同時に当の仕事を失う恐れが生じるた

め、結果として本人の不利となる可能性がある。告知後

のフォローがないことも多い。上司や組織に結果を知ら

れることから、プライバシー面でも問題が起こりやすい。

ノリで検査 

○イベント会場で行われた検査で、仲間に

誘われ、あるいは雰囲気や勢いに流されて

受けてしまう。 

○アルコールを飲んで気が大きくなって

受けてしまう。 

じっくりと冷静に考えて検査を受けることを決めていな

いため、結果を受けとめるのが困難となる。また、一緒

に受けた仲間に結果を知られ、身近なところで差別が生

じる可能性がある。また、アルコールが入っていた場合

など、本人が結果を信用したがらないこともある。 

無断検査 

○職場の健康診断で本人への説明も同意

もなく、無断で行われる。 

○外科手術の前に本人への説明も同意も

なく、無断で行われる。 

検査されたことを知らず、結果を全く予期していないた

め、陽性告知は大きな衝撃を伴う。勝手に検査されたこ

とへの怒り、プライバシーが漏れることへの不安なども

あり、結果を受け入れるのに困難が伴う。医療機関で起

きた場合は、そのまま医療不信につながり、その後の診

療に否定的な影響をもたらす恐れもある。解雇や診療拒

否につながった場合は、さらに心の傷を深めることにな

る。 

自主検査 
○本人が自らＨＩＶ検査を受けようと決

めて受検する。 

ある程度は結果を受けとめる準備ができている。上記の

ような問題点が軽減される。 



3 
 

カウンセリングのあり方における類型と問題点 

カウンセリン

グのあり方 
例 陽性告知における問題点 

プレ 

カウンセリング 

なし 

○HIV/AIDS という病気、今の治療状

況（死ぬことはまれである）、検査方

法（即日検査での偽陽性）、結果の伝

え方、プライバシーについての注意喚

起などについての適切な説明が事前

にされない。 

「ＨＩＶ／ＡＩＤＳ＝死」などの誤ったイメージを持って

いる受検者がそれを訂正されないまま告知を受けると、そ

れだけショックも大きく、パニックにも陥りやすい。パニ

ックによって、あとさきを考えず周囲に話してしまうなど、

本人にとって不利益につながる行為を起こす可能性もあ

る。また、検査方法に対する理解不足は、結果の受けとめ

を困難にする可能性がある。 

ポスト 

カウンセリング 

なし 

○告知のあとに、十分なショックの受

けとめや今後の経過についての説明

がないまま、病院の紹介状だけ渡され

る。 

○郵送検査キットで「陽性」と判定さ

れた。 

○健康診断を受けたところ、後日送ら

れてきた結果票に「陽性」と書いてあ

った。 

結果を知ったことによるショックを受けとめるのに困難を

伴う。医療や福祉制度など、今後のことについての十分な

情報が得られないので、不安が増大する。結果として医療

につながらないこともある。また、郵送検査での「陽性」

はまだ判定保留の状態にあるが、そのことについての適切

な説明がなされないことで、確認検査につながらない可能

性もある。 

プレとポストの

カウンセリング

あり 

○十分なインフォームド・コンセント

を通じて検査を受ける。 

○告知後に心の受けとめがあり、当面

必要な情報が丁寧に伝えられる。病院

の紹介もある。 

上記のような問題点が軽減される。 

プライバシーへ

の配慮が不十分 

○告知を受ける部屋が個室でない。 

○他の受検者の結果が見えるなど、結

果票の取扱いに不備がある。 

○名前や住所など、必ずしも必要でな

いことを聞かれる。 

自分の結果が検査所の職員や他の受検者に知られてしまう

のではないか、家族や職場に知られてしまうのではないか

と不安になる。結果を受けとめるのに困難が生じると同時

に、検査所に対する信頼性が失われ、行政不信や医療不信

につながる可能性がある。結果として、医療や福祉制度へ

のアクセスに困難が生じる。 

プライバシーへ

の配慮が十分 

  上記のような問題点が軽減される。 
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診療機関等への紹介のあり方における類型と問題点 

検査を受けた 

（告知された） 

場所 

診療機関等への紹介のあり方 陽性告知における問題点 

検査機関 

（保健所等） 

①検査所の職員が告知後そのまま病院

まで連れて行く。 

 

②紹介状を受取り、陽性者自身が受診

日を決める。 

告知後すぐに病院に連れて行けば、確実に受診にはつなが

る。しかし、本人がまだ結果を受けとめていない状態での

通院開始となり、あとから問題が生じかねない。しかも、

カルテを作る関係上、そこで陽性者の個人情報が同行者に

も知られることになる。職場のこと、家族やパートナーへ

の告知のこと、今後の人生設計、心の整理も周囲との調整

もつかないうちに治療だけ先行してしまうことは、取り返

しのつかない事態や傷となって残ることがある。せっかく

始まった治療が中断してしまい、使えない薬ができたり、

かえって症状が悪化するようなリスクは避けたいもので

ある。 

診療機関 

（病院等） 

①検査・告知された病院での以後の診

療不可。他の病院への紹介もなし。 

 

②検査・告知された病院での以後の診

療不可。他の病院（拠点病院など）を

紹介される。 

 

③検査・告知された病院で以後の診療

を受けられる。 

検査・告知された病院でその後の診療を拒否される、とい

う事態は、多くの場合ストレスになる。特に、術前検査や

妊婦健診で感染が分かった場合は、本人がその時点から他

の病院を探したり転院したりしなければならず、非常に負

担となる。その過程で、家族や職場にも本人の意図とは別

に、感染事実を知られてしまう可能性もある。また、他病

院への紹介もなければ、「やっかい払いされた」と思い、

自暴自棄になりかねない。 

その他 

（献血、郵送検

査キット、健康

診断等） 

①病院（拠点病院など）、検査所（保

健所など）、相談機関（電話相談など）

等への紹介あり。 

 

②病院（拠点病院など）、検査所（保

健所など）、相談機関（電話相談など）

等への紹介なし。 

結果だけを伝えて事足れりとする検査は、当事者の側に立

ったものとは言えず、以後のＱＯＬ（生活の質）に大きな

影響を及ぼす。要確認結果を受けた人が確認検査につなが

らなかったり、陽性告知を受けた人が治療や福祉制度や適

切なサポートにつながらず自らのウイルスコントロール

を放棄してしまえば、ＨＩＶの感染拡大を防ぐことは難し

い。 
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４．告知を受ける人の背景 

 

 陽性告知とその後のカウンセリングを行うにあたって大切なことは、告知を受ける当事者の視点に立

って、当事者のペースを尊重しながら行うことです。そのためには、告知を受ける当事者の多様な背景

や属性について理解し、彼らが置かれている状況に対して想像を働かせ、必要な配慮や支援を行うこと

が望まれます。 

 以下に、当事者の背景の特徴によってどんな配慮すべき事項が考えられるかを、その対応のポイント

とともに掲げます。 

 

当事者の 

背景・属性 
配慮が必要な事項 告知カウンセリングの際のポイント 

国籍（外国人） 

言語の問題 

通訳に同席してもらう場合、プライバシーが守れて、日本の福祉医

療制度について大枠を知っている人に依頼する。また、渡す資料も

本人が理解できるものにする。必要に応じて、外国人をサポートす

る他機関を紹介する。 

滞在の形態（ビザの有無など）

の問題 

長期滞在用のビザ（査証）があれば、国民健康保険等に加入でき、

日本人と同様の医療福祉制度が利用できる。ビザがない場合、その

後の医療や福祉へのアクセスに困難が生じる。場合によっては、帰

国支援に向けて NGO 等他機関を紹介する必要がある。 

日本の HIV/AIDS の状況へ

の理解度 

言語の問題とからむが、本人の認識が母国にいたときのままでや、

一昔前のものである場合には、適宜訂正する。 

居住地 

紹介する医療機関 

遠方から検査に来ている場合、本人の地元の病院情報を伝える必要

がある。が、一方、プライバシーを気にかけ、地元の病院ではない

方がよいと言う人もいる。本人の要望に沿って、紹介する。 

告知後の帰り方 
告知のショックから、ぼんやりして帰り道で事故等にあわないよう、

落ち着いてから帰宅するよう配慮。交通機関も確認するとよい。 

セクシュアリ

ティ 

セクシュアル・マイノリティ

である 

カウンセラーのセクシュアリティに対する偏見や差別的言動は、本

人が結果を受け入れるための障がいとなる。また、本人が感染に至

った自分の性行動をどう受けとめているかも、結果の受けとめに大

きな影響を与える。カウンセラーにはセクシュアリティの多様性に

対する理解が必要である。 

パートナーへの検査勧奨 パートナーが同性である場合もある。それを踏まえて話を進める。

今後の予防行動の伝達 
パートナーが同性である場合もある。それを踏まえて話を進める。

特有のセーファーセックス情報が必要な場合もある。 

持っているＨ

ＩＶ/ＡＩＤＳ

のイメージや

知識 

間違った知識やマイナスイメ

ージはないか 

告知後は多かれ少なかれショックのため情報が受け取れない状態に

あることも多い。正確な新しい情報は、プレカウンセリングで伝え

られることが望ましい。が、念のため、ポストカウンセリングで再

度伝える必要がある。 
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当事者の 

背景・属性 
配慮が必要な事項 告知カウンセリングの際のポイント 

プ ラ イ バ シ ー

意識 
カミングアウトの問題 

本人が、ＨＩＶ／ＡＩＤＳに対する社会的偏見のあることを知らな

いで、気軽にカミングアウトし、不利益を被るケースもある。ある

程度はプライバシーに関する意識付けが必要である。 

感染の 

きっかけと 

なった行為 

どのように感染したかによっ

て結果の受けとめ方が違って

くる 

きっかけとなった行為が、本人の意志に反するものである（レイプ

や事故など）、罪悪感や恥を感じている（浮気や風俗やハッテンバ

など）、違法である（ドラッグ）、信じていたパートナーからの感

染であるなど、心理面での傷が感染事実の受け入れを困難にする場

合がある。心の傷をそのまま受けとめることが大切である。 

同 伴 者 の 有 無

と関係性 

同伴者も結果を知る可能性

（プライバシー） 

同伴者がいる場合、その人との関係性が焦点になる。結果を知られ

ることをあらかじめ本人が承知しているのか、それとも知られたく

ないのか。知られたくない場合は、告知の方法や手渡す資料等に配

慮が必要になってくる。 

今後サポートしてくれる存在

かどうか 

陽性結果によって同伴者との関係が変化することがある。不利益を

もたらす変化が予測される場合は、注意が必要となる。同伴者のサ

ポートが得られると分かっている場合には、一緒にカウンセリング

をして、本人に有益な情報を共有してもらうことも可能となる。 

セ ッ ク ス パ ー

トナーの有無 

パートナーへの検査勧奨の問

題 

今のパートナーとの行為で感染リスクがある場合は、パートナーに

も検査が必要になってくる。どのようにパートナーに検査をすすめ

るか、本人と一緒に検討する必要が出てくる。 

今後のセックスはどうするか

パートナーにカミングアウトした場合でも、しない場合でも、今後

のセックスにおいては予防が大切。どう予防していくか、どのよう

にパートナーに協力を求めるか、本人と一緒に検討する作業が必要

になってくる。 

サ ポ ー ト し て

く れ る 人 の 有

無 

今後のサポートの必要性 

本人の状況や様子によっては、心理的あるいは身体的サポートが必

要と判断される場合もある。誰も相談できる人がいないという場合

には、相談・支援機関を紹介する必要がある。 

家 族 等 同 居 者

の有無 

同居者への告知の問題 

プライバシーの面で同居者への告知には配慮が必要であるが、同居

者がサポートしてくれるような関係であるなら、本人にとってプラ

スになる。同居者との関係性や、同居者の病気の受けとめ方がポイ

ントとなってくる。 

共同生活する上で気をつける

こと 

同居者への二次感染を防ぐために、自らの出血液の扱いに関する注

意喚起が必要。母子感染を防ぐために、乳児に母乳を与えないよう

にする。 

他 の 病 気 や 障

がいの有無 

今後の治療方法や福祉制度の

利用に影響 

すでに他の病気の治療をしている場合、ＨＩＶ治療を始めるにあた

って注意が必要。病院の選択も限られてくる場合もある。また、す

でに何らかの福祉制度を利用している場合（たとえば、障害者手帳

を持っている、生活保護を受けているなど）、そこにＨＩＶが加わ

ることによりどうなるか検討や調整が必要になってくる。 
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当事者の 

背景・属性 
配慮が必要な事項 告知カウンセリングの際のポイント 

現在の体調 

受診の必要性 
早めの受診をすすめることは大切であり、特に何らかの体調不良の

ある場合はＨＩＶ感染が進行している可能性がある。 

今後の生活上のアドバイス 

日常生活でできる健康管理やストレスマネジメントについて一緒に

考えることができる。特に、免疫との関係で栄養に関する情報提供

は有益。 

仕事の状況 

職種 

陽性者が就けない職種はない。しかし、ＨＩＶ治療を始めるにあた

って、通院や副作用の面で、仕事を続けられない場合もある。また、

セックスワーカーの場合、お客への二次感染を防ぐ必要がある。当

人も他の性感染症に感染しないよう注意が必要。 

通院との絡み 

仕事との関係で病院に行く時間が取れない、仕事を休みにくいとい

った場合もある。病院選択の際、診療日や診療時間が本人の都合と

調整可能なところを紹介する必要がある。 

職場でのプライバシー（保険

使用にあたって） 

健康保険を使ってＨＩＶ治療を始めるにあたり、医療費のレセプト

の扱いが職場でどうなっているか、プライバシーが守られるか気に

かける人が多い。 

経済状況、 

生活保護等の

有無 

医療費の支払いの問題 

本人の経済状況によっては通院が難しい場合がある。身体障害者認

定を受けるまでの間の医療費をどう工面するか。場合によっては生

活保護の申請が必要かもしれない。 

その他 

妊娠中である 

妊娠週数を考慮しながら限られた時間内で今後の対応を決める必要

がある。（生むか生まないか、パートナー告知、抗ＨＩＶ薬開始な

ど） 妊娠継続を望むなら、母子感染予防が必要になる。 

十代である（未成年） 
保護者へのカミングアウトをどうするか。保護者の健康保険証を使

う場合、保護者の理解が必要となる。 

ドラッグを使用中 

継続服用が必須な抗ＨＩＶ治療も、他者への感染予防も困難となる

可能性があり、場合によっては、他の専門支援機関を紹介する必要

がある。 
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５．カウンセリングに関わるにあたって 

 

ＡＩＤＳと向き合うスタート地点に関わっているという自覚 

 要確認告知はまだ確認段階とはいえ、陽性となる人にとってはＨＩＶ／ＡＩＤＳと向き合うスタート

地点に立っていると言えます。もちろん、検査に訪れたこと自体、一定の覚悟をしてきているはずです

が、要確認と告げられることで、自分自身にＨＩＶ／ＡＩＤＳが関わっていることを、さらに自覚せざ

るを得ない状況になります。 

また、陽性告知では、まさしく自身の感染事実を受け止める場面となるため、そこに立ち会った人の

反応は、その後の本人の病気との向き合い方に影響を及ぼすことも考えられます。 

そのため、告知場面では受検者に寄り添い、不安を受け止めながら、様々な困難に対して一緒に考え

ていこうという気持ちを伝えていくことが大切になります。 

 

一人一人のペースに合わせる 

 要確認、陽性告知を受ける人が、それぞれどのような背景で訪れ、どのような精神状態に陥っている

かによって反応は違ってきます。セクシュアリティや検査動機などが同じようなケースだったとしても、

人それぞれの反応があります。そのため、過去の経験に囚われず、いま目の前の本人のペースに合わせ

てお話をしていくことが必要なことです。 

 

本人が決めて前に進めると信じて見守る 

 時に、本人に自己決定を促しているつもりが、こちら側の思う結論に導いてしまうことがあります。

本人は告知直後から様々なことを自己決定していく必要があります。（病院受診、他者へのカミングア

ウト、パートナー検査勧奨など） 

 告知のショックから、冷静に判断ができなかったり、あやふやにして先延ばしにしたいという思いが

出てきたり、もしくは全ての事を放り出してしまいたいというような状況にもなります。それらの反応

には、本人にとって意味のあることでも、告知をした側からすると、適切なステップを進んで行ってほ

しいと願うため、強引に次の行動について提示してしまうことがあるかもしれません。しかし、今後本

人がＨＩＶ／ＡＩＤＳと共に生きていくためには、本人が納得して次のステップに進んでこそ、継続的

な治療や自主的な人生設計ができると考えられます。手を出しすぎて依存関係を作らないためにも、本

人の自己決定ができると信じて、見守りながらサポートしたいものです。 

 

自分の中の価値観に気づく（ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、性、セクシュアリティ、感染症、など） 

 ＨＩＶ／ＡＩＤＳは様々な間違った情報によって、人々に偏ったイメージを与えてしまった病気です。

気づかないうちに、陽性者に対して自分の価値観で批判的な態度を取ったり、受け入れがたい心境に陥

らないためにも、自分の中にＨＩＶ／ＡＩＤＳや性、セクシュアリティ、感染症について、どのような

イメージがあるのか、振り返っておくことが大切です。 

 価値観は、その人が生きてきた中で培われてきたものなので、全てを変えることはとても難しいこと

です。しかし、その価値観がカウンセリングの場面で必要かどうかを考え、カウンセリングの主人公は

陽性者自身だということを思い出して対応していくことが重要です。自分の持っている価値観に気づい

たら、「必要のない時は心の中の箱にしまっておく」ということができて、いろんな方のお話を素直に

聞けるようになるのではないでしょうか。 
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６．カウンセリングの環境 

 

 ＨＩＶ検査を行う環境は、できる限り受検者の視点に立って整えていくことが大切です。２つのこと

がポイントとなります。 

 

◎ プライバシーが守られる 

◎ リラックスできる 

 

 これらを踏まえて、陽性告知の環境について検討しましょう。 

 

全体に関して 

 

① 動線を考える 

建物に入ってから告知を受ける部屋への動線、告知を受けた後、建物から退出するまでの動線を考  

えます。当事者にとってわかりやすいスムーズな動線は大切ですが、他の職員や受検者とできるだ  

け顔を合わさないですむように、出入り口や告知する部屋を決めます。 

 

② 相談室への出入りが他の受検者から見えないようにする。  

告知を受けた後に、他の受検者の視線を一身に浴びなければならないのは気持ちいいものではありま

せん。また、表情から他の受検者や職員に結果がわかってしまうことのないよう配慮します。 

 

③ 前もって告知する部屋を決めておく。 

上記の理由から、告知に使用する部屋を前もって決めておきます。プライバシーが保て、静かで、明

るく、落ち着ける部屋が良いでしょう。 

 

 

告知する部屋作りのポイント 

  

① プライバシーの配慮 

○ 廊下や隣の部屋で話している声が聞こえない個室にする。隣の部屋の声が聞こえるということは 

  自分たちの話す声も隣に聞こえるということ。壁が薄いときは室内に音楽を流すとよい。 

○ ドアが透明であったり、ガラスがはめ込まれているときは、外から中が見えないように紙や布で 

  覆う。窓ガラスも同様。 

 ○ 相談中にだれかが間違って部屋のドアを開けても受検者の顔が見えないよう、受検者の席はドア 

   を背にした位置にする。受検者とドアの間についたてを置くとより安心。一方、カウンセラーは 

   何かあった場合すぐにドアにたどり着けるような位置に座る。 

○ 結果票やカウンセリングに使ったシートの管理は、カウンセラーが責任を持って行う。他の受検 

  者の結果が見えると、本人は自分の結果も他の受検者に知られてしまうのではないか不安になる。 

 

② リラックスしてもらえる工夫 

 ○ ヒーリング系の音楽を流す。 

 ○ 花を飾る。 



 

○ 風景

○ 柔ら

○ 可愛

○ 採光

 ○ 荷物

○ 当事

を準

○ 当事

 

③ その他

 ○ 今後

グの

とこ

に対

 ○ 突発

フな

 ○ カウ

るよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景写真を掲示

らかい色合い

愛い小物やぬ

光や照明によ

物置きを準備

事者は、緊張

準備する。 

事者とカウン

他 

後のセーファ

の流れの中で

ろに出して

対する不安や

発的な行動を

など鋭利な刃

ウンセリング

よう、部屋の

示する（森、

いのテーブル

ぬいぐるみな

って部屋を

する。  

張したり興奮

セラーのい

ーセックス

本人の様子

おくと、予防

絶望をよび

防ぐために、

物などを目

グは長い時間

使える時間

川、海、山な

クロスや布な

どを飾る。

明るくする。

したり精神的

すの向きは、

のための啓発

を見ながら必

防できなかっ

さます可能性

、告知する部

に見えるとこ

かかることが

を調整してお

11 

など） 

などを用いる

。 

的に動揺する

、斜角が良い

発用パンフレ

必要に応じて

ったことに対

性がある。

部屋は低層階

ころに出しっ

が多いので、

おく。 

 

る。 

ることが多い

い。真向かい

レットなどは

て取り出せる

対する罪悪感

階のほうがよ

っぱなしにし

当事者が落

い。のども渇

いでは威圧感

は適宜用意し

るようにする

感や後悔、こ

よい。また、

しておかない

落ち着くまで

渇きやすい。

感を受ける。

しておき、カ

る。最初から

これからの性

ハサミやカ

い。 

で静かにいる

飲み物など

 

カウンセリン

ら目に見える

性生活や恋愛

カッターナイ

ることのでき

ど

愛
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７．「べからず」集 

 

 カウンセリングに関わる中で、時に私たちは不注意な言葉を発しているかもしれません。また、知ら

ないうちに態度で相手の心に傷をつけているかも知れません。 

要確認告知、陽性告知の場面では、本人にとってはどんなに心構えがあったとしても、大きなターニ

ングポイントとなる時であり、多かれ少なかれ心に傷を負う時になることは言うまでもありません。 

その場面に立ち会う私たちは、自らがどのような言葉や態度を取る可能性があるかを一度振り返り、

本人の心の傷が少しでも軽くなるよう、心配りをしながら思いを伝えていきたいものです。 

 

感染経路やセクシュアリティ、感染予防しなかったことに対する質問や批判をすることは、過去の出

来事から裁かれているような気持ちを生むかもしれません。本人が事実として語ること以外に不用意に

憶測をしたり、運命論的に結論づけたりはしないことが必要です。 

落ち込んでいる方に安易な慰めは、あまりわかってくれていないという気持ちを抱かせてしまうでし

ょう。また、既にがんばっている人に対して、更にがんばってという励ましは、いったいどうすればい

いのだという苛立ちを起こさせるかもしれません。 

 

 

＊以下に告知場面で気を付けておくべきことを記してありますが、これはあくまでも状況や相手の様子

に影響されるため、その場での判断を優先してください。 

 

 

□ 感染が残念なこと、悪い事という対応 

□ 感染の原因を特定しようと過去の経験を根掘り葉掘り聞くこと 

□ 自業自得という考え方を話す 

□ セクシュアリティについて断定し憶測だけで対応すること 

□ 陽性者を感染源と考え、他者への感染を予防することばかりを指導すること 

□ 弱い立場で何もできない人という扱い 

□ 本人の自己決定を奪い、勝手に判断、行動すること 

□ 哀れな人、かわいそうな人という扱い 

□ 指示や指導ばかりする 

□ 本人の心のうちを聴こうとしない 

□ 今後のことについて一切情報提供をしない 

□ 服薬に関して副作用や飲みづらさを強調する 

□ 「〇〇の方がつらい」「〇〇よりはまし」と比較して安易な慰めをする 

□ ポジティブに生きることを強要する 

□ 本人の了解なしになんらかの生き方を提案し強要する 

□ 「普通のセックス」「普通の〇〇」という言い方 

□ 本人以外の立場に偏って意見してしまうこと（パートナーの立場、親の立場） 

□ 自分の価値観を押し付ける 
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即日検査での要確認告知は、まだ最終的な結果が判明していないところでの告知という特徴がありま

す。受検者にとってみれば、確認検査の結果告知までの間、精神的に不安定な状態に置かれることが予

想されます。そこを踏まえてのカウンセリングが重要です。 

 

１．要確認告知カウンセリングの意義 

 

① 要確認検査結果によるショックを受けとめられるようサポートすることができる。 

要確認検査結果の告知は、陽性結果の告知と同じくらいのショックを受検者にもたらします。体が  

固まって言葉を失う人も少なくありません。そのときは、いくらカウンセラーが有益な情報を伝え  

ようとしても耳に入らないものです。情報伝達よりも心の受けとめが望まれます。 

（プレカウンセリングにおける説明が十分になされていることが大切です）  

 

② 要確認検査の意味をあらためて説明することができる。 

陽性結果とは違うということを、再度理解してもらいます。陽性（感染している）と勘違いして、は

やまった行動をとらないように予防する意味もあります。 

 

③ 陽性結果が出る場合のために、医療や福祉のことなど安心情報を伝えておくことができる。 

受検者の様子を伺いながら、プレカウンセリングで話したことを再度伝え直します。陽性であって  

も「これまで通りに生きていける」現状を正しく伝えます。 

 

④ 後日結果を取りに来てもらえるようサポートすることができる。  

最終的な結果が出るまでの日々の不安はとても大きいものです。その間をどう過ごすか、受検者と  

一緒に考えることができます。その間の相談窓口を伝えることもできます。 

 

⑤ プライバシーの扱いについて考えてもらうことができる。 

要確認検査結果や陽性結果が出たら、だれか（家族やパートナーや職場など)にすぐに伝えなければな

らないと思いこむ人もいます。昔のエイズパニックの影響からか、行政に氏名や住所などを伝える義務

があると勘違いする人もいます。検査結果は本人の大切な個人情報でありプライバシーは守られること

を伝え、安心してもらいます。後日結果を取りに来ることで、本人に不利益が生じることはないとの確

証を与えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  要確認告知カウンセリング
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２．要確認告知カウンセリングの流れとポイント 

 

要確認ポストカウンセリングに必要な準備物  

○結果票、封筒 

○要確認用カウンセリングチェックシート 

○筆記具、白紙 

○飲み物など 

○説明のための資料やパンフレット（病気、治療、薬、拠点病院リスト、食事、性感染症など） 

○セーファーセックス説明用のコンドームや性器模型 

○相談番号を書いたカード（カウンセラーの連絡先など） 

  

 

要確認ポストカウンセリングの確認項目 

確認項目 主な内容 

① 確認検査の意味 
・確認検査が必要な理由の説明 

・再度の採血は必要ない 

・受検者からの質問や相談に医師が答える 

② 気持ちの受けとめ 

・飲み物を一緒に飲む 

・心に寄り添う 

・本人の反応に合わせて言葉をかける 

・落ち着くまで静かに待つ 

③ 社会的サポートについて 
・必要に応じ、HIV/AIDS という病気について、医療状況について、福祉

制度について、NPO 等のサポートについて伝える 

・HIV に感染しても、社会の一員として生きていくことができる 

④ 精神面の健康管理について ・結果を待つ間の気分転換の方法や過ごし方について 

⑤ 検査結果の伝え方 
・日時と場所の確認 

・急の場合の連絡方法の確認 

⑥ プライバシーについて ・周囲へのカミングアウトは慎重に 

⑦ 相談先を伝える 
・待っている間の相談先を伝える 

・連絡する際のニックネームなどを決める 

⑧ 帰る前に 
・検査所を出てからの行動について確認 

・落ち着くまで、ここにいてよい 
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要確認ポストカウンセリングのポイント （確認項目にしたがって） 

 

○結果告知 

 

① 要確認検査の意味（医師及びカウンセラーによる） 

要確認検査という結果の意味することを説明します。この段階ではまだ陽性とも陰性とも判断できな

いので確認検査が必要であるということ、再度の採血は必要ないことを理解してもらいます。身体的に

心配なこと、医学的な質問があれば医師に相談してもらいます。このとき、たとえ受検者が体調不良を

訴えたとしても、陽性と決まったわけではないので、ＨＩＶに起因した症状や特徴なのかは断定できま

せん。しかし、受検者にとっては不安定な状態の時に専門家である医師に相談でき、誠実に対応しても

らえたという安心感を持つことが、今後の告知、さらには陽性が判った後の病院受診に際し重要な意味

を持ちます。 

 

② カウンセラーによる気持ちの受けとめ 

医学的な相談が落ちついたら、心理的なフォローをカウンセラーが行います。告知でショックを受け

ている心情に寄り添い、本人の反応に合わせて言葉をかけ、気持ちを落ち着かせるための飲み物を一緒

に飲み、もし泣いているときは静かに待ちます。 

 

③ 社会的サポートについて 

結果が判定できていない状況なので、「もし陽性なら…」という説明ばかり行うと、陽性の可能性が

高いからこんなに説明されるのだろうかと不安になる人もいます。一方で、具体的にこの先どんな状況

が待っているか知っておきたいという人には、病気や治療・社会生活・サポートなどの詳しい説明も必

要になります。本人の様子や希望によって、対応を変えていく必要があります。 

要確認告知の段階では、気持ちが動転して、あまり話が頭に入らないこともあります。それでも伝え

る最低限のことは、「HIV に感染していても生きていくことができる、社会的にも様々なサポートがあり、

社会の一員として生活していける病気だ」ということです。これは、比較的落ち着いて話を聞くことの

できるプレカウンセリングの段階で、全ての受検者に伝えておくことが必須です。 

 

④ 精神面の健康管理について 

結果を聞くまでの数日間、不安な気持ちをずっと抱えていくことはかなりの負担になります。本人の

できる気分転換の方法や待っている間の過ごし方を一緒に考えます。 

 

⑤ 検査結果の伝え方 

本人の都合を聞いて確認検査の結果を伝える日時と場所を決めます。口頭だけでなく、目の前で本人

にメモしてもらう、カウンセラーがＩＤカードに書き込んで渡すなど、確実に伝えます。 

 

⑥ プライバシーについて 

 要確認検査の告知を受けた後、慌ててまわりの人たちへカミングアウトをしてしまうことがあります。

もちろん、信頼して支えてくれそうな人へのカミングアウトは気持ちの安定につながり本人にとってプ

ラスになるでしょう。しかし、本人が混乱していて、後になってから話さなければよかったと後悔する

人にまで伝えてしまいかねません。気が動転している可能性があるので、性急なカミングアウトはしな

いようにアドバイスしておく必要があります。 
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⑦ 相談先を伝える 

数日間待つことの大変さを受け止め、結果を聞きに来てくれることを待っていることを伝えます。だ

れにも話さず一人で抱えているのはつらいことなので、不安が強い時には電話相談を利用してほしいと

伝えます。また、担当カウンセラーにつながる連絡先も伝えます。連絡する際はＩＤ番号もしくはニッ

クネームを考え、その名前でやりとりするようにしてプライバシーを確保します。 

 

⑧ 帰る前に 

動揺したり集中力が低下していると事故に巻き込まれることもあります。検査所からの帰り道に危険

はないか、交通手段などを確認し、気持ちが落ち着いていないようであれば、カウンセラーと一緒に過

ごし、落ち着くまでゆっくりしてから帰るように勧めます。 
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３．結果を聞きに来てもらうために 

 

 要確認告知を受けた人が、数日後に確認検査の結果を聞きに来てくれるかどうかは、検査スタッフに

とって気になるところです。とりわけ、陽性であった場合は、本人の健康のためにも少しでも早く医療

に結びついてほしいと願うのは当然起こる感情と言えます。 

 しかしながら、受検者の自主性を重んじるのであれば、結果を取りに来る来ないを選ぶのも本人の自

由意志の一部であります。それを前提にした上で、もし受検者が確認検査の結果を聞きに来ることを阻

む何らかの要因があるのならば、その障害を取り除く努力が必要です。 

 

確認検査の結果を聞きに来られない理由 

 

 これは、様々考えられます。受検者が検査スタッフに「結果を聞きに行けなくなった」という連絡が

なければ理由は分かりませんし、たとえ連絡があり理由を述べられたとしても、それがいわば口実に過

ぎず、本当の理由は別のところにあるかもしれません。 

 外国人、妊婦、セックスワーカー、ドラッグユーザー、セクシュアル・マイノリティ、地方に住んで

いる、家族と同居等、様々な受検者の立場に身を置いてみて想像してみることは役に立ちます。 

 

 

① 陽性になったあとの暮らしや健康に対する不安 

・仕事が続けられないのではという不安 

・その後の治療に対する不安 

→特に外国人で日本の医療の仕組みについて知らない場合 

・医療費をはじめとする経済的な不安 

→保険料を払っていない 

→年金を払っていない 

→生命保険に入っていない 

→収入がない、失業中 

・法的な問題に触れることの不安 

→ドラッグを使用している 

→外国人でオーバーステイ 

→セックスワーク 

・カミングアウトすることの不安 

  →家族やパートナーへの説明をどうしようか 

  →同じリスクを背負う仲間（ドラッグユーザー、セックスフレンド）との関係を考えるとまだ知 

りたくない 

・プライバシーに関する不安 

  →家族に知られてしまう 

  →会社に知られてしまう 

  →パートナーに浮気がばれる 

  →パートナーにセックスワーカーしていることが知られてしまう 

  →周囲にゲイと知られてしまう 
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② 陽性告知直後の対応（手続き、処遇）に対する不安 

・名前、住所、職業等が聞かれるのではないか  

  →家族や職場に知られてしまう 

・感染経路が聞かれるのではないか 

  →セクシュアリティが知られてしまう 

  →ドラッグ使用が知られてしまう 

  →セックスワーカーであることが知られてしまう 

・そのまま病院や警察や入管に連行されるのではないか 

・そのまま母国に強制送還されるのではないか 

・スタッフに差別的な対応を受けるのではないか 

 

③ 陽性結果を受け入れる心構えがまだ整っていない 

・結果を知るのが怖い 

・勇気がない 

・結果を知らない方がいいと思う 

・自分は感染しているはずがない（否認） 

・家族やパートナーに対する自責の念をまだ受けとめられそうにない 

 

④ やむを得ない事情 

・天変地異 

・体調不良 

・こどもの学校行事のため 

・急に仕事が入った 

・家族の急病 

・家の都合でどうしても外出できない 

・家族が家にいるので外出できない 

 

⑤ その他 

・結果通知時に近くにいない（海外出張など） 

・すでに陽性と知っていたが、仲間に誘われて検査受けざるを得なかった 

・クリニック等で先に陽性結果を聞いた 

・（外国人）行けなくなったので連絡するつもりだったが日本語がわからない… 

・スタッフに渡された連絡先をなくした 

・検査所の対応が不快だったので、もう行きたくない 

 

結果を聞きに来てもらうためにできること 

 

① 陽性になった場合でも、社会の中で「これまで通りに」生きていけることを伝える 

比較的冷静に情報が耳に入るプレカウンセリングの時に、今の治療の状況、福祉制度の利用により経

済的負担が軽減されること、仕事を辞める必要がないこと、出産も可能であること、プライバシーは守

られることなど、しっかり伝えておきます。要確認告知時にも再度伝えておきたいところですが、最終

的な結果がまだはっきりしていない状態ですので、あまりしつこく話すと、受検者は「自分がもう陽性

だから、慰めようとして、ここまで話すのだ」と感じ、却って落ち込んでしまうかもしれません。再度
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話すのが難しいようであれば、持ち帰りできる適切な資料を渡すことも考えられます。 

 

② 陽性告知直後の対応（手続き、処遇）に対する不安を払拭する 

結果を聞きに来るにあたって以下を保障すると、安心して再来所することができます。これらも、話

すのが難しいようなら、紙に書いたものを手渡すことができるでしょう。 

・ 氏名や住所等の個人情報は聞かれないこと 

・ プライバシーは引き続き守られること 

・ 本人の意志に反して病院へ連れて行かないこと 

・ 本人の承諾なく、どこかの当局へ連絡したり通報しないこと 

・ 検査所内でも必要以上の人間に結果を知らせないこと 

・ その他、本人に不利益なことが起こらないこと 

 

③ 結果を聞きに来られるようになるまで、心理的サポートを提供する 

要確認告知から確認検査の結果告知まで、わずか数日間で、結果を聞きに行けるよう自らの心を調整

するのは大変なことです。要確認告知時には、ショックのあまりカウンセラーの提示する日時をそのま

ま受け入れるしかできなかったのかもしれません。あとから、実は別の用事が既に入っていたことに気

づくかもしれません。まずはＨＩＶ/ＡＩＤＳに関するいろいろなことを調べて、もうちょっと状況が

把握できて心が落ち着いてから、いわば覚悟ができてから、という人もいるかもしれません。生活面で

今は別のことで大変な時期だから、そちらを優先するために「今は知りたくない」、ということもある

かもしれません。 

 結果が陽性であるならば、早く結果を知って、一刻も早く病院につながる方が本人にとってより有益

であることを伝える一方で、結果をすぐには聞きに来られなくても「いつでも待っているよ」「いつで

も相談に乗るよ」というメッセージを伝えておくことも大切です。担当カウンセラーの連絡先やエイズ

電話相談の番号などを伝え、心理的なサポートがあること、味方が近くにいることを伝えます。 

 

④ 当日聞きに来られなくなった場合の対応について、あらかじめ本人と相談しておく 

担当者の連絡先（名前あるいはニックネーム、電話番号、メールアドレス）を紙に書いて渡し、「都

合が悪ければ、いつでも連絡くださいね」と伝えておきます。もし無理なく本人の了解が得られるよう

なら、電話番号やメールアドレスを交換しても良いでしょう。 

 

⑤ 検査所の雰囲気 

最初の来所時の検査所の印象が悪ければ、もう一度足を運びたいと思わないことでしょう。リラック

スできた、落ち着いて受検できた、プライバシー面でも安心できた、という印象を与えられるように、

検査所の雰囲気作りを工夫します。 

 

⑥ スタッフやカウンセラーの態度 

最初の来所時に接した受付スタッフやカウンセラーの雰囲気や態度、表情、言葉遣いが、受検者の心

に検査所へ対する安心感や信頼感を作り出します。特に、要確認告知を担当した医師やカウンセラーの

人柄や態度は、直接的な影響を及ぼします。「この人で良かった」「この人なら、たとえ陽性であったと

しても、支えてもらえそう、相談できそう」「この人になら何でも話せそう」という印象を持つ、つま

り、受検者がカウンセラーに抱く信頼こそが、確認検査の結果を聞きに行くという、勇気の要る行為の

大きな支えになると言っても過言ではないでしょう。 
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４．カウンセリング事例 

 

２０代 男性 ＭＳＭ 新しいパートナーに誘われて初めて受検   

 内容 ポイント 

医師 ＩＤ番号１２３番さんですね。お待たせしました。本日の検査

結果は、確認検査が必要となりました。 

本人の様子を確認しながら、検査

結果を伝える。 

受検者 えっ…そうなんですか…。 

どうしよう…。  

 

カウンセラー 突然のことで、驚かれたかもしれませんね。少しお茶でも飲み

ましょうか。 

ゆっくりお話しできる時間ですので、一緒に考えていきましょ

う。 

本人の様子を見ながら、お茶など

を勧めて気持ちを落ち着けられる

ようにサポートする。 

受検者 はい…。（お茶を飲む） 

…検査で反応があったということなんですか？ 

 

医師 そうですね。事前にお伝えしたように、感度の良い検査のため、

ＨＩＶの抗体以外にも反応が起こることがあります。それらを

確認するためにも検査機関へ提出し、より詳しく検査を行って

いきます。確認検査は１週間後に結果が出ます。 

検査結果と要確認の意味を確認す

る。 

 

受検者 そうですか…。ＨＩＶ以外にもってどんな可能性があるんです

か？ 

前にＢ肝になったことがありますが、それも影響しますか？ 

体調や病気について不安があれ

ば、医師に相談できる体制にして

おく。 

医師 そうでしたか。ＨＩＶ以外にもＢ型肝炎を含む感染症の中には

抗体が反応することも報告されています。しかし、Ｂ型肝炎の

方が必ず反応するわけではないので、何とも言えないですが

…。 

ＨＩＶ以外に反応するのは病気の

抗体という事もあるが、そればか

り強調すると、ＨＩＶ陰性だった

場合に何の病気なのかを気にし始

める場合もある。事前の説明でも

反応が出る場合を他の抗体が反応

すると限定しない方がよい。 

受検者 そうですか。どのくらいの確率で陽性になるんでしょうか？ 陽性になる確率を明確に答えるこ

とより、どうなるんだろうという

不安を抱えていることを受け止め

て、相談にのることが必要。 

医師 そうですね、この検査でＨＩＶ以外の抗体に反応が出る割合は

１００人に１人くらいなのですが、陽性になるかどうかは、特

に確率が出ているわけではないです。何かしらに反応したのは

確かですが、今の段階ではわからないです。 

               

受検者 そうですか。では、やはり結果が出てみないとわからないです

ね。 
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 内容 ポイント 

医師 ええ、そうですね。１週間後には結果がわかります。先ほどの

採血で確認検査まで行いますので、新たに採血する必要はあり

ませんよ。 

結果をお待ちいただく時間が長いので、ご心配ですよね。体調

でご心配なことはありませんか？ 

結果についてははっきりしたこと

が言えないが、受検者の不安な気

持ちに寄り添う言葉かけをする。

受検者 体調は悪くないです。  

医師 そうですか。では、医学的なこと以外にも相談したいことがあ

るでしょうから、このあとはカウンセラーが対応しますね。 

 

 （医師退室）  

カウンセラー もう少しゆっくりお話しましょうか。びっくりされましたね。 改めてお茶を勧めたり、リラック

スできる雰囲気を作る 

受検者  ええ…。まぁ全く大丈夫だと思っていたわけではないですが

…。 

 

カウンセラー そうですか。これまで検査を受けられたことはあったんです

か？  

これまでの検査の経験、受検動機

などを確認し、本人の状況を把握

する 

受検者 いいえ、初めてです。一度は受けてみないとと思っていました

が、なかなか勇気が持てなくて。今日は新しいパートナーが受

けると言うので、一緒に来たんです。 

パートナーが異性だと断定しない

よう留意する 

カウンセラー そうでしたか。パートナーの方がＨＩＶ検査を提案されたんで

すね。 

今回の検査への意志が結果の受け

とめにも影響することがある 

受検者 最初は正直どうしようと思いました。これまで、いろいろやっ

てきましたから。結果を知るのが怖くて…。 

 

カウンセラー そうですか。検査されることにご不安があったのですね。それ

でも勇気を持って検査を受けられたんですね。 

検査に勇気をもって訪れたことを

評価する。 

受検者 ええ。自分だけのことじゃないですからね。 

結果が出るのは一週間後なのですよね。 

 

カウンセラー 結果を待つまでの 1 週間が長く感じられますよね。この 1 週

間はお仕事ですか？ 

結果を待つ間の一週間の過ごし方

を一緒に考えておく。 

受検者 はい。たぶんいろいろ考えてしまうと思うけど…、今は忙しい

時期なので、仕事中はあまり考えずに済むかも知れません。夜

も遅くなると思いますが、体調のことを考えたらあまりハード

に働かない方がいいですか？ 

 

カウンセラー お仕事がお忙しい時期なんですね。今は、まだ確認検査の段階

ですし、さしあたってご心配な体調不良もないようですし、こ

れまで通りの生活を送っておかれて大丈夫ですよ。感染されて

いる方は、病院に通院し体調管理をしながらお仕事しています

が、多くの方がこれまで通りのお仕事をされています。もちろ

ん体調に合わせてですが、特にセーブしなくてはならないとい

う事はありませんよ。  

 

要確認や陽性告知の段階で、仕事

を続けられないと思い、すぐに辞

めてしまうケースもある。 

経済的な不安定は精神的な不安定

にもつながるし、重要な決断は焦

ってしないようにアドバイスする

ことも必要。 
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 内容 ポイント 

受検者 そうですか。パートナーの知り合いには感染者の人がいます

が、直接はあまり知らなくて。 

あぁ…パートナーはどう思うかな。定期的に検査を受けている

人だし、知識も僕よりは持っているから、ぼくのことを気にし

て検査を勧めてくれたんですけど、びっくりするだろうなぁ

…。 

表情やうなずきなどでも気持ちを

受け止める 

 

ＭＳＭの場合、周囲に陽性者が存

在する場合が比較的多い 

カウンセラー そうでしたか。パートナーの方がＨＩＶについて関心が高かっ

たんですね。検査結果は誰かに言わなくてはいけないというこ

とはないんですけど…。パートナーにはこのあと、要確認とい

う結果を伝えようと考えていますか？ 

結果は本人が知っておくことで十

分なので、誰にも言う必要はない。

さらに、要確認の段階なので、結

果がはっきりしてまず本人が受け

とめてから周りの人へカミングア

ウトすることも考えられる。 

受検者 そうですね、はい。一緒に来ていますし、パートナーには話し

ます。たぶん驚くだろうけど、大切な人なので話しておきたい

と思います。 

 

カウンセラー そうですか。信頼できる相手にお話しできるなら、気持ちが落

ち着くかもしれませんね。 

本人が話して安心できる場合は周

りの人にカミングアウトすること

でサポートが期待できる。もちろ

ん相手の反応は伝えてみないとわ

からないが、本人が伝えてみよう

と思うのであれば、それを支持す

る。 

受検者 具体的なことはあまり考えられないですが…。 

とりあえず、今日はパートナーに打ち明けて話してみます。 

 

カウンセラー 信頼してお話できる相手がおられてよかったですね。 

気になることなど、まだ出てくると思いますので、ここでゆっ

くりされて大丈夫ですよ。 

この一週間待っておられる間にも、話がしたくなったり、何か

聞きたくなったりした時は、こちらにお電話くださいね。（紙

を手渡す）これは私が直接出る電話です。私の名前は〇〇です。

お電話いただくときは、お名前を言う必要はないですよ。ＩＤ

番号か今日の検査で確認検査になったと言っていただければ

大丈夫ですよ。 

他にも電話相談のできる団体の載っているカードがあります

ので、相談したい時にはかけてくださいね。（相談カードを手

渡す） 

一人で抱えてしまわずに、相談してくださいね。 

不安な時に電話ができるように担

当者の名前と電話番号を伝えてお

く。 

本人も電話したときにうっかり本

名を言ってしまうかもしれないの

で、あらかじめ名乗らなくていい

こと、もしくはＩＤ番号やニック

ネームを決めておいて名乗りやす

くしておく。 

他のところでも聞くことが出来る

よう相談電話のカードなどを用意

しておく。 

受検者 そうですね、家族のことや元パートナーのこととかいろいろ考

えてしまうかもしれません。 
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 内容 ポイント 

カウンセラー そうですか、今は不安になったり混乱していると思いますの

で、大事な決断するのは待った方がいいかもしれません。気持

ちが落ち着かないときは、ぜひお電話していただいて、お話し

てくださいね。 

混乱しているときにしてしまった

ことで、後から後悔するケースが

ある。カミングアウトなど重要な

決断は焦らないように伝えてお

く。 

受検者 はい。わかりました。パートナーも待っていると思いますので、

そろそろ行きます。 

同伴者がいる場合には、相談時間

を気にする場合もある。特にカミ

ングアウトするつもりのない時に

は長すぎると同伴者が気になって

しまうこともあるので、長くなり

そうなときは本人と相談する。 

カウンセラー そうですか、気持ちは落ち着かれましたか？ 

一週間後にお待ちしていますね。 

お伝えするのは、１０時ごろで大丈夫ですか？ 

 

受検者 大丈夫です。ここに直接来ればいいんですね。  

カウンセラー はい。ＩＤカードを忘れずに持ってきてくださいね。一週間後

は男性の医師一人と私が担当します。それでは、お待ちしてい

ますね。 

告知の際に誰が関わるかわかって

いるときは伝えておく。心の準備

ができるように。 

担当者が同じなら自分が待ってい

ますよと伝えることで、少しは心

の負担を減らせる。 

受検者 はい。ありがとうございました。  
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陽性告知は、陽性者がこれからＨＩＶ／ＡＩＤＳと共に生きていく人生のスタート地点です。どんな

スタートを切ったかによって、つまり、どんな環境でどんな告知を受けたかによって、その後の医療と

の関わり、ＮＰＯ等の社会資源との関わり、同じ陽性者グループとの関わりなどに、少なからぬ影響を

もたらします。 

 陽性告知を受けた人にとってみれば、告知を担当したカウンセラーは、彼／彼女がＨＩＶ感染をカミ

ングアウトした最初の人間なのです。告知を受けた人は、カウンセラーを通して世間や社会のＨＩＶ／

ＡＩＤＳのイメージや陽性者への対応を垣間見ることになります。カウンセラーには、ＨＩＶ／ＡＩＤ

Ｓと上手に付き合いながら社会生活を送ることは可能なのだと、心の底から確信していてほしいもので

す。 

 

１．陽性告知カウンセリングの意義 

 

① 陽性結果によるショックを受けとめられるようサポートすることができる。 

人にもよりますが、陽性結果を受けとめ、感染の事実を受け入れられるようになるまで長い時間がか

かることがあります。告知の場で、拠点病院を紹介されても、すぐにはなかなか行く気になれないとい

う人もいます。一刻も早く医療や福祉につなげなければと思うあまり、陽性者をせかさないようにしま

す。 

 

② 医療や福祉、NPO、当事者グループ等の社会資源について情報提供や紹介することができる。 

医療によってこれまでどおり生きていけることや、様々なサポートがあることを伝えます。その場で

耳に入らない場合でも、資料を渡しておくことで、家に帰って気持ちが落ち着いてから読んで、役に立

ててもらうことができます。プライバシーを守れるような形で持ち帰りできる資料が必要です。 

 

③ 生活の中でできる健康管理（栄養、ストレスマネジメント等）を一緒に考えることができる。 

「感染したこと＝病気」ではありません。「病院と薬＝治療法」でもありません。陽性者が自分の力

で健康管理する方法がたくさんあります。そもそも、HIV 抗体があること自体、体にもともと病気と闘

う力が備わっていることにほかなりません。HIV と上手につきあう力を陽性者自らが発見し、高めてい

けるよう、きっかけをつくることができます。 

 

④ カミングアウトやプライバシーについて考えてもらうことができる。 

告知のショックからパニック状態になり、不用意に周囲の人に結果を知らせてしまうというケースも

あります。一度外に出た情報は取り返しがつきません。感染がわかったからといって、あわててすぐ何

かをする必要はないのだということを理解してもらうことができます。これは、自発的に検査を受けた

からこそ得られる大きなメリットです。 

 

第３章  陽性告知カウンセリング
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２．陽性告知カウンセリングの流れとポイント 

 
陽性ポストカウンセリングに必要な準備物 
 

○受検者が落ち着ける空間 

  人の出入りがない個室を用意します。飛び降りを考慮し、開放可能な窓がない部屋を選ぶべきでし 

 ょう。死や不安を増幅させるようなものは置かないようにします。カレンダー・ポスターなどの掲示 

 物の内容にも留意します。突発行動を考慮し、ハサミ・ナイフなど金属類は見えるところに置かない 

 ようにしましょう。また、告知を受けた人が心落ち着くまで滞在することのできる時間が確保される 

 ことも大切です。 

○結果票、封筒 

○筆記具、白紙 

○飲み物など 

○説明のための資料やパンフレット（病気、治療、薬、拠点病院リスト、食事、性感染症など） 

○セーファーセックス説明用のコンドームや性器模型 

○相談番号を書いたカード（カウンセラーの連絡先） 

○受検者が自宅へ帰った後に読むことのできる資料 

 ・病気や治療について解説しているパンフレット 

 ・ＮＰＯのパンフレット（電話相談、支援活動、ピア・カウンセリングなどを実施している団体） 

 ・エイズ拠点病院やクリニックの情報。（＊総合病院の場合、どの診療科が対応するか確認。） 

 ※これらの資料は、陽性者の視点に立って書かれている、わかりやすいものを用意すること 

○病院への紹介状、受診通知、発生届け（用紙を用意しておき、告知時に記入していく） 

 紹介状・受診通知は告知後に本人へ手渡す。紹介状は医師が記入する。発生届けは、医師が本人に質 

 問しながら記入する。 

   

 ＨＩＶ・エイズと表記してある資料は、持ち帰っても問題ないかを本人に確認します。同伴者や同居

家族やパートナーなどに知られたくないと思っていて何も持って帰りたくない場合があります。また、

持ち帰る場合でも、封筒や袋などに入れて外からわからないようにして渡す工夫が必要です。 

 

 

陽性ポストカウンセリングの確認項目 

確認項目 主な内容 

① 陽性結果の意味 
・陽性結果について伝える 

・受検者からの質問や相談に医師が答える 

② 気持ちの受けとめ 

・飲み物を一緒に飲む 

・心に寄り添う 

・本人の反応に合わせて言葉をかける 

・落ち着くまで静かに待つ 

③ ＨＩＶ/ＡＩＤＳの説明 
・ＨＩＶ/ＡＩＤＳという病気について、医療状況について、薬について伝える

・感染経路、セーファーセックスについて 

④ 社会的サポートについて 
・福祉制度について、NPO 等のサポートについて伝える 

・ＨＩＶに感染しても、社会の一員として生きていくことができる 
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確認項目 主な内容 

⑤ プライバシーについて 
・周囲へのカミングアウトについて 

・相談できる人の存在、パートナーへの検査勧奨について 

⑥ 病院紹介 ・拠点病院の紹介 紹介状の作成 

⑦ 相談先を伝える 
・相談先を伝える 

・連絡する際のニックネームなどを決める 

⑧ 帰る前に 
・現実に引き戻す 

・落ち着くまでここにいてよい 

 

 

 

陽性ポストカウンセリングのポイント（確認項目にしたがって） 

 

○結果告知 

 

① 陽性結果の意味（医師及びカウンセラーによる） 

陽性という結果の意味を説明します。確認検査で行った検査の結果を説明し、感染が確定したことを

伝えます。ただ、現時点では感染という事実がわかっただけで、すぐに治療が必要かなどの身体の状況

まではわからないことを伝え、なるべく早期に専門病院で必要な検査を受けるよう勧めます。身体的に

心配なこと、医学的な質問があれば医師に相談してもらいます。このとき、たとえ受検者が体調不良を

訴えたとしても、それがＨＩＶ感染に起因する症状なのかは判断できません。それでも、受検者にとっ

ては専門家である医師に相談できた、誠実に対応してもらえたという安心感をもつことができます。ま

た、今後拠点病院受診が、受検者本人にとって非常に大切なことだと、医師から伝える機会となります。 

 

② カウンセラーによる気持ちの受けとめ 

医学的な相談が落ち着いたら、心理的なフォローをカウンセラーが行います。告知でショックを受け

ている心情に寄り添い、本人の反応に合わせて言葉をかけ、気持ちを落ち着かせるための飲み物を一緒

に飲み、もし泣いているときは静かに待ちます。 

 要確認告知後、どのような状況で過ごしてきたか、どのようにその気持ちと向き合っていたかについ

て本人の話を聞いて、結果を聞くまで不安だった気持ちを受けとめます。 

 

③ ＨＩＶ/ＡＩＤＳの説明 

本人の受けとめの状況を見守りながら、これから必要になる情報についていくつか説明することを伝

えます。ＡＩＤＳのイメージが悪かった人ほど、感染がわかったときに受けるショックは大きくなりま

す。気持ちが動転していてあまり頭に入らないかもしれませんが、「ＨＩＶ感染/ＡＩＤＳ＝死」ではな

いことをしっかりと伝えます。冊子や図を使いながら、ＨＩＶの感染経路、ＨＩＶ感染症の自然経過、

ＣＤ４陽性細胞とＨＩＶ-ＲＮＡ量について、抗ＨＩＶ薬の役割についてなどを説明します。感染経路

の説明の際に、主にセックスで感染すること、感染予防についてなども説明します。陽性者同士のセッ

クスであれば、新たに感染するわけではないから問題ないと認識している人も見受けられますが、今後

の治療に関係する薬剤耐性に影響することや他の感染症を受ける可能性もあるので、陽性者同士であっ

てもセーファーセックスが必要であることも伝えます。 
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④ 社会的サポートについて 

治療には高額な医療費がかかりますが、利用できる福祉制度があり、他にも社会生活に活用できる

様々なサービスがあります。社会的にもいろいろなサポートがあり、「社会の一員として生活していけ

る病気」ということを伝えます。 

 

⑤ プライバシーについて 

地域や職場に感染がわかってしまうのではと不安になる人もいますが、会社へＨＩＶ感染が報告され

るルートはないことや、体調が安定していればどんな仕事にも就けることなどを説明します。誰に感染

を伝えるかは、気持ちを落ち着けて検討していく必要があります。要確認告知を受けた後、パートナー

や家族など身近な人へ相談している人もいます。その場合は、陽性告知を受けた後でもフォローしても

らえる態勢が整っていることが多いようです。信頼して支えてくれそうな人へのカミングアウトは気持

ちの安定につながり、本人にとってプラスになります。しかし、本人がパニックに陥っていると、後に

なってから伝えたことを後悔するかもしれません。これから誰に話すべきか考えている場合には、寄り

添って一緒に検討することが必要になります。 

 

⑥ 病院紹介（医師とカウンセラーによる） 

医師からの結果説明の後すぐに病院について考えることができる場合は、一緒に検討しながら病院を

決定し、紹介状を作成します。しかし、告知を受けた直後ではまだ全体像がわからず、プライバシーへ

の不安などですぐに病院を決められない場合もあります。不安な気持ちを受けとめ、ＨＩＶに関する一

般的な説明を行いつつ、本人の気持ちに寄り添いながら、ある程度まで状況が理解されてきた頃を見計

らって病院紹介を行うことが大切です。その場合は、医師に臨機応変に対応してもらいます。 

陽性告知後は、確実に病院受診をして欲しいと願うのは、検査を実施する側の願いですが、本人自身が

状況を理解し、受診が必要だと実感してこそ継続受診と健康管理に繋がります。本人が安心して自己決

定できるようにサポートします。もし可能であれば、本人の希望によって、初診に付き添うこともでき

ることを伝えます。病院の実績や対応の仕方、本人の通院可能範囲かどうかなどを踏まえ、一緒に検討

します。匿名検査なので当然、紹介状はＩＤ番号によって作成します。 

 

⑦ 相談先を伝える 

感染していることがわかり、今後の生活の中で様々な不安が生まれるでしょう。本人の不安が強い時

には、電話相談や対面での相談ができることを伝えます。相談やサポートを行っている団体などの情報

を準備しておき、本人が相談先を自由に選べるようにします。継続相談に対応する場合は、ニックネー

ムを決めてその名前で連絡を取るようにして、プライバシーに配慮します。 

 

⑧ 帰る前に 

陽性告知を受けた後、帰り道で動揺して周りが見えなかったり、考え事をしていると事故に巻き込ま

れることもあり得ます。帰宅までの交通手段を確認しつつ、もし気持ちが落ち着いていないようであれ

ば、ある程度落ち着くまでカウンセラーと一緒にゆっくり過ごしてから帰るように勧めます。 
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陽性ポストカウンセリングを担当する人へ 

 

 常に、受検者がどんな心理状況にあるのかを敏感に察知します。告知直後は、強いショックを受ける

人が多く、本人の気持ちが落ち着くまでは様子をよく見る必要があります。このタイミングで、突発行

動が起きやすいので対応するスタッフは十分に留意しましょう。 

 また、告知直後は、本人の気持ちが落ち着くまで無理に話を進めず、時には、一緒に長い間沈黙する

ことも重要です。「一緒に寄り添う」という気持ちを大事にしながら、話を進めていくとショックが和

らぐこともあります。 

 話をしていくなかで、本人の頭の中で様々なことがグルグルと巡ることがあります。 

“あの時のあのセックスで感染したのかな…” 

“パートナー（家族）に対して、どう説明しようか…” 

“会社にバレたらどうしよう？”   

“通院するとき会社に何て言おうか…” 

 

 時には、カウンセラーの説明が耳に入らず、言葉が素通りしてしまうこともあるでしょう。この場合、

カウンセラーが一方的に話しかけることになるかもしれませんが、告知のショックが大きくて考える余

裕がないことを理解し、説明に対する理解を無理に求めないことが重要でしょう。病気や今後のことに

ついての説明は、資料を渡して、家に帰って落ち着いてからでも読んでもらうことができます。“ＢＧ

Ｍ的に話をする”という心構えで接すると、説明する側も心理的に楽になるでしょう。 

陽性告知は非日常的な場面であり、告知を受ける側だけでなく、告知する側にとっても心理的負担が大

きくなります。したがって、告知の場を離れたら気分転換を図るなど、ストレスマネジメントをはかる

ことが大切です。 

 

告知担当医師とカウンセラーとの協力のあり方 

 

 告知担当医師は、検査結果（確認検査）について告知を行い、病気のこと、診療のことなどを本人に

伝えます。この時点では、“感染事実“が判っただけであって、免疫レベルや病気の進行など身体の状

態については、まだ何も判っていないことを、しっかりと伝えるべきでしょう。 

 また、告知時点で発症しているかどうかについて相談された場合は、告知担当医師が確実に診断でき

る場合を除き、その場で診断しないよう留意します。告知のときに「発症していない」と言われたにも

かかわらず、その後の病院での検査結果が本人の予想以上に悪い場合には、心理的ショックが更に大き

くなる可能性があります。 

 一般的に言えば、医師は医学的な情報を伝える立場として話を進め、心理的な相談や各種情報提供は

カウンセラーに委ねることで、全体の話がスムーズに進むようです。また、感染事実を伝えるときには、

本人のセクシュアリティやこれまでの行動をジャッジしないよう注意が必要です。何気ない一言で、本

人を傷つけてしまう可能性があります。 

 陽性告知は、今後、本人が積極的に医療や社会資源等と関わっていけるか否かに影響を与える大切な

ステップであることを、担当者はしっかりと心得ておくべきです。 
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３．病院紹介のポイント 

 

検査所の役割として特に重要なことは、ＨＩＶ感染の不安を持つ人々へ検査の機会を提供することと、

ＨＩＶ陽性の告知時に今後必要となる情報を提供しつつ、ＱＯＬをできる限り維持した状態で通院を続

けられるよう医療機関へ繋げることである。 

告知時には、特別な事情（例：告知を受ける人が海外住まいで一時帰国時に陽性と判明）がない限り、

エイズ拠点病院などの医療機関を紹介し、できるだけ早いタイミングでの初診を促す必要がある。 

 

告知を受ける人へ病院を紹介する際のポイントを下記に挙げます。 

 

エイズ拠点病院選択のポイント 

 

〇 医療機関の情報収集 

告知前に下記などの情報源を参考に、あらかじめ情報を収集しておくことが望ましいでしょう。 

なお、受検地と本人の居住地が遠く離れているケースも見受けられるので、他地域の情報もあらかじ

め収集しておくか、または告知時にインターネットにアクセスするなど、情報収集の手段を整えてお

くことが重要です。（例：地元の検査所ではプライバシー面が心配な為、大都市の検査所で受検） 

即日検査の場合は、要確認検査（判定保留）を伝える時点で、受検者からおおよその居住地を聞きい

ておくと、陽性告知時の病院選択にも役立つでしょう。 

 

厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業 

ＨＩＶ感染症の医療体制の整備に関する研究班 

「拠点病院診療案内」 http://hiv-hospital.jp 

 

特定非営利活動法人 日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラス 

「ＨＩＶ陽性者のための医療機関情報」 http://www.janpplus.jp/project/hospital_clinic/ 

 

〇 診療科／連絡方法の確認 

総合病院への通院は、診療科を特定しての診療となるため、ＨＩＶ診療を担当する診療科を事前に確

認しておく必要があります。一般的には「血液内科」「感染症科」といった診療科が担当するようで

すが、中には「呼吸器科」などの医師が担当する医療機関もあります。 

その他、ＨＩＶ診療を実施する曜日・時間帯も各医療機関によって異なります。陽性者本人に大きな

負担を強いる通院とならないよう、配慮が必要です。また、初診にあたっては、担当医師などとの連

絡方法が特定されている医療機関もあるので、あらかじめ情報収集しておき、紹介状発行時にはそれ

らの情報も併せて伝えるのが親切です。 

〇 初診時に患者がすべきこと 

予約が可能かどうか、また、初診受付の時間帯・方法などを確認しておく。（検査所として予めこれ

らを把握しておき、情報提供ができれば、本人の負担も軽減されます。） 
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紹介先を決める際のポイント 

 

〇 通院を継続できるかどうか 

本人の居住地やライフサイクルについて可能な範囲で聞き取り、できるだけ通院が困難とならないよ

うに配慮します。通院先で精密検査を行った結果、ＣＤ４値・ウィルス量などの状態が芳しくないと

判断された場合や、ＡＩＤＳ指針疾患に罹患している場合には、入院治療あるいは暫く頻繁な通院が

続くケースもあることに留意します。 

〇 総合病院か、クリニックか 

我が国において、現状では総合病院がＨＩＶ診療の主な担い手であり、地域によりクリニックでの診

療は限定されます。人によっては、就労日ではない週末受診を希望し、また、多くの陽性者が通院す

る総合病院を避けたいため、クリニックへの受診を検討するケースもあります。このような場合、本

人の継続通院が可能であれば、クリニックを紹介するとよいでしょう。 

なお、総合病院では、他疾患の診療科との連携が比較的スムーズに行われ、入院が必要な場合の迅速

な対応も可能であり、本人のメリットとなる部分もあることを伝えるとよいでしょう。 

〇 初診時の注意事項 

特定機能病院を受診する場合は、紹介状がなければ診療費に加えて「特定療養費」（保険外併用療養

費制度に基づく）を支払う必要があるので、初診時には健康保険証と併せて、検査所発行の紹介状を

忘れずに持参するよう伝えましょう。 

〇 通院先でのおおまかな診療内容を伝える 

「ＨＩＶ陽性＝即投薬治療開始」と考える人もあるので、今後の治療については、病院での詳しい血

液検査の結果に基づいて医師が判断することを、陽性告知のタイミングで伝えておきます。また、初

診時には、ＨＩＶ感染症に由来する特殊な治療が施されるのではなく、基本的な内科診療とほぼ同様

である旨を伝えておきます。 
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４．パートナー等への検査勧奨について 

 

陽性者と性的な関係を持つ（持ったことのある）パートナーに対して検査を勧めることは、そのパー

トナーがＨＩＶに感染している場合の早期発見・早期治療に繋がる可能性を高め、ＡＩＤＳ発症後にＨ

ＩＶ感染が判明するいわゆる「いきなりエイズ」を抑制する効果が期待できます。また、非感染のパー

トナーにおいては、自身の予防意識を高め行動変容を促すことによって、陽性者との性的な関係を継続

しても、セーファーであれば陰性であり続ける可能性も期待できるでしょう。 

 

一方で、陽性者がそのパートナーに受検を勧めるという行為は、自らの感染事実、つまり重要なプラ

イバシーを他人（パートナー）に告白することであり、困難となる場合もあります。 

 

陽性告知の場面において、本人にパートナーへの受検を勧めるよう伝えることについて様々な議論が

ありますが、ここでは検査勧奨の重要性を鑑み、告知の場面でパートナー検査を勧める場合のポイント

を下記３項目に分けて挙げておきます。 

 

陽性者がパートナーへ検査を勧めるメリット 

 

〇 ＨＩＶ感染時の早期発見・早期治療の可能性 

パートナーの感染を早期に発見することにより、ＡＩＤＳ発症を抑制する効果が期待できる 

〇 お互いの関係性を向上させる可能性 

パートナーに陽性者本人を支えようとする気持ちが生まれる可能性がある 

（パートナーが）自分のことを大切に思ってくれたからこそ、自分に感染事実を打ち明けてくれたの

だと感じる可能性がある 

〇 セーファーセックスについて二人で考えること 

今後のセックスについて二人で考えることができる 

パートナーの検査結果が陰性であれば、非感染の状態を保つための方法を、もし陽性であれば重複感

染を防止するための方法を、それぞれ執ることができる 

 

陽性者がパートナーへ検査を勧める事で危惧されること 

 

〇 陽性者がパートナーに対して感染事実を伝えられない（伝えにくい） 

感染事実の告白をせずにパートナーに受検を勧めるのは困難 

過去に性的関係があったパートナーとは連絡がつかない（音信不通など） 

自分の感染事実をパートナーから第三者に漏らされてしまわないか不安 

〇 パートナーとの関係が悪化 

告知直後にパートナーとの関係を断ってしまう可能性がある 

配偶者や子供との離縁に発展することがある 

パートナー以外の第三者と性的関係にあったことが発覚する恐れがある 

〇 パートナーも感染している場合のショック 

本人が「自分からパートナーへ感染させてしまった」という罪悪感を抱く可能性がある（但し、実際

には先に陽性と判った方が、必ずしも先に感染していたとは限らない。） 

パートナーの感染事実を受け入れられない不安 
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検査勧奨のポイント（陽性者へのＨＩＶ感染告知時） 

 

〇 無理強いしないこと 

本人の感染告白を伴うことにより、パートナーとの関係悪化を恐れるケースが多い 

感染事実は重要なプライバシーであり、他人に伝えない意思も尊重すること 

〇 感染源の究明とならないように 

本人がパートナー以外とは性的関係にない場合は、パートナーへの検査勧奨が感染源究明の手段とな

り得る可能性がある 

〇 可能であれば、医療者／支援者がパートナーへ直接的な検査勧奨を行う 

本人が第三者の助けを必要としている場合は、直接的に検査勧奨を行う事を検討 

本人の了承無しに、パートナーへ直接、検査勧奨を行うべきではない 

〇 メリットや危惧されることを伝えたうえで、本人からの相談に応じること 

この項で述べたメリットや危惧される内容を本人に伝える 

可能な範囲で、本人が不安に思っている事の対応策を一緒に考える 
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５．今後のセーファーセックスについて 

 

自発的な検査／受動的な検査（病院での術前検査など）に関わらず、今後の感染拡大を最小限に抑え

るため、陽性者に対してセーファーセックスを促す働きかけが重要です。一方、性行為によって感染し

た可能性の高い陽性者においては、「自分は予防に失敗したのだ」という自責の念を強く抱くことがあ

り、伝える側の言葉や態度によってセックスそのものに罪悪感を持ってしまう、あるいは、ＨＩＶに感

染したことを断罪されていると受け取ってしまうこともあるようです。 

 

陽性告知の場面でセーファーセックスについて伝えることはとても重要です。しかし、セックスその

ものへのマイナスイメージを与えることのないよう、本人の人格を否定することのないよう、配慮が必

要です。また、陽性告知による心理的なショックが特に強い場合は、日を改めて伝えるか、もしくは、

パンフレット等を渡し、本人の気持ちが落ち着いた時に読んでもらえるような配慮も必要です。 

 

陽性者へセーファーセックスについて伝える際のポイントを次に挙げておきます。 

 

伝える側の心構え 

 

〇 陽性者を「感染源」として見なさないこと 

問題となるのはウィルス（ＨＩＶ）であって、人（陽性者）ではない 

「感染源」として見なした結果、様々な人権侵害が起きた（起きている） 

〇 「他人にうつさないために」といった観点を強調しないよう配慮する 

「うつさない」を強調することにより、セーファーセックスが伝わりにくくなる 

ＨＩＶに感染したことを断罪されていると感じることがある 

〇 当事者自身の健康を守るためにもセーファーセックスが重要である 

この点を強調すると当事者に伝わりやすい 

免疫力が低い状態であれば、他の感染症に罹患しやすくなる（自分を守るため） 

 

伝える方法や内容 

 

〇 「ＨＩＶ感染=セックス禁止」ではなく、セーファーな行為を続けることが大事 

セックスに対する罪悪感を与えてしまわないよう配慮する 

〇 感染する可能性のある体液について 

日常生活上で自分の体液が周りの人（パートナー／家族など）に与える影響を気にする場合があるの

で、日常生活で気をつけるポイントも一緒に伝えるとよい（例：出血した場合はなるべく自分で処理

する、等） 

〇 感染の可能性がある行為／可能性のない行為について 

一般的な啓発と同じ内容でよい 

可能であれば、具体的な方法を一緒に考えるのが望ましい 

〇 陽性者同士であってもセーファーセックスが大事であること 

陽性者同士であればセーファーでなくても大丈夫だと思っている陽性者もいる 

違うタイプのウィルスや耐性ウィルスの新たな感染があった場合のリスクを説明する 
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６．カウンセリング事例 

 

３０代 男性 ＭＳＭ 元パートナーがＡＩＤＳ発症し入院 メールで検査を勧められた 

 内容 ポイント 

医師 

 

お待たせしましたね。 

では、ＩＤカードをお見せください。 

本人確認をＩＤカードで行う。

受検者 …はい（ＩＤカードを取り出す）  

医師 

 

ＩＤ番号４５６番さんですね。結果をお知らせします。 

（結果用紙を封筒から取り出して） 

４５６番さんの確認検査の結果は陽性となりました。 

本人と一緒にゆっくり確認す

る。 

「残念ですが…陽性です」など

こちらの価値観で図らない。 

受検者 …やっぱり、そうでしたか。 

（しばらく沈黙） 

 

 

カウンセラー 結果を待つ間は、かなりしんどい時間になりましたよね。 

お茶でも飲みましょうか？（お茶を差し出す） 

混乱している時は先を急がず、

飲み物を勧めるなどリラック

スしてもらう 

受検者 はぁー（息を吐く）。 

そうですね（お茶を飲む）…。 

 

カウンセラー 少し、ゆっくりしましょうね。 

この場所には時間を気にせず居ていただいて大丈夫ですからね。

混乱している不安な気持ちに

寄り添う 

受検者 …覚悟してきたつもりだったんですけど。 

やはり結果を聞くとショックですね…。 

（うなだれる） 

 

…でも、そうなのだとしたら、早く病院へ行って治療しないとい

けないですよね？ 

 

カウンセラー 

 

心の準備をされていても、結果を聞くというのは、ショックなこ

とになりますよね。 

 

 

医師 今日の検査だけでは、治療が必要かどうかなどの身体の状態はわ

からないのです。 

ただ、体の状態を把握するためにも、早めに受診された方がいい

ですね。 

今後は体調や治療をどうするかということを、拠点病院という専

門の病院で調べていくことになります。 

ＨＩＶ抗体検査と病院で調べ

る検査の違いを説明しておく 

受検者 拠点病院ってどこですか？ 

紹介してもらえるんですか？ 

 

医師 

 

はい。紹介できますよ。紹介状を作成しますので、持って行って

いただければ、きちんと受診できます。この地域の病院でよろし

いでしょうか？ 

 

病院情報を準備しておく 
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 内容 ポイント 

受検者 

 

 

実はとなりの〇県から来ているんです。 

元パートナーからメールがあって、感染しているのがわかったか

ら検査をしてほしいって言われたんです。今は病院に入院してい

るみたいなんですけど…。でも、その病院には行きたくなくて…。

受検者はどこから検査に訪れ

ているかわからないので、近隣

県もしくは全国の情報を準備

しておく必要がある 

 

元パートナーが異性だと断定

しないよう留意する 

カウンセラー そうでしたか。元パートナーの方の感染がわかったことで、受検

されたんですね。 

病院については、もちろん選べますので、別の病院にすることが

可能ですよ。希望があれば、私たちが病院へ一緒に行くこともで

きますよ。受診に関して何か不安がありますか？ 

受診先の選択や受診のタイミ

ングなどは自分で決定できる

ことを伝える。 

初診時はいろいろと不安にな

るので、受診同行サポートを提

案する。（可能な場合） 

受検者 元パートナーは肺炎を起こしたらしいんですけど、自分はどんな

体調なのか気になってしまって…。 

特に体調の変化は感じないけど、いきなり僕も肺炎になったりし

たら、どうしよう…。 

 

医師 元パートナーの方は肺炎を起こされているのですね。この検査だ

けではあなたの体調がどうかはなんとも言えませんが、ＨＩＶの

病気の進行は比較的緩やかなものなので、そんなに変化が急激に

訪れるものではありません。この冊子を使って少し病気について

説明していきましょうか。 

～病気について解説～（冊子を手渡す） 

ＨＩＶの病気の経過と治療、 

免疫のしくみについて解説 

冊子など活用 

受検者 そうなんですね、今がどのような段階かはこれから検査をしてい

かないとわからないんですね。 

 

医師 ええ、体調として感じることと検査数値は違う事もありますの

で、体調管理のためにも早めに受診された方がいいですね。お仕

事を調整して受診できそうですか？ 

 

受検者 そうですね。体調のこと、心配ないかどうかを調べておきたいの

で、来週には病院へ行ってみたいと思います。 

 

医師 そうですか。それでは、どこの病院にしましょうか？〇県では、

これらの病院が対応しています。 

Ａ病院は〇県の中核拠点病院なので、経験は多いです。Ｂ病院は

規模が小さいですが、熱心に対応してくださる医師がいますよ。

病院選択の際、雰囲気や特色な

どがわかれば選択しやすい。情

報収集しておく。 

受検者 そうですか。じゃあ、Ａ病院にしようかな。家からも通いやすい

し、まずは経験の多いところが良さそうなので。 

 

医師 わかりました。では、紹介状を作成しますね。  

受検者 お願いします。  

 （紹介状を作成し、本人に渡して医師は退室） 
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 内容 ポイント 

カウンセラー まだ混乱していると思いますが、気になることや不安なことがあ

りますか？ 

病院紹介や体調への不安など

は医師に主に担当してもらい、

その他の相談についてはカウ

ンセラーが担当する。 

受検者 具体的なことはあまり考えられないですが…、 

感染していても、仕事はこのまま続けられますか？だいたい、会

社には言わずに働いている人が多いのですか？ 

 

カウンセラー お仕事のこと、気になっておられるのですね。 

体調は症状によって異なってきますが、経過観察や服薬によって

安定している方はこれまで通りのお仕事を続けている方が多い

ですよ。 

また、勤務先には感染を伝えずに働いている人が多いです。 

ただ、隠しておくことがストレスになる場合などは、上司の方に

お話しになっているケースなどもあります。 

勤務先でのプライバシーや今

後の就労継続に不安を持つ人

は多い。 

勤務先に病気を伝えていなく

ても必ずしもマイナスにはな

らないことを伝えておく。 

本人が伝えたい場合は方法を

一緒に考える。 

受検者 そうなんですね。会社には知られたくないなぁ。 

配送の仕事をしていて、早朝や夜中も運転し続けることがあるの

で、体力的にちょっと不安がありますけど。 

 

カウンセラー そうですか、お仕事大変そうですね。 

運転されたり、夜中もお仕事をされることがあるようでしたら、

治療を始める際に医師によく相談されるといいですよ。その方の

生活サイクルに合わせて治療を選択されると思いますから。 

 

受検者 そうですか。わかりました。 

あと、医療費は高いんですよね？ 

 

カウンセラー 治療に使うお薬は高いです。でも、福祉制度を利用すると、本人

負担を軽くすることができますよ。 

福祉制度については、医師やソーシャルワーカーと相談して、必

要な時期に申請をすることができます。この冊子には、制度につ

いて書いてありますよ。（冊子を手渡す） 

医療費・福祉制度について説明

冊子など活用。冊子などは家族

に見つかるのを恐れて持ち帰

らない場合もある。  

持ち帰り用の袋も用意 

受検者 普段の生活についてなんですが…実家で同居している３歳の甥

とお風呂に一緒に入ったりしているんですけど、それはやめてお

いた方がいいですよね？ 

 

カウンセラー ＨＩＶは一緒に入浴することで感染することはありませんよ。 

感染者の血液や精液、膣分泌液が他の人の粘膜に触れることで感

染が起こることがありますが、ＨＩＶは空気や水に触れることで

感染力を失う比較的弱いウイルスなので、一緒に入浴した人へ感

染するということはありません。ご心配されていたかもしれませ

んが、甥っ子さんと一緒に入浴しても大丈夫ですよ。 

身近な家族への感染を心配す

ることがある。必要以上に心配

しなくてもいいように感染経

路など改めて説明しておく。 

受検者 そうですか、小さい子どもにうつしてしまったらと思って少し気

になっていたんです。安心しました。特に家族と接する中で気を

つけておかないといけないことはありますか？ 
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 内容 ポイント 

カウンセラー 感染経路は限られているので、日常的に接する中で感染すること

はありませんが、ケガなどをして出血した際は、血液が他の人へ

触れないようにご自身で手当てをするということくらいでしょ

うか？まぁ手当てをしてくださる方の手に、新しい大きな傷がな

ければ血液に直接触れても問題ないですけど。 

それよりも、ご家族が風邪やインフルエンザをひかれた時や、小

さいお子さんがもらってくる感染症を受けないようにすること

も大切ですよ。 

他の人への感染を予防するこ

とばかり話すと「感染源」とし

て見られていると感じること

があるので気を付ける。 

 

他者から他の感染症を受けな

いように予防することも伝え

る。 

受検者 そうですか、自分も受けないようにしないといけないですね。  

カウンセラー そうですね。 

ご家族と同居されているという事ですけど、元パートナー以外の

方で、この検査を受けたことや結果についてお話するような方は

いらっしゃいますか？ 

誰にカミングアウトするのか、

本人が悩んでいる場合もある

ので、一緒に考える。 

受検者 まだ誰にも話していないですが、姉には話しておこうかと思って

います。両親は高齢ですし、伝えたら心配かけると思うので言う

つもりはないです。姉は離婚していて、実家で一緒に暮らしてい

るんですけど、いろいろ気にかけてくれているので、話せるかな

と思います。 

 

カウンセラー そうなんですね。もちろん誰かに言わなくてはいけないというこ

とではないですが、身近な方がサポートしてくださると、不安な

時にも相談できますね。 

 

受検者 そうですね。病院へ行くまでには話そうかと考えています。びっ

くりすると思うんですけど…。姉は自分がゲイっていうのは薄々

わかっていると思うので。 

セクシュアル・マイノリティで

ある事も容易にカミングアウ

トできないケースが多い。 

カウンセラー そうなのですね。お話されるとしても焦らず、話したいと思った

時でいいと思いますよ。 

いろいろと気になることがまだ出てくると思いますので、これか

らもご相談に乗れますよ。 

電話でもいいですし、面談でもお話できますからね。 

受診に関してはお一人で行かれますか？初診の時は最初に手続

きなどもありますし、もしよろしければ一緒についていきます

よ。 

受診同行について改めて確認

する。 

受検者 そうですか、ありがとうございます。 

正直、病院へ行くのは勇気がいりそうなので、ついて来てもらっ

てもいいですか？病院自体あまり行かないので、受診の手続きも

イマイチわからないですし…。 

 

カウンセラー ええ、いいですよ。 

一緒に行きましょう。 

日にちについては、お仕事との調整をされるんですよね？ 

 

受検者 はい。明日会社で希望が出せるか調整してみます。大丈夫なら来

週中には休みが取れると思います。 
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 内容 ポイント 

カウンセラー そうですか。では、お休みが取れたら日にちを教えてくださいね。

あと、私のことは〇〇と呼んでください。あなたもニックネーム

で呼ばせてもらえるとうれしいんですけど、何かニックネームと

かありますか？ 

本名を知らなくてもサポート

可能なので、ニックネームで会

話をするよう提案する。 

受検者 ニックネームですか？ 

友達には△△って呼ばれますけど。 

本人がニックネームに抵抗が

あれば、もちろん本名でも構わ

ない。 

カウンセラー そうですか、では△△さんって呼んでもいいですか？お電話もそ

の名前でもらえたらすぐにわかりますよ。これが私の電話番号で

す。 

不安に感じた時や聞きたいことがある時はいつでも連絡してく

ださいね。 

名前と電話番号などが書いて

あるカードを渡す。 

 

受検者 ありがとうございます。 

では、調整してまた連絡しますね。 

 

カウンセラー 今日はお車で来られているんですか？電車ですか？  

受検者 車で来ました。  

カウンセラー このあと、運転されるのは大丈夫ですか？まだ気持ちが落ち着い

ていないようなら、運転にも不安がありますし、もう少しここに

居ていただいても大丈夫ですよ。 

ぼーっとして事故を起こして

もいけないので、交通手段を確

認して、帰りの運転など不安が

ないか聞いておく。 

受検者 そうですね。まだ混乱していますけど、大丈夫そうです。  

カウンセラー そうですか、では気を付けて帰って下さいね。 

ご連絡お待ちしていますね。 

 

受検者 ありがとうございました。  
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１．告知後の当事者の状況 

 

 陽性告知を受けた本人はショックを受けつつも、自身に降りかかった事実を受け入れることからスタ

ートします。ショックの度合いにより受け入れに要する時間も変わると考えられます。 

 また、リスク行動の自覚（思い当たる行為）がなければ、事実をなかなか受け入れられず、“HIV 陽性

者である自分”と、“それを受け入れられない自分”とが葛藤することもあります。 

 告知直後の行動は人それぞれですが、さっそく誰かにカミングアウトをする人、感染事実と向き合う

ために一人で過ごす人、気分転換を図る人（体を動かす、読書をするなど）など様々です。本人の気持

ちが落ち着き、事実を受け入れようとする状態になれば、告知時に渡した各種資料に目を通しながら、

今後のことを考え始めるようです。 

 感染告知を受けた直後から、どのような感情が起こり得るかを挙げてみます。もちろん、すべての陽

性者がこのような心理になるわけではありません。また、順にあらわれるというわけでもありません。 

 

感情 状態 

① 告知直後の感情 ショック（衝撃） 

葛藤、否認（結果が信じられない、信じたくない、考えないようにする） 

自己喪失感（呆然となる、実感が湧かない） 

自分に対する疑問、怒り（どうして自分が？） 

無気力 

あきらめに近い安堵感（やっぱりそうか、仕方ない） 

② 病気の持つイメージから生じ 

 る感情 ～性に関わる病・感染 

 症・差別がある～ 

自己嫌悪 

恥 

誰にも知られたくない、知らせたくない 

罪悪感 

自罰傾向 

③ 自分の人生、運命、病気、性、 

 死などについて生じる感情 

人生の理不尽さに対する疑問、怒り 

不安、心配、恐れ 

自暴自棄 

自己憐憫 

自分のセクシュアリティや性行動に対する怒りや後悔 

⑤ 「社会や周りの人から〇〇と思

われたら…」ということから生じ

る感情 

差別されることへの恐れ、不安 

みんなが離れていくことへの恐れ 

裁かれる、非難を受けることへの恐れ、不安、嫌悪 

⑤ まわりの人々との関わりにつ 

 いて生じる感情 

まわりの人に迷惑をかけることに対する申し訳なさ、恐れ 

ひきこもり 

遠慮 

誰かに感染させるのでないかという心配、不安 

罪悪感 

⑥「感染させられた」「感染させ 

 てしまった」ということからく 

 る感情 

感染させられたことに対する怒り 

人間不信、関係不信 

感染させてしまったということへの罪悪感、後悔、嘆き、自己不信 

第４章  告知後のサポート
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感情 状態 

⑦自己表現できないということ 

 から生じる感情 

仕事などができなくなるかもしれないことの不安、心配、情けなさ 

自分の感情を表現できないことへの苛立ち、ストレス 

愛情やセックスにおいて自己表現できないことからくるストレス 

生きる意味や希望の喪失 

⑧上記１～７の過程で生じる長 

 期にわたる感情 

孤独感 

無気力 

ひきこもり、社会からの自己撤退 

遠慮 

秘密を持つ、本当の世界がない、罪悪感 

⑨他の陽性者とのつながりや情 

 報をもとめる感情 

他の陽性者と会いたい、話してみたい 

自分の経験や気持ちを他の人に話したい 

医療や福祉など、有益な情報がほしい 

何でも話すことができる場所がほしい 

自己表現したい 

⑩今後の社会生活について考え 

 ることからくる感情 

ＨＩＶ／ＡＩＤＳと共に生きていくことの不安、心細さ、受容、覚悟 

治療や福祉制度に対する関心、不安 

カミングアウトについて考える 

 

２．医療につながるまで 

 

 一般に、告知時の説明が適切であれば、一様に、できるだけ早く医療機関へかかる必要性を感じて、

本人自らが行動を起こすと思われます。 

 しかし、感染事実が受容できていない状況においては、医療機関へはなかなか足が向かないこともあ

ります。必要に応じて、カウンセラーが支援を提供し、医療に繋げていくことが大切です。本人の自覚

症状がなくても、意外に免疫力が低下していて、日和見感染症のリスクが高いこともあります。 

 また、状況に応じて、担当スタッフが最初のうちは通院の付き添いを行うのも良いでしょう。診察に

心細さや不安を持つ人にとっては、相談できる相手が傍にいることで安心感が得られます。 

 

３．どんなサポートが必要とされるか 

 

 陽性告知以降も、本人の希望に沿って必要な支援を継続できるよう、担当者の連絡先を通知するとよ

いでしょう。また、NPO 等を紹介する場合は、提供しているサービスは各団体によって内容と“カラー”

が異なるので、いくつかの団体の連絡先を提示し、本人が選択できるようにすると良いでしょう。団体

によっては、性指向を限定したところ（例えば、ゲイ向け）もあるので、紹介する場合は留意します。

（もっとも、本人がゲイだからといって、ゲイの多く集まる団体を希望するとは限りません） 

原則として、本人の望むサービスを、本人が望む団体が、本人の望むタイミングで提供できることが望

ましいのではないでしょうか。 

 しかしながら、何もかも支援に頼っていては本人の自立性を奪うことにもなり、他人に依存しやすい

心理を作りかねません。陽性者をめぐる医療や福祉の環境が以前より向上した現在においては、QOL（生

活の質）を高めて、これからの長い人生をセルフマネジメントしながら自分の足で歩んでいくことが大

切です。自立と支援のバランスを図ることが、サポートを提供する側の役割と言えます。 
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４．具体的なサポート 

  

 サポートの内容は各団体によって異なるので、まずは本人の状況を理解し希望を聞きながらその人に

合わせてサポートの内容を調整します。 

 

電話相談 

  本人や家族、パートナー、友人などからの電話相談に対応します。不安な気持ちを受けとめ、必要

な情報提供を行います。病院情報、治療、医療費、仕事、人間関係、プライバシーなど様々な相談に

乗ります。また、他のサポートへの窓口にもなります。 

 

受診同行 

  陽性告知後に受診する際には、本人が希望すれば病院へ同行します。感染事実の受容に戸惑い、プ

ライバシーへの不安が強い時など、受診そのものが高いハードルにもなります。傍に付き添うことで、

精神的な負担を少し軽減することになります。可能ならば事前に受診の予約を入れたり、ソーシャル

ワーカーやカウンセラーとの調整を図り、受診の際に医師以外にも面談できるようにサポートをする

こともできます。 

 

 カウンセリング 

  事務所やカウンセリングルームなどでお会いし、告知のショック、病気の受け入れ、体調の変化の

受けとめ、家族やパートナーなどとの関係など直接お話をします。状況によっては、一緒に食事やお

茶をすることで、リラックスしながらお話しすることができます。 

 

お見舞い・入院中のサポート 

 入院している場合には、入院先へ出向いてお見舞いに行くこともあります。また、入院中に支えて

くれる人のいない場合など、買いものや身の回りのお手伝いなど、本人の希望されることをサポート

します。入院・退院時にも荷物を整理したり運んだりするお手伝いも行います。 

 

福祉相談 

 医療費や福祉制度利用に関して、相談に乗り必要ならば手続きのサポートを行います。ソーシャル

ワーカーなどと連携し、本人の制度利用の理解を深め、手続きをスムーズに行えるようにサポートし

ます。 

 

栄養支援 

 免疫と栄養について情報提供し、毎日の食事から今後の免疫力をアップするための方法を一緒に考

えます。栄養士と連携し、考慮しながら食事を楽しめるようにサポートします。一緒に食事を楽しみ

ながら食べることでストレス発散にもなり、免疫力をアップさせることにつながります。 
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５．危機介入について 

 
陽性者は、ＨＩＶ感染の告知を受けＨＩＶ／ＡＩＤＳとともに生きていく生活がはじまります。時に

は「ＨＩＶに感染した」という事実が非常に重くのしかかり、いままで通りの生活を送るのが困難とな

るケースも見受けられ、状況の深刻度によっては他者による危機介入が必要となります。 

 

陽性者の主訴には一見、ＨＩＶ感染とは無関係な事柄も存在することがあります。しかし、当事者が

強い不安や脅迫感を抱く背景として「ＨＩＶに感染した」という事実が隠れていることがあります。主

訴としてＨＩＶ感染を挙げた場合に加えて、背景に HIV 感染が隠れていないか見極める必要があります。 

また、治療の中断や放棄・薬物等の使用といった、身体的なダメージを与える行為についての危機介入

も考えておく必要があります。 

 

どんな危機が考えられるか？ 

 

〇 自殺念慮、自殺企図 

〇 エイズ治療拠点病院へ通院しない（できない） 

〇 抗ＨＩＶ薬が飲めない（飲まない） 

〇 身体状態の急変（ＡＩＤＳ発症、および、ＨＩＶ関連疾患による憎悪など） 

〇 麻薬・覚醒剤・脱法ドラッグ等の使用 

〇 性依存症 

〇 ＤＶ被害（ドメスティック・バイオレンス） 

 

考えられる原因 

 

〇 ＨＩＶ／ＡＩＤＳに対する誤解／知識不足 

〇 ＨＩＶに感染した自分に対する強い自己否定感、あるいは、強い罪悪感 

〇 周囲からのバッシングや偏見 

〇 周囲からの誘い（性依存、薬物使用） 

 

どのように介入するか？ 

 

〇 ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する要因の解消（当事者由来の場合） 

  本人のＨＩＶ／ＡＩＤＳに対する誤解／知識不足を解消するような働きかけ 

  継続的なカウンセリングの導入 

  本人周辺でのＨＩＶ／ＡＩＤＳに理解ある支援者との連携 

  必要に応じてシェルターなどの一時収容施設の利用を検討 

〇 周囲の人々への働きかけ（ＨＩＶ／ＡＩＤＳへの無理解・偏見などの解消） 

  周囲の人々への啓発、および、本人と接する際のポイントを確認 

  必要に応じて、組織などへの抗議・提言 

〇 他領域（精神科、薬物、ＤＶなど）の専門機関の利用・連携を検討 
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６．ＨＩＶ陽性者の利用できる福祉制度 

 

医療費や生活費、福祉サービスなどＨＩＶ陽性者が利用できる制度があります。実際の申請について

は、本人の通う病院の医師やソーシャルワーカーに相談しながら検討する必要がありますが、利用でき

る制度があると知っておくと、要確認・陽性告知の際にも社会資源として情報提供することができます。

自治体ごとによって手続きや窓口が異なりますので、留意してください。 

  

健康保険証使用による医療保障 

 

公的医療保険制度(国民健康保険、健康保険、共済組合など)に加入し、保険証を交付された人には、

医療費の７割給付(子どもと高齢者は別)などの保険給付があります。自己負担が高額になる場合や、医

療費の支払いが困難になる場合に自己負担を軽減する制度があります。 

 

高額療養費給付制度 

公的医療保険では保険証の提示により診療が行なわれ、３割患者負担となりますが、一部負担額が限度

額を超えたときは超過分だけ保険で支払われます。 

・限度額は、一般的には８０，１００円ですが、低所得者(市町村民税非課税世帯等)は３５，４００円

となっています。 

・医療機関ごと、診療科ごと、月ごとに計算されます。 

・返金はおよそ３ヵ月後です。 

 

身体障害者手帳の交付  

内部障害の「免疫機能障害」として認定されます。等級は１級から４級まであります。身体障害者手

帳を取得すると、「自立支援医療（更生医療）」や「重度心身障害者医療費助成」を活用して医療費を支

払うことが可能です。 

＜申請について＞ 

居住地の市区町村役場や福祉事務所が窓口で、以下の書類を提出することで申請できます。 

プライバシーの面から窓口へ出向きたくない場合などは、代理人や郵送による申請も可能です。 

申請することで勤務先に伝わることはありません。 

① 申請書 

② 診断書・意見書（指定医によって作成されたもの） 

③ 写真（３cm×４cm） 

 

自立支援医療（更生医療） 

身体障害者手帳を交付されている人が利用できる制度です。障害者自立支援法による国の事業です。 

・障害等級は何級であっても対象となります。 

・医療の対象は、抗ＨＩＶ療法や合併症の治療などＨＩＶに関する医療に限ります。 

・自己負担額は一般的には一割ですが、免疫機能障害は「重度かつ継続」の対象となるため、所得に

応じて限度額が設定されています。（最大でも月２万円） 

＜申請について＞ 

居住地の市区町村役場や福祉事務所が窓口で、以下の書類を提出することで申請できます。 

一年ごとの継続申請が必要です。 
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①申請書 

②医師の意見書（指定医療機関の指定医によって作成されたもの） 

③身体障害者手帳のコピー 

④健康保険証のコピー 

⑤所得を確認できるもの 

 

重度心身障害者医療費助成 

身体障害者手帳を持っている人に対し、医療費の一部を助成する制度です。治療の対象はＨＩＶ感染症

に限らず、原則としてすべての医療に適用されます。 

・自立支援医療と併用できるケースでは、原則として自立支援医療(国費)が優先されます。 

・対象となる障害等級は１、２級（自治体により３級も） 

・負担額は自治体により異なります。 

・所得制限が設けられています。 

 

無保険者が活用できる福祉制度 

 

国民皆保険であっても、保険料の長期滞納や加入手続きを怠ることで保険証をもたない人がいます。

また、オーバーステイや短期滞在の外国人も日本の医療保険制度の対象になりません。しかし、保険証

をもたない場合でも、次のような制度が活用できる場合があります。 

 

無料低額診療事業 

全国で５００以上の医療機関が実施しています。低所得者対象であり、医療機関が受入れの可否を決め

ます。しかし、「無保険は不可」とか「無保険なら応急的なものに限る」という医療機関がほとんどだ

と思われます。また、薬代はこの事業の対象になりません（医薬分業のため）。 

 

結核治療費の公費負担制度 

感染症予防・医療法により、入院については 100%公費、通院については、6 か月を限度に９５％公費

負担されます。 

 

行旅病人行旅死亡人取扱い法 

１８９９年の法律が生きています。住所が不明・不定で、応急治療が必要な人に発症した現地の自治体

が医療を施します。ただし、条例を整備していないところが多い。 

 

生活保護法による医療扶助 

生活保護を受給すれば医療扶助も受けられますが、医療扶助だけ受ける人もいます。いずれにしても、

生活保護基準以下の生活にならないための活用です。ただし、生活保護全体に言えることですが、定住

性の在日外国人を除いて、外国籍の人は受給できません。 

 

外国人未払い医療費補填事業 

一部の都道府県では、外国人患者が公的医療保険に加入していない等の理由で、応急的医療を行なった

医療機関に医療費を支払えない場合に、都道府県が未払い分の一部を補填するというものです。この事

業により、医療機関の外国人患者受入れをある程度は促進することができています。 
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生活保障 

  

傷病手当金 

健康保険の被保険者が病気・ケガのために勤務先を休むとき、３日続けて(祝日・休日含む)休むと４日

目から傷病手当金が健康保険から支給されます。 

① 支給額(１日当たり)   

標準報酬月額(ほぼ月給に等しい)の４５分の１の額。給料が出ていて傷病手当金より多いときは、傷

病手当金は出ない。 

⑦ 支給期間    

支給開始日(連続休業後の 4 日目の休業日)からの 1 年 6 か月間で、病気・ケガにより休んだ日につい

て支給される。 

② 退職後の支給   

連続休業 3 日を経過した人は、健康保険に１年以上継続して加入している被保険者の場合、退職した

日の翌日からでも、上記支給期間内ならこの手当金が支給されます。 

 

障害年金 

心身に障がいがあり、働くことが十分にできない場合に受けることができる所得保障です。２０歳以降

に初診日がある場合は、働いているから受給できない、所得が多いから不可、ということはありません。 

次の３要件が，障害年金を受給できるための必要十分条件となります。 

① 初診日要件：初診日に国民年金または厚生年金に加入していたこと。 

② 保険料納付要件：２０歳以後初診日の前々月までの期間中、保険料未納期間が１／３未満であるこ

と。または、その期間の最後の１年間に未納がないこと。 

③ 障害要件：障害認定日(初診日から１年６か月経過した日)、またはその後６５歳までに、一定の障

害の程度に達していること。 

 

生活保護 

病気や他の理由により働けなくなって収入がないという人は、生活保護を申請することができます。①

世帯の収入が一定以下、②預貯金や換金できる資産(不動産、生命保険、自動車など)がない、③親など

支援してくれる人がいない。等の条件を満たす必要があります。 

 

身障手帳所持者への福祉サービス（医療以外） 

免疫機能障害者として認定され、身障手帳をもつようになると、更生医療や自治体の障害者医療の制 

度が適用されますが、それ以外にも、例えば次のような所得・生活保障的な福祉的給付があります。  

・全国共通の制度 

 ＪＲ運賃やＮＨＫ受信料の割引、特別障害者手当、所得税や住民税の減免など。ハローワークでの障

害者枠の対象になる。 

・自治体の制度 

 交通費・タクシー券の助成、福祉手当などの支給、公営住宅の優先入居などが自治体ごとに決められ

ている。 
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