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この冊子のページの構成

対面インタビューでの声を紹介しています。

My medicine story
ご自身の場合はいかがでしょうか。振り返りのきっ
かけになれば幸いです。

How About You?

アンケート調査での自由記述から紹介し
ています（コメント末尾に年代と告知年
を記載）。

アンケート調査の結果と、その内容からお伝えした
いメッセージをご紹介しています。

Message

また、この冊子では、服薬状況に関する質問に対する「回答（自己申告）」から、服薬遵守率95％を超える人と95％
以下の人の2つのグループに分けています。服薬遵守率は最も低い人で75%でした。

　　Q:過去1カ月間に抗HIV薬をだいたいどの位の割合で忘れずに飲んでいますか？
　　0 〜 100％の間で回答　　（　　　　）パーセント飲んでいる
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はじめに

　現在、HIV感染症は、定期的な受診と適切な服薬継続により長期にわたり日常
生活を続けていけるようになってきました。多くのHIV陽性の方が、希望をもっ
て、抗HIV薬による治療に取り組んでおられます。
　そうしたHIV陽性者の服薬の実態やその時の気持ち、服薬の継続が社会生活や
日常の暮らしに与えるインパクトなどを調査するために、｢生活と服薬継続に関す
るアンケート｣ として、インタビューとアンケート調査を実施いたしました。
　インタビューは特定非営利活動法人ぷれいす東京を通じて20人の陽性者の方か
ら対面で回答いただきました。

　アンケート用紙は、各地の陽性者団体や支援団体を通じて配布され、151名から
回答があり、そのうち抗HIV薬を飲んだことがあるとの記載のある144名を有効票
として集計解析いたしました。
　
　【144名のプロフィール】
　　男性が95％、30 〜 40歳代が73％
　　陽性と判明してから平均7.2年
　　HIV陽性判明のきっかけは「自分で検査を受けた」が41％
　　通院は月1回または2か月に1回が72％
　　主な通院施設の地域は関東56％、関西22％
　　現在就労している人は62％
　　一人暮らしが58％

調査方法 対面インタビュー 質問用紙によるアンケート

調査期間 2012年3月17日〜 4月13日 2012年7月4日〜 8月17日

質的調査 量的調査

アンケート回収 20名 151名

調査協力NPO,NGO 特定非営利活動法人ぷれいす東京 特定非営利活動法人ぷれいす東京、
さぽーと京都、
特定非営利活動法人CHARM、
特定非営利活動法人
日本陽性者ネットワーク・ジャンププラス、
特定非営利活動法人りょうちゃんず、
follow、LIFE東海
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　この冊子に紹介したのは、そうした20人の治療に取り組んでいるHIV陽性者に
よるインタビューと144人の抗HIV薬を飲んだことのある方からのアンケートによ
る、「なま」の声です。

　アンケートでの回答によれば、服薬の場所は「家のみで」が66％、「家と出先で」
が34％でした。1日1回服薬の薬剤が増え、自宅のみでの服薬が主体となると思わ
れましたが、ライフスタイルの多様さを反映して、様々な場所で服薬が行なわれて
いる実態がうかがえました。
　開始後の服薬の状態については、144人のうち78％の人が、「問題なく飲めている」
と答えています。インタビューでは、これまで一度も飲み忘れたことがない、とい
う人も複数いました（図1）。

　しかし、同時に多くの人が毎日の服薬に「負担を感じる」とも答えていました
（18ページ・図10参照）。日々の暮らしの中で、一人ひとりの陽性者が様々な努力をし
ながら、高い服薬率を維持していることがうかがえます。

　本冊子は、既に抗HIV薬を服薬している、あるいはこれから服薬を始める皆様
が、インタビューやアンケートに寄せられた現在服薬中の方々の経験を参考に、治
療と生活とのバランスを考えながらご自身に適した服薬の方法や工夫を考えるきっ
かけとしていただくとともに、あらためて服薬の大切さや服薬継続する上でのポイ
ントを認識していただく機会になるよう、まとめたものです。
　毎日の治療を続けていくために、本冊子が皆様のお役に立つことができれば幸い
です。

 図1　現在の服薬の状態
Q.現在のあなたの抗HIV薬の服用は、主治医や医療者とのやりとりから以下のどの時期に当てはまると思いますか。

■ 飲み始めたばかりで経過観察中　■ 服薬継続中で問題なし　■ 服薬の調整や変更を検討し、経過観察中
■ 服薬の調整や変更を実施中　■ 服薬の休止や中断を検討中　■ 服薬の休止中／中断中　■ わからない

60 7040 502010 30 80 900 100（％）

6%4% 3%78% 9%

0%0%
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　現在の抗HIV（ヒト免疫不全ウイルス）薬による治療では、強力にHIVの増殖
を抑制し、免疫機能を高め、維持することができます。この治療効果は、「エイズ
（後天性免疫不全症候群）を発症しないこと」「生命予後を改善すること：免疫機能
を改善すること」になります。
　現時点では、HIVを体内から完全に排除することは難しく1）、現在の抗HIV薬に
より完治することはないため、治療を一度開始した場合は、ほぼ一生涯、治療を継
続する必要があることになります。
　そして、治療薬の血中濃度が維持できないと、薬がよく効くウイルスから薬の効
かない薬剤耐性ウイルスになってしまいます。この薬剤耐性ウイルスをつくらない
ことは、治療を続ける上で大変重要です。

　何万というウイルスが複製される過程では、突然変異により薬が効きづらいウイ
ルスが出現し、それがさらに薬剤耐性ウイルスへ「進化（耐性化）」することがあ
ります。薬剤耐性ウイルスはもはや薬が効かず、増殖するとヒトの免疫機能を破壊
していきます。これまでせっかく薬が効いて治療がうまくいっていたのに、再び治
療が困難な状態になってしまう
のです。
　しかし、薬が効きづらい段階
ではまだ薬が効くので、「きち
んと薬を飲む」ことで、薬剤耐
性ウイルスができることを抑え
ることができます。その「きち
んと薬を飲む」ことの目安は、
服薬遵守率が95％以上といわれ
ています（図2）2）。

毎 日 服 薬 を 続 け る こ と が
と て も 大 切 で す

治療の目的

薬剤耐性ウイルスをつくらないためには？
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 図2　服薬遵守率と薬剤耐性ウイルスができた人の比率
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　では、95％以上とは、どのくらいを指すのでしょう。1か月（30日）あたりで考
えてみましょう。

　1日1回服薬の人の場合、
　1か月に服薬する回数はのべ30回、その95％とは、30×0.95＝28.5回。
　つまり2回（2日分）以上飲み忘れると95％未達成になります（1回の飲み忘れま
でが許容範囲）。
　1日2回服薬の人の場合、
　1か月に服薬する回数はのべ60回、その95％とは、60×0.95＝57回。
　つまり4回以上飲み忘れると95％未達成になります。

　意外に厳しいことがわかりますね。

　長く薬を飲み続けているだけで、薬剤耐性ウイルスができるわけではありませ
ん。飲み忘れや不規則な服薬で、体内の薬の濃度にばらつきがあると、そのスキを
ついて、ウイルスが薬剤耐性ウイルスに進化してしまうのです。
　また、せっかく高い服薬率を維持していても、再度ウイルスに感染し、そのウイ
ルスが既に薬剤耐性をもっていた場合は、体内で薬剤耐性ウイルスができたのと同
じことになります。陽性告知後こそセーファーセックスを心がけましょう。

95％以上飲むって、どういうこと？

そのほかに……

このページの執筆にあたり、次の資料を参考にしました
　平成24年厚生労働省科学研究費助成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：「きちんとのむ」ってどんなこと　第2版　2012年6月
1. Silicicano JD, et al., Long-term follow-up studies confirm the stability of the latent reservoir for HIV-1 in resting CD4+ 
    T cells. Nat med 9:727-8, 2003
2. Paterson DL, et al., Ann Intern Med. 133: 21-30, 2000
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Chapter

1
こんなにあるんだ、薬の組み合わせって。　
回数、食事との関係、朝昼夜、そして家で・職場で……。
服薬をうまく続けるためには、どう選んだらいいんだろう？

薬の選択

〈障害者手帳〉　告知から1年少したったころ主治医から服薬開始を勧められまし
た。自立支援医療を受けるために障害者手帳をとるわけですが、その事務作業が正
直わずらわしいと思いましたし、手帳を持つことで病気であるということがカタチ
になる。「ああ、自分は病気なんだ」と強く意識した。薬を飲むということは、そ
れを強く意識する出来事でした。

（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2009年）

〈薬の資料〉　主治医からは早い時期に服薬を始める可能性が高いと初診で言われ、
ああ、そうなのかなと受け止めるのがせいぜい。いろいろ薬の資料を渡されました
が、「これ読んでもわかんないな」と。だから自分で判断しようとは思いませんで
した。医者の見立てで決められるならお願いしようと。次の診察で「読んでみた？」
と言われ、よくわからなかったと答えたら、当時の一番スタンダードなパターンを
提案されて、それにしました。こんな決め方でいいのかな、とちょっと思いました
ね。主治医は身体の状態優先で勧めてくるので、飲んでみて自分の暮らしと合わな
い時には変えてもらおうと思い、とりあえず飲むことにしたのが現実です。

（40代／男性　告知：2002年　服薬開始：2002年）

〈エイズ〉　肺炎（ニューモシスチス肺炎）とサイトメガロで入院したのが年の暮れ
で、昏睡状態から目覚めたのが1月の中頃で、医者が、エイズ発症したんですよ、
だからここにいるんですよ、と説明してくれました。医者が処方した薬をすでに飲
んでいました。　　　　　　　　（40代／男性　告知：2005年　服薬開始：2005年）

My medicine story
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〈うつ、下痢、服薬回数〉　組み合わせ一覧を示されて、私の他の気になる疾病をあ
げて、それに触れるものは使わないようにしましょう、と。まず、精神的にうつの
薬を飲むかもしれないからこの組み合わせははずし、アトピーだったので湿疹が出
ないものがいいということになり、下痢はしようがない、と。こうしたことは先生
の方から言われました。今まで自分のことをずっと診てくれていたので、これはこ
ういう事情で飲まない方がいいよと、私に影響の少ないものを選び、あとは投薬回
数の少ないもの（1日1回）を選びました。

（40代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

〈薬の大きさ・色〉　薬を最初見た時、粒が大きいのと（どっちも）、色もすごいな。
今はまったく感じないですが、最初はぎょっとしました。日本で一般的に飲む薬の
二回りぐらい大きい感じがしたので。当時は飲み続けられるか心配。飲むこと自体
には抵抗なかったが、一生飲むというのが大変だなと。何かの事情で飲み続けられ
なくなったら、どうなのか──地震とか自分の力の及ばないことで飲めなくなるこ
とも心配しなくちゃいけない。薬を飲むことは、不眠症とうつをやったことがある
ので、数か月とか服薬はありますが、1年以上飲み続けるということはなかった。

（30代／男性　告知：2010年　服薬開始：2010年）
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　初めて服薬を開始する時、多くの人が「これからずっと飲み続けられるだろう
か」と不安に思ったでしょう。まだ服薬していない人も、きっと同じことを思って
いるのではないでしょうか。
　健康を維持してくれる抗HIV薬ですが、多くの人が目にした時、違和感を覚え
たり副作用を心配したりしています。
　今回のアンケートでも、初めて抗HIV薬を見た時に76％の人が違和感を覚え

（図3）、特に薬剤の「大きさ」に86％、「色」に65％の人が違和感を覚えたと答えて
います（図4）。

Message

｢ラ イ フ ス タ イ ル を 考 え て
薬 の 選 択 を 考 え ま しょう｣
薬の選択

■ 大きさ　■ 形　■ 色　■ 飲む回数　■ その他

 図4　違和感の内容
Q.初めて抗HIV薬を見た時に違和感はありましたか。（「違和感があった」の内訳／複数回答）

605040302010 80 9070 1000

86%

24%

65%

17%

13%

（％）

■ 違和感があった　■ 違和感がなかった

 図3　初めて抗HIV薬を見た時の違和感
Q.初めて抗HIV薬を見た時に違和感はありましたか。

60 7040 502010 30 80 900 100（％）

76% 24%
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　医師と薬の選択について決める時に、あなたの考えを聞かれます。服薬を継続す
るためには、自分のライフスタイルを考えて選択することが大切です。回数、副作
用、日常生活で薬を飲む場所や時間帯などがかかわってきます。
　今回のアンケートで回答者が薬の選択に際して最も重視していた項目は「1日の
服薬回数」が53％で、次いで「治療の効果」42％、「副作用」31％でした（図5）。

1%

1日の服薬回数

治療の効果

服薬開始時の身体への影響（副作用など）

日常生活への影響

食事とのかねあい

長期的な身体への影響（副作用など）

仕事への影響

他の薬との飲み合わせ

その他

飲み忘れ時の対応

1日に飲む薬の量

薬の飲みやすさ（大きさ・形状）

薬剤耐性のできやすさ

薬を変更してもまた元に戻せるかどうか

薬の色

薬の入手が難しくなった時の対処法

特になし

0 302010 5040 60（％）

53%

42%

31%

23%

24%

21%

17%

13%

6%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

4%

 図5　服薬前に薬剤選択時に重視したこと
Q.抗HIV薬を飲み始める前、組み合わせを決める際に特に重視したことは何ですか。（最大3つを選択）
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　回答者が薬の選択に際して最も重視していた項目は「1日の服薬回数」ですが、
「1日の服薬回数」と服薬の程度を見ると、95％を超えて飲めていると答えた人の
約6割は、「1日1回」の服薬でした。また、95％以下と答えた人の約6割は、「1日2回」
の服薬をしていました（図6）。

　毎日の生活で食事は欠かせませんが、薬の選択に際して、「食事とのかねあい」
は5番目に重視されていました。服薬遵守状況と食事の関連はどうでしょうか。薬
を飲む際に食事とのかねあいがあるかを聞いたところ、それぞれ半数ずつでした。
95％を超える服薬の達成に食事とのかねあいの有無は、ほとんど影響を与えてい
ませんでした（図7）。

■ 1日1回　■ 1日2回　■ 1日3回　■ その他

 図6　服薬遵守率別の1日の服薬回数
Q.抗HIV薬を1日に飲む回数は何回ですか。

60 7040 502010 30 80 90

58% 41% 1%

0%

39% 61%

0% 0%

100%＞95%
（n=112）

95%≧75%
（n=31）

0 100（％）

■ 食事とのかねあいがある　■ 食事とのかねあいがない　■ 無回答

 図7　服薬遵守率別の食事とのかねあい
Q.食事とのかねあいがありますか。

60 7040 502010 30 80 90

47% 49% 4%

39% 55% 6%

100%＞95%
（n=112）

95%≧75%
（n=31）

0 100（％）
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●  初めて見た時、カラフルな色と大きさにびっくりした。食事に関係なく1日1回、副作用が
少ないのが理想です。早く完治薬ができることを望んでいます。（40代、2010）

●  「一生飲み続けないといけない」というイメージが強く、不安が大きかったですが、飲み始
めると、そんな不安は杞憂でした。このイメージの払拭こそが、スムーズな投薬開始の一助に
なるのではと思いました。（30代、2005）

●  「悪い」と言うほどではないが、薬の時間にしばられるのが大変。飲んだ後、眠くなるの
で、外出先で飲んだ時が不安。総合的には健康になったので、よい変化の方が多い。（50代、
2006）

●  ついに飲み始めることになったのだとしみじみした。（記入無し、1991）

　あなたがこれから薬を選択する時、あるいは次に薬を変更する時、どのようなこ
とを選択ポイントにしたいと思いますか？（1日の服薬回数、服薬のタイミング、
留意事項などを考えてみましょう。）

How About You?
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Chapter

2

〈下痢〉　飲む前からもともと下痢体質でしたが、服薬で下痢が激しくなったのと、
お腹にガスがたまるようになり、それが無意識に出るのです。しかも、ガスが非常
に臭い、ものが腐ったような臭いで、先生に相談したら消化剤を出してくれました
が、よけいに臭いが強くなり、軟便になりました。先生は、臭いは消化剤のせいか
なと言われ、もう少し続けてみましょうと言われたのですが、結局改善しないので
止めました。ほかにもヨーグルトを食べたり、飲むヨーグルトに変えたり、いろい
ろ試してみたけど、変わった感はありません。あまり気にすると便が出なくなり、
そして突然下痢、粘っこい便になります。外出の途中で水っぽいものが少し出てし
まったり（下着を汚すほどではないですが）、無意識におならが出て周囲の人に迷
惑をかけてしまったり。外出の頻度に影響するほどではないですが……。

（40代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

〈体調の変化〉　飲み始めてからの体調の変化等は、これといってないですね。帯状
疱疹をちょっとやったことはあるけど、CD4が高くても出ることあるんだと、後
でパンフを見返して思った。　　（50代／男性　告知：2001年　服薬開始：2008年）

〈ふらつき、めまい〉　次に変えた薬では、ふらつき、視点が定まりにくいめまい、
中枢神経系に支障が出てきて、外出中、路上で警察官の職務質問を受けたことがあ
る。クスリをやっているんじゃないかって。副作用はランダムで、何も出ない日、
出る日、続く日、1日で終わる日、いろいろで読めなかった。さらに仕事中もデス
クワークにエラーが頻発するようになり、3度目の変更をしました。

（40代／男性　告知：2000年　服薬開始：2000年）

My medicine story

激しく出た人、そうでもない人、すぐに出た人、長期間経ってから出た人、
みんないろいろあるみたい。もちろん出ないにこしたことはないけど、
自分の体調の変化には、自分でも注意したい。

副作用との付き合い方
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〈頭痛、発疹〉　初めて飲んだ直後から気持ち悪くなり、次の日の夕飯まで続き、ち
ょっと治ったと思ったらまた翌日の服薬でぶり返す、が続きました。あと頭痛と発
疹が1週間ぐらい。発疹は全身ですが、特に肌のやわらかいところ、腕の内側とか
お腹に。顔は出なかったが首はちょっと出ました。冬だったので外出もなんとかな
ったけど、夏だったら大変。副作用について聞いたら、発疹が出るけど痒くはない
と言っていたのですが、実際出てみると夜眠れないぐらい痒くて、熱をもって火
照って。3日目に病院へ電話したら、「あら出ちゃったの。教科書通りね。痒い？」
って言われて。ウソツキ！　って思いました。気持ち悪いのも、起きてられないぐ
らいで、ずっと横になってました。あと頭痛もして。発疹の痒さは収まってきまし
たが、頭が痛いのはけっこう長続きしました。

（30代／女性　告知：2011年　服薬開始：2011年）

〈処方開始前の情報〉　処方決定の時にもっと聞きたかったのは、副作用の説明。飲
み始め当初の副作用や、起こったら病院へ来てほしいとかの話はありましたが、長
期的に見てこういう副作用がということは聞いてないんですよね。何で副作用を知
ったかは、ネットだったり、人の話。あと自分で資料を見ていて知ったとか。

（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2008年）
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　多くの回答者が治療開始時の薬の選択で3番目に重視していた項目は副作用（9ペー

ジ・図５）ですが、現在服薬中の方の78％が「服薬継続中で問題なし」と回答していま
した（３ページ・図1）。また体調の変化、薬の影響、生活に関わることを含めた、服薬
開始後の変化に関して「悪い変化があった」が42%でしたが、「とてもいい変化が
あった」「まあいい変化があった」「変わらなかった」と答えた人は55％でした（図8）。

　しかし、今後どのような副作用が出た場合には薬の変更を考えるか聞いたとこ
ろ、順に「腎障害」が44％と最も多く、「容姿の変化」37％、「幻覚」33％、とい
う答えがありました（図9）。

Message

｢が ま ん し な い で 主 治 医 な ど の
医 療 従 事 者 に 相 談 し ま しょう｣
副作用との付き合い方

腎障害
容姿の変化

幻覚
悪心嘔吐

発疹
下痢
悪夢

手足のしびれ
めまい

高脂血症
その他

頭痛
かゆみ

特になし

0 302010 40 50（％）

44%
37%

33%
27%

20%
18%

13%
11%
11%
11%

9%
8%
8%

7%

 図9　薬剤の変更を考えると思う副作用
Q.どういう副作用が出たら、飲んでいる抗HIV薬の変更を考えますか？（最大3つまで選択）

■ とてもいい変化があった　■ まあいい変化があった　■ 変わらなかった
■ やや悪い変化があった　■ とても悪い変化があった　■ 無回答

60 7040 5020 3010 80 900 100（％）

13% 16% 26% 31% 11% 3%

 図8　服薬開始後の生活上の変化
Q.初めて抗HIV薬を飲み始めた後、何か生活上の変化がありましたか。
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●  一時、腎機能に影響が見られ、経過によっては薬剤の変更を検討する必要がある……とドク
ターに言われました。他の服薬経験のある陽性の知人からも口々に変更を勧められます。現在
は数値的に落ち着いてはいますが、多少不安には思います。副作用（短期長期含めて）が可能
な限り少ない新薬の開発を期待しています。（40代、2002）

●  自分だけかもしれないけど、今の薬が非常に良く、前まで副作用に悩まされていたのがまっ
たくありません。安易に変えるのも考えものだけど、変更もオススメしたいです。下痢になる
のがイヤでわざと飲み忘れしていたが、今はほぼ確実に飲んでいます。（30代、2007）

●  薬の組み合わせはたくさんありますが、少しでも自分には合わないとか都合が悪いなどのス
トレスをなくすために（私の経験から、ストレスを感じたままだと飲み続けることが困難で
す）、自らも主治医への積極的なアクションが必要不可欠だと思います。（20代、2008）

●  副作用でひどいうつ病になったが、薬を変えるまで1年以上もひどい状態だった。（30代、
2002）

●  数年前、副作用により入院し、一時的に薬をチェンジしたらみごとに過敏症に引っかかっ
た。しかもよく発現する湿疹などではなく、咳や呼吸器系の異常というめったに発現しない症
状。原因の特定に非常に時間がかかり、半年ほど謎の咳が続き苦しんだ。薬を元に戻したらピ
タリと咳が止まった。以来、添付文書の副作用欄はレアな症状でもちゃんと留意しなければと
思った。（40代、1985）

　副作用には、服薬開始後に現れてやがて落ちついたり、身体が慣れてくるもの
や、長期的な服薬の中でだんだん現れてくるものなど、いろいろな時期に出現する
ものがあります。主治医や薬剤師から自分が飲んでいる薬の副作用や短期・長期の
出現の仕方、その対処法などについてよく説明を受けるとともに、副作用が苦しい
時には薬剤の変更について積極的に相談してみることが大事です。
　また、自分でも自身の体調の変化等よく観察し、記録をとったりして、主治医や
薬剤師に適切に相談するようにしましょう。

　現在がまんしている副作用と思われる症状はありませんか？　

How About You?
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〈ウイルス量〉　ウイルス量が下がることが飲み続けるモチベーションになっていま
す。まだウイルス量は検出限界以下にはなっていませんが、飲む前とくらべて桁違
いに減ったし、他人にうつす心配が少ない数値であると思えることは嬉しい。それ
を維持したい。
　あと、服薬は発病の予防のためが一番大きい。ウイルスを抑えることで健常者に
近い状態になるわけですよね。性的接触の場面でもそこまで自分が気を病まなくて
もすむ状態を維持したい、と。慢性の病気なので、薬は飲み続けるものだと腹をく
くっています。　　　　　　　　（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2009年）

〈習慣化〉　薬を飲めるのは、薬は飲むものだと自分でプログラミングしているから
だと思います。自分は一回習慣化すると長くできる人なんです。会社勤めの時も、
何時に起きて何時の電車、何時に食事とか、同じことをし続けることをラクだと感
じる人。薬飲み始めて、自分はそうなんだって、いっそう自覚しました。知り合い
などに薬飲むのが大変だという人がいるけど、自分はそれがない。性格的なもので
すね。　　　　　　　　　　　　（40代／男性　告知：2002年　服薬開始：2002年）

〈パートナー〉　飲み始めのころ好きな人がいたんですが、その人のために飲んでま
した。病気とわかってからできた新しいパートナーで、その人は病気でもいいよ
と言ってくれたので、「ああ、救われたな」と思ったけど、まだウイルス量が多か
ったのでうつすかもしれないと思い、ゴムもするので基本は安心だったんだけど、
万一もあるし、セックス自体に自分がネガティブになっていたので、早くウイルス
量が減ればそのへん安心してセックスができるかなと思い、きちんと飲もうと思っ
たんです。　　　　　　　　　　（30代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

My medicine story

今のところ一生続けるしかない服薬。
途中でめげずに服薬できるかなぁ。
少しでも前向きに服薬に取り組みたい……。

モチベーション
Chapter

3



17

〈飲む理由を考えない〉　何で薬を飲んでいるのか？　それはわからないですね。そ
れも考えないようにしています。自分が薬を飲む理由が、今はわからなくても、も
う少ししたらわかるようになるかもしれません。今、薬を飲むことを止めたら後で
ふりかえることもできないので、そのためにも今、服薬を放棄することはしないで
おこう、と。飲む理由を考えないことが、飲み続けるための一番の方法です。

（40代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

〈自分の命〉　自分の命のためには飲まなきゃと思っているから、命が続いているこ
とにはよかったと思っているけど、それ以上でも以下でもない。今の生活が楽しく、
有意義だと思っていて、死にたくないというのがモチベーションかな。一人だった
ら疲れてきてどうでもよくなることが、人間関係のつながりがあるから支えられて
います。　　　　　　　　　　　（50代／男性　告知：1997年　服薬開始：2002年）

〈生きたい〉　飲むのは、生きるため。もう生きたくなくなったら止めるかもしれな
いけど、今は生きたいし、生きさせてもらってるという感じで。

（30代／男性　告知：2007年　服薬開始：2007年）

〈先輩を見て〉　先輩の中には適当に飲んで発病を何回か繰り返して見る影もなくや
つれている人も知っているので。今は薬飲めば元気にいられるとみんな思ってるか
もしれないけど、飲まないで苦しんでいる人もいるし、飲まなくなると自分もああ
なるんだと思うと、ふつうの生活が見かけだけはできているのも薬のおかげ、飲ま
なきゃウイルス量も上がってCD4も下がってまた廃人みたいになる、だから飲ん
でいます。　　　　　　　　　　　（30代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

〈迷い〉　飲む前は迷いましたけど、今は飲ましていただこうという感じですかね。
高い薬ということに抵抗もありましたし。自分でお金を出せるような薬ではないの
で、そこまでして飲む価値が自分にあるのか、自分が飲んでいいのかな、という感
じがありますけど。そういう気持ちがありつつ飲んでいます。モチベーションを高
めてまで自ら飲む理由の答えはまだ見つかってないけど、今は飲むという選択をし
ている。いろんなことを考えつつも……。

（40代／男性　告知：2009年　服薬開始：2011年）
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　図１（３ページ）でご紹介したように、服薬している回答者の8割近くが「問題な
く飲めている」と答えています。しかし、95％を超えて飲めている人でもそのう
ちの41％の人が負担を「とても感じる」または「やや感じる」と答えていますし、
95％以下の人では52％が負担を感じています。決して負担感がないから高割合で
飲めるわけではないことがわかります（図10）。

　そうした中で、薬を飲み続ける「励み」や「動機」にはどのようなものがあるの
でしょうか。私たちがあげたものについて、励みになっていると「とても思う」「や
や思う」の合計が高かった順に並べたのが次の図です（図11）。

Message

｢服薬を続ける気持ちの工夫をしましょう｣
続けるために（１）

60 7040 502010 30 80 90

■ とても感じる　■ やや感じる　■ どちらともいえない　■ あまり感じない　■ まったく感じない　■ 無回答

 図10　服薬継続に対する負担感
Q.普段、抗HIV薬を飲み続けることをどのくらい負担に感じますか。（5段階）

0 100（％）

10% 31% 11% 29% 16% 4%100%＞95%
（n=112）

10% 42% 16% 16% 10% 6%95%≧75%
（n=31）

 図11　服薬継続の励みや動機
Q.あなたにとって、以下の要素は抗HIV薬を飲み続ける励みや動機になっていますか。

70% 23%

64% 24%

50% 21%

44% 26%

34% 36%

49% 18%

47% 17%

33% 28%

46% 14%

27% 28%

31% 25%

22% 13%

検査値（CD4やウイルス量など）の維持や改善

体調の維持や改善

仕事・学校・学習が続けられる

友人との交流・サークル活動が続けられる

自分の経験が他のHIV陽性者や社会に役立つ

趣味・スポーツが続けられる

パートナーや家族の存在

主治医・医療者の励まし

旅行に行ける

出会い・恋愛・セックスへの不安が小さくなる

他のHIV陽性者との交流（インターネットを含む）

自分自身のHIVに対する偏見が小さくなる

0 604020 80 100（％）

■ とてもそう思う
■ ややそう思う
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　これらの項目の中に、あなたにとっての服薬を継続するヒントがあるかもしれま
せんね。

　自分はなぜ飲めているのでしょう。一度、言葉にして振り返ってみましょう。

●  CD4値が向上し、体調が楽になった。ウィルスが減少し、精神的にも楽になった。（30代、
2007）

●  飲み始めのころは服用時間をきっちり守っていたが、それがストレスになっていた。長く飲
み続けていると、数時間のズレは仕方ないことに気づき、自分のペースで飲むようになり気が
楽になった。（40代、1999）

●  私の場合、初めはCD4がひどい状況であったが、今では落ちついている。医師も今の状況
であれば問題ないとおっしゃってくれています。「普通に生活できること」、これが一番大きい
と心から思っています。（40代、2003）

●  薬を飲める幸せ、薬が僕を生かしてくれる。薬を飲める環境をつくってくれた社会や皆さん
に大感謝しています。（40代、2011）

●  この病気になって、良かったことの方が多いように感じる。不便でも不幸とは思わない。物
事を捉える視野が確実に広がった。「毒」を持ったことになるので、自分の行動に今まで以上
に責任を感じて生きている。将来を確約されたことで積極的になれた。お金で命を買っている
ことを意識している。笑顔であり続けることが一番大切に思う。（40代、2010）

●  HIVの宣告を受けた当時は「HIV=死」というイメージしかなく、自暴自棄になり、このま
ま生きていくことが嫌になりました。今は不安要因がなくなったわけではありませんが、服用
後の検査値も良好に推移しているおかげで、生きることのありがたさや喜びを実感していま
す。当事者交流にも参加することで「自分だけじゃないんだ」と思えるようになり心強くなり
ました。（40代、2011）

●  数十年前までは、この2粒の薬がなかっただけで多数の方たちが亡くなっていったんだと思
うと重みを感じます。（50代、2006）

How About You?
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1年365日、毎日のことだから、飲み忘れることだってあるかもしれない。
1日1回の服薬はラクな反面、飲み忘れのダメージも大きいんだよなぁ。
何かいいアイデア、ないかな？

飲み忘れないために

〈ピルケース、常に持ち歩く〉　ピルケースや瓶は目につくところに置いておきま
す。瓶を人に見られても、人は知らないでしょうから。ラベルをはがしたりしても
しようがない。自分はどこでも飲みます。飲み忘れないために、常に持ち歩くとか
気にかけておく。　　　　　　　（40代／男性　告知：2005年　服薬開始：2005年）

〈携帯〉　不規則な仕事ですが、泊まりがけとか夜中の仕事の時は、わかっていれば
携帯して服薬します。1回だけ、天候のために帰宅できなくなって、薬も携帯して
いなかったので飲めなかったことがありますが、1日だからいいかなと、その時は
あきらめました。　　　　　　　（50代／男性　告知：2001年　服薬開始：2008年）

〈ピルケース、メール〉　1日1回で夜23時、ほとんど自宅で服薬しますが、仕事で
遅くなった時は職場だったり電車の中で飲んだりします。持ち歩き用も5回分ぐら
いピルケースに入れて持ち歩いています。
　自分は飲んだかどうかをハッキリさせたいので、1か月分を全部ピルケースに詰
め直します。長い出張の時は、その日付の分だけ抜き出して持っていき、あと普段
別に持ち歩いている分も持っていって荷物を分けておき、何かあっても（空港等で
の荷物紛失とか）大丈夫なようにしています。服薬初期にはパートナーに飲んだよ
メールをしたり、向こうからもちゃんと飲んだ？　と声かけメールをもらった。あ
と、携帯のタイマーを使っていました。

（40代／男性　告知：2002年　服薬開始：2003年）

My medicine story

Chapter

4
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〈ベッド上に置く〉　家を出る時、ベッドの上に薬瓶を投げていきます。外食して帰
ってくることがほとんどなので、帰宅するとすぐ薬を飲み、それをベッドサイドに
置き直せば飲んだ証拠だ、と。睡眠障害があるので突然眠ってしまい、飲まずに寝
るのを回避するにもいいかな。ピルケースとか細かい手を使うより、ダイナミック
な方がいいだろうと。一人暮らしで夜飲む人で、人が来ることが少ない家の場合は
お勧めです。パートナーが泊まりに来る時は呆れたように見ていますが（笑）。

（40代／男性　告知：2005年　服薬開始：2007年）

〈ピルケース　1週間分　携帯で記録〉　1週間分をピルケースに入れて、携帯や財
布とともに常に携帯しています。1日分しか持ってないと天災なんかの時、家に帰
れないと困るし、外泊する時もあるし。補充する日は決めてない。切らさないよう
に、気がついた時には補充するようにしています。今日飲んだか飲まなかったかわ
からなくなる時があるので、スケジュールを携帯につけていて、何時に飲んだかを
毎日入力している。それは忘れたことはない。飲んだらすぐつける。つけられなく
ても、後で振り返って気がついた時にちょっと入れます。それがメンドくさいとい
うことはありません。
　ピルケースの中で薬が鳴る音は気になります。別にサプリメントだとか言えばい
いんですが、職場で「薬飲んでるの？」と聞かれたことが一、二度あります。そう
いう時は、ちょっと風邪引いてて、とゴマかして。

（30代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

〈家で飲む〉　自分は家で飲むことにしています。障害者施設にいるのですが、利用
者の子が職員の荷物を勝手に開けるなど、予測しないアクシデントが起きる場合が
あるので仕事場には置きません。家で飲むために何としても家に帰らないといけな
い。終電を逃しても必ずタクシーで帰る。大地震でも歩いて帰る。旅行以外の時に
薬を持ち歩くことに抵抗があるんです。

（40代／男性　告知：2005年　服薬開始：2007年）
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　薬を続けるためのモチベーション（気持ち）とともに、忘れないための工夫も大
切ですね。回答者の声を参考に、自分にあった工夫を見つけましょう。
　今回の回答者では、多くの人が普段から抗HIV薬を携帯し（70％）、そのうち65
％が2日分以上を携帯していました（図12）。また、ピルケースを使用する人の58％
が2〜 7日分が入るピルケースを利用していることがわかりました（図13）。

　また、時間にこだわるあまりストレスをためて、逆に服薬がうまくいかないよう
では元も子もありません。時間のずれについて、回答者の多くが「2時間以内」な
ら許容範囲としていました（図14）。

Message

｢飲 み 忘 れ 防 止 の 工 夫 と 、
対 応 を 確 認 し て お き ま しょう｣
続けるために（２）

持ち歩いている
70%

持ち歩いていない
30% 1日分

35%

2-3日分
38%

7日分
16%

8-12日分
3%

4-6日分
4%

20日分以上
2%

 図12　薬剤の携帯状況
Q.普段、抗HIV薬を持ち歩いていますか。（持ち歩いている場合は何日分？）

■ 1日（1回）分　■ 2-6日分　■ 1週間分　■ 2週間分　■ 1 ヶ月分　■ その他　■ 使用していない　■ 無回答

60 7040 502010 30 80 900 100（％）

27%27%31%6% 4% 3% 1%1%

 図13　ピルケースの使用
Q.普段、何日分入るピルケースを使用していますか（持ち歩かないものも含む）。
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　飲み忘れた時の対処法は、事前に主治医に確認をしておきましょう。

飲み忘れのパターンには次のようなものがありました。
●  お酒を飲んでいて忘れる（楽しさ、酔い、接待中でタイミングがつかめない、など）
●  多忙や残業に紛れて飲み忘れる
●  人目を気にして飲めなかった
●  携帯し忘れた
●  うつ等で飲む気になれなかった
●  うっかりしていた
●  1日2回服薬のうちの一方を忘れがちになる
●  毎日のことなので、今日、飲んだかどうかわからなくなり忘れる

それに対処するために、このような工夫をしています。
●  携帯のアラームやメールを利用
●  飲んだら、手帳、カレンダー、携帯、自作の服薬管理表などへチェックをつける
●  目につきやすいところに薬を置いておく
●  テーブルの上にその日の分を置く
●  ドーズパック（薬局で分包してもらう）を利用（日付も入れてもらう）
●  曜日入りの1週間タイプのピルケースを利用（常に携帯し、自宅でもそこから飲む）
●  会社、自宅、手カバンなど、いたるところに小分けして携帯しておき、どこででも飲めるよ
　うにする
●  突発的な事故や天候異変での帰宅不能や外泊に備え、常に数回分を携帯しておく
●  旅行や出張での荷物トラブル（特に飛行機）に備え、預け荷物と別に手荷物にも薬を所持する

　自分の飲み忘れには、何かパターンがありそうですか？　それを防止するため
に、何か工夫をしていますか？

How About You?

■ 10分以内　■ 30分以内　■ 1時間以内　■ 2時間以内　■ 3時間以内　■ それ以上　■ 無回答

60 7040 502010 30 80 900 100（％）

13%17%8%4% 40%18%

0%

 図14　服薬時間のずれ
Q.普段、服薬時間の前後何分のずれまで許容していますか（飲み忘れ時は除く）。
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薬剤変更── 何となく不安な響き。
1回変えるごとに、どんどん薬の選択肢が減っていくような気がする……。
でも、それは本当？　変えたら、二度と元には戻れないの？

薬の変更

〈変更経験2回〉　これまで2回、変更していますが、それは主治医に勧められまし
た。「こういう薬が出たがどう？　回数も錠数も減るので便利じゃない？」と。今
まで1日2回飲む薬が混在していたことがメンドウには感じていたので、それが少
なくなるならラクだなと単純に思いました。変更時、主治医から特に資料をもらっ
た記憶はないですね。薬そのものがどうより便利になるメリット、回数や錠数が減
ることをメインに話してくださった。
　2回目の変更も主治医の勧めで、今度××という薬が出たけど変えてみる、とい
う感じで、それまでの薬とどう違うか、くわしく説明されませんでした。何かの合
剤かなぐらいの感覚で。飲み方は変わらないし（1回）、副作用も今までと同様な
心配ですむし、変えてみて何かあれば元に戻せばいいから、と。
　変更については、医者が新しい薬を飲ませたがってるのかな、何か調べたがって
るのかな、とちょっと思いましたが、それでもいいかな、と。彼には長く診ていた
だいて信頼関係もあるし、何か研究して今後のために活かす気持ちがあるなら乗っ
てあげてもいい、自分に実害がない範囲でできることなら協力したい、という気持
ちがありました。　　　　　　　（40代／男性　告知：2002年　服薬開始：2002年）

〈今の処方〉　今の処方は古くなりつつあるけど、今この状態で効いているなら問題
ないかな。変えてもし失敗したら、という思いはあるので。いまだに選択肢も限り
があるでしょうし。　　　　　　（40代／男性　告知：1999年　服薬開始：1999年）

My medicine story
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〈副作用〉　前の薬は自分的にはちょっと効きすぎている印象があって、痔がひどく
なったり脂性になった（顔がベタベタ）、おでこにニキビがブツブツできた、頻尿
気味、暗い所が見えづらい（夜盲）、それらが副作用かどうかはわかりませんが。
仕事も身体を使う仕事でキツいなと思い、主治医に自覚症状を思い切って訴えてみ
た。あと、ほほがこけてきたり、夕方になると顔色が黄色っぽくなってくる。こう
いう状態をほかの陽性の人と交流する中で知ると、たしかに投薬歴の長い方の顔色
は明らかによくない。それで、今ガマンしないで変えてもらった方がいいのじゃな
いかと主治医に言うと、その日から変わりました。

（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2008年）



26

　薬を変更したことのある人の最も多い変更理由は「副作用」によるもので、
59%でした（図15）。

　また、薬剤の変更経験がある人に、今後変更する場合に気になる項目を聞いたと
ころ、「1日の服薬回数」と「長期的な身体への影響（副作用など）」が同水準で、1、
2位にあがりました（図16）。

Message

｢自分 に 合う薬剤変更を考えましょう｣
薬剤の変更

0 302010 40 50 60（％）

副作用

主治医の勧め

新薬の発売

投薬量を減らすため

覚えていない／分からない

その他

59%

42%

28%

11%

4%

15%

 図15　薬剤変更の理由
Q.（「変更1回以上」回答者に）薬を変更した理由は何ですか。（複数回答）

0 4010 3020 50 60（％）

1日の服薬回数

長期的な身体への影響（副作用など）

治療の効果

服薬開始時の身体への影響（副作用など）

食事とのかねあい

日常生活への影響

仕事への影響

他の薬との飲み合わせ

薬剤耐性のできやすさ

1日に飲む薬の量（カプセル数・錠数）

薬を変更してもまた元に戻せるかどうか

薬の飲みやすさ（大きさ・形状）

飲み忘れ時の対応

薬の入手が難しくなった際の対処法

薬の色

その他

特になし

54%

50%

32%

31%

24%

21%

17%

13%

13%

7%

6%

4%

4%

4%

1%

1%

1%

 図16　薬剤変更時に気になること（薬剤の変更経験のある人）
Q.抗HIV薬を変更する際に、特に気になることは何ですか。（最大3つまで選択）
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　ところで、インタビューでは多くの陽性者が、「できるだけ薬を変更したくない、
変更すると処方の選択肢が狭まるし、変更して調子が悪くても元の処方に戻ること
はできないと聞いたから。だから少しの副作用ならがまんする」という発言をして
いました。
　しかし、もし現在の薬が効いているなら、副作用の軽減や飲みやすさの改善など
のために薬を変更しても、今後選べる薬の種類が減るとは限りません。また、変更
した薬の副作用が強かった場合、元の薬に戻すことも考慮できます。
　過度に薬の変更を恐れるのではなく、自分の生活と副作用をがまんすることとの
バランスを考えて、主治医ともよく相談してみることが大切です。

●  1日1回の薬や中性脂肪が少なくなる薬に変えたいと思っているのですが、主治医からは今
のままの方がいいと言われている。できれば変更したいなと思っています。（40代、2007）

●  薬の進歩を自分自身の服薬経験として実感した。本当に副作用含め普通の薬なみになった。
（記入無し）

●  お酒の酔い方が変わった。最近、目が黄色いと指摘され、病院での定期検査で黄疸の症状が
出る数値が高くなっていた。黄疸以外には問題ないが、見た目で指摘されるので、薬の変更も
考えている。（30代、2009）

　今あなたは処方の変更を望んでいますか。その場合、変更に積極的になれないの
はどんな理由からでしょうか。

How About You?
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治療は医療チームで行なっています、か。
主治医の先生だけじゃないんだよね。
今度の受診時には、薬剤師の先生にもちょっと聞いてみようかな……。

あなたを支える医療者たち

〈先生への気遣い〉　質問や自分の状態は手帳に整理していって、手早く聞くように
しています。クリニックで先生お一人でやっているので、あまり一人で先生を独占
して次の人の迷惑にならないよう、ということで。先生にいろいろなことを知って
もらう、私についての情報を持ってもらうのは、治療していただく側には重要だと
思うので。　　　　　　　　　　（40代／男性　告知：2010年　服薬開始：2011年）

〈薬剤師へ相談〉　薬を飲むことについては必ず薬剤師に相談しました。熱が出たと
か、このぐらいの風邪はどうしたらいいのかとか、電話で相談したりとか。看護師
さんは最近たまに相談するぐらい。病気や薬に慣れてきて1年ぐらい安定している
ので、たまに相談するぐらいで。

（30代／男性　告知：2007年　服薬開始：2007年）

〈コーディネーター、薬剤師〉　相談事はまずコーディネータにしますが、あまりコ
ーディネータと長くコミュニケーションとった記憶がないですね。忙しそうだし、
3か月に1回なので相手にも忘れられるかな。遠慮してるわけじゃないけど、まあ
それほど悩みもないというか。薬剤師との話は、調剤薬局で、あちらから「これは
いつもの薬、こっちは新しいですが飲み方は伺ってますか？」とか。薬剤提供情報
書は毎回くれて、それで確認してくれたり。あたりまえの内容で突っ込んだ話はし
ないですが。　　　　　　　　　（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2008年）
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〈薬剤師、看護師〉　薬を決める時、自分は1日1回にしてほしいと言い、主治医と
薬剤師が同席して、そこで決まらなかったので、薬剤師とさらに話して、薬剤師が
処方を勧めてくれて決めた。コレを飲むと決めたのは、薬剤師と話して納得した面
が大きかった。先生は、飲まなきゃいけないと言う面ばかりが大きくて。看護師さ
んからいろんなパンフとかもらって、よく相談した。自分の中でパニクって整理が
ついてなかったこともあるし。先生との間に入ってもらったりしたこともある。

（30代／男性　告知：2007年　服薬開始：2007年）

〈診療所〉　僕としては町医者で通いやすくて、パートナーも違う病気でかかってる
んで、ホームドクターだと思ってるので、みんなそうだったらラクなんだろうな
と。説明はわかりやすい、質問はできますし、よけいな話を一杯聞かせてくれる、
エイズ業界ネタなんかも（笑）。

（20代／男性　告知：2007年　服薬開始：2009年）

〈主治医とメール〉　情報提供少なめな先生です。でも、自分の中でお医者さんてい
うのは、固定観念ですが、聞けば答えるが自分からは語ってくれないものかなと思
っていますね。気になったことは通院のたびにメモして聞くようにして、納得でき
る回答をしてもらうようにしています。必要があれば聞けばいいやと。たまにめん
どくさがったりしますが（笑）、ご機嫌ななめの時かな。でも、それでも自分は何
度も聞きますが。そのへんは妥協しません。主治医とはアドレスを交換しています
が、ほかの陽性者に聞いても、そういう人はあまりないよう。メールで聞くと1時
間で返ってきます。患者さんが少ないからできるのでしょうが。

（40代／男性　告知：2009年　服薬開始：2009年）
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　アンケートでは、95％を超えて薬を飲めている人の52％が、主治医との関係に
「とても満足」と答えているのに対して、それ以下の人の「とても満足」の割合は
35％でした（図17）。

　また、薬を飲み忘れた時に、主治医ら医療従事者へ必ず伝えるかどうかを聞いた
ところ、95％を超えて薬が飲めている人の55％が必ず伝えるというのに対し、そ
れ以下の人の必ず伝える割合は16％でした（図18）。

　「逆もまた真なり」が言えるかどうかわかりませんが、主治医と何でも話しあえ
て良好なコミュニケーションを持てるよう努めることは、服薬を継続していく上で
いろいろと有益な作用をあなたに及ぼしてくれるかもしれません。
　小さな手帳を用意して、体調で気づいたことや質問をメモしたり、飲み忘れがあ

Message

｢あ な た の 治 療 は 医 療 チ ー ム で
行 な って い ま す｣
主治医やその他の医療者との付き合い方

 図18　飲み忘れた時に主治医らに伝える割合
Q.今後、抗HIV薬の飲み忘れがあった時には、主治医ら医療者にそのことを伝えますか。

■ 必ず伝える　■ だいたい伝える　■ 伝えない　■ 無回答

60 7040 502010 30 80 90

55% 14%30% 1%

16% 61% 16% 6%

0 100（％）

100%＞95%
（n=112）

95%≧75%
（n=31）

 図17　主治医との関係に対する満足度
Q.主治医との関係にどれくらい満足していますか。（5段階）

■ とても満足　■ やや満足　■ どちらでもない　■ やや不満　■ とても不満　■ 無回答

60 7040 502010 30 80 90

52% 12% 9%23% 4%

0%

35% 19% 26% 10%3% 6%

0 100（％）

100%＞95%
（n=112）

95%≧75%
（n=31）
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　自分の病院での薬剤師などへの相談の仕方についても、理解しておくといいですね。

●  新しい薬が次々と認可されていくのに、医者に情報が行きわたってない印象があります。変
更についても消極的で、患者からの強い働きかけが必要になりました。（40代、2009）

●  病院の待合で、薬剤師やケースワーカーが日常を気づかい話かけてくるが、質問内容が
HIV+だとわかる内容だけにやめてほしい（他の患者も大勢いるので）。（40代、2004）

●  食後服用の薬を、医師の説明では食直後に飲むように言われていたけれど、それがとても重
要なものだと思ってなく、食後30分以内に飲むようにしていた。別の病気で入院した時、薬
剤師さんが病室に来て薬のことをいろいろ話してくれた中に、吸収に胃酸が関係するので「直
後というより食事中でもいいくらい」とアドバイスをもらう。それからは食事中に飲むよう
にしているが、やはり薬剤師さんにちゃんと聞くことは大切と思った瞬間だった。（50代、
1997）

　主治医、看護師、薬剤師などの医療チームの方々との関係はいかがですか。一度
振り返ってみましょう。

How About You?

いる
74%

いない
26%

 図19　主治医以外に相談する医療従事者
Q.通院先で、主治医以外に抗HIV薬について
　相談や質問をした専門家はいますか。

0 604020 80（％）

薬剤師

看護師・
コーディネーター

その他

64%

61%

10%

 図20　主治医以外に相談した医療従事者
Q.通院先で、主治医以外に抗HIV薬について相談や質問を
　した専門家はいますか。（「いる」の内訳／複数回答）

った日付を記録したり、（HIV以外で）薬局で薬をもらった時は「お薬カード」を
貼っておいたりして、次の診察時に主治医に見てもらい、自分の状況をよく知って
もらうようにするのも一つのアイデアです。
　夜間や緊急時の連絡方法についても、確認しておきましょう。

　さらに主治医以外に相談する専門家がいるかを聞くと、74％の人が「いる」と
答え（図19）、その内訳として薬剤師や看護師をあげる人が多くいました（図20）。
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今飲んでいる薬で気になること。
先生が提案してくれた薬について、もっと知りたいこと。
薬の情報は、どこでわかるんだろ？

情報のフォローアップ

〈SNS、主治医、エイズ学会〉　（薬の情報は）最初は患者ノート（患者用資料）を
見る程度から。SNSは服薬開始のころには登録していて、自宅や携帯端末でも見
られるので。ほかには主治医情報、エイズ学会。でも学会は薬のところはあまり行
かない。ほかの手段ではウェブサイトを見たり、医薬系ニュースをSNSに転載し
てくれる人もいるので、それで情報収集。薬に熱心な方が情報をアップしてくれる
ので、それにあやかって情報をいただくというか。いつまでも今の薬を飲み続けな
いで、どこかで主治医も変えると言うと思うので、その時動揺しないですむよう事
前の準備の情報です。どんどん新しい薬が出ていて、今はこれがいいけど来年は変
わってるかもしれないので、情報はフォローしておいた方がいいかな、と。

（40代／男性　告知：2005年　服薬開始：2007年）

〈パンフレット、インターネット〉　薬への関心はあります。情報収集は、病院に置
いてあるパンフレット、あとはネットでの情報ですが、そんなにない。製薬メーカ
ーのページとかかな。副作用の件数や投薬と副作用の関係などは見ますね。変えた
いと思っていた時はよく調べていましたが、今はあまり見てません。変更の時は事
前学習した上で主治医に要望しました。主治医が出してきた処方は知っていたわけ
ではないけど、新しくて副作用が少ないんだろうとは思いました。

（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2008年）
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参考にできるWebサイトなど

国立国際医療センター／
エイズ治療・研究開発センター (ACC) http://www.acc.go.jp/accmenu.htm

国立病院機構大阪医療センター／
HIV/AIDS先端医療開発センター http://www.onh.go.jp/khac/

ぷれいす東京　web NEST http://web-nest.ptokyo.com/
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　アンケートでは、回答者の79％が、薬を飲み始める前に、主治医を含めた医療
従事者の説明以外に参考にした情報があると答えています（図21）。また、その内訳
を聞いたところ、様々な情報源が参考にされていました（図22）。

Message

｢自分 でも情 報を探して みましょう｣
参考になる情報源

●  医師や医療従事者によって言うことが違う場合がちょくちょくあるので、不安になることが
ある。（30代、2002）

●  ブラックボックスなことが多く、薬についていろいろな知識を得ようとするものの、どこま
で理解できるかが不安です。（30代、2009）

●  新薬の情報等を、医療機関側から積極的に提供してほしい。聞かないと、何も教えてくれな
い。（30代、2010）

●  自分でも薬に対して勉強するようになった。医師にリクエストして、予想される副作用対策
をとることができるようになった。薬剤師さんらとの関わりができた。（30代、2008）

●  自分の病院の薬剤師が、ある講演会で、私が今飲んでいる薬がお酒との相性があまりよくな
いという話をしていてとても驚いた。そんなことは聞いていなかったので、ぜひその説明を服
薬する前に聞きたかったなあ、と強く思った。お酒との付き合いは仕事上完全にはなくすこと
ができず、取引先の接待等でもどうにか工夫してやっている。（30代、2008）

病院でもらった薬に
関する資料・冊子

NGOなどの団体や
団体から得た情報

他のHIV陽性者の口コミ

Webサイト・SNS・ブログ

家族・友人・知人

テレビ・新聞・雑誌

その他

0 6020 30 4010 50 70（％）

70%

45%

30%

31%

13%

2%

5%

参考にした
情報がある

79%

特になし
20%

無回答
1%

 図21　服薬開始前の参考情報の有無
Q.抗HIV薬を飲み始める前に、主治医や
　医療者からの説明以外に参考にした情
　報はありますか。

 図22　参考情報の種類
Q.抗HIV薬を飲み始める前に、主治医や医療者から
　の説明以外に参考にした情報はありますか。
　（「参考にした情報がある」の内訳／複数回答）
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仕事と、暮らしと、パートナーや家族と……。
服薬はいろいろなことにかかわってくる。
今一度、広い目と長い目で、服薬との付き合いを考えてみたいな。

日常の中で

〈告知の問題〉　告知から服薬開始までは家族（配偶者）へのカミングアウトとか諸
般の事情があって、治療に入るまでの下準備を優先していた感じですね。主治医は
できるだけ早く飲み始めた方がいいと言いましたが、配偶者に言わずに飲み始める
のは無理だと思っていました。同居人に隠せないのと、あと黙っているのは自分で
も難しい。同じような立場の人にそうせよと言う気はないけれど、自分はそれは難
しいと思ったので。風邪薬でもスキップしがちな性格なので、隠して飲むといっそ
う「飲めたり飲めなかったり」が頻発しただろうから、きちんと飲めるコンディシ
ョンを整えてからと思った。悩んだりしている間にも身体の中でウイルスが増えて
いると思うと、身体が熱くなったり気持ちが落ち込んだりしました。服薬の決断と
カミングアウトが同時並行したのは大変でしたね。保険や（障害者）手帳を使うこ
となど真剣に考えないといけない。

（40代／男性　告知：2002年　服薬開始：2003年）

〈お酒〉　主治医は飲み忘れは年3回までなら大丈夫と言いましたが、月1回ぐらい
なら大丈夫みたいだけど、今の組み合わせはシビアだからちゃんと飲まないといけ
ない。飲酒中でもかまわないから飲んでくださいと言われていますが、飲酒中飲ま
ないのは、肝臓への負荷を気にしていて、実際、悪酔いするので。
　自分にとって飲酒はそんなに大好きなわけじゃないけど、長く生きられないかも
しれないし、今の楽しみを削る必要はない、普通にお酒を飲む生活は維持したい、
薬のためにそれを削るのは抵抗があります。コーディネータは血中濃度に影響する
からお酒は飲まない方がいいと言いますが、「そうですか」と軽く流しておきます。
それで肝臓が悪くなる、寿命が短くなるなら、それでもいいかな、と。

（40代／男性　告知：2007年　服薬開始：2008年）

My medicine story

Chapter

8
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〈職場での検診〉　CD4が早々と回復したので、気持ち的には安定しましたね。入
れ替わりで高脂血症とか出てきましたが、これは仕方ないかな、と。職場の検診の
時高脂血症関係で問診等に時間がかかるので、同僚からもいぶかられたりするのが
ちょっと苦痛。
　服薬はリスクヘッジだなと思ってます。この病院の気風と思ってるけど（笑）、
データや数値に敏感になるんで、数値を安定させるために服薬することは自分にと
ってリスクヘッジ。しかも薬を飲むだけでできる手軽なリスクヘッジ。睡眠障害み
たいに呼吸器つけるなんかより全然ラクかな。

（40代／男性　告知：2005年　服薬開始：2007年）

〈お酒の席、仕事〉　先日飲み会で、お酒を飲んだ後、服薬したら気持ち悪くなっ
て、そのまま帰宅したのですが、夜中に戻してしまいました。薬飲んでるとお酒飲
めないなと思いました。私はもともと酒豪と言われていて日本人の女性で私より飲
める人見たことない感じでしたが（注、海外滞在経験あり）、今ホント飲めないで
す。吐いたこともショックだったし、一緒に薬も流れたと思うとそれもショック。
就職した時、仕事後の飲酒の機会などはどうしようか。みなさんどうしてるんでし
ょうね。知りたいな。あと、夜7時の服薬なので、7時までに終わらない仕事に就
いたらどうしたらいいのかな。　　（30代／女性　告知：2011年　服薬開始：2011年）

〈併用禁忌〉　治療の手引き（注、日本版ガイドラインの冊子）で自分の飲んでいる
薬の欄を見ていて、透析病院でもらった薬が禁忌であることに気づきました。透析
病院で最初に処方を受けた時、ほかにどんな薬を飲んでいますかという話はしてい
たので安心していたけど、飲み合わせを調べてくれていなかったのね、と。後で透
析病院には治療の手引きのコピーを渡して変えてもらいました。

（50代／男性　告知：1997年　服薬開始：2002年）
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　服薬により長期療養が可能になったことで、同時に、HIV陽性者も長い人生に
つきものの様々な課題に、あらためて向き合うことが必要となってきました。
　安定した服薬を続けるためには、モチベーションや飲み忘れ防止の工夫だけでな
く、こうした課題に一つひとつ取り組んでいくことも必要になるのかもしれません。
　
課題の一例
　□福祉制度や公共サービスの利用
　□パートナー・配偶者・家族との問題　
　□出会いや性生活、結婚や子づくり
　□職場での問題（職場での服薬、お酒の付き合い、プライバシーの管理）
　□他の疾病の薬剤との飲み合わせの問題　
　□転居・転職での問題
　□海外赴任や海外移住での問題
　□生命保険や住宅の購入での問題
　□ストレスのコントロール
　□自分にとって人生、生きる意味とは？

Message

｢自 分 の 今 後 の ラ イ フ ス タイル を
想 像 し て み ま しょう｣
ライフプランニングと服薬
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友人などとのコミュニケーション

●  友人が服薬しているのを見かけて、その友人のHIVステータスを知ってしまった。（30代、
2009）
●  薬の効き目について、ポジティブの友だちと話をする時に自分の経験をベースに話をしてし
まうと、場合によっては相手に大きな誤解や失望を与えてしまうため、薬の具体的な効き目に
ついてはよほど親しい関係かお互いの健康状態を知っている相手以外には、あまり気軽に話を
しないように決めました。（40代、2005）

飲み合わせの問題

●  自分は地方に住んでおり、HIV/AIDSの病気そのものの情報も少ないが、その中でも特に抗
HIV薬とその他の薬を一緒に飲む飲み合わせに関する情報が少ないと感じている。医療機関で
処方される薬はよいとしても、ドラッグストア等で処方せんのいらない薬を購入することも
多い。私たちHIV陽性者はドラッグストアでOTC医薬品を買ってよいのか。知りたい時には、
どこへ尋ねればよいのだろう。ガイドライン的なものを含め、もう少し具体的に陽性者向けに
情報提供してほしい。（30代、2008）

これからの人生を見つめて

●  感染当初はここまで普通に生活ができる（死なない）なんて、考えてもいませんでした。医
学ってすごいと思います。そのおかげで一度諦めた様々なこと（恋愛、結婚、出産他）をかな
えることができるので、この3粒に感謝です。私はキャリアが長いので、「今までできたこと
ができなくなった」のではなく、「今までできなかったことができる!!」なので、どっちかと
言うと薬にはポジティブなイメージしかありません。（30代、1992）
●  服薬を開始してまだ1年程度ですが、薬を飲むことに神経質になり過ぎてしまい、結果的に
何となく単調な日々を過ごしてきてしまいました。特記するようなエピソードもないのですが、
これからは様々な状況や環境でも忘れず服薬できるように、生活を楽しみ、質を上げていけれ
ばと思います。（40代、2009）

非日常に備えて

●  震災の時、帰れない人のために「薬あります」「薬ないですか？」って書きこみがいっぱい
だった（SNSに）のが印象的でした。助け合いだなーって。（30代、2010）
●  収入が減って服薬の費用がなくなり、自己判断で絶薬してしまった。（40代、2008）
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