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（この記事の下の方にイタリック体[斜体字]で、 参考情報として国立感染研の堀先生が登場する記事『5

年で感染者 5.5倍―― 加速する「梅毒」流行の実態とは』と岩田健太郎先生の著書『感染症医が教える性
の話』についても紹介しておきました。） 
作者： 萌主 

来源： 『医学会』微信（ツイッター） 

最近、『広州日報』が『昨年広東省で梅毒発症 5 万人 7 割占める潜伏梅毒でも感染』と題する報道を発表

した。 

文書は、2016 年の関連データをもとにしており、昨年は広東省での梅毒発症者数は 52,863 例（宮本注： 

中国全土の 8 分の 1！）、甲乙類伝染病報告中、ウィルス性肝炎と肺結核に次ぐものであった。 

 

梅毒は、こんなにはびこっているのか？ 

 

発症率は年平均 14.3％の伸び 

梅毒は、梅毒トレポネーマにより引き起こされる慢性の全身感染症で、エイズに次ぎ人体にリスクを与

える最大の性感染症の一つである。 しばしばその他の性感染症とも重複感染するが、早期に硬性下疳を形

成し、皮膚粘膜を犯す。 第三期以後は多くの臓器に累を及ぼすが、ひどくなると死に至ることもあり、リ

スクのとても高いものである。 

80 年代以前、梅毒は中国大陸ではほとんど稀にしか見つからなかったが、対外交流が増えるにつれ、発

症率が徐々に上昇、発症地域もまた絶えず広がってきた。 

90 年代末以来、全国における梅毒の報告症例数が明らかに増加し始め、みるみる流行が上昇する趨勢を

呈した。 

『中国梅毒予防制御計画（2010～2020）』中のデータによると、 

1999 年、全国では 80406 例の梅毒患者が報告されており、年間の発症率は 6.50/10 万人だったが、 

2009 年に至り、327,433 例、24.66/10 万人となり、発症率の年平均増加率は 14.3％だった。 

先天性梅毒の報告発症率は、年平均で 49.2％増加していた。 

梅毒の報告患者数は、我が国甲乙類伝染病中第三位で、現時点では下降する様子はない（下波線は訳者）。 

 

潜伏梅毒患者の比率は 8割、 患者の診断遅れが明確に 

我が国の特殊な社会文化により、梅毒患者に対する偏見と恐怖感は明らかで、梅毒患者は通常強烈な羞

恥心を持つため、往々にして治療が遅れることになった。 

更に恐ろしいことに、この梅毒患者のうち相当な部分が不顕性患者であり、これらの患者では皮膚や粘

膜及び内臓などに症状や異変はみられず、往々にして治療が遅れてしまうことになる。 

済南大学山東省医学科学院と山東省皮膚疾患予防治療研究所は、梅毒患者の診断遅れの状況を合同調査

したが、梅毒患者の平均遅延日数は 226 日（最低 16 日、最高は 1850 日）であり、その中でも第一期の梅

毒患者の平均診断遅れは 43 日、第二期は 85 日、不顕性梅毒患者の診断遅延は 518 日にもなっていた！ 

不顕性期間中においては、患者には依然として伝染性があり、診断の遅れは、自分にとってだけではな

く、周辺のヒトや社会に与えるリスクが極めて大きいのに、それを知ることもできないのだ。 

大げさなことを言い、驚かせるわけではないが、不顕性（潜伏）梅毒は、我々の想像をはるかに超えてい

るのだ！ 2005～2014 年における梅毒報告では、広東省の梅毒の総体的発症率が上昇の趨勢を呈しており、

中でも不顕性（潜伏）梅毒の患者数報告の上昇はすさまじく、2005年の 38.14％から 2014年の 78.83％に増

加していたのだ! 

この数字の上昇は、当然その検出率が絶えず向上したことの成果でもあるのだが、我々にとって、今検

出された人たちも只の『氷山の一角』でしかないことを暗示している。 

＜＜潜伏梅毒＞＞ 

 

我が国でも一度は梅毒が殆どなかった 



ある専門家は、梅毒の予防にとって最も重要なことは「身を清く保ち世俗に染まらないこと」だが、こ

れは不可能なことであり、現在我が国において梅毒患者の数が高止まりして下がらない主な原因となって

いるのだとしている。 

事実上、開放以前の我が国の梅毒患者率は 5～10％であったが、その当時、北京や上海などの地では 85％

の性労働者に梅毒があったが、一連の梅毒制御措置を実施したところ 60 年代～80 年代にかけては、わが

国でも一度梅毒が殆ど見られなくなったのである。 

 

梅毒が予防も制御も可能なわけ。 

梅毒は、エイズと重複感染し、娼婦や麻薬使用者、男同士の性愛者（ホモ）グループ、都市農民工グルー

プなどが梅毒のハイリスクグループとなる。 

他の感染経路としては、主に性的接触や血液感染、母子感染及びその他の感染経路が含まれており、こ

れにより、積極的予防制御措置は以下のようなものとなる： 

 

１． 性的接触による感染の予防には、（性行為の）パートナーを多数持つことや、『一夜の恋』等の行為

を避け、性行為に及ぶ時にはコンドーム、それも良質のコンドーム使用に固執すべきだ。 

２． 血液感染の予防のため、麻薬を使用しない、ヒトと枕や注射器を共用しない； 血液や血液製剤を

受ける際、必ずそれが梅毒検査されたものであることを確認せねばならない； 

３． 母子感染の予防のため、妊婦に対する全面的梅毒検査を実施すること、妊娠初期の 3 か月と妊娠末

期の 3 か月の時期にそれぞれ 1 度の検査を受けるのが最もよい。 

４． もし、皮疹や潰瘍などの疑い症状が現れた場合、特に、安全でない性行為の後に現れた場合には、

速やかに病院に行き検査を受け、早期発見・早期治療を受けることが必要だ。 

 

『中国梅毒予防管理計画（2010～2020）』および各地梅毒予防管理計画もまた、各級衛生計生行政部門と

専門機構に対し、積極的宣伝教育や早期スクリーニングの向上、総合的な関与と遮断など具体的予防管理

策を提供している。 

医療スタッフの日常活動中においては、先天性制梅毒患者が主に小児科に多く、顕性梅毒患者が皮膚科

や産科、内科、外科に多く、潜伏梅毒患者が外科や産科、皮膚科、内科、眼科、口腔科、感染症科に多い、

など、梅毒患者は非常に多くの科室に分布している。 

これによって、非常に高レベルな鑑別と自己防衛が医療スタッフに求められている。 

 

http://www.sohu.com/a/150223533_377337?loc=4&tag_id=64722 

 

【ご参考までに】 

＜5年で感染者 5.5倍―― 加速する「梅毒」流行の実態とは＞ 

これは、国立感染研の堀先生への取材記事ですが、日本国内でも梅毒が激増中とのこと。2016年末では、
4,518人、今年 2017年はそれを上回るペースで増えているようです。  

一方、中国では、2016年末では、発症者数 438,199人、死者数 53人、本年は 5月末時点で 195,900人で
したが、単純に人口比率（中国の人口は日本の約 10倍と仮に換算）でみると、中国の感染者数は 4 万人レ
ベルなどではなく、実際には日本の百倍近い状況にあります。 そして、2008年からは、増加の一途にあり
ます。 中国における STD（性感染症）は、エイズ、淋病、そして B型肝炎など、梅毒以外のものも含めて
全て増加中で留まるところを知らない。。 

 

https://news.yahoo.co.jp/feature/607 

 

＜感染症委が教える性の話＞ 

『中国では性感染症患者の増加が留まるところを知らない』と、私がコラムなどで、明確に書きだした
のはこの一年ですが、その為か、この書籍を見つけたときに思わず購入してしまいました：苦笑 

『性にまつわる考え方を多角的に案内する』がこの書籍の『売り』のようです。 筆者の岩田健太朗医師
は、同性愛者に対しても極めて寛大な態度を採っておられるのが特徴。 また、性教育についてもご自身の
観点から従来の教育方法にも批判の矢を放っているのも特徴です。 

 

＜http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480689702/＞ 

 

ところで、『患者が増えている背景』について、私見ではありますが、はっきり言ってしまうと『性風俗

http://www.sohu.com/a/150223533_377337?loc=4&tag_id=64722
https://news.yahoo.co.jp/feature/607
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480689702/


の乱れ』というか、『性交渉に関するリスク意識の低下』によるのではないでしょうか。  

また、居酒屋さんや、喫茶店でも『性交に成功した武勇伝』や『性交渉した女性の数自慢』、『女性との性
交渉の結果や感想』、『ある特定の女性に関する男性関係』等について大声で話をしており、傍で聞いてい
て、「それは、殆どレイプと同じではないの？！！」とどっきりするようなことをさも楽し気に語っている
男性会社員や男子大学生らをよく見かけます。。  

或いは、女性たちによる『男性のサイズ比べ』、『（自分たちの嫌いな）他の女性に関する男性関係』、『交
渉のあった男性の数自慢』、、、も！：怒 

更に、梅毒や淋病なんて『男の勲章だ』等と平気で口にする医療関係機関の従事者も残念ながらいまし
た。 『世の乱れ』を感じる次第です。 

テレビドラマの『仁-JIN-』でも中谷美紀さん演じる野風さんの先輩花魁（高岡さきさん）が『瘡毒（そ
うどく）』の患者として演じていましたが、そこでは、『女郎たちの宿命』といった扱いの梅毒にペニシリ
ンを原題から持ち込むという一風変わったドラマになっていましたね：笑  

私は、野風を演じる中谷美紀さんに何度も泣かされてしまいました。。 

昔ならば、この種の話は、（罪の意識もあってか）小声で話したと思うのが、こうまであけっぴろげにさ
れると、世の中代わってしまったなぁと感じています。 『宮本は真面目過ぎ！』と言われても、私には納
得できない：笑 

 

 

去年广东梅毒发病 5万例，七成梅毒是隐性也传染 
捜狐新聞 news.sohu.com 2017-06-19 20:23 来源： 
--------------------------------------------------------------------------------  

并不想危言耸听，但梅毒可能远比你想象得多！ 

作者丨 萌主 

来源丨“医学界”微信号 

最近，《广州日报》发表了一篇名为《去年广东梅毒发病 5 万例，七成梅毒是隐性也传染》的报道。 

文中指出，根据 2016 年的相关统计，去年广东梅毒发病 52863 例，在甲乙类传染病报告中仅次于病毒性

肝炎和肺结核病。 

 

梅毒，竟然还这么猖獗？ 

 

发病率年均增长 14.3% 

梅毒是一种由梅毒螺旋体感染引起的慢性全身感染性疾病，是仅次于艾滋病的对人体危害最大的性传播疾

病之一，经常与其他性传播疾病协同传播，早期会形成一些硬下疳，损害皮肤黏膜，三期后会累及多个脏

器，甚至导致死亡，危害极大。 

在 80 年代之前，梅毒在中国大陆上曾十分罕见，直到随着对外交流的增多，发病率才逐渐上升，发病地

区也不断扩大。 

90 年代末以来，全国梅毒报告病例数明显增加，流行呈现快速上升趋势。 

根据《中国预防与控制梅毒规划》（2010~2020）中提到的数据，1999 年，全国报告梅毒病例 80406 例，

年发病率为 6.50/10 万；至 2009 年，这两个数据分别达到 327433 例和 24.66/10 万，发病率年均增长

14.3%，其中先天梅毒报告的发病率年均增长 49.2%。 

梅毒报告病例数在我国甲乙类传染病报告中居第三位，且暂时没有下降趋势。 

 

隐性比例近 8成，患者延迟诊断明显 

由于我国特殊的社会文化，对梅毒患者存在着明显的偏见和恐惧感，梅毒患者通常有强烈的羞愧感、耻辱

感，很容易延误治疗。 

更可怕的是，在这些梅毒患者中，有相当一部分是隐性患者，这些患者没有皮肤、黏膜及内脏受累的症状

和体征表现，很容易延误治疗。 

济南大学山东省医学科学院和山东省皮肤病性病防治研究所曾联合调查梅毒患者的延迟诊断情况，结果显

示，梅毒患者平均就医延迟为 226 天（最低 16 天，最高达 1850 天），其中一期梅毒患者平均延迟 43 天，二

期为 85 天，隐性梅毒患者延迟诊治高达 518 天！ 

由于在隐性期间，患者依然具有传染性，延误诊治不止伤害自己，对身边人和社会的危害也极大且难以自



知。 

并不想危言耸听，但隐性梅毒远比我们想象得多！还是以广东省为例，在 2005-2014 年梅毒报告中，广东

梅毒总体发病率呈上升趋势，其中隐性梅毒报告病例上升势头非常惊人，从 2005年的 38.14%，增加到

2014年的 78.83%！ 

这个数字的快速增长当然有检出率不断提高的功劳，但也暗示着我们，现在检出的人群也可能只是“冰山

一角”。 

 

我国一度几乎见不到梅毒 

有专家认为，预防梅毒最重要的是要做到“洁身自好”，而做不到这一点，正是我国目前梅毒患者数量居

高不下的主要原因。 

事实上，解放前，我国梅毒患病率曾高达 5%-10%，当时在北京、上海等地，有 85%的性工作者患有梅

毒，但随着一系列梅毒控制措施的实施，60 至 80 年代，我国一度几乎见不到梅毒。 

 

这说明梅毒是可防可控的。 

梅毒经常与艾滋病协同传播，暗娼、吸毒人员、男男同性恋人群、城市流动人群等群体是梅毒的高危感染

人群。 

它的传播途径主要包括性接触、血液传播、胎传和其他传染途径，因此，积极的防控措施包括以下几项： 

 

1、 预防性接触传染，避免多个性伴侣、“一夜情”等行为，性行为时应坚持使用质量可靠的安全套； 

2、 预防血液传播，不吸毒，不与他人共用枕头、注射器；接受血液或血制品前，必须确认是经过梅毒检

测的； 

3、 预防梅毒母婴传播，对孕妇进行全面的梅毒筛查，最好选择在孕初 3 个月和孕末 3 个月各检测 1 次； 

4、若发现自身出现皮疹、溃疡等可疑症状，尤其是在不安全性行为后，应及时到正规医院进行检查，做

到早发现、早治疗 

 

《中国预防与控制梅毒规划》（2010~2020）和各地梅毒防控规划也都向各级卫生行政部门和专业机构提供

了具体的防控策略，如积极宣教、提高早筛、综合干预和阻断等等。 

在医护人员的日常工作中，梅毒患者在绝大多数科室都有分布，如先天性梅毒主要分布在儿科，显性梅毒

主要见于皮肤科、妇科、内科和外科，隐性梅毒则分布于外科、妇科、产科、皮肤科、内科、眼科、口腔

科、感染科等各个科室。 

 

这对医务人员的鉴别和自我保护也提出了很高的要求。 
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