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研究要旨
研究 1．自己検査キットを活用したハイリスク MSM 対象の検査機会の拡大
平成 29 年度末（2 月 26 日）よりコミュニティセンターakta での検査キットの配布を開始し、
akta での配布を令和元年 12 月末まで実施し、沖縄コミュニティセンターmabui でも令和 2 年 1 月
に研究班では 2 回目の沖縄での配布を行った。本研究期間中に累計 2,087 キットの配布を行った
（ハッテン場では 49 キット、沖縄では令和 1－2 年度 2 回で 55 キットを配布）。配布キットのう
ち、84.1％の検体が ACC に郵送されている。いずれの配布時にも相談支援の専門家が常駐してお
り、キット受け取り者の 23％に相談利用があった。外国籍者の利用が全体のうち 10％であった。
キット受け取り者の属性は、平均年齢は 32.7 歳、全体の 24.8％がこれまでの検査経験がないも
のであった。ACC では 1,756 件の検体を回収し、検体回収率は 84.1％であった。回収し結果を通
知した検体サンプルについて、99％の結果が利用者により確認されていた。全体では、スクリー
ニング検査で 45 名陽性が判明した。複数回利用者は N=1 としてカウントしたところ陽性割合は
3.83％であった。ハッテン場配布由来の検体の陽性割合は、コミュニティセンター配布由来検体
より高かった。なおスクリーニング陽性者のうち医療機関への受診を確認できたのは 21 件
(46.7％)であった。
研究 2．地方における新たな検査機会の開発‐-医療者からの検査推奨による MSM の検査受検環境
改善‐
沖縄県で HIV 検査提供が可能な民間の医療機関を開拓し、広報として、同病院のウエブサイトの
HIV 検査に関する案内文を作成した。
また沖縄県のホームページに「HIV 検査を実施している医療機関」
として保健所と併記して掲載された。また、NGO による広報を行うことで、利用者が増加し、急性感染
期の陽性者の受検・早期受診にもつながった。
研究 3. 地方における新たな検査機会の開発‐クリニック・診療所における検査機会の拡大‐
中四国地域の MSM への検査勧奨のため、MSM 向けクリニックでの検査提供を行政とクリニック
と NGO が協働して実施した。2019 年 8 月 19 日～9 月 30 日において、MSM 向けの HIV・梅毒検査を
目的とする「岡山県もんげ～性病検査」と「せとうち性病クリニック検査」を同時実施した。前
者の実施クリニックは、岡山市 3 施設、倉敷市 3 施設であり、受検者総数は 31 人で、HIV 陽性者
1 人、梅毒陽性者 3 人を新規に診断した。後者では、福山市２施設、松山地区 2 施設、高松市１施
設が参加し、受検者総数は 26 人で、HIV 陽性者 1 人、梅毒陽性 2 人を新規に診断した。地方都市
における民間医療機関との協働による検査拡大モデルを示した。
研究 4．地方都市での陽性者の検査・予防サービスの接点に関する調査
地方都市拠点病院 2 病院で質問紙を配布し、61 件の過去 5 年以内に陽性が判明した陽性者より
データを収集した。陽性判明前に HIV 検査を受けたものは 32％にとどまること、HIV 急性期症状
が出た 92％が医療機関受診をし、そのうち HIV 検査勧奨を受けた割合は 27％であった。性感染症
罹患時の治療を受けた医療機関で HIV 検査を勧奨されたものの割合が 40％に満たなかった。また
陽性判明前の商業施設利用については、ゲイバーよりハッテン場の方が利用割合が高かった。
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研究 5．よりハイリスクな MSM 層の解明と有効な介入方法の検討
全国の NGO と協働し、よりハイリスクな層を明確化するために、インターネット利用に関する
項目、TasP、PrEP に関する知識について尋ねる質問項目も加え、調査を実施した。東京、愛知、
大阪で実施したデータ（商業施設調査 N=981、インターネット調査 N=328）についてコミュニティ
センター認知別解析を行った。コミュニティセンター認知割合は商業施設調査で 45％、インター
ネット調査で 63%であった。HIV 抗体検査受検経験ではコミュニティセンター認知群が 82%（イン
ターネット調査）-78%（商業施設調査）
、非認知群では 67%（インターネット調査）-58%（商業施
設調査）であり、有意差がみられた。性感染症既往歴でもコミュニティセンター認知群が 55%（イ
ンターネット調査）-47%（商業施設調査）、非認知群では 33%（インターネット調査）-35%（商業
施設調査）であり、有意差がみられた。インターネット利用に関する項目、Treatment as
Prevention や PrEP の知識項目を追加し、中四国地域および横浜、仙台、名古屋地域で実施した行
動データの解析、大阪、沖縄地域ではインターネット調査を実施した。

研究分担者
岩橋 恒太
（特定非営利活動法人 akta 理事長）
健山 正男
(琉球大学大学院医学研究科 准教授)
和田 秀穂
（川崎医科大学血液内科学 教授）
塩野 徳史
(大阪青山大学健康科学部看護学科 講師)
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A.研究目的

る。陽性者の背景分析、有病割合と推定罹患率

本研究の目的は次の 3 点である。
１．医療機関と NPO akta が連携して開発した

を算出する。

自己検体採取キットの配布と検査、結果通知が

京都内の MSM 向け商業施設（ハッテン場）で配

パッケージ化されたシステムを活用し、ハイリ

布する。沖縄 mabui,都内のゲイ向けクラブイ

スク MSM の検査推進を図る。また受検者の HIV

ベントでも配布する。

検査キットはコミュニティセンターakta、東

感染ステータスと行動データをリンクさせた
血清行動疫学調査を実施する。

研究 2．地方における新たな検査機会の開発‐

2. 地方都市で、公的機関以外の医療機関等を

医療者からの検査推奨による MSM の検査受検

活用した新たな HIV 検査の提供体制を整備し、

環境改善‐

対面型の接触を避ける MSM への検査促進を行

研究分担者 健山正男

う。

沖縄県で HIV 検査が早期かつ適切に提供で

3. 当事者 NGO が協働し、従来の介入が届きに

きる体制を医療、行政、NGO の連携により整備

くかったハイリスクな MSM のインターネット

する。令和元年度は、HIV 罹患率の高い MSM が

サービスの利用状況を含む実態把握と有効な

利用しやすい保健所以外の検査機関（病院）を

介入を試行する。

確保する。施設要件としては、①受付から診療
まで MSM に対してフレンドリーであること、②

B.研究方法

平日以外も HIV 検査が実施できること、とした。

研究 1．自己検査キットを活用したハイリスク

①の要件達成のため、同院の職員全体研修会を

MSM 対象の検査機会の拡大

2 回実施し、また、運営を円滑にするため、感

研究分担者 岩橋恒太

染症コーディネータを介在させ同院とエイズ

医療機関（国立国際医療研究センター：ACC）

中核拠点病院とで調整を行った。また那覇市行

と NPO が連携した検査「HIVcheck.jp」を活用

政による検査を mabui で実施、MSM が利用しや

して実施する。本検査の流れは下記のとおりで

すい検査機関を開拓する。

ある。①コミュニティセンターなど MSM コミュ
ニティ内のベニューにて NGO スタッフが対面

研究 3.地方における新たな検査機会の開発‐

で検査の流れを説明しキットを配布、自記式質

クリニック・診療所における検査機会の拡大‐

問紙調査への回答を依頼する。②同意した受検

研究分担者 和田秀穂

者は後日自己穿刺血したろ紙を ACC に郵送す

岡山県での医療機関を活用した MSM 向け検

る。③ACC でのスクリーニング検査の結果は、

査モデルを中四国ブロックにて普及させ、受検

受検者固有の ID とパスワードを専用 WEB サイ

者動向調査、コミュニティベース調査により評

トに入力することで結果ページにアクセスを

価を行う。

可能とする。④スクリーニング検査で要確認と

調査地域：岡山県、愛媛県、広島県、その他

なった場合は、指定の医療機関の予約と受診に

中四国ブロック

つなぎ、さらに確定検査で陽性の場合には HIV

岡山県の先行事例をもとに、近隣県にも拡大

専門医療機関を紹介する。⑤専用 WEB サイトに

展開し、中四国地域における医療機関等を活用

は検査・相談・医療に関する情報サイト HIV

した新たな HIV 検査機会を整備する。受検者へ

マップ等をリンクし、支援環境を周知する。血

の質問紙調査、行政への検査機関別 HIV/AIDS

清行動疫学分析として、受検者の検査結果と自

報告件数、コミュニティでの横断調査により効

記式質問紙調査のデータをリンクして分析す

果評価を行う。令和元年度は香川県でのクリ
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ニックの開拓を行う。

C.研究結果
研究 1．自己検査キットを活用したハイリスク

研究 4．地方都市での陽性者の検査・予防サー

MSM 対象の検査機会の拡大

ビスの接点に関する調査

平成 29 年度末（2 月 26 日）よりコミュニ
ティセンターakta での検査キットの配布を開

研究分担者 金子典代
横断型自記式質問紙調査により、拠点病院等

始した。令和元年度は東京都内のクラブイベン

に通院する HIV 陽性者を対象に、感染判明前の

ト（台風にてイベントがキャンセル）、また沖

検査、医療機関の利用、予防啓発との接点を把

縄コミュニティセンターmabui でも 2 回目の配

握し、地方都市での早期検査勧奨の考案、ハイ

布を行った。
2020 年 1 月 12 日時点で累計 2,087

リスク MSM の実態把握と有効な介入の考案に

キットの配布を行った（ハッテン場では 49

活用する。地方都市の 2 つの拠点病院から質問

キット、沖縄では令和 1－2 年度 2 回で 55 キッ

紙を回収し、感染判明前の性感染症罹患、急性

トを配布）。配布キットのうち、84.1％の検体

感染期の受診時の HIV 検査を勧められたか、商

が ACC に郵送されている。いずれの配布時にも

業施設の利用状況を分析する。

相談支援の専門家が常駐しており、キット受け
取り者の 23％に相談利用があった。外国籍者

研究 5．よりハイリスクな MSM 層の解明と有効

の利用が全体のうち 10％であった。本研究で

な介入方法の検討

は、行動調査とスクリーニング検査をリンクさ

研究分担者 塩野徳史

せる血清疫学行動調査を実施しているが、全体

全国の 7 NGO と連携し、横断型自記式質問紙

の 97％からリンクの同意を得ている。キット

調査を実施する。ミーティングにより調査手法

受け取り者の属性は、平均年齢は 32.7 歳、全

の検討を行い、よりハイリスクな層を意識した

体の 24.8％がこれまでの検査経験がないもの

質問紙調査を実施する。NGO が持つコミュニ

であった。2020 年 1 月中間集計ではあるが、

ティ内のネットワークにより集めたハイリス

ACC での 1,756 件の回収済検体のうち、スク

ク MSM に対し、性行動、予防行動、HIV/AIDS に

リーニング検査で 45 名陽性が判明している。

関する意識を分析し、有効な介入を考案する。

ハッテン場配布由来の検体の陽性割合は、コ

調査地域：東北、首都圏、横浜、東海、大阪、

ミュニティセンター配布由来検体より高かっ
た。

中四国、沖縄
(倫理面への配慮)

研究 2．地方における新たな検査機会の開発‐

研究計画については、研究者が所属または外

医療者からの検査推奨による MSM の検査受検

部委託する研究機関において倫理審査を受け

環境改善‐

て実施する。本研究は血液検査が含まれており、

沖縄県で HIV 検査提供が可能な民間の医療

協力依頼時には訓練された専門のスタッフが

機関を開拓し、広報として、同病院のウエブサ

書面および口頭によって説明し、研究主体、研

イトの HIV 検査に関する案内文を作成した。ま

究目的、調査参加の任意性、予想されるメリッ

た沖縄県のホームページに「HIV 検査を実施し

ト、デメリット、厳密な個人情報の保護、不参

ている医療機関」として保健所と併記して掲載

加の際に不利益を受けないこと、途中での中止

された：（https://www.pref.okinawa.jp

の自由について十分に理解を得たのちに同意

/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/hivaids

を得たうえで実施する。

.html）
。MSM 向けの広報強化のため、mabui が
発行するコミュニティペーパーにも同病院事
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業を掲載、
MSM 向けのサイトに広告を掲載した。

全国の NGO と協働し、初年度には仙台、横浜、

同病院の HIV 検査外来実施後、一ヶ月後には

中国、四国、沖縄で、2 年度目には東京、愛知、

HIV 陽性者を診断することができた。

大阪で実施し、3 年度目に統合し質問紙調査

2019 年 5 月に行政による MSM 向け HIV と梅

データのコミュニティセンター認知別解析を

毒検査をコミュニティセンターmabui において

行った。コミュニティセンター認知割合は商業

実施した。上限枠を超える利用者が来場した。

施設調査で 45％、インターネット調査で 63%で

広報は NGO が担当した。

あった。HIV 抗体検査受検経験ではコミュニ
ティセンター認知群が 82%（インターネット調

研究 3.地方における新たな検査機会の開発‐

査）-78%（商業施設調査）、非認知群では 67%

クリニック・診療所における検査機会の拡大‐

（インターネット調査）-58%（商業施設調査）

中四国地域の MSM への検査勧奨のため、MSM

であり、有意差がみられた。性感染症既往歴で

向けクリニックでの検査提供を行政とクリ

もコミュニティセンター認知群が 55%（イン

ニックと NGO が協働して実施した。2019 年 8

ターネット調査）-47%（商業施設調査）、非認

月 19 日～9 月 30 日において、MSM 向けの HIV・

知群では 33%（インターネット調査）-35%（商

梅毒検査を目的とする「岡山県もんげ～性病検

業施設調査）であり、有意差がみられた。

査」と「せとうち性病クリニック検査」を同時

また成人前期（20 歳代）MSM への面接調査研

実施した。前者の実施クリニックは、岡山市 3

究を実施し、出会い系アプリやネットツール、

施設、倉敷市 3 施設であり、受検者総数は 31

リアルを駆使しての出会いや学校教育の授業

人で、HIV 陽性者 1 人、梅毒陽性者 3 人を新規

内容が知識として重要であること、より受けや

に診断した。後者では、福山市２施設、松山地

すい検査への期待も示された。

区 2 施設、高松市１施設が参加し、受検者総数
は 26 人で、HIV 陽性者 1 人、梅毒陽性 2 人を

D.考察

新規に診断した。

研究 1 は、akta 以外の場所でも配布を実施
し、3 年間でほぼ計画通りに実施を行った。最

研究 4．地方都市での陽性者の検査・予防サー

終的には陽性割合は 3％を超えており、保健所

ビスの接点に関する調査

による検査よりも陽性割合は高く感染リスク

5 年以内に陽性が判明した陽性者 61 名より

の高い層への検査モデルとしての可能性を示

データを収集した。MSM に限定して分析を行っ

した。スクリーニング陽性者の確認検査へのの

た結果、陽性判明前に HIV 検査を受けたものは

つなぎを向上させるべく、医療機関受診予約か

32％にとどまること、HIV 急性期症状が出た

ら受診への流れのビデオを作成、キット配布時

92％が医療機関受診をし、そのうち HIV 検査勧

の説明強化を行った。2019 年 8 月から無料匿

奨を受けた割合は 27％であった。性感染症罹

名での確認検査へとつなぐべく東京都からも

患時の治療を受けた医療機関で HIV 検査を勧

スクリーニング陽性者の検査の受け入れ先と

奨されたものの割合が 40％に満たなかった。

して協力を得た。しかし、中間時点ではあるが、

また陽性判明前 1 年間の商業施設利用につい

陽性者の医療へのつなぎの捕捉率は最終段階

ては、ゲイバーよりハッテン場の方が利用割合

でも 42％と低く、この点で課題を残した。

が高かった。

研究 2 については、医療と MSM コミュニティ
が連携し、開拓した民間医療機関での HIV 検査

研究 5．よりハイリスクな MSM 層の解明と有効

の広報を行い、急性感染期の患者の早期発見へ

な介入方法の検討

とつながった。今後も保健所での検査、コミュ

5

ニティセンターでの検査、民間医療機関を活用

所での単回の配布プログラムに伴う課題が示

した検査モデルを提示し、検査オプションを増

された。また外国籍 MSM の利用も全体の 10％

やしつつ検査を拡大させることが引き続き必

を超えており、検査ニーズがあることが示され

要である。

た。研究 2、3 の地方都市での検査拡大につい
ては、研究者、NGO、行政の協働により検査、効

研究 3 は毎年新しくクリニックを開拓し、計
画通り拡大展開を実施できた。
「せとうち性病

果評価が予定通りに進行している。研究 4 では、

クリニック検査」での受検者アンケ―ト調査で

地方都市における検査機会の少なさが示され、

は、29 歳以下の若年層で初受検者の割合が

予防啓発や検査促進についての意見も回収し

71.4％と高かったのが特徴であり、
「もんげ～

ており、今後の地方都市での検査や啓発に役立

性病検査」の広報の認知度も高く、CBO との協

つことが期待できる。研究 5 については、全国

働が重要であることが改めて示された。

NGO による研究チームが構成され解析が進行し

研究 4 では、過去 5 年に感染が判明した地方

ている。ハイリスク MSM 層の定義づけ、またハ

都市陽性者 MSM の感染前の HIV 検査機会や利

イリスク MSM 層へアクセスし情報提供を行う

用した商業施設についての把握が可能となっ

方法を検討していく。

た。急性感染期や性感染症罹患時に医療機関に
研究成果の学術的・国際的・社会的意義につ

受診しているにもかかわらず適切に HIV 検査

いて

勧奨がなされていないことが示された。また感
染判明前の利用していた商業施設として、ハッ

わが国では未達成といわれている 90－90－

テン場の利用が高かったことが示され、検査ア

90 の初めの段階到達のためには検査普及が必

ウトリーチの場としての重要性が示された。

須である。コミュニティベースに展開する

研究 5 では、全国 NGO と協働し、質問紙調査

「HIVcheck.jp」での陽性割合は従来の保健所

結果に基づき、検査未受検層、ハイリスク層を

の陽性割合より 8 倍高く、受け取り者の 20％

明確化することができた。コミュニティセン

以上は生涯初の検査機会となっていること、

ター認知群は感染リスクが最も高い層であり、

ハッテン場由来の検体の陽性割合が高いこと

検査経験の高さや啓発資材の浸透度より予防

から、ハイリスクな MSM への検査としては有用

介入が届いていると考えられた。コミュニティ

であることが示された。地方都市では、NGO、

センター認知群は、性感染症既往歴は高いが、

行政、医療の連携による民間クリニックを活用

コンドーム使用および啓発資材の浸透度は約

した HIV 検査の事業化に成功した岡山県モデ

半数であるため、継続的な予防介入が必要であ

ル事例を中四国地域にも拡大させ、沖縄での民

る層と考えられる。一方で、コミュニティセン

間医療機関の開拓のモデルとなった。従来の商

ター非認知群において、先行研究に比べ感染の

業施設ベース型の介入が届きにくかったハイ

拡大が示唆されており、啓発資材の浸透度は低

リスク MSM の実態把握や介入開発は日本では

い。今後はコミュニティセンターより発信され

未実施であり社会的意義は高い。コミュニティ

る情報を、コミュニティ全体にさらに広げるよ

センター接触・認知群の方が非認知群より検査

うな手立てを考えていく必要がある。

行動も高いその点では効果が示された。コミュ

達成度については、研究 1 の「HIVcheck.jp」

ニティセンター非認知群への情報提供、介入が

は、akta 以外での配布も実施してきており、今

重要となる。本研究の成果により、新たな検査

年度はゲイ向けクラブイベントでの配布も計

の手法の事業化や MSM 向けの検査機会拡大、全

画したがイベント当日に大型台風が来たため

国での地方都市の検査体制の整備、介入の展開

イベントがキャンセルとなり、特定日、特定場

につないでいくことが期待される。
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