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目的　全国自治体における性感染症サーベイランスの運営とその体制をサーベイランスの基本的機能と性感染
症に関する特定感染症予防指針を参照して明らかにする。
方法　全国の都道府県および保健所を設置している市の性感染症担当者を対象に平成27年12月に電子メール
および郵送により自記式質問紙を送付回収した。
成績　質問紙の回収率は80％（113/142）であった。同指針の平成24年改正点である口腔を介した感染につ
いて、動向把握の必要性を感じるとの回答は25％、近年の梅毒の増加を踏まえ妊娠可能期の女性向けに梅毒の
啓発を新たに行ったとの回答は20％、一方で梅毒を中心に性感染症のアウトブレイクやその疑いを14％：16
自治体で把握し、啓発や調査分析が行われていた。自治体の性感染症担当者は、経験年数は2年未満が51％で
保健師等医療技術職が83％であった。
結論　変化している性感染症発生動向の自治体における的確な把握とその提供は十分とは言えず、経験を補う
情報共有や人材活用／育成の改善が必要である。

Objective：To clarify the operation and structure of surveillance systems of sexually transmitted infections in 
Japanese municipalities with reference to basic functions of surveillance and specific national guidelines for the 
prevention of sexually transmitted infections in Japan.
Method：Self繰administered questionnaires were sent to persons in charge of sexually transmitted infections in 
nationwide prefectures and municipal public health centers and were collected by e繰mail and postal mail in 
December 2015.
Result：The return rate was 80% (113 of 142 municipalities). About 25% felt the necessity to recognize trends 
in infections via oral sexual contact, which are the points revised in the guidelines in 2015. Based on the 
increase in syphilis in recent years, 20% of municipalities distributed new information on syphilis to women of 
child繰bearing age. However, 15 outbreaks or suspected outbreaks of sexually transmitted disease, mainly of 
syphilis, were recognized by 16 municipalities, and following such recognition, new information was distributed, 
followed by detailed survey and analysis. Among the respondents, 51% of the regional officials in charge of STI 
programs had less than 2 years' experience, and 83% of them were healthcare professionals such as public 



 　緒　言　 

　近年梅毒の急激な増加が報告され、性感染症の動向や
動向を踏まえた対策の重要性が高まっている1）。公衆衛
生におけるサーベイランスは、対策の計画、実行、評価
に用いるために健康関連データを継続的、系統的に収
集、分析、解釈するとともに適切な時期に提供する活動
とされる2）。また、サーベイランスによって得られた
データの具体的な用途は多様であり以下のように例示さ
れている。対象集団に与える影響の推定、対象集団にお
けるアウトブレイクや蔓延状況の検出、対策の評価、医
療手技の変化の検出、ヘルスケアの質の評価3）。一方で、
サーベイランスシステムを計画するに当たっては、何を
知りたいのかというシステムの目的を明確にすることが
重要とされる4）。我が国で性感染症サーベイランスの内、
症例サーベイランスを担うのは、感染症の予防および感
染症の患者に対する医療に関する法律（以降感染症法と
略記）に基づいて行われる感染症発生動向調査であ
る5，6）。また、我が国における性感染症対策の公的な方針
としては、感染症法に基づき厚生労働大臣が定める「性
感染症に関する特定感染症予防指針」7）（以降指針と略記）
があり、発生動向の把握と対策への活用に関しても指針
が示されている。直近の改訂は平成24年であり、性感染
症を取り巻く状況の変化を踏まえ、ア．口腔を介した感
染の追加、イ．予防のための施策を連携して取り組むも
のに教育関係者、非営利非政府組織等の追加、ウ．公的
検査で感染が判明した受検者の相手方（以降感染者の相
手方をパートナーと記載）への支援の明確化、エ．保健
所の情報発信機能の強化などを示している8）。本稿では、
指針の改正点と前述のサーベイランスの基本的な機能と
の対応を以下のように捉えることとした。
１．（サーベイランスの基本的機能；以下の各項とも同
様の記載順）感染症対策に用いるための情報収集解
釈：（指針の改正点からの抜粋要約）口腔を介した感染
動向の把握

２．アウトブレイクや蔓延の把握：指針での記載、変更
は明確でない
３．適切な時期での提供：保健所の情報発信機能の強
化、教育NPOと連携しての取り組み
４．感染症対策の評価に用いるための感染症発生動向情
報の収集：公的検査で感染が判明した受検者の相手方
への介入
　上記の観点から自治体の対応状況およびその体制を明
らかにする事によって、性感染症に関するサーベイラン
スの向上および指針の改訂に資することを目的に調査、
検討した。

 　対象と方法　 

　性感染症を含む感染症発生動向調査事業は、国、都道
府県および保健所を設置する市が行うとされており6）、
全国都道府県および保健所を設置している市の性感染症
対策担当部門の全て、調査時点の平成27（2015）年12
月で142か所9）を対象とした。平成27年12月に担当部
門の電子メールアドレスが公表されている自治体には電
子メールにより、また公表されていない自治体には郵送
により自記式質問紙を送付、回収した。質問項目はサー
ベイランス情報の活用、積極的疫学調査、パートナーへ
の対応など37項目であり、本稿ではその一部を取り上
げて検討した。なお全体の設問項目は別途報告した10）。
回答は選択肢からの選択が主で一部自由記載を求めた。
無回答は設問毎に分母から除き割合を求めた。一部設問
では無回答数、およびその割合を含めて示した。
　本研究は、自治体の施策を対象としており、人や動物
への介入を行う内容は含まれていない。また、回答者の
属性等に関しては、個別の回答は示さず集計データとし
て提示することで、個人情報の保護に配慮している。
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health nurses.
Conclusion：It is not enough to accurately grasp changing local tendencies of sexually transmitted infections in 
municipalities and provide useful information on them. It is also necessary to improve information sharing and 
human resource utilization and training that supplement the experience.

Key words :  STI, surveillance system, evaluation
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 　成　績　 

１．回答者、回答率

　回答は全体で79.6％（113）の自治体からあり、自治体
区分ごとには都道府県は74.5％（35）、政令指定都市は
75.0％（15）、その他の保健所を設置している市は
96.2％（50）、東京都特別区においては56.5％（13）の回
答率であった。
　本調査は自治体の性感染症対策担当者からの回答を依
頼しており、回答者の職種は保健師が最も多く（54.0％
（61））、事務職（14.2％（16））、検査技師（9.7％（11））
と続いており、全体の83.2％は医療系の技術職員であっ
た。また、回答者の性感染症対策担当年数は、2年未満
が51.3％、2繰4年が30.1％、5年以上が17.7％であっ
た。

２．口腔を介した感染動向の把握

　指針改正では、前文に「性器、口腔等を介した性的接
触で感染することを追記」している。
　「貴自治体では口腔を介した性感染症の動向把握の必
要性を感じますか」との問いに、区分して把握する必要
性は感じないが全体の28.3％、感じるが24.8％、判断で
きないが42.5％の回答であった。また、「性感染症定点
医療機関に耳鼻科を追加することに関し」、反対／どち
らかと言えば反対が6.2％、賛成／どちらかといえば賛
成が23.8％、判断できないが65.5％であった。
　保健所・特設検査等での性感染症検査において口腔で
の感染について検査しているのは、2自治体であった。

３．アウトブレイクや蔓延の把握

　「性行為による感染症の集団発生およびその疑い」を
14.2％、16自治体が把握し、その際啓発や情報提供を
11自治体、感染経路等の調査を4自治体、（報告情報の）
分析を4自治体が（重複解答あり）行った。また、「梅
毒報告に関して、追加情報を得るために医療機関に問い
合わせた事」が、ある自治体が40.7％、検討／実施とも
にない自治体が59.3％であった。
　一方、「独自に性感染症の動向把握のための追加や変
更を行った」自治体が10か所あった。具体的内容を列
記すると、ア．県医師会に委託し毎年3か月間県内全医

療機関を対象に調査を実施、イ．定点医療機関調査に加
え、産婦人科系、泌尿器科・皮膚科系、耳鼻咽喉科系を
標榜している県内の全医療機関を対象に性感染症4疾患
の実態調査を実施、ウ．県独自の様式により詳細調査を
行っている、エ．非クラミジア非淋菌性尿道炎の把握、
などが挙げられていた。

４．梅毒情報の時機を得た提供

　指針では保健所による普及啓発の拠点としての情報発
信機能の強化を図るとしており、「近年の梅毒の増加を
踏まえ、妊娠可能期の女性向けに梅毒の啓発」を新たに
行った自治体は19.5％、以前から行っている自治体は
4.4％、行っていない自治体は76.1％であった。
　主管課として性感染症発生動向調査に基づく情報提供
を行った事がある自治体は46.0％（52）で、臨時の情報
提供先として挙げられていたのは、医療機関：23、教育
機関：17、非営利非政府組織等：4などであった。

５．公的検査で感染が判明した受検者の相手方への介入

　指針改正では、保健所等検査陽性者の相手方へも「必
要な場合医療に結びつけ感染拡大の防止を図る」に加え
て、「陽性者を通じる等により情報提供等の支援を行う」
ことが追加された。
　「保健所・特設検査での性感染症／HIV検査で陽性と
なった受検者に、パートナーへの情報提供および受検勧
奨を依頼している」割合を、全員に勧奨、一部に勧奨、
勧奨していない、に分けて質問した結果は、性感染症検
査陽性者およびHIV検査陽性者に対しTable 1のよう
であった。性感染症／HIV検査陽性者への勧奨に当たっ
て「資料を用いているか」との問いへの回答割合は、性
感染症検査に関して用いているとの回答が3.5％、同様
にHIV検査に関してが15.9％、両者に関してが53.1％、
用いていないが22.1％、無回答が5.3％であった。
　勧奨の結果、パートナーの感染がわかった例があった
のは1自治体（HIV 1例）で、わかった例がない自治体
が23.0％、把握していない自治体が73.4％であった。 
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 　考　察　 

　我が国における性感染症サーべイランスの中で、症例
サーベイランスを担う感染症発生動向調査の運用につい
て、都道府県および保健所を設置している市の性感染症
対策担当者を対象とした質問紙調査によって把握し、
サーベイランスの基本的機能および我が国の公的な指針
である「性感染症に関する特定感染症予防指針」の変更
点に沿って検討した。
　回答の偏り
　回答率は全体としては8割を超え、東京都特別区の回
答率が低く、政令指定都市以外の保健所を設置している
市が高いことから、自治体を単位と考えた場合、東京都
市部の意見が過小評価されていると言える。回答者の業
務担当年限は短いが、行政施策への設問であることから
自治体の見解と見なし得ると考えた。
　対策に用いるための収集解釈：口腔を介した感染
　平成24年3月の改訂から4年近く経過していたが、
「口腔を介した動向把握の必要性」への回答が、「必要」
と「感じない」とが近い割合であり、かつ「（必要性を）
判断できない」が42.5％で最も多いこと、耳鼻科を性感
染症定点医療機関に加えることについても、「判断でき
ない」が65.5％と最も多かったことから、口腔を介した
感染による動向把握の必要性への認識は一致していな
い。このことは、市民に提供する検査に口腔を介した感
染を加えている自治体が2箇所と少ないことの一因とも

考えられる。指針の示す方向性と市民、患者、医療関係
者への直接的な施策を担う自治体の考え方には乖離があ
る。
　アウトブレイクや蔓延の把握：
　動向把握の結果、性感染症の集団発生（およびその疑
い）を把握した自治体は16か所であるが、その多くで
啓発を中心とする対応を行い、また一部の自治体では更
に積極的に感染経路等の詳細を直接調査や情報を把握す
る対策を行っていた。
　調査対象である平成27（2015）年の全国の梅毒の報
告数は前年の1,661件から2,690件へと1.6倍増加11，12）

している。大都市部の増加数が多くなっていることに加
え、多くの自治体での報告数の増加率も高い。一方アウ
トブレイクを把握したという認識は一部の自治体に限ら
れることから、引き続き増加している梅毒に対し、積極
的な動向把握と解釈による対策の推進を期待したい。
　一方で、一部の自治体では全医療機関調査など積極的
な独自把握の取り組みを行っており、サーベイランスの
運用に関して自治体間の差がある。自治体間での積極的
な取り組みの経験の共有は、アウトブレイク対応におけ
る情報共有とともに有用と考えられる13）。
　適切な時期での情報の提供：保健所情報発信機能の強
化
　動向結果を適切な時期に提供するという観点で見る
と、梅毒の増加について妊娠可能期の女性に新たに啓発
を行った自治体は全体の20％に限られ、76％が行って
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Table１ Municipality Policy: Request to Inform  Sexual Partners of Individuals with a Positive Test at Public Testing Sites, 
２０１５ Japan

Total No. of 
Municipalities

 NANo Individuals
Some 
Individuals

 All Individuals
Requests from Individuals with
Positive Test

１１３１９４２１６９
STI PositivesRequest to 

inform their 
partners

１００.０%１６.８%３.５%１８.６%６１.１%

１１３９６２２７６
HIV Positives

１００.０%８.０%５.３%１９.５%６７.３%

１１３１８６２３６６
STI Positives

Request from 
individuals with 
positive test for 
their partners 
to take the test

１００.０%１５.９%５.３%２０.４%５８.４%

１１３９８２２７４
HIV Positives

１００.０%８.０%７.１%１９.５%６５.５%
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いない、との回答であった。欧米でも梅毒が増加してい
るが、EUでは2014年までの動向から、男性と性交渉す
る男性において45歳以上の増加が著しく、対象を明確
にした予防行動や検査促進キャンペーンを従来の施策に
追加する必要性を指摘している14）。一方米国では2015
年に1994年以来の高い報告率を記録すると共に2013
年以降の女性における顕著な増加、先天梅毒の増加と地
域や人種による差を踏まえ防止対策に注意が促されてい
る15）。我が国でも梅毒の増加が全国報告数でみると、女
性、特に10・20歳代で目立つと指摘されており1）、地域
ごとに発信すべき情報としての重要性は高いと考えられ
る。また、指針で連携して取り組む相手として追加され
た教育関係者、非営利非政府組織等への情報提供は限定
的であり特にNPO等はわずかであった。梅毒の地域動
向を踏まえ市民や関係者に対し、自治体の情報発信機能
が強化されたとは言えない。
　対策の評価に用いるための収集：公的検査でわかった
感染者のパートナーへの介入
　性感染症の罹患がわかった人を発端としたそのパート
ナーへの情報提供および性感染症検査などの働きかけ
は、パートナーサービスなどと呼ばれ、性感染症に対す
る重要な介入方法と位置付けられている16，17）。今回報告
したように我が国の自治体が保健所・特設検査で行う性
感染症検査においても、陽性であった受検者への依頼と
いう形でパートナーサービスは広く普及していた。欧米
諸国では、ウェブサイトを用いた利便性の高いパート
ナーへの情報提供や検査勧奨も行われ、それらの妥当性
の評価も進んでいる17，18）。我が国では指針に一致して、
検査陽性者に対してパートナーへの情報提供等の依頼が
普及しているが、その効果を評価するための情報把握が
73％の自治体で行われていなかった。今回の調査ではそ
の理由や関連する要因に関して調査しておらず、それら
を具体的に指摘することはできない。行政機関で一貫し
た対応を広めるには、その手順や要領を定める事が有用
と思われるが、パートナーへの受診勧奨について、それ
らを定めている自治体は3割以下と報告されている13）。
現行の指針では、「指針の進捗状況の評価等を勘案して、
少なくとも5年ごとに再検討を加える」とあるが、検査
の勧奨など介入策の効果の評価に関して具体的には記載
していない。施策の効果に対する評価が全国に広がらな
い一因とも考えられる。「国および都道府県等は、性感染

症の検査の実施に関して、学会等が作成した検査の手引
き等を普及していくこととする。」とあり、日本性感染症
学会による「性感染症 診断・治療 ガイドライン 2016」
にもパートナーの治療の必要性を指摘しているが、対策
の評価に関しては触れていない。また、現行の指針では、
行政が提供する検査に限定して示しているパートナーへ
の働きかけを、欧米に準じて医療機関など他の場にも広
げるかを検討するにも現行施策の評価が重要であり、情
報把握の推進が必要である。
　自治体で対策、サーベイランスを担う人員、体制
　検討してきたように、自治体におけるサーベイランス
の運用や適時の情報提供を実施・推進するには、その運
用に十分な知識と経験を持った人材が必要と考えられる
が、性感染症対策担当年数は2年未満が51％、4年以下
が81％と経験は長くはない。また研修機会が限られて
いるとの報告もある13）。これを補うものとして、性感染
症対策担当者である調査回答者は保健師等の医療技術職
が多く、医療に関する基本的な知識はあることから、自
治体間の意見交換の機会を増やすことは各自治体の対策
の実施改善に効率的であろう。更に、性感染症は居住地
と感染地が異なる割合が高いなど19）広域の自治体が協力
して対策を行うことが求められるという特徴にも一致し
て有用と考えられる。
　本研究は、平成27年度厚生労働科学研究費補助金
「性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の
推進に関する研究」（研究主任荒川創一）の補助を得て
行った。また、本報告の一部は日本性感染症学会第29回
学術集会において発表した。
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