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1.はじめに
2010 年の日本の新規感染者・患者の報告数は 1,544 件と 7 年連続して 1,000 件を超えた。
このうち、感染に気づかずにエイズを発症した新規患者数は 469 件で過去最高を記録した。
新規ＨＩＶ感染者及び新規ＡＩＤＳ患者の報告は日本国籍男性で、同性間性的接触を感染
経路とするものが多くを占めている。また、B 型肝炎ウイルス(HBV)については、日本では
120 万人から 150 万人の感染者がいるとされ、
そのほとんどが母子感染によるものである。
しかし、1986 年より全国規模での出生時の HBV 母子感染予防対策が進み、それ以降に出生
した世代では HBV の母子感染はほとんど見られなくなった。また、日本赤十字社による輸
血用血液製剤の安全対策事業や、医療者への HBV ワクチン接種および院内感染予防対策に
より、輸血や針刺し等医療事故に伴う感染も、ほとんど見られなくなった。しかし、性行
為に伴って伝播する HBV 感染には対策が取られず、若い年齢層を中心に感染が拡大する傾
向にある。現在 HBV は A～J までの 10 のジェノタイプに分類されているが、日本では慢性
B 型肝炎では HBV/C、B が多く見られたが、近年では急性 B 型肝炎において、慢性化しやす
いとされている HBV/A、中でもサブジェノタイプである HBV/Ae が増加傾向である。
HIV と HBV は性行為により感染するため、重複感染が起こる。我が国でも 2006 年に行わ
れた治療中の HIV 感染者を対象とした全国調査において、HIV と HBV の重複感染例が 6.4%
であり、そのうちの 70.8%は同性間性的接触によるものであったという報告がある。また、
HIV/HBV 重複感染者は HIV 単独感染者よりも肝疾患での死亡率が高く、予後が悪いことも
報告されている。
梅毒は世界中に分布している疾患である。1940 年代に開発されたペニシリンによって急
激に減少したが、近年再び増加傾向を示している。これまでの日本の報告でも HIV 感染者
の 50%程度が梅毒血清反応が陽性であると報告されている。また HIV 感染症に合併した梅
毒では、非合併例と比較して、臨床的に重篤な症状や梅毒血清反応が非典型的である例が
多く報告されている。
当研究は性感染症関連診療所の受診者における HIV 感染の実情を明らかにし、さらに HBV
および梅毒トレポネーマ（Treponema palidum,以下 TP）感染との関連性を解析することに
より、今後の HIV を含む性感染症対策のための示唆を得ることを目的としている。
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2.研究の方法
対象として、2011 年に大阪府内の性病科、皮膚科、泌尿器科、婦人科等の性感染症関連
診療所との協同で行っている、HIV 感染に対してリスクが高いと思われる受診者および HIV
抗体検査希望者を対象とした HIV 疫学調査検体 369 例（男性 310 例、女性 59 例）を用い
た。
検体はジェネディア HIV-1/2 ミックス（富士レビオ）を用いて HIV のスクリーニング検
査を行った。スクリーニング陽性の場合はラブブロット 1（富士レビオ）を用いて確認検
査を行った。スクリーニング陰性の検体については、感染初期例を見逃さない目的で最大
30 検体のプール NAT（核酸増幅検査）を行った。HIV 陽性の検体は血清より RNA を抽出後、
one step RNA PCR kit（TaKaRa）を用いて HIV-１の env- C2V3 領域を RT-PCR により増幅
させ、増幅産物をダイレクトシークエンス法により塩基配列を分析した。HIV 陽性検体 20
例と HIV 陰性検体 100 例について、エスプライン HBsAg（富士レビオ）を用いて HBV の HBs
抗原の有無を調べた。またマイセル anti-rHBc（特殊免疫研究所）を用いて HBc 抗体を、
セロディアーアンティ HBs・PA（富士レビオ）を用いて HBs 抗体の有無を調べた。さらに
セロディア TP・PA（富士レビオ）を用いて梅毒 TP 抗体の有無について調べた。
HIV 疫学調査検体は府内の診療所に来院する患者から HIV の抗体検査をすることや他の
感染症の研究に用いる事がある事等に同意を得て採血され、ID と若干のデータ（年齢、性
別、国籍、推定感染経路等）を示した検体票と共に搬入され、HIV の抗体あるいは抗原(遺
伝子)の有無を調べた後、連結不可能に匿名化される。本研究は、大阪府立公衆衛生研究
所の倫理委員会の承認を受けている。

3.研究の成果
3-1.HIV 陽性例のデータ
とサブタイプ
HIV 陽性は 20 例(5.4%)
であった。20 例のうち、
性別不明の 1 例を除き、
すべて男性であった。年
齢は 20 歳台が 8 名（40%）、
30 歳台が 8 名（40%）、40
歳台が 2 名（10%）と 20
～40 歳台で 90%をしめた。
HIV 陽性例の平均年齢は
32.9±8.7 歳であった。
リスクの判明した 5 例の
うち、男性間性的接触に
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よるものは 4 例であり、残りは、異性間性的接触によるものが 1 例であった。国籍は 5 例
が不明であったが、のこりすべてが日本であった（Table1）。
HIV のサブタイプは解析できなかった 1 例以外、すべて B であった。

3-2.HBV 感染歴と HBV ジェノタイプ
HIV 陽性検体 20 例につ
いて、HBs 抗原を調べた
結果、2011 年は陽性例は
なかった（Table 2）。HBs
抗体、HBc 抗体共に陽性
が 7 例（35%）、HBs 抗体、
HBc 抗体のいずれか陽性
が 8 例（40%）であり、
HBV 感染既往は 15 例（75%）であった（Table 2）。
HIV 陰性検体 100 例について、HBs 抗原を調べた結果、HBs 抗原陽性は 1 例(1%)であった。
HBs 抗原陰性例のうち、HBs 抗体、HBc 抗体共に陽性が 6 例（6%）、HBs 抗体、HBc 抗体の
いずれか陽性が 5 例（5%）であり、HBV 感染既往は HBs 抗原陽性 1 例を合わせた 12 例(12%) で
あった（Table 2）。また HIV 陰性 HBs 抗原陽性の 1 検体について genotype を決定すると、
genotype は Ae であった。

3-3.梅毒 TP の感染歴
HIV 陽性検体 20 例と HIV 陰性検体 100
例について梅毒 TP 抗体の有無を調べた
結果、HIV 陽性例では 6 例（30%）、HIV
陰性例では 10 例（10%）であった。また
HBV と梅毒 TP の両方に感染歴のある割合
は HIV 陽性例で 4 例（20%）、HIV 陰性例
で 1 例（1%）であった（Table 3）。

4.考察
HIV 陽性例は HIV 陰性例と比べて有意に HBV 感染歴が高かった(p<0.001)。2011 年は HIV
陽性 HBs 抗原陽性の検体はみつからなかったが、2006 年～2010 年の HIV 陽性 HBs 抗原陽
性の HBV genotype は、15 例と症例数は少ないが、Ae や G といった外国型の遺伝子型が 80%
をしめていた事より、2012 年以降も調査を続けていく必要があると思われる。また、梅毒
TP の感染歴も、HIV 陽性例は HIV 陰性例と比べて有意に高かった(p<0.05)。
性感染症には HIV に罹患するリスクを高めるものが多く、同様の経路で感染するため、
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重複感染も多く認められる。より多くの性感染症関連診療所において医師が問診や診断を
行い、発症している性感染症の治療だけではなく、無症候であることが多い HIV 感染を疑
い、積極的に検査を行えるような医療体制を整えることが必要であると考える。今後、性
感染症の感染リスクの高い者に対して対象を絞った検査勧奨が進んでいけば、HIV 感染の
早期発見ができ、知らずに第三者に感染させるのを防ぐ事ができる。
本研究が、HIV をはじめとする性感染症の感染拡大防止対策や予防啓発に貢献できれば
と考える。

経費使途明細

― 163 ―

