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令和 4 年度ＨＩＶ感染者等保健福祉相談事業 

エイズ中核拠点病院相談員研修会 

【10 月 22 日（土）】 

時 間 内  容 

09:45-10:00 配信開始 

10:00-10:05 開会 挨拶 事務連絡 

10:05-11:05 HIV 感染症の最新情報 

【講師】上村 悠 

（国立研究開発法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター） 

11:05-11:15 休憩 

11:15-12:05 HIV 陽性者からのメッセージ 

【講師】タケ（特定非営利活動法人日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス） 

【司会】白田千代子（公益財団法人エイズ予防財団） 

12:05-12:50 昼食 

12:50-14:50 事例検討 

【事例発表】奥田沙帆（三重大学医学部附属病院） 

【コメンテーター】髙田知惠子（タカタ・カウンセリング・オフィス） 

14:50-15:00 休憩 

15:00-16:55 グループディスカッション 

【司会】髙田知惠子（タカタ・カウンセリング・オフィス） 

16:55-17:00 閉会 挨拶 
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《 留意事項 》 

１  講義資料等の電子データのダウンロードをお願いいたします。受講時のみにご利用ください。 

２  講義等の内容の録画・録音・撮影、参加者本人以外の第三者への接続情報の提供は固く禁じます。 

３  講義等の様子を録画し、映像／画像を財団の事業活動記録として使用します（参加者の名前などの個

人情報を無断で使用することはありません）。 

4  プログラムの進行を妨害し中断につながる恐れのある行為（不要な挙手や画面表示、不適切な表示名、

不適切・差別的な質問・チャットでの発言など）と判断した場合は参加停止とすることもあります。 

５  「Webex ミーティング」のアプリ利用時には、最新版をご利用ください。 

６  「Webex ミーティング」の画面で表示される名前は、「氏名」で表記してください（ニックネーム等不可）。 

７  講義中は、ご自身の端末のマイク【ミュート】、カメラを【オン】に設定にしてください。 

８  質疑応答の際は、以下の 2 つの方法でご質問をお願いいたします。 

・挙手機能を利用する場合は、「反応」（☺マーク）の「手を上げる」をクリックしてください。こちらから指名し 

ます。 

・チャット機能を利用する場合は、画面右下「チャット」をクリックし、文字を入力後Enter キーを押すと送 

信されますので、こちらで質問を読み上げます。 

※質疑応答の時間が取れない場合や、時間内にすべてのご質問に答えられない場合がございます。 

予めご了承ください。 

９  事例検討、グループディスカッションでは、ブレイクアウトセッション（グループ討議）を行います。 

・事務局より「ブレイクアウトセッション」の参加を要求しますので、「今すぐ参加」をクリックしてください。 

なお、マイク、カメラを【オン】に設定して、参加をお願いします。 

・「ブレイクアウトセッション」が終了すると、「終了します」等の表示が出ますので、【OK】をクリックしてくださ

い。 

10  アンケートは、研修会終了後の当日にご回答ください。提出をもって参加とみなし、「受講証明書」を発 

行いたします。以下の URL をクリックして、ホームページ上で入力してください。 

https://docs.google.com/forms/d/1zWGfW-63UVS1pnaHM8bcvjI-eIIJjz2GJ7gRDbwwzNw/edit 

※ご自身のスマホなどを用いて、次の QR コードを読み取り、入力することも可能です。 
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講　師　名 所　属

上 村 悠 国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発センター

タ ケ 特定非営利活動法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

奥 田 沙 帆 三重大学医学部附属病院

髙 田 知 惠 子 タカタ・カウンセリング・オフィス

令和4年度　エイズ中核拠点病院相談員研修会講師名簿
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番号 氏名 職種 都道府県 所属機関

1 金子　和崇 心理職 北海道 釧路労災病院

2 加藤　由佳 心理職 青森県 青森県立中央病院

3 西島　沙耶 MSW 岩手県 岩手医科大学附属病院

4 後藤　涼太 MSW 岩手県 岩手医科大学附属病院

5 赤坂　博 心理職 岩手県 岩手医科大学附属病院

6 石飛　綾那 心理職 宮城県 仙台医療センター

7 杉山　惣一 心理職 福島県 福島県立医科大学附属病院

8 古賀　浩子 心理職 茨城県 筑波大学附属病院

9 東野　怜奈 MSW 栃木県 獨協医学大学病院

10 関口　智美 MSW 栃木県 獨協医科大学病院

11 城田　陽子 心理職 群馬県 群馬大学医学部附属病院

12 渡邉　未来 心理職 千葉県 千葉大学医学部附属病院

13 霧生　瑶子 心理職 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

14 角田　洋隆 心理職 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院/がん・感染症センター都立駒込病院

15 武藤  眞巳子 心理職 富山県 富山県立中央病院

16 高崎　真理 心理職 山梨県 山梨県立中央病院

17 伊藤　ゆきの 心理職 静岡県 浜松医療センター

18 馬嶋　里香 心理職 静岡県 浜松医療センター

19 奥田　沙帆 心理職 三重県 三重大学医学部附属病院

20 風呂井　たみ 心理職 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

21 谷口　由利子 心理職 京都府 京都大学医学部附属病院

22 角野　冴子 心理職 大阪府 大阪市立総合医療センター

23 三辻　美季 心理職 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

24 池谷　千恵 心理職 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

25 高野　由美子 相談員 島根県 島根大学医学部附属病院

26 元吉　小夜 心理職 山口県 山口大学医学部附属病院

27 徳井　恵美 心理職 香川県 香川大学医学部附属病院

28 中尾　綾 心理職 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

29 西田　拓洋 心理職 高知県 高知大学医学部附属病院

30 青山　のぞみ 心理職 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

31 長浦　由紀 心理職 長崎県 長崎大学病院

32 緒方　釈 心理職 熊本県 熊本大学病院

33 江﨑   百美子 心理職 熊本県 熊本大学病院

34 渋谷　安紀子 心理職 熊本県 熊本大学病院

35 山内　直美 心理職 宮崎県 宮崎県立宮崎病院

36 飯田　昌子 心理職 鹿児島県 鹿児島大学病院

37 槇山　春香 心理職 鹿児島県 鹿児島大学病院

38 玉城　美波 心理職 沖縄県 琉球大学病院

令和４年度エイズ中核拠点病院相談員研修会参加者名簿
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グループ 番号 氏名 職種 都道府県 所属機関

2 加藤　由佳 心理職 青森県 青森県立中央病院

7 杉山　惣一 心理職 福島県 福島県立医科大学附属病院

10 関口　智美 MSW 栃木県 獨協医科大学病院

15 武藤　眞巳子 心理職 富山県 富山県立中央病院

31 長浦　由紀 心理職 長崎県 長崎大学病院

38 玉城　美波 心理職 沖縄県 琉球大学病院

1 金子　和崇 心理職 北海道 釧路労災病院

9 東野　怜奈 MSW 栃木県 獨協医学大学病院

21 谷口　由利子 心理職 京都府 京都大学医学部附属病院

30 青山　のぞみ 心理職 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

37 槇山　春香 心理職 鹿児島県 鹿児島大学病院

6 石飛　綾那 心理職 宮城県 仙台医療センター

14 角田　洋隆 心理職 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院/がん・感染症センター都立駒込病院

20 風呂井　たみ 心理職 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

22 角野　冴子 心理職 大阪府 大阪市立総合医療センター

36 飯田　昌子 心理職 鹿児島県 鹿児島大学病院

5 赤坂　博 心理職 岩手県 岩手医科大学附属病院

8 古賀　浩子 心理職 茨城県 筑波大学附属病院

19 奥田　沙帆 心理職 三重県 三重大学医学部附属病院

27 徳井　恵美 心理職 香川県 香川大学医学部附属病院

35 山内　直美 心理職 宮崎県 宮崎県立宮崎病院

18 馬嶋　里香 心理職 静岡県 浜松医療センター

23 三辻　美季 心理職 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

26 元吉　小夜 心理職 山口県 山口大学医学部附属病院

29 西田　拓洋 心理職 高知県 高知大学医学部附属病院

34 渋谷　安紀子 心理職 熊本県 熊本大学病院

4 後藤　涼太 MSW 岩手県 岩手医科大学附属病院

11 城田　陽子 心理職 群馬県 群馬大学医学部附属病院

13 霧生　瑶子 心理職 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

17 伊藤　ゆきの 心理職 静岡県 浜松医療センター

25 高野　由美子 相談員 島根県 島根大学医学部附属病院

33 江﨑   百美子 心理職 熊本県 熊本大学病院

3 西島　沙耶 MSW 岩手県 岩手医科大学附属病院

12 渡邉　未来 心理職 千葉県 千葉大学医学部附属病院

16 高崎　真理 心理職 山梨県 山梨県立中央病院

24 池谷　千恵 心理職 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

32 緒方　釈 心理職 熊本県 熊本大学病院

G

令和４年度エイズ中核拠点病院相談員研修会参加者名簿(グループ別)
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C

D

E

F
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HIV感染症の
最新情報

上村 悠
国立国際医療研究センター

エイズ治療・研究開発センター(ACC)

エイズ中核拠点病院相談員研修会
2022年10月22日

HIV感染症 概論

最近のトピック
• 新しい治療
• COVID-19流行の影響

HIV感染者への影響
HIV患者数の動向（東京、全体、性別・国籍・AIDS）

• 性感染症（STI）とHIV
• 新しい予防
• 心理的課題（当院での経験）

本日の内容

1

2
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HIV感染症 概論

言葉の確認

HIV: Human Immunodeficiency Virus  ヒト免疫不全ウイルス

AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome  後天性免疫不全症候群

MSM: Men who have Sex with Men 男性と性交渉する男性

STI: Sexually Transmitted Infections 性感染症

PEP: Post-Exposure Prophylaxis 曝露後予防

PrEP: Pre-Exposure Prophylaxis 曝露前予防

3

4
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HIV/AIDSって？

• HIV（ヒト免疫不全ウイルス）：

主としてCD4陽性Tリンパ球とマクロファージ系の細胞に感染

するレトロウイルスである。免疫応答細胞に感染・増殖を繰り

返し、宿主の免疫応答能を低下させる。

• 後天性免疫不全症候群(AIDS=エイズ)：

HIVの感染によってもたらされる高度の免疫不全に基づく、反

復性日和見感染、悪性腫瘍の好発、多彩な中枢神経症状の

発現に特徴づけられる伝染性疾患である。

わかりやすく言うと

HIVというウイルスに感染する

➡HIV感染症

免疫の状態が悪くなり、特定の感染症、がんになる

➡AIDS (エイズ)

5

6
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HIVとは

 CD4陽性Tリンパ球とマクロファージ系の細胞に感染するレトロウイルス。

 感染・増殖を繰り返し、宿主の免疫応答能を低下させる。

 HIVにはHIV-1とHIV-2の2種類があるが、日本の感染者のほとんどはHIV-1。

 HIV-2は世界的にも稀で、日本での報告は外国籍の２例だけ。

 血液、精液、母乳などの体液を介して感染する。

CD4(CD4陽性Tリンパ球)とは

白血球

好中球

単球/マクロ
ファージ

リンパ球

Bリンパ球 Tリンパ球

好酸球/
好塩基球

CD4（ヘルパー）；

キラーリンパ球や抗体

産生の反応の制御

CD8（キラー）；

ウィルス感染細胞(癌細

胞)を細胞ごと破壊除去

7

8
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HIV感染に感染した後の経過

Window period

NATで
検出可能

HIV-RNA

～1ヶ月

感染

11-22日 無症候期 AIDS

HIV抗体

ウイルス
血症

検出限界

HIV抗体
検出可能

CD4数

HIV感染症の自然経過/症状

HIV感染に感染した後の経過HIV/AIDSの症状

AIDS指標疾患

カンジダ
(食道、肺) クリプトスポリジウム症 サイトメガロウイルス 浸潤性子宮頸癌

クリプトコッカス
(肺以外) イソスポラ症

単純ヘルペス
(1ヶ月) 反復性肺炎

コクシジオイデス症 化膿性細菌感染症 進行性多巣性白質脳症
リンパ性間質性肺炎/肺

リンパ過形成

ヒストプラズマ症 サルモネラ菌血症 カポジ肉腫 HIV脳症

ニューモシスチス肺炎 活動性結核 原発性脳リンパ腫 HIV消耗症候群

トキソプラズマ脳症 非定型抗酸菌症 非ホジキンリンパ腫

ACC 患者ノート

9

10
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CD4数と日和見疾患

ACC

HIV感染に感染した後の経過HIV/AIDSの症状

カポジ肉腫

ACC 患者ノート

11

12
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HIV感染に感染した後の経過HIV/AIDSの症状

カポジ肉腫

ACC 患者ノート

HIV = 死?

13

14
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HIV感染症の歴史

• 1981年 アメリカ西海岸で肺炎が多発

• 1982年 AIDSが命名

• 1983年 HIVの発見

• 1987年 最初の抗HIV薬発売

• 1989年 HIV訴訟 提訴

• 1992年 ニ剤併用療法

• 1996年 HAART導入、HIV訴訟和解

cART
• Combination Antiretroviral Therapy
• 作用点の異なる抗HIV薬を複数組み合わせて治療する

ACC患者ノート:Note.acc-info.jp/part_a_sec2-1.html

15

16
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抗HIV薬に求められること

持続的なウイルス抑制と安全な長期内服

• 強力な抗ウイルス活性

• 内服アドヒアランスの向上

• 長期（生涯にわたる）の安全性

• 抗ウィルス活性の持続性（genetic barrier)

1997年
（AZT/3TC/IDV）

1日3回20錠

2007年
（FTC/TDF/EFV）

1日1回4錠

2008年
（FTC/TDF/EFV）

1日1回2錠

2013年
（FTC/TDF/EVG/COBI）

1日1回1錠

治療薬の副作用・簡便さの改善

17

18
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服薬アドヒアランスと治療失敗率
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Paterson DL, et al. Ann Intern Med 2000;133:21-30.

治療薬があるならば、
HIV感染者は全員治療する？

19

20
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治療開始のタイミング

米国DHHSガイドラインから作成

CD4数
(個/μl) 1998 2001 2006 2008 2009 2012～

>500 治療(B/C-
III) 治療(B-III)

350-500 治療 治療(A/B-II) 治療(A-II)

200-<350 治療
治療（状況
を判断して）

治療(B-II) 治療(A-II) 治療(A-I) 治療(A-I)

<200 治療 治療 治療(A-I) 治療(A-I) 治療(A-I) 治療(A-I)

START試験：
CD4+リンパ球>500/μLでも直ちにARTを開始すべき

治療延期群

即時治療群

N Engl J Med 373,795, 2015

・対象：未治療HIV患者CD4>500

・二群に無作為割付。

1. 割付後ただちにART開始

2. 適切な時期まで治療延期＊

＊CD4<350あるいはAIDS発症

・Primary endpoint：
重篤なAIDS/非AIDSイベント or 死亡

即時治療により

Primary Endpoint 57%減少

(p<0.001)
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HIV感染者は全員治療する？

👉 yes

HIV-RNA
(copies/mL)

n

治療効果
ART施行例のHIV-RNA (2013, ACC)

UDは84.7%

97%で<200copies/mL
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長期予後

25歳でHIV診断された際の平均余命

HIV(-) 約50年

HIV(+) 96年以前 約7年

HIV(+) 2007年 約40年

治療が続けられれば、HIV患者の予後は非HIV患者と同じ

Denmark Cohort (Ann Intern Med 2007)

PLoS ONE 2011 e22698 

HIV ≠ 死
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HIV診療の目標は・・・

早期治療開始

治療の継続

U = U

Undetectable = Untransmittable
(ウイルス)未検出 ＝ 感染しない
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治療の改善により、
HIVはコントロールできる疾患となった。

これでHIVは解決？

課題

 長期治療の副作用

 患者の高齢化（療養施設）

 内服・通院コンプライアンス

 生活していく上でのストレス（Stigma）

 新規患者数が減らない

 性感染症の合併
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• ミトコンドリア障害（特にd4Tの乳酸アシドーシス）

• 門脈圧亢進症（ddIの使用歴）

• 腎毒性（TDF）

• 長期的な骨塩量減少（TDF）

• 精神症状・自殺との関連（EFV）

• 代謝酵素のSNPsによる副作用↑（EFV）

• 徐脈性不整脈（LPV/r）

• 胆石・尿路結石・腎機能障害（ATV）

• 悪夢・精神症状(DTG)

• 体重増加？（TAF？, INSTIs？）

長期的副作用は、販売後に明らかになる

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

0

100

200

300

400

500

600

2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014

50-59歳

60-69歳

70歳以上

50歳以上割合

50歳以上の通院患者は543人、全通院患者の約28%を占める

(n=1971, 2014/12月)

通院患者の高齢化 (ACC data)
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(日本のwebアンケート調査)多くの患者で100％は飲めていない

http://survey.futures-japan.jp/

調査期間：2013年7月20日から2014年2月25日まで

解析対象：1095件の回答から不正、重複回答を除いた917件

過去1ヶ月で 「飲み忘れ無し」 56.4%
「5%以上の飲み忘れ」 14.5%

HIV患者が直面するスティグマ

HIV/AIDS = 重篤な疾患というイメージ

HIV/AIDS = 性感染症

HIV/AIDS → 日本ではMSMが多い
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最近のトピック

• 新しい治療

• COVID-19流行の影響

HIV感染者への影響

HIV患者数の動向（東京、全体、性別・国籍・AIDS）

• 性感染症（STI）とHIV
• 新しい予防

• 心理的課題（当院での経験）

HIV・エイズの最新治療と今後の見通し

• ３剤/４剤でなく２剤治療も選択できる様になった。

• 長期型作用型の薬剤が使用可能となった。

• NRTTIという新たなクラスの登場により、薬剤耐性が蓄積した

人に新たな選択肢が加わるかもしれない。

• 遺伝子治療の研究が進んでいる。
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長時間作用型薬剤 Long-acting ART
米国FDAでの承認

• 2018年 イバリズマブ（抗CD4モノクローナル抗体）：静注

• 2021年1月 カボテグラビル（＋リルピビリン）：内服 or 筋注

特徴

• 投与頻度が少なくなることで、アドヒアランスの向上、QOLの向上（内服疲れ
がなくなる、毎日の内服を他者に見られることがなくなる）

• 臨床試験にはすでにHIV治療経過が良好の患者が組み入れられている。実
際に推奨されるのは、同様にHIV治療経過が良好な患者となる。

• 内服が不十分でウイルス抑制が不良な患者に対する治療データが待たれる。

• 半減期が長く体内に薬剤が長く残るため、治療アドヒアランスが不良な際に
は、長時間不十分な濃度の薬剤が体内に残るリスクがある。

• 実際に経験した患者の9割以上が、内服薬よりも新しい治療を好んだ、という
報告がある。

カボテグラビル：CAB

• 2021年1月に米国FDAで承認され、2022年6月に日

本で承認された。

• 新しいINSTIで、DTGの構造的アナログ。

• 内服と筋注製剤(RPVとの合剤)がある。

• 半減期が長いのが特徴（内服: 41時間、注射薬: 6-

12週間）。
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FLAIR試験（CAB+RPV LA）のまとめ

• 日本人患者において、 CAB+RPV LA による48週間の治療は、毎日服用するARTと同等
の治療効果を認めた。

• 48週の時点で、HIV-RNA >50 copies/mLの症例はいなかった。

• 薬剤による有害事象、それによる中断例を認めなかった。

• 治療に対する患者の満足度も高かった。

遺伝子編集の技術を用いたHIV治療の研究

Curr Opin Virol. 2019 Oct;38:81-88. doi: 10.1016/j.coviro.2019.07.001.

現在のARTは、HIVの複製を効率的に阻害し感染を防ぐことができるが、ウイ
ルスのリザーバーを構成する細胞に存在するHIVプロウイルスは標的として
いない。

ARTを中断すると、このリザーバーからのウイルスのリバウンドを引き起こす
ため、生涯にわたる治療が必要となる。

新しい抗ウイルス戦略は、すべての感染細胞においてプロウイルスDNAを
永久に不活性化、あるいは除去することである。

過去10年間にいくつかのDNA編集ツールが開発され、そのような治癒的な
抗HIV戦略への道が開かれた。
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HIV感染者発生動向

厚生労働省エイズ動向委員会 令和2年エイズ発生動向、令和3年/4年 四半期報告

新規感染者数
令和2年： HIV 750人、AIDS 345人 （計1095人）
令和3年： HIV 717人、AIDS 306人 （計1023人）

HIV/AIDS患者の年間新規報告数 累計報告数

性別

感染経路

国籍

厚生労働省エイズ動向委員会 令和2年エイズ発生動向

令和2年度 HIV感染者発生動向
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HIVとSTI

MSMのSexual Activity

• 繰り返す梅毒

– TPHA(+) : 68% in HIV-MSM

• A型肝炎のOutbreak

– 1998-99年，日本人MSMにおけるOutbreak
Ida et al. Clin Infect Dis 2002

– HA-Ab(+) : 30% in MSM

– 2018年になり再度Outbreak

• B型肝炎、C型肝炎
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HIV感染者のB･C型肝炎の共感染

• HBs抗原陽性率 9.1%
• HBs抗体陽性率 41.8% （ワクチン接種者除く）

• HCV抗体陽性率 2.8%

p < 0.005

300

200

100

0

CD4
(/mm3)

HBsAg(+)

400

500

HBsAb(+)

Gatanaga et al.
Eur J Clin Microbiol
Infect Dis 2000

治療だけでなく、予防も進んだ

• Safer Sex (主にコンドームの使用)

• HIV検査の推奨（早期発見）

• Treatment as Prevention（早期治療）

• PEP (リスクのある性行為の後に、HIV薬を飲む)
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治療薬の効果が高いが、
日本では新規感染者が減らない

新規感染の多くはMSMの方々

HIVの予防

• Safer Sex (主にコンドームの使用)

• HIV検査の推奨 （早期発見)

• Treatment as Prevention (早期治療）

• PEP (リスクのある性行為の後に、薬を飲む)

• PrEP (リスクのある性行為の前に、薬を飲む)
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PrEP: Pre-exposure prophylaxis
曝露前予防内服

PEP: Post-exposure prophylaxis
曝露後予防内服

PEPとPrEPって違うの？

PEPとPrEPの違い

資料：NCGM SH外来

49

50

－ 31 －



HIV感染のある人との性行為を想定して、

事前に抗HIV薬を内服することで、

HIV感染を予防する方法。

PrEP 曝露前予防内服

MSMにおけるPrEPの効果に関するデータ

研究名 報告年 対象 人数 薬剤 服用用法 効果

iPrEx 2010年 MSM/MTF 2441 TDF/FTC daily 44%
(36人/1224人)

US MSM 
Safety Trial

2013年 MSM 400 TDF daily 100%
(0/100人)

PROUD 2016年 MSM 544 TDF/FTC daily 86%
(Immediate: 3/275)
(Delay: 20/269)

DISCOVER 2019年 MSM/TGW 5387 TDF/FTC
or

TAF/FTC

daily TDFとTAFと予防効
果は共に高い

N Engl J Med. 2010;363(27):2587.
Lancet. 2016;387(10013):53.

N Engl J Med. 2015 Dec;373(23):2237-46. Epub 2015 Dec 1.
CROI2019 Abstract104
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アジアにおけるツルバダの承認状況

韓国 （Gilead’s TVD）
台湾 （Gilead’s TVD）
タイ （Gilead’s TVD / Generic )
ベトナム (Generic )
インド (Generic）
オーストラリア （Gilead TVD / Generic )
ニュージーランド （ Gilead TVD / Generic)

ツルバダのPrEP
適応承認状況

2014年 米国 CDC ガイドライン
2015年 WHO ガイドライン
2019年10月 US FDA がデシコビを承認

ツルバダ (Truvada): TDF/Emtricitabine

• HIVの治療薬の一つ

• 副作用
短期：嘔気、お腹のはり、頭痛、皮疹
長期：腎障害、骨塩減少など

デシコビ (Descovy): TAF/Emtricitabine

使用できる薬は、ツルバダとデシコビ
（但し、日本では未承認）
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Daily PrEP （毎日)
・１錠/日 を毎日

On Demand PrEP （性行為毎に)
・合計4錠 (2-1-1)

・性交渉の24ｈ前〜2h前までに2錠

・最初の内服から24時間後に1錠、48時間後に１錠

PrEPの方法は二通り

輸入ジェネリック ｖｓ ツルバダ
（約5000円/月） （11万5908円/月）

「同一成分含有商品」

テンビルEM（ツルバダジェネリッ
ク） (30錠) 8900 円

「有効成分」

テノホビルジソプロキシルフマル
酸塩(Tenofovir Disoproxil
Fumarate)
エムトリシタビン(Emtricitabine)

「製造国」インド

「製造元」Cipla
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 推奨される人 (MSMの場合)
• パートナーがHIV陽性（特に、HIVの量が不明な場合）
• 最近の性感染症
• セックスする相手が多い
• コンドームを使わないことがある
• 風俗で働いている

 開始に必要な条件
• HIV感染のリスクがある
• HIVに感染していない
• 成人
• 腎臓の機能が正常

PrEPが推奨される人

Vaginal sex (経膣性交)では薬の効果が出る
までに20日間かかる

そのためOn-demand PrEPは推奨されない

女性のデータ

57

58

－ 35 －



 本当にPrEPが必要か

 予防開始の前後に医師の診察を受ける
• HIV検査
• 副作用の評価 (肝機能、腎機能)
• B型肝炎の検査 (HBs 抗原, HBs抗体)
• その他のSTI(梅毒、淋病、クラミジアetc)

 コンドームをつける
• PrEPでその他の性感染症のリスクは減らない

 決められた方法を守って内服する
• HIV薬剤耐性の獲得
• HBV再活性

PrEPを行う上での注意事項

コンドームはしなくて良い？

• オーストラリアの研究で、PrEP開始後最初の
１年、コンドーム使用が減少しSTIが増えた

Lal L et al. AIDS 2017 May

• PrEP開始後STIが増えている、コンドームの使
用が減少する

Alaei et al. AIDS 2016 Sep
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PrEPの利点/欠点

利点 欠点

HIV感染のリスクを減らす
コンドーム使用率の低下

＝STIの増加

定期通院で性感染症を
早期発見できる

費用

薬の副作用

HIV感染に感染した後の経過これは？

出典：NEJM
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東京都の梅毒報告数
（2022年10月12日更新）

東京都感染症情報センター HPより

性感染症はHIVだけじゃない

• クラミジア

• 淋病

• 梅毒

• ヘルペス

• 性器コンジローマ

• A型肝炎

• B型肝炎

• C型肝炎

• 赤痢アメーバ

• HIV
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予防の原則はどの性感染症も同じ

コンドームを基本とした、

Safer Sex

Safer Sexって？

Q あなたはセックスに対してどんな意識ですか？

• 婚前交渉はしない

• 検査で性感染症が陰性とわかっていなければ恋人でもセッ

クスしない

• 付き合う前はエッチしない

• SNSで出会い求めている、ゴムはつけたり、つけなかったり

• フェラだけ生、その他はコンドーム着けている

• アナルはどうしても生でしたい

• ハッテン場で複数としたい願望あり・・・
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当院での心理面接から探るHIV患者の課題

【方法】

• 2018年4月から2019年3月までに受診した患者。

• 面接を実施したHIV陽性者117例を対象に、診療録から患者背景、面接内容を後方視的に調査し

た。

• 面接内容はKHコーダーを用いてテキストマイニング(共起ネットワーク分析)を行った。

【結果】

• 年齢中央値 (range) 46歳(19-75)

• 男性107例(90%)

• CD4数中央値(range)523/μL(15-1427)

• HIV-RNA量20copies/mL未満93例(79%)であった。

木村聡太ら、当院のHIV陽性者に対する心理面接での語りからみるメンタルヘルスの課題
-テキストマイニングを用いた質的研究- 2019年エイズ学会

結果
面接で語られた総抽出語数161,641語の内、頻度の多かった言葉

“仕事と対人関係” 「仕事のことで人と距離を置いてしまう」

“転職” 「転職しようか悩んでいる」

“身体の痛み” 「吐き気も身体の痛みのストレスから来てるんですかね」

“HIV感染” 「HIVになり、健康な身体、健常者であることを失ったことが一番苦しい」

“睡眠時間” 「睡眠時間が短く寝不足でしんどいときがある」

“実家に帰ること” 「実家に帰ることも考えるけど、試験とか通院があるから躊躇る」

“生と死” 「生きたいという気持ちと死にたいという気持ちが両方同じくらいある」

“父と母” 「母親が父親の愚痴や不満を言ってきて、うんざりする」

“体調の悪さ” 「体調が悪い」）、“服薬”（「やっぱり薬は飲みたくない」

“薬物使用” 「1年ほど薬物使用していた」
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2022年 当院での心理相談

当院の体制

• 心理士2-3名

• 通院患者数 約1200名/月
• 相談数 約70-80件/月

最近の相談内容

• 仕事・生活・生き方等の悩みが多くなっている

• COVID-19関連は多くはない

HIV感染症の最新情報のまとめ

 HIV感染症の治療は安全・簡便となり、長期予後は著明に改善し、
今後は長期療養における障壁が課題となる。

 HIV患者の新規患者数は依然多く、予防は重要である。

 HIV患者が社会から受けるストレスは依然大きいが、HIV特有のも
のではなく、一般的な悩みも問題となる。

 医療者・関係者を含めた社会全体のHIVへの正しい知識の共有
が必要である。
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ご清聴ありがとうございました。
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事例発表

～ストレスへの対処が苦手な
40代男性HIV陽性者～

三重大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部

臨床心理士・公認心理師 奥田沙帆

三重県と三重大学医学部附属病院のHIV感染症患者数

【三重県の総人口】1,756,000人（令和4年）

（参考：愛知県の総人口 7,540,000人）

【三重県の外国人住民数】53,042人（令和3年）

（参考：愛知県 265,199人）

※総人口に占める外国人住民数の割合

三重県 3.0%、（愛知県 3.5%）

【地形】日本列島のほぼ中央、太平洋側に位置し、

東西約80km、南北約170kmで南北に長い県土

愛知県・岐阜県・三重県で東海地方のくくり

【県庁所在地】津市 当院は津市に存在

1

2

－ 45 －



【エイズ中核拠点病院】

・三重大学医学部附属病院（津市）

【エイズ拠点病院】

・三重県立総合医療センター（四日市市）

・独立行政法人国立病院機構

三重中央医療センター（津市）

・伊勢赤十字病院（伊勢市）

三重県と三重大学医学部附属病院のHIV感染症患者数

三重県と三重大学医学部附属病院のHIV感染症患者数

【三重県HIV感染症患者数（三重県感染症情報センター参照）】

172名（男性142名、女性30名）

【担当部署】輸血・細胞治療部

当院HIV感染症患者数 90名程度

外来 7,951名（令和元年度の延数を参照）→日に平均 33.1名

【HIV感染症診療チーム】

医師（血液内科）3名、看護師1名、臨床検査技師5名、

医療事務作業補助1名、事務1名、

中核相談員（毎週金10：15～14:15）

3
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HIVカウンセリング状況
【カウンセラー】現カウンセラー（以下、Co）は2019年より

それ以前は女性Co 2名

定期的に関わっているクライエント（以下、Cl）は、約10名

Clからの希望があれば、初診時に次回予約と共に面接予約を医師がとる。

【時間・頻度】基本1回30分程度で実施。

診察とセットで、 週1回から3ヶ月に1回の頻度

コロナのため、最近は15分程で一旦区切りを入れ、30分まで継続するかを確認し
ている。

面談室の様子 診察室から歩いて2～3分程の距離

5
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カウンセラーの基本姿勢
Coは、新規・引継ぎケースに関わらず、基本的に初回では面接の説明

（曜日・時間・頻度・何をする場所なのか等）をClにパンフレットを使用し、

専門用語は極力使わずに行う。

Coの見立てを月1のカンファレンスで共有

※医師2名、外来・病棟看護師1～2名、社会福祉士1～2名、薬剤師2～3名、心理士1名

面接経過

全11回 X年11月～X+4年4月

7
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第Ⅰ期： ＃1～＃3
X年12月～X＋1年12月

Clとの関係構築 コロナ禍前

第Ⅱ期： ＃4～＃8
X＋2年12月～X＋3年9月

コロナ禍後①・ワクチンを打つまで

9

10
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第Ⅲ期： ＃9～＃11
X＋3年12月～X＋4年4月

コロナ禍後②・ワクチンを打ったその後

引用・参考
三重県庁

https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm

愛知県庁

https://www.pref.aichi.jp/

三重県感染症情報センター

https://www.kenkou.pref.mie.jp/

三重大学医学部附属病院 病床数および患者数

https://www.hosp.mie-u.ac.jp/outline/numberofbed/

11
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事例検討時間配分 

標 題：「ストレスへの対処が苦手な 40 代男性 HIV 陽性者」 

事例提供者：奥田 沙帆（三重大学医学部附属病院・臨床心理士） 

コメンテーター：髙田知恵子（タカタ・カウンセリング・オフィス） 

時間配分：12:50～ 事例発表（30分） 

13:20～ 参加者より質疑応答（15分） 

13:35～ グループディスカッション（50分） 

①役割決め（5分）

→挨拶・簡単な自己紹介、役割決め（司会、書記、発表者等） 

詳しい自己紹介はグループディスカッション時にすること 

②ディスカッション（40 分）

 →事例について（検討テーマ含）ディスカッション 

③まとめ（5分）

14:25～ グループごとに発表（15分）（7 グループ×2 分程度） 

14:40～ コメンテーターによるコメント（5分） 

14:45～ 事例発表者のコメント（5分） 

14:50  終了 

※ディスカッション中に質問等があればグループ名を入力の上、チャットにて 

ご連絡ください。なお、チャット画面では、都度、情報共有いたしますので、 

ご留意くださいますようお願いいたします。 
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グループディスカッション時間配分 

司 会：髙田知恵子（タカタ・カウンセリング・オフィス） 

時間配分：15:00～ グループディスカッション説明（5分） 

15:05～ グループディスカッション（85分） 

①自己紹介(5 分)

→氏名、所属、役割決め（司会、書記、発表者等） 

②中断ケースの共有（65 分）

 →中断してしまう人の傾向 

→中断にならないための工夫 

→チームでどのような支援をしているか 

 (アプローチ方法や留意点等) 

③その他トピックがあれば共有（10 分）

④まとめ（5分）

16:30～ グループごとに発表（15分）（7 グループ×2 分程度） 

16:45～ まとめ（10 分） 

16:55  終了 

※ディスカッション中に質問等があればグループ名を入力の上、チャットにて 

ご連絡ください。なお、チャット画面では、都度、情報共有いたしますので、

ご留意くださいますようお願いいたします。 
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