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研究要旨
本研究では横断調査によって、よりハイリスクな MSM 層の実態を把握することを目的としてい
る。当初の計画では初年度は機縁法により事前調査、2-3 年目に本調査の実施と介入の試行を行
うこととしていたが、分析可能な対象者数の回答を得ることや、先行研究との比較を行うことを
踏まえ、計画を変更して初年度には 2 地域で質問紙調査を実施することとした。初年度には調査
内容について男性同性愛者を中心とする当事者団体らと検討し、先行研究で用いられた質問項目
に加えインターネット利用に関する項目、新たな知識となる Treatment as Prevention や PrEP
の知識についての項目を追加し、2018 年 1 月 12 日から 2 月 12 日の 1 ヶ月間、中四国地域および
横浜、仙台で調査を実施した。
中四国地域では 7 県のゲイバー40 店舗から協力を得られ、総計 780 部の質問紙を配布し、568
部回収した（回収率 72.8%）
。また横浜では 20 店舗の協力を得て、総計 340 部の質問紙を配布し、
279 部回収した（回収率 82.1%）
。仙台では、10 店舗の協力を得て、総計 170 部の質問紙を配布し、
137 部回収した（回収率 80.6%）
。ゲイ向け商業施設 70 店舗の協力を得て、総計 1,290 部の質問紙
を配布し、984 部回収した（回収率 76.3%）
。現在分析を進めている。
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調査地域について
初年度の調査対象地域は横浜、仙台、中四
国のゲイ向け商業施設利用者とした。参加地
域と参加店舗数および配布数の合計を以下の
表に示した。
仙台・中四国では本調査で初めてゲイコ
ミュニティの商業施設利用者を対象とする横
断的質問紙調査の実施となった。また横浜地
域では本調査で 3 度目の実施となる。先行研
究との相違点としては、商業施設の中でゲイ
向け性風俗店である有料のハッテン場や売り
専等の商業施設から協力を得られていること
であり、これまで予防介入が届かなかった層
の動向把握に寄与すると考えられる。
実施状況について
中四国地域では 7 県のゲイバー40 店舗から

総計
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9
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1
4
40
20
10
30
70

配布
数
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780
340
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回収数
（回収率）
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0
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61
10
35
568（72.8%）
279（82.1%）
137（80.6%）
416（81.6%）
984（86.3%）

D.考察
実施状況では回収率はおおむね 8 割と高く、
これまで CBO が活動を展開し、商業施設との
関係を構築してきたことが影響していると考
えられる。
本調査の結果によって、エイズ予防指針の
もとに実施されてきた従来型の予防介入では、
介入が届きづらかった「よりハイリスクな
MSM 層」の実態が明らかとなり、彼らへの予
防介入を検討するうえで重要な資料を得るこ
とが可能となる。また「よりハイリスクな MSM
層」への予防介入は、今後の新規 HIV 感染者
数の減少に向けた有効な介入方法の開発と展
開につなぐことが期待できる。
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