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【大紀元 2017 年 01 月 16 日訊】（大紀元記者： 洪 寧 総合報道） 

雲南のエイズ感染者数は中国の首位となったが、2014 年 10 月時点で、雲南省内には 87634 人の HIV 感

染者が生存していた。雲南省シーサンパンナエイズ予防プログラムの責任者は、雲南省にはセックスワー

カーが猖獗しているが、あまり予防意識がないので、当該地区のエイズを熾烈なものにしていると語る。 

大陸メディアの報道によると、上述責任者馬元琼氏は、アメリカで登録された NGO 組織『福華国際（Bless 

China International ： BCI と略）』の職員で、当該組織は 2004 年設立されている。 

馬元琼氏は、「シーサンパンナの人口は複雑であり、14 歳から 50 歳過ぎまで外地人や外国籍人が大量に

来ている。彼女たちの多くは教育レベルが低く、収入もまた低いが、これが HIV 感染や AIDS 感染のハイ

リスクグループとなっている。セックスワーカーたちの多くは、強制されたり、行き場を失ったりして、

或いは性行為の後に簡単に金が稼げると考えたり、純粋に物欲しさによりこの世界に入っている」と語る。 

永年来、馬元琼氏のグループは、市内の秘密の場所で、セックスワーカーたちとそのボスたちと良い関

係を築き、彼女たちに性に関する知識を広め、彼女たちに接客相手にコンドームを使用させるためのスキ

ルを教え、身体検査を受けるように励ますとともに行いを改めるように説得もしている。 

情報によると、シーサンパンナ市民は、エイズに対する理解がないことから、エイズ患者を蔑視してし

まうという。プロジェクトを始めた当時は、ごく僅かな市民しかエイズの予防或いは感染ルートを理解し

ておらず、『少数民族の多くは、コンドームがどんものなのかも理解できず、且つ、使い方も知らなかった』。 

2015 年 6 月、大陸メディアは、中国ビルマ国境で、定期的にこの二か国辺境を往来していたミャンマー

籍の長距離トラック運転手から、これまでに最も複雑な高致命率の HIV（エイズウィルス）が見つかった

と報じた。 

研究レポートには、「上述患者運転手は、頻繁に雲南省やその他の省にトラックで出かけていた。中国と

ミャンマー国境の地理的位置は特殊なものであり、ハイリスクグループの種類も多いことで、麻薬の静脈

注射をするものやセックスワーカー、長距離トラック運転手等、現地を HIV-1 の感染・伝播の被災地とし

ている。ハイリスクグループが中国ミャンマーを往復していることから両国間のエイズウィルス伝播を拡

大させている。」としている。 

上述の辺境地域以外にも、中国では河南省がエイズの流行地区とされているが、当局は、終始性感染に

よるものであるとしており、政府が推進する『血荒経済』が残した禍根を隠蔽している。 

『中国エイズ防止の第一人者』と呼ばれる著名医師高耀洁医師は、中国では『上から下まで何もかも隠

蔽している』としている。 彼女は、中国にけるエイズ感染には性的接触より重視すべきルートがあり、そ

れは売血と輸血によるものだと強調している。高耀洁医師は、2014 年 12 月 1 日、中国にはエイズ被害者

が 1,000万人以上いると記している。 

報道によると、2015 年から中国では中学生、大学生のエイズ患者数が増え続けているとのことだ。 
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Many street girls at Yunnan border zone: The province’s HIV infection ranks first 
in China 
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【Epoch Times January 16, 2016 News】(Epoch Times reporter: Hong Ning: Comprehensive coverage) 

The number of HIV / AIDS patients in Yunnan ranks first in China, as of October 2014, there were 87,634 HIV-

infected survivors living in Yunnan province. The chief of AIDS prevention project in Xishuangbanna of Yunnan 

Province said that the female sex workers spreading in Yunnan Province and the poor general awareness of 

prevention have aggravated the serious AIDS situation in the region. 

http://www.epochtimes.com/gb/16/1/16/n4618115.htm


According to mainland media, Ma Yuanqiong, the above-mentioned chief, is a staff member of Bless China 

International (BCI), a U.S. registered non-governmental organization, which was established in 2004. 

Ma Yuanqiong said that the population of Xishuangbanna is more complicated. There is a large number of female 

sex workers coming from foreign countries or other provinces or cities, most of them are aged 14 to 50 years old. 

They generally have low levels of education and low fees and are at high risk of contracting or transmitting 

AIDS.Many female sex workers are either forced or desperate to go bankrupt or find it easy to make money because 

of the aftermath of the incident, while others are purely for material enjoyment. 

Over the years, Ma Yuanqiong’s team, visiting the city’s hidden places, have good relations with commercial sex 

workers and their bosses. Disseminate sexual knowledge to sex workers, teach them skills of persuading guests to use 

condoms, encourage them to get physical examination and so on, further, even persuade the sex workers to divert 

themselves. 

According to reports, once people in Xishuangbanna do not understand what is AIDS, and they had discrimination 

against AIDS patients. At the beginning of the project, only a very small number of people knew about the ways of 

preventing or transmission route of AIDS. "Many ethnic minorities do not know what a condom is and do not know 

how to use it." 

In June 2015, mainland media reported that from the Sino-Burmese border, a Myanmar-based long-distance truck 

driver who regularly travels to the two countries' borders, one of the most complicated and high-fatality HIV (human 

immunodeficiency virus; AIDS virus) was detected. 

The study shows that the above patient driver has often drived freight trucks to Yunnan and other provinces in 

China. Due to the special geographic location of the border between China and Myanmar, there are more types of 

high-risk groups, including intravenous drug users, sex workers and long-distance truck drivers, making the area as 

the hardest affected area of HIV-1 infection and transmission. High-risk groups travel between China and Myanmar, 

which exacerbate the spread of HIV in the two countries. 

In addition to the above border areas, Henan, China is a high incidence area of AIDS, however, the authorities 

always point the reason to sexual transmission in order to cover up the root caused by the government's "bloody 

economy." 

Gao Yaojie, a well-known doctor with the title of "the China’s first person to prevent AIDS" said that China is still 

"covering everything from top to bottom." She stressed that in China, the spread of AIDS is so worthy of attention 

than the spread of sexual contact, which is through the sale of blood and blood transfusions. Dr. Gao Yaojie said on 

December 1, 2014 that the number of AIDS victims in China should be over 10 million. 

It is reported that since 2015, the number of middle school students and college students suffering from AIDS in 

China has also continuously increasing. 
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云南边境暗娼泛滥 感染爱滋病人数居中国首位 
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【大纪元 2016年 01月 16日讯】（大纪元记者洪宁综合报导） 

云南爱滋病感染人数屡居中国首位，截至 2014 年 10 月，云南省内存活爱滋病病毒感染者高达 87,634 宗。云南

西双版纳防范爱滋病项目的负责人说，云南暗娼泛滥，且普遍防范意识差，加剧了该地区爱滋病的严重情况。 

据大陆媒体报导，上述负责人马元琼是一家在美国注册的非政府组织“福华国际”（Bless China International ，

简称 BCI）的工作人员，该组织成立于 2004年。 

马元琼表示，西双版纳人口较复杂，有大量暗娼来自外地或外籍，年龄大多在 14岁至 50多岁。她们普遍接受的

教育程度低，收费也低，是感染或传播艾滋病的高危人群。很多暗娼入行都是被迫或走投无路，或因涉事后觉得容

易赚钱，亦有人纯粹为了物质享受。 

多年来，马元琼带领的团队到市区内的隐秘场所，跟暗娼及其老板打点好关系，并向暗娼们传播性知识，教导她

们劝服客人使用安全套的技巧，鼓励她们接受身体检查等，甚至会劝服对方改行。 

据介绍，西双版纳市民一度因不了解艾滋病，而歧视艾滋病病患。最初推展项目时，只有极少量市民了解艾滋病

的预防或传播途径，“很多少数民族不知道安全套是什么，更不知道怎么用”。 

2015 年 6 月，据大陆媒体报导，在中缅边境，从一名定期来往两国边境的缅甸籍长途货车司机身上，检出一种

迄今结构最复杂、致命率极高的 HIV（艾滋病病毒）。 

研究报告显示，上述患病司机经常驾驶货运卡车前往云南和中国其它一些省分。由于中缅边境地理位置特殊，高

危人群种类较多，包括静脉吸毒人群、性工作者、长途卡车司机等，使得当地成为 HIV-1 感染和传播的重灾区。高

危人群在中缅两国往返，加剧艾滋病病毒在两国的传播。 



除上述边境地区，中国河南则是爱滋病高发地区，但当局始终将原因指向性传播，以掩盖政府推行“血荒经济”

留下的祸根。 

有“中国防艾第一人”之称的著名医生高耀洁表示，中国现在仍是“从上到下都在捂”。她强调，在中国，爱滋

病的传播有比性接触传播更值得重视的途径，那就是通过卖血和输血。高耀洁医生曾于 2014年 12 月 1日表示，中

国的艾滋病受害者应在 1,000 万人以上。 

据报道，自 2015年，中国中学生、大学生人群中患艾滋病人数也在持续增加。 
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