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近年，青少年の性感染症罹患率が著しく上昇している。

この原因のひとつには彼らの性感染症に対する意識に問

題があるのではないかと考え，中・高・大学生，１２歳か

ら２０歳までの男女，７２１名（男子２２７名，女子４９４名）を

対象に，１）青少年の性感染症に対する認識度，２）青

少年の性感染症に対する知識度，３）性感染症と自分と

のかかわりについての意識，４）青少年が分析した現状，

についてアンケート調査を行った。さらに青少年をとり

まく環境を調査する目的で小・中・高校教諭と養護教員，

および父兄の性感染症についての意識を同様にアンケー

ト調査をした。

その結果は青少年の性感染症についての意識は学校で

学習した偏った知識であり，性感染症をもっと身近な問

題として認識させる必要があると思われた。また，正し

い性教育を教えるべき学校教諭，父兄らの認識の甘さが

目立った。学校や社会，家庭での充実した，性教育およ

び性感染症教育が急務であると考えられた。

産婦人科の診療に従事するものの一人として，近年の

若年層への性感染症の増加には危機感を感じている。例

えば，クラミジア・トラコマティス感染症は１６歳から２５

歳までの女性は約８５万人，男性は約１５万人の感染者がお

り，年齢別推計罹患数は１５歳～１９歳までが２３．５人に１

人，２０歳～２４歳までが１５人に１人となっている１，２）。AIDS

がこのような罹患率になったときのことを考えるとこの

データは背筋が寒くなるような内容である。これには性

行為体験が年々若年化し，高校３年生での性交経験者が

約４割に近づいている３）こともあるが，性感染症に対す

る意識・知識に問題があると考えられた。そこで青少年，

学校教諭，父兄にアンケート調査を行い，今後の対策へ

の一考とした。

対象と方法

性教育などの講演に招かれ，機会のあった，徳島県お

よび県外の中・高・大学生１２歳から２０歳までの青少年

７２１名，男子２２７名（中学生７名，高校生２２７名），女子４９４

名（中学生１３名，高校生３２４名，大学生１５０名：医療短期

大学１４２名，一般大学生８名）を対象に，表１．のよう

な質問表をくばり，１）性感染症に対する認識度，２）

性感染症に対する知識度，３）性感染症と自分との関わ

りにおける意識，４）青少年が分析した現状について，

それぞれ複数個の質問を設け，回答を得，集計した。ま

た学校での教諭の意識を調査するために小学校教諭７９名，

中学校教諭２４名，高校教諭３２名，養護教員１８名に対して

も調査を行った。さらに父兄（３０歳代：男性２６名，女性

９９名，４０歳代：男性３８名，女性８６名，５０歳代，男性１８名，

女性３９名）に対しても青少年とほぼ同様の質問を行い検

討した。

結 果

青少年の性感染症に対する意識

１．性感染症に対する認識度

「性感染症という言葉を知っていますか？」という設

問に対して，中学生の８０％，高校生の９０％，大学生の９８％

が知っていると回答した（図１）。「性感染症について何

から学びましたか？」については中学生の６５％，高校生

の５２％，大学生の８７％が学校の性教育から学んでいると

回答（図２）。「どんな性感染症の病名を知っています

か？」に対しては中学生は回答した１４名のすべてがエイ

ズと答えたのだが，高校生になるとエイズは５０％と減少，

その他クラミジア１９％，梅毒１２％，淋病１２％と病名の種

類は増加していた。大学生に関してはほとんどが医療短

期大学の学生なので種類は多くなっていたが，それでも
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表１ 性感染症に関するアンケート

学年（ ） 中学，高校，大学，男，女 （○をして下さい）

１．性感染症という言葉を知っていますか
ａ．知っている ｂ．知らない

２．知っていると答えた方へ，何から学びましたか
ａ．学校の性教育授業 ｂ．本・雑誌など ｃ．友人・先輩など
ｄ．親から ｅ．その他（ ）

３．知っている性感染症の病名を書いて下さい
（ ）

４．性感染症にかかると何らかの症状がでると思いますか
ａ．はい ｂ．いいえ

５．相手がひとりであれば性感染症にかからないと思いますか
ａ．かからない ｂ．そうとは言えない ｃ．わからない

６．性感染症は風俗営業の人以外からはうつりにくいと思いますか
ａ．はい ｂ．いいえ

７．同時に複数の性感染症にかかることはないでしょうか
ａ．ない ｂ．ある

８．性感染症の予防はどうすればよいでしょうか
（ ）

９．コンドームを使えば性感染症は予防できるでしょうか
ａ．できる ｂ．まれにかかることがある ｃ．わからない

１０．性感染症にかかったとき何科を受診しますか（複数回答可）
ａ．内科 ｂ．外科 ｃ．産婦人科 ｄ．泌尿器科
ｅ．皮膚科 ｆ．かかりつけの先生

１１．性感染症にかかったとき相手に打ち明けますか
ａ．はい ｂ．いいえ

１２．自分はエイズにはかからないと思いますか
ａ．はい ｂ．かからないとは言えない

１３．妊娠中に性感染症にかかると赤ちゃんにも感染すると思いますか
ａ．思う ｂ．お母さんだけで赤ちゃんには感染しない
ｃ．わからない

１４．いま，若者の間で性感染症が増えているのですが，そのことについてどう思いますか
（ ）

図１ 性感染症という言葉を知っていますか？
図２ 性感染症について何から学びましたか？（複数回答）
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過半数に達するのはエイズ，クラミジア，梅毒であった

（図３）。

２．性感染症に対する知識度

「性感染症にかかると何らかの症状が出てくると思い

ますか？」については中学生の７０％，高校生の８０％，大

学生のほぼ９０％が出てくると答え，わからないと答えた

のはそれぞれ２５％，１４％，５％であった（図４）。「交際

相手がひとりであれば性感染症にかからないと思います

か？」に対しては中学生の５５％，高校生の８０％，大学生

の９４％がそうとは言えないと回答した（図５）。「同時に

複数の性感染症にかかることはないでしょうか？」に対

しては回答者のなかで「ない」と答えたものが中学生２９％，

高校生１２％，大学生８％であった（図６）。「妊娠中に性

感染症に感染すると赤ちゃんにも感染すると思います

か？」については中学生４５％，高校生３６％，大学生１９％

がわからないと答えた（図７）。

３．性感染症と自分との関わり度についての意識

「コンドームを使えば性感染症は予防できるでしょう

か？」についてはかかることがあると答えたものは中学

生３０％，高校生５４％，大学生７２％，わからないと回答し

たものはそれぞれ５５％，２０％，１２％であった（図８）。「自

分はエイズにかからないと思いますか」に対してかから

ないと答えたものは中学生３０％，高校生２３％，大学生２２％

であった（図９）。

図３ どんな性感染症の病名を知っていますか？

図４ 性感染症にかかると何らかの症状が出てくると思いますか？

図５ 交際相手がひとりであれば性感染症にはかからないと思い
ますか？

図６ 同時に複数の性感染症にかかることはないでしょうか？

図７ 妊娠中に性感染症に感染すると赤ちゃんにも感染すると思
いますか？

図８ コンドームを使えば性感染症は予防できるでしょうか？

青少年の性感染症に対する意識 １７７



４．青少年が分析した現状

「今，若者の間で性感染症が増えているのですが，そ

のことについてどう思いますか？」については中学生で

は３５％，高校生はさらに少なく２８％の回答率しかなかっ

た。その中では，「気をつけるべき」，「自分を大切にし

ていない」，「こわいこと」という意見がみられた。回答

者の１０％は「かかった人は多くの相手とセックスをして

いるから自業自得」という差別的な意見もみられた（図

１０）。「性感染症の予防はどうすればいいか？」という問

いに，コンドームを使用するは中・高・大で２５％，

２８％，４８％であった（図１１）。

５．学校教諭の性感染症に対する意識

「性感染症の広がりを実感していますか？」という問

いに対して６０％がしていないと回答したのは意外であっ

た（図１２）。しかしながら教諭の９３％は現行の性教育は

不十分であると感じており（図１３），性感染症に関する

教育は，６５％は小学校から，３５％は中学校から始めると

いいと答えた（図１４）。

６．父兄の性感染症に対する意識

知っている性感染症の病名に関しては種類が増加した

が，あとの質問に対しては青少年とほとんど変わらな

図９ 自分はエイズにかからないと思いますか？

図１０ 今，若者の間で性感染症が増えているのですが，そのこと
についてどう思いますか？

図１１ 性感染症の予防はどうすればいいでしょうか？（複数回答）

図１２ 性感染症の広がりを実感していますか？

図１３ 現行の性教育は充分だと思いますか？

図１４ 性感染症に関する教育はいつからがいいと思いますか？
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かった。「自分の子供は性感染症にかからないと思いま

すか」という質問には，かかるかもしれないと回答した

者が９２％いた（図１５）。また「今後の性教育はどこが主

になって行うべきか」については，すべての世代で社会，

学校，家庭がほぼ同じ比率で行わなければならないと答

えていた（図１６）。

考 察

青少年間での性感染症の増加は「誰とでも」，「簡単に」，

「セックスをする」という性行動に問題があるのは当然

だが，性感染症に対する知識が欠けているのも一因と考

え，意識調査を行った。結果は確かに年齢が上昇するに

つれ，性感染症に対する知識は増しているのだが，知っ

ている性感染症は学校で学んだエイズが多く，その他ど

ういう病気があるのか知っているものは少なく，知識は

乏しかった。これは学校の性教育自体が片寄っており，

現実に即した教育が行われていないことを窺わせる。

このアンケートから得られたもっとも重要なことは，

性感染症にかかると何らかの症状が出てくると考えてい

ることである。これは父兄も同様の結果であったが，こ

の思い込みがある限り治療は遅れ，感染は無限に広がる

と考えられる。

性感染症の予防についてはコンドームを上げているも

のが多いが，コンドームは性感染症の予防になるかとい

う質問に対してはその効果を疑っているものが約３０％か

ら約７０％あった。性器ヘルペスや尖圭コンジロームなど

はコンドームで予防できないが，それぞれの病名につい

ては知らないという結果なので，コンドームの効果につ

いて病気別に違いがあると考えているのではなさそうで

ある。

若者の間で性感染症が増加していることに関しては回

答が少なく，あまり関心はないようである。

予防については年齢が進むにつれ，無回答が減少し，

コンドームの使用をあげるものが増加しており，これは

学習の成果であると想像する。

学校教諭の性感染症の広がりに対する認識は低く，今

のところ危機感はないようである。性教育の必要性は

９０％以上の教諭は必要と回答していたが，具体的な施策

はみえてこなかった。

父兄は性教育の必要性は痛感しているようであるが，

知識は子供と同様であり，家庭で性教育をしてもらうに

はまず父兄に対して性教育を充実させることが必要と考

えられらた。

現在は AIDSを代表に，罹患しても症状がでない性感

染症が増加している。このことは治療を遅らすだけでは

なく，その間に多くの相手に病気を広げるという危険性

がある。彼らの性行動を考え直させることとともに，性

感染症についての正しい知識を教える必要がある。その

ためには学校や社会，家庭での充実した，性教育および

性感染症教育が必要である。

結 語

青少年の性感染症罹患率上昇の原因を探るべく，意識

調査を行った。彼らの性感染症に関する知識は充分とは

言えず，現状のままであれば，性感染症のさらなる広が

りを抑止することは困難と考える。学校や父兄の認識も

甘く，不安な限りであるが，今後は早急に社会，学校，

家庭が協力して充分な対策を立てることを望むものであ

る。

図１５ 自分の子供は性感染症にかからないと思いますか？

図１６ 今後の性教育はどこが主になって行うべきか
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SUMMARY

Recently the infection’s rate of Sexually Transmitted Diseases (STD) in Japanese young-

er generation has increased rapidly. I thought one of some causes existed on their sense about

STD. In the present study, to know any factors and problems, I examined the sense about

STD in younger generation. I conducted some questionnaires of 721 students (227 boys and

493 girls, 12-20 years old) on their 1) recognition of STD 2) knowledge of STD 3) thinking of

relation between themselves with STD 4) analysis of the present condition. Moreover, I tried

to conduct the same questionnaires of their teachers and parents to know their environment.

In conclusion, a lot of students received the knowledge on STD from school. The knowl-

edge about STD in younger generation was partial and inadequate. It is necessary that they

have to recognize STD as the urgent and important problem for themselves. Moreover,

their teachers and parents, who have to give the enough and right education to younger gen-

eration, also lack the sense that STD is a big problem. I suggest that the public, school and

parents have to coordinately educate younger generation about the actual and exact knowl-

edge on sex and STD in haste.
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