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2005 年 03 月 16 日、『雲南省エイズ予防治療宣伝教育活動シリーズの専門家インタビュー』上、初めて雲

南省におけるエイズの十大特徴が発表された。 

雲南省疾病予防管理センターの陸林所長による紹介： 雲南省におけるエイズの流行は、浸潤期を過ぎ、

拡散期と高速増大期に入っており、エイズは多チャネル化、多層化して広範に流行している。感染ルート

は、麻薬の静脈注射が主流だが、性感染が明らかに上昇、既に 20.8％に達している。 母子感染は 0.7％、

詳細不明が 27.1％を占めている（下波線は宮本）。 

エイズ患者は 1,223 人、うち、死亡例は 744。 感染者は 20 歳から 29 歳のグループが最高で、60％以上

を占めており、感染者総数中、農民は 32％、無職のものが 35％を占めている。専門家は、全省における実

際の HIV 感染者は既に 8 万人を超えているとみている。 

現時点、雲南省の HIV 感染者は、辺境の地区から全省 16 州・市の 125 県（市・区）に広がり、これは、

全省 129 県・市の 96％に相当する。 既に三つの地区では高度流行期にはいっており、11 地区が中度流行

期、2 地区が低い流行期となっている。 『雲南省のエイズには十の大きな特徴がある』陸林所長は言う。 

 

雲南省エイズの十大特徴 

特徴１ アジア型モデルの特徴に類似 

陸林所長は説明する。 アジア型の流行モデルとは、エイズの流行が静注薬物使用者グループから始まり、

その後、橋渡し役グループ（街娼： 宮本注：性風俗産業従事者、CSW とも略すがコマーシャルセック

スワーカーのことで、日本で使われるケースワーカーとは異なるもの）を通じて一般の人々に蔓延する

ものを言う。欧米の国家に於けるホモセクシュアルにより感染開始のパターンとは明らかに異なってい

るのだ。 雲南省の艾滋病の流行は、先ず大量の麻薬中毒者グループからエイズウィルス感染者が見つか

り、その後、街娼の中から、最後に性行為を通じ一般人から発見されている。 

特徴２ 辺境から内地に向け拡散、区域は絶えず拡大 

1989 年には、辺境の一県で見つかったのみだが、その後、浸潤期（1989 年以前）、拡散期（1990～1995

年）と高速増大期（1996 年～）を経て今や全省 125 県（全省の 96％）で相次ぎ報告されており、その中

で、7 つの県では感染者数が 1,000 人を超えている（徳欽、南華、媛江、水富の 4 県では HIV 感染者未

検出）。徳宏州、紅河州、臨滄市は既に高度流行地区、昆明等の 11 州・市は中度流行地区、怒江、廸慶は

低度流行地区となっている。 

特徴３ 農村が都市部を包囲 

90 年代初期、主に辺境の農村地区で流行していたが、HIV 感染者中に農民が占める率は 95％以上であっ

た。時間の経緯とともに、失業者、ワーカーなどのグループに明らかな増加が見られるようになり、2004

年に見つかった感染者中では失業者が 35％を占め、農民の比率は 32％にまで下降し、ワーカーや個人営

業者などが新たなハイリスクグループとなった。 

特徴４ 少数民族から漢族へ 

1989 年に見つかった HIV 感染者中においては、辺境の少数民族が 90％以上を占めていたが漢族はわず

か 5％前後しかなかったが、2004 年時点では、漢族が感染者の 67％を占めており、雲南省の HIV 流行主

体は漢民族になった。 

特徴５ 単一ルート（麻薬の静脈注射）から三つのルートへ 性感染が大幅増加 

90 年代初期に見つかった感染者はほぼすべてが麻薬の静脈注射により感染していたが、95 年には三種類

の感染ルートが全て存在するようになった。 性感染の増加が加速し、セックスワーカーの流行率は 1994

年のゼロから 2004 年には 2.6％へ増大した。 

特徴６ 女性感染者数が明らかに増加 

男女別の比率は、流行開始時の 40：1 から 2.45：1 に変化、女性の感染者が明らかに増加している。累計

患者数は 5,436 人となり、感染者総数の 29％となっている。 

特徴７ 中年以上の感染者が徐々に増加 

年齢構成が上方に推移 

30 歳以上の感染者は既に流行初期の 40％から 2004 年には 54％に上昇、さらに上昇する趨勢にある。 



特徴８ 麻薬中毒者の流行率は高水準を維持 

2004 年までにすでに 74 県の麻薬中毒者から HIV 感染者が見つかっており、静注薬物使用者における

HIV 流行率は 22.5％になっている。 18 県では静注薬物使用者は、40％を超えている。 うち、6 県では

既に 70％を超えており、流行レベルは既に周辺の流行国と近いものになっている。 

特徴９ 橋渡しグループ（街娼）を通じた感染 

一般人グループに拡散 

既に 86 県のセックスワーカーから感染者が見つかっており、その流行率は最大で 7.6％に達している。 

既に 5 県では、妊産婦感染が 1％を超え、専門家は成人の感染率は 0.38％に達していると推定している。 

特徴１０ 発症と死亡のピークが近づきつつある 

雲南省の病院が報告した感染者の比率は、1995 年の 1％未満から 2004 年の 15.5％に上昇、年間報告エイ

ズ死亡者数は既に 100 名を超えており、雲南省における伝染病の死亡者数の 38％を占めている。 

 

３月９日『城攻め』起動 

専門家は、エイズの予防治療においては、科学的研究は無視されてはならず、科学的な研究により、雲

南省のエイズ予防治療力とレベル向上が有利になるとしている。陸林所長は、「エイズ予防治療薬の物的研

究と産業化の進展加速のために、2005 年 3 月 9 日、『第十次五か年計画 雲南省エイズ総合予防治療研究の

国家科技』プロジェクトが昆明でスタートした。 項目には、7 領域の課題研究が含まれており、実施年限

は、2 年 2 か月とされた」と語る。 

陸林所長は、「当該プロジェクトの実施を通じて、科学的で、標準化され、システムだったエイズの総合

的な予防治療の研究により、エイズの疫学、実験研究と臨書治療の三つの研究に関するオープンプラット

フォームを構築できる」と語った。エイズの雲南省における流行法則や感染特徴と流行の趨勢に関する研

究を深め、より完全な疫学やコホート調査、臨床データベースと雲南省 HIV ライブラリー及び実験技術研

究プラットフォームを構築し； コミュニティにおける HIV/AIDS の総合的な関与モデルを展開し； エイ

ズ予防治療の総合評価体系を構築；漢方薬と西洋医薬を結合してエイズの有効な治療方法を探り； 農村に

おけるエイズの母子感染を遮断するサービスとアクセシビリティを向上させる戦略を探り； 雲南省のエイ

ズ予防能力とレベルを向上し； 雲南におけるエイズ予防治療活動に科学的な根拠、技術サポートを与える

と同時に、全国エイズ予防治療の手本とする」と語った。 

 

コンドームは『飾り物』にあらず 

『昨年、雲南省の重点グループのエイズローラー調査がこれまでの匿名検査から全国に先駆けて実名検

査をすることになった。 法に基づくエイズ予防治療に積極的な第一歩を踏み出した』と王汝巽雲南省性病

エイズ予防治療協会常務副会長は語る。 

2003 年までに雲南省は累計 98 万人を検査し、1.4 万人のエイズウィルス携帯者を発見した。が、検査が

匿名性であったために、多くの受検者の関連記録資料は残っていなかった。『これがフォローアップ治療を

難しくさせていたのです』と王汝巽副会長は語る。 

実名検査がもたらす公衆衛生上の権利と個人のプライバシーの矛盾の矛盾について、王汝巽副会長は、

「匿名検査と実名検査を結び付けた方法を採用した。検査で陰性であったものは匿名可とし；陽性だった

ものは、実名での登録をさせることで、検査結果が厳格に最小範囲内にコントロールされ、関連スタッフ

のみ知ることができ、且つ、厳格に機密が保たれるようにしている。 その後の治療においては、マンツー

マン方式を採用し、患者プライバシーを最大限に保護している」とした。 

現時点、雲南省のエイズ予防治療『六大プロジェクト』は全面的に実施されている。王汝巽副会長は、

「今年の 1 月、私は雲南省衛計委をリーダーとする監督指導グループとともに麗江や廸慶などの州市にて

コンドーム設置状況の検査をしました。 どこに行っても現地のホテルやバー、ダンスホールなどには皆コ

ンドームが置かれていました。」 と満足げに語る。 考察を経て、コンドームを設置している場所は形式に

流れることなく、コンドームを一種の『飾り物』にはしていなかった。それぞれの実際に基づき、有効な情

宣活動を通じて、公共の場におけるコンドーム設置は徐々に人々に受け入れられるようになりつつある。 

王汝巽副会長は、現状、公共の場所にはコンドームが設置されているが、最終目的は『普及と使用』であ

るが、現状は全てを使用することまでは要求していないが、これらの活動を通じて『安全』やエイズの予

防治療に注意が必要だという環境が作り出されていると語る。程何荷主任医師は、「ハイリスクグループと

一般人グループの線引きは、予防治療活動のためのものだ。 実際、ハイリスクグループだけが防護を強化

しなければならないというわけではなく、全ての人がエイズの予防をせねばならない。一般人グループは、

個人の行為に注意をせねばエイズに容易に感染するのだ。 ある意味、『人は皆容易に感染するグループに

属している』のだ」と認識している。 



『ウィンドウ期』にあるエイズウィルス感染者の HIV テスト結果は陰性となるため、もし『ウィンドウ

期』のエイズウィルス感染者が無償献血をした場合、輸血を受けた人に HIV ウィルス感染のリスクが生じ

る。程何荷主任医師は、エイズ予防治療のために、輸血が患者の生命を守る為には大変有益なものである

との伝統的な観念を改めねばならず、輸血可能なものが輸血できない状況下、不必要な輸血をへらさねば

ならない。程何荷主任医師は、多くの献血者や血液を利用する人は過度に心配する必要はないとしている。 

雲南省の血液管理機構のやり方により、低リスクグループから献血対象を選択し、“成分輸血”を実施する

ことで、血液の必要な成分だけを輸血するのだ。 このようにすることで血液リソースを節約することがで

き、また、エイズウィルスを感染させる白血球の大半を避けることができるようになる。 

現在、雲南省の血液管理機構は国家基準に厳格に基づき、献血前に、献血者に健康に関する問診票に記

入させると同時に献血者の実施行為のスクリーニングを行なっている。献血者が他の人と薬物の静注をし

ていたか、同性愛者か、複数のパートナーをもっているか、性病などの状況について調査をしている。血

液採取後、直ちに国際的に一流な設備を使い、最初の検査と再検査を行って後、その血液が使用できるか

否かが確定されるので、雲南省の輸血用血液は非常に安全なものなのだといえる。 

程何荷主任医師は、エイズ予防は、表面を取り繕うだけではだめで、全社会の参画が必要だと指摘する。 

エイズ予防は農村の末端まで深く浸透させることが必要だ。 『農村では全ての家庭まで、都市では全ての

機構まで深く浸透』せねばならない。 

 

エイズ妊婦への差別を排除 

『結婚登録条例』が新たに出されて以後、雲南省における婚前検査率が大幅に減少した。 『婚前検査を

経たものだけが結婚するというわけではなく、このことが、エイズが一般人グループに侵入する機会を与

えている』昆明医学院副院長の李燕教授は気がかりな様子で語る。 

李燕教授は、現在、雲南省における婚前検査率は 1％にも満たない、これは、『結婚登録条例』が登場す

る以前の 80％から比べれば、天と地ほどの差がある。箇旧市（紅河ハニ族イ族自治州に位置する県級市）

の母子保健機構が登録された 400 カップルの夫婦に HIV 検査をしたところ、HIV 陽性者の検出率が既に

1％を超えていた。 その後、箇旧市の関連部門が新婚夫婦に対し自発的に母子保健機構での婚前検査を受

けるよう促した。その結果、これに対するレスポンスはとても良いものだった。 

『わが省一部地区におけるエイズのハイリスクエリアに対し、我々は政策を通じてリードをし、全ての

新婚夫婦が主体的に婚前検査に参加するようにさせ、その重点は、そう、必要な HIV の検査を実施するこ

とにあるのだ』と李燕教授はしている。 つまり、検査を通じて HIV 感染者を見つけても有効に関与をす

ることにより遮断策を講じて結婚を可能なものとするということだ。エイズの一つの感染経路は母子感染

だ。 現在、わが省における女性感染者は明らかに増加している。妊産婦の検出率が増加しており、既に 5

つの県・市で 1％を超過している。 これは、雲南省の母子感染を極めて厳しいものにしている。母子感染

遮断活動の実施が目前に迫っている。 妊産婦への社会的圧力は日増しに重くなってきている。 多くの妊

産婦は、もし検出された場合に、その人自身の行為に対する多方面からの疑いを受けることになることを

恐れるため検査を受けたがらない。、 

『実際には、HIV への感染が検出された妊産婦には罪がないのです』。 李燕教授はいう。 エイズは橋渡

し役（セックスワーカー）の顧客を通じ一般人グループに感染するので、妊産婦は一般グループ中の被害

者なのだ。 もし速やかに妊産婦に対して母子感染遮断をおこなわないと、エイズが彼女の次世代にまた感

染させてしまうことになり、これは非常に危険だといえる。 

本年、雲南省は 10 万名の妊産婦への HIV 無料検査を実施した。 推算によれば、ほぼ 700 名の妊産婦か

ら HIV が検出された。 同時に、HIV への感染が検出された妊産婦には無料で母子感染遮断治療が受けら

れるようにしたが、その中には、出産前、出産時の妊産婦の服薬、産後の子供の服薬が含まれ； 帝王切開

を実施し、粉ミルクによる育成をして母乳育成に替え； 専門のファイル（档案）を作り、フォローアップ

検査を実施するなどが含まれている。 概算すると、1 名の妊婦に実施する母子感染遮断治療にはほぼ 3,000

元以上が必要だ。 李燕は語る： 『これは、我々の次世代の健康問題に関係するもので、非常に価値があ

る。』 

 

治療と同時に配慮も必要 

雲南省 CDC エイズ予防治療科の賈曼紅科長はいう： 『雲南省のエイズは未だに極めて厳しい状況にあ

るが、各種予防治療措置が着実に展開されており、エイズ撲滅のための人民戦争に打ち勝つ自信は持って

いる』と。 

これまでに、三つの確認ラボの基礎の上に、全省には 60 か所のエイズ初歩スクリーニングラボが設置さ

れているが、本年には全省で 15 か所の確認ラボ（つまり各州・市に 1か所）、70 か所の初歩スクリーニン



グラボ、更に 150 か所の自発的検査地点を増設し、無料エイズ相談や検査を展開してゆかねばならない。 

賈曼紅科長は、HIV 感染者やエイズ患者の治療・配慮面において、雲南省では既に 150 か所のエイズ定

点治療機構を確定、200 人を超える人々に対する無料の抗ウィルス治療を行っている。 本年は、雲南では

1,000 人の無料治療を行う予定だ。 

同時に、配慮救助活動もまた徐々に進行させている。 雲南省は、既に 10 か所の患者或いは家庭を中心

とした小学校や中学校も立てており、エイズ孤児には無料で入学できるようにしている。 雲南省は、さら

に、省級の児童福祉指導センターとエイズ孤児救助職業紹介センターを作ってゆく。 

この他に、雲南省は、全省にある血液ステーション 16 か所の血液管理情報ネットワークシステムを構築

し、使用血液の安全を確保している。 

賈曼紅科長は、「エイズ予防治療のキーは、感染経路の遮断、特に性感染ルートの遮断だ。 感染経路の

遮断には、広範な宣伝教育の展開が含まれており、人々のセルフプロテクション意識を向上させ、複数の

性交渉相手との性行為、注射器の使用を避けさせる。コンドームの使用拡大を推進し、麻薬中毒者グルー

プの注射器の交換、とメタドンの維持治療を展開；  妊産婦のエイズ抗体スクリーニングを強化し、発見

した陽性妊婦に母子感染の遮断を実施している」と語る。 

 

人類の免疫不全ウィルス（HIV）の起源については色々な説があるが、自然起源説、医源説、人為起源説

など主に三つのものがある。  

自然起源説とは、HIV が自然進化でできたもので、偶然にヒトに感染するというものだ。その中では比

較的主に考えられているのは HIV の起源がアフリカのチンパンジーだとするものだ。 

医源説とは、ポリオワクチン生産の際に、HIV 或いは HIV に類似したウィルスに汚染されたチンパンジ

ーの器官や組織を使っていたことで、ヒトがワクチンの接種時に感染したのだとするものだ。 

人為起源説とは、観点の不統一性によるものだ。 ある人は、HIV は遺伝子工学によりもたされた災難で

あるといい、また別の人は、HIV は生物兵器或いは一部の人間が人類種族の浄化や『世界の新秩序』を構

築しようとした産物だとしている。 

 

これまでの研究成果からすると、前二種類の説には、ある程度の根拠はあるものの賛否両論が存在して

おり、後の一説については、直接的なエビデンスに欠けているといえる。 

 

用語開設： 

ウィンドウ期（ウィンドウピリオド）：エイズのウィンドウ期とは、ヒトが HIV に感染してから血液中

よりエイズウィルス抗体が検出されるまでの期間を指すが、HIV 抗体は感染性を備えている。 ウィンドウ

期は一般に約 3 か月（日赤の HP によると現在では、NAT(核酸増幅検査)が導入されてから HBV・HCV・

HIV のウィンドウ期は大幅に短縮されて 11 日になっている（ついでに、HBV は 34 日、HCV も 23 日に短

縮）とされている。 

 

http://news.sina.com.cn/c/2013-04-24/172626936091.shtml 

 

 

Experts Interpret Ten Characteristics of HIV / AIDS in Yunnan Province 
Sina News Center news.sina.com.cn 2005-03-26 11:58 Dianchi Lake Morning Post 

 

On March 16, 2005, at the "Interview with Experts on AIDS Prevention and Education Campaign Series in Yunnan 

Province", the 10 major characteristics of HIV / AIDS in Yunnan Province were first announced. Five experts in areas 

of HIV / AIDS surveillance and testing, behavioral interventions, public health and others in our province made a 

detailed explanation. 

Lu Lin, Director of Yunnan Provincial Center for Disease Control and Prevention introduced: Yunnan’s HIV / AIDS 

epidemic has passed through the period of infiltration, proliferation and rapid growth period, the epidemic of AIDS has 

been prevailing in a multi-channel and multi-level. The main route of infection was intravenous drug abuse, accounting 

for 51.4%. Sexual transmission increased significantly to 20.8%. maternal-to-fetal transmission is 0.7%. Unexplained 

case is 27.1%. There are 1,223 AIDS patients, among them death case reached 744. The most infected age group is 20 

to 29 years old which accounts for more than 60%. Farmers are occupying 32% and unemployed persons occupied 

35%. Experts estimate that the province has actually more than 80,000 HIV-infected patients. 

At present, HIV infection in Yunnan Province has spread from the border areas to 125 counties (cities and districts) 

in 16 prefectures and cities in the province (accounting for 96% of 129 counties and cities in the province). Three areas 

have entered a period of high prevalence, 11 areas have entered a modest prevalence period and 2 areas have been in a 

http://news.sina.com.cn/c/2013-04-24/172626936091.shtml


period of low prevalence. "At present, AIDS epidemic in Yunnan Province presents ten major characteristics." director 

Lu Lin said. 

 

Ten Characteristics of Yunnan Province’s AIDS 
1. Similar to Asian Model 

Director Lu Lin explained that the HIV / AIDS epidemic pattern in Asia is that the HIV / AIDS epidemic started 

with drug injection people and then spreading to the general population through bridge persons (sex workers). It is 

obviously different from the European and American countries’ pattern where homosexuals’ sexual transmission is 

the origin. The HIV / AIDS epidemic pattern in our province is; the HIV-infected persons were first found in a 

large number of drug addicts, then found from sex workers, lastly public citizens were infected through sexual 

activities. 

2. Spreading from the border to the mainland, the polluted region continues to expand 
In 1989, it was found only in one county in the border area, then through the introduction period (before 1989), the 

period of proliferation (1990-1995) and the rapid growth period (1996-), at present, 125 counties (96% of the 

province) have successively reported in the province, of which 7 counties has more than 1,000 infected peoples (in 

4 counties of Deqin, Nanhua, Suijiang and Shui-fu has not yet detected local HIV-infected persons). Dehong 

Prefecture, Honghe Prefecture, Lincang City has entered a highly epidemic, Kunming and other 11 states entered 

a moderate epidemic, Nujiang, Diqing are still in a low prevalence. 
3. The countryside surrounds the city 

In the early 1990s, the epidemic was mainly in the border rural areas, more than 95% of farmers were infected with 

HIV, then, with the passage of time, the number of unemployed persons and workers has increased markedly. 

Among the infected persons found in 2004, unemployed people occupied 35%, and the farmer’s proportion has 

dropped to 32%. Workers and self-employed people, etc. have become the new high-risk groups.  
4. Han Chinese becomes main stream from ethnic minorities 

Of the HIV-infected persons found in 1989, the border ethnic minorities accounted for more than 90%, Han Chinese 

was only 5% or so. In 2004, the ratio of Han Chinese became 67% of HIV-infected persons, Han Chinese has 

become the main body of HIV epidemics in our province. 
5. From a single route (injecting drug use) to three routes of transmission, sexual transmission was 

significantly accelerated 
In the early 1990s, almost all of the cases were infected by intravenous drug use, and by 1995, all three transmission 

channels existed. Sexual transmission has accelerated noticeably. The prevalence of sex workers has risen from 

zero in 1994 to 2.6% in 2004. 

6. Women infection significantly increased 
The ratio of male to female has changed from 40: 1 at the beginning of the epidemic to current 2.45: 1,female 

infection significantly increased. A total of 5436 women were reported, which is 29% of the total number of 

infected persons. 

7. Middle-aged person’s infection is gradually increasing 
Age composition has upward transition 
The number of people over the age of 30 has risen from 40% at the beginning of the epidemic, in 2004, it has 

become 54%, and there is an upward trend year by year. 

8. The prevalence of drug abusers remained at a high level 
As of 2004, HIV infection was found from drug abusers in 74 counties. The average prevalence of HIV in 

intravenous drug users was 22.5%. In 18 districts, the rate of intravenous drug abuse was more than 40%. Six of 

these counties have exceeded 70%, and their prevalence ratio has been similar to that of the neighboring high 

prevalence.  
9. Through the bridge persons (sex workers) 

Spread to the general peoples 
Sex workers have been found infected in 86 counties, the highest prevalence rate reached 7.6%. 
More than 1% of pregnant women in 5 counties have already been diagnosed. Experts estimate that the adult 

infection rate has reached 0.38%. 
10. The peak of incidence and death is gradually reaching 

Yunnan Province’s Hospital(s) reported that the proportion of infected persons had risen from less than 1% in 1995 

to 15.5% in 2004. The annual number of AIDS deaths has exceeded 100, accounting for 38% of the total number 

of deaths from infectious diseases in the province. 
 

"Attack the Barrier" started March 9 
Experts suggest that in the prevention and treatment of AIDS, the power of scientific research must not be neglected. 

The implementation of scientific research will help improve the capability and level of AIDS prevention and control in 

Yunnan Province. Director Lu Lin introduced to speed up the R & D and industrialization of AIDS prevention and 

treatment drugs. On March 9, 2005, the "10th Five-Year National Science and Technology Research Project on AIDS 



Prevention and Control in Yunnan Province" was launched in Kunming. The project includes research projects in seven 

fields to be executed within 2 years and 2 months. 

Lu Lin said that through the implementation of this project, the scientific, standardized and systematic study on AIDS 

prevention and control will build an open platform for research on epidemiology, experimental research and clinical 

treatment of AIDS. In-depth study of AIDS epidemic in Yunnan Province, the characteristics and trends of 

epidemiology, and establish a more complete epidemiology, cohort study, clinical database and HIV library and 

experimental research platform in Yunnan Province; carry out study of community HIV / AIDS comprehensive 

intervention model; establish a comprehensive AIDS prevention and control evaluation system; explore effective 

methods of traditional Chinese medicine and traditional Chinese and Western medicine treatment of AIDS; explore to 

improve strategies of accessibility in service(s) of cutting HIV / AIDS mother-to-child transmission in rural areas; 

enhance the capacity and level of HIV / AIDS prevention and treatment in Yunnan Province; which will provide 

scientific basis and technical support for AIDS prevention and control in Yunnan and provide reference for the 

prevention and treatment of AIDS in China. 

 

Condoms are not "garnishment" 
“Last year, Yunnan province achieved a breakthrough in implementation of changing HIV / AIDS screening for key 

groups from the previous anonymous examination to real-name examination, which is in the runup to the nation. This 

really took a positive step in prevention and treatment of AIDS according to law.” Wang Ruxun, executive vice president 

of Yunnan Association for STD and AIDS Prevention, told us. 

As of 2003, Yunnan Province has tested 980,000 people and found 14,000 HIV carriers. However, since the testing 

was conducted on an anonymous basis, many examined people do not leave any relevant archival materials. "This is 

very disadvantageous for us to follow-up treatment." Wang Ruxun recognizes. 

In response to the contradiction between public health rights and personal privacy, brought by real-name testing, 

Wang Ruxun said that Yunnan adopted a combination of anonymous testing and real-name testing: if test results turned 

out as negative, it can be kept anonymous; if positive, it is required to register the real name, the test results will be 

strictly controlled within the minimum scope, only the relevant staff know, and strictly confidential. In the future 

treatment, one-on-one service can be pursued in order to maximize the protection of personal privacy. 

At present, the "Six Major Projects" for AIDS Prevention and Control in Yunnan Province are being fully 

implemented. Wang Ruyu pleased to say: "In January of this year, I followed the steering group led by the Yunnan 

Provincial Family Planning Commission to inspect the distribution of condoms in cities such as Lijiang and Diqing. 

Wherever we went, we found that the local hotel and bar dance halls and other commercial entertainment are all 

equipped with condoms. " 

After investigation, the place where the condom was placed did not fall into the form, did not make condoms become 

a "decoration." All localities have gradually accepted the idea of placing condoms in public places through effective 

publicity and promotion according to their actual conditions. 

Wang Ru-chuan said that under realistic conditions, condoms are put in public places with the ultimate goal of 

"promoting and using", and at the moment, not all of them are being used. However, it is of the utmost importance to 

create a prompt environment for paying attention to "safety" and combating AIDS through this work. 

Cheng Hehe is recognizing that the lining between high-risk groups and the general population is just to control the 

needs for work. In fact, it is not only the high-risk groups that need more protection, but all of them should prevent it. 

The general population can easily become infected if they do not pay attention to restraining their personal behavior. 

In a sense, "everyone is belonging to a vulnerable population." 

Since, in the "window period", the HIV test results of HIV-infected persons will be negative, if the HIV-infected 

persons in the "window period" participate in the no-cost blood donation, the blood transfusion recipients are at risk of 

infection with HIV. Cheng Hehe said that in order to combat AIDS, we have to change our traditional concepts for 

blood transfusion which is greatly beneficial to the lives of patients, under the circumstance that we cannot get blood 

transfusion when necessary, we have to minimize unnecessary blood transfusion. 

Cheng Ho said that the majority of blood donors and blood recipients do not have to worry. In accordance with the 

practice of our provincial blood management institutions, we choose the blood donator from low-risk groups and 

implement “blood component transfusion”, which utilizes the necessary ingredients only. This will not only save blood 

resources, but also avoid most of the white blood cells in the bloodstream that are most likely to transmit HIV. 

At present, our province's blood management agencies in strict accordance with national standards, make blood 

donors fill out the health questionnaire before donation, and implement their behavioral screening. Check whether the 

blood donor have had drug injection or not, is a homosexuality or not, have multiple sexual partners or not, have STD 

(sexually transmitted diseases) and so on. After collecting the blood, we inspect, re-exam and determine the blood can 

be used or not by immediately using the world-class equipment. Therefore, we can say, the use of blood transfusion is 

still very safe in Yunnan province. 

Cheng Hehe also suggested that our fight against AIDS should not stay superficial but needs the whole society’s 

participation. AIDS prevention and treatment should go deep into the grass roots and go deep into the countryside. We 

should go into “every home in the village, every institution in the city” deeply. 



 

Eliminate discrimination against AIDS pregnant women 
After the introduction of the new “Marriage Registration Ordinance” , the rate of premarital examination in our 

province dropped significantly. "Marriage was not conducted through premarital treatment, which gives AIDS a chance 

to invade the general population.” Prof. Li Yan, vice president of Kunming Medical College with concern. 

According to Prof. Li Yan, the rate of premarital examination in the province is less than 1% now, which is a far cry 

from the 80% before the introduction of the new “Marriage Registration Ordinance”. Gejiu MCHC found HIV-positive 

detection rates in excess of 1% when HIV screening was carried out among 400 registered couples in the area. 

Subsequently, the relevant departments of Gejiu City introduced a new regulation to encourage newlyweds to marry 

women and children voluntarily. The results showed that this advocacy response worked well. 

"With regard to some high-risk areas in our province where AIDS is endemic, we hope that through policy guidance, 

all newlyweds voluntarily participate in premarital examination. The key point is to conduct necessary tests on HIV." 

Li Yan said that even if the detection of HIV infection, but through effective intervention blocking measures, they can 

also get married. A route of transmission of AIDS is mother-to-child transmission. At present, women infected with 

HIV in our province have obviously increased; The detection rate of pregnant women has increased, and more than 1% 

of the pregnant women in 5 counties have been pregnant. This makes the situation of mother-to-child transmission in 

our province very serious. Implementation of maternal and child blockade is imminent.  

The social pressure on pregnant women is getting heavier and heavier, too. Many pregnant women are reluctant to 

undergo testing, fearing that once detected, their behavior will be questioned from all aspects. 

"In fact, many pregnant women whose HIV infection are detect are innocent." Li Yan said that through the bridge 

group (sex workers) AIDS are spread to their clients, and then passed to the general population, pregnant women are 

just the victims of the general population. If timely mother-to-child transmission is not stopped in time, AIDS will be 

passed on to her next generation, which is very dangerous. Implementation of Caesarean section, and replacing 

breastfeeding with powdered milk; special file creation and tracking and testing and so on. Probably, the 

implementation of mother-to-child infection blocking treatment of a pregnant woman, probably needs more than 3,000 

yuan. Li Yan said: "It is worth it, because it is related to the health problems of our next generation." 

 

Treatment, but also care 
Jia Manhong, the chief of AIDS Division in Yunnan Provincial Center for Disease Control said: "Although the AIDS 

epidemic situation in Yunnan Province is very grim, however, as the prevention and control measures are gradually 

being implemented, we are also very confident in fighting this people's war. 

At present, there are 60 AIDS screening laboratories in the province based on three confirmation laboratories. This 

year, we have to establish 15 new confirmation laboratories (one in each state/city) and 70 screening laboratories in the 

province and 150 voluntary counseling and testing sites to conduct free AIDS consultation and testing. 

Jia Manhong introduced that in the treatment and care of HIV-infected persons and AIDS patients, Yunnan has 

implemented free antiviral treatment for more than 200 people and already determined 150 designated AIDS-targeted 

treatment institutions. This year, our province is planning to complete the free treatment of 1,000 people. 

At the same time, care and rescue work is also progressing. The province will establish 10 children or family center 

primary schools, primary and junior high schools, and implement the AIDS orphans to go to school. The province will 

also set up a provincial-level child welfare and guidance center and AIDS orphans rescue and resettlement center.  

In addition, our province will build a network of blood management information network of 16 blood centers in the 

province to ensure blood-safety. 

Jia Manhong said that the key to prevention and treatment of AIDS is to cut off the transmission routs, especially the 

route of sexual transmission. By cutting off the route of transmission mainly includes carrying out a wide range of 

publicity and education to raise public awareness of self-protection, avoiding multiple sexual partners and syringe 

sharing behavior; promoting the use of condoms and needle exchange and methadone maintenance treatment among 

drug users; Strengthen HIV / AIDS antibody screenings for the pregnant women and mothers, and implement cutting 

off the mother-to-child transmission for the pregnant women who are detected as HIV positive.  

 

There are many kinds of opinions about the origin of human immunodeficiency virus (HIV), and there are mainly 

three categories to be summed up. This is the so-called natural say, iatrogenic and humanistic. 

Natural Origin Theory recognizes that HIV is a result of natural evolution and has infect humans by chance. One of 

the more popular view is that HIV comes from chimpanzees in Africa. 

Iatrogenic Theory recognizes that in the production process of polio vaccine production, chimpanzee organ tissue 

contaminated with HIV or similar HIV virus were used and which infected humans with at the time of vaccination. 

Human-made Origin Theory recognizes that the point of view does not have enough uniformity. Some people 

recognizes that HIV is a disaster caused by genetic engineering, and others think that HIV is a product of biological 

weapons or the attempt of some to commit genocide and establish a "new world order." 

 

Judging from the current research results, the former two arguments have some basis but remain controversial, while 



the latter argument lacks direct evidence. 

 

Explanation of terms 
Window period: the window period of AIDS refers to the period that from the human body is infected with HIV to 

the detection of HIV antibodies in his/her blood, but even before the detection of HIV antibodies, it is infectious. 

Window period is generally 3 months. 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

专家解读云南艾滋病十大特点 
新浪新闻中心 news.sina.com.cn 2005-03-26 11:58 滇池晨报 
-------------------------------------------------------------------------------- 

2005年 3月 16日，在“云南省防治艾滋病宣传教育系列活动专家访谈会”上，首次公布了云南省艾滋病的

10大特点。我省 5位在艾滋病防治监测检测、行为干预、公共卫生等领域的专家对此作了详细解读。 

云南省疾病预防控制中心陆林主任介绍：云南省艾滋病疫情经过传入期、扩散期和快速增长期，艾滋病疫

情已呈多渠道、多层面的广泛流行。感染途径仍以静脉吸毒为主，占 51.4％，性传播明显上升，已占 20.8％，

母婴传播途径感染占 0.7％，不清占 27.1％。艾滋病病人 1223例，其中死亡 744例。感染者以 20—29岁年龄

段最高，占 60％以上，感染者总数中农民占 32％，无业人员占 35％。专家估计全省实际存活的 HIV感染者已

超过 8万。 

目前云南省的 HIV 感染已从边境局部地区蔓延到全省 16 个地州市的 125 个县（市、区）（占全省 129 个县

市区的 96％）。已有 3个地区进入高度流行期，11个地区进入中度流行期，2个地区处于低度流行期。“目前，

云南省艾滋病流行呈现出十大特点。”陆林主任如是说。 

 

云南艾滋病十大特点 

特点一 类亚洲模式 

陆林主任解释，亚洲艾滋病流行模式是：艾滋病流行始于注射吸毒人群，再通过桥梁人群（暗娼）向一般人

群蔓延。明显不同于欧美国家以同性恋人群性传播开始的模式。我省的艾滋病流行模式是，先在大量吸毒

人群中发现艾滋病病毒感染者，再从暗娼中发现，最后通过性行为传向一般人群。 

特点二 由边境向内地扩散，区域不断扩大 

1989年仅在边境一个县发现，经过传入期（1989年以前）、扩散期（1990－1995年）和快速增长期（1996

－），目前全省已有 125个县（占 96％）先后报告，其中感染者超过 1000人的县有 7个。（德钦、南华、绥

江、水富 4 个县未检出当地 HIV 感染者。）德宏州、红河州、临沧市已进入高度流行，昆明等 11 个州市进

入中度流行，怒江、迪庆处于低度流行。 

特点三 农村包围城市 

90年代初期，主要在边境农村地区流行，HIV感染者中农民占 95％以上，随着时间的推移，无业人员、工

人等明显增加，2004年发现的感染者中，无业人员占 35％，农民的比例已下降至 32％，工人、个体户等成

为新的高危人群。 

特点四 从少数民族为主到汉族为主 

1989年发现的 HIV感染者中，边境少数民族占 90％以上，汉族仅占 5％左右，到 2004年汉族已占感染者的

67％，汉族已成为我省 HIV流行的主体。 

特点五 从单一途径（注射吸毒）传播到三个途径，性传播明显加快 

90年代初期发现的感染者中几乎全部为静脉吸毒感染，到 95年三种传播渠道全部存在。性传播明显加快，

暗娼的流行率已从 1994年的零上升到 2004年的 2．6％。 

特点六 女性感染者明显增加 

男女性别之比已从开始流行时的 40：1变化为目前的 2.45：1，女性感染者明显增加。累计报告女性感染者

5436人，占感染者总数的 29％。 

特点七 中年以上感染者逐渐增加 

年龄构成上移 

30岁以上的感染者已从流行之初的 40％上升到 2004年的 54％，且有继续上升的趋势。 

特点八 吸毒人群的流行率维持在较高水平 

截止 2004 年，已在 74 县吸毒人群中发现 HIV 感染者，静脉吸毒人群 HIV 平均流行率 22.5％，有 18 个县

的静脉吸毒感染率超过 40％，其中 6个县已超过 70％，流行水平已与周边高流行国家相近。 



特点九 正通过桥梁人群（暗娼） 

向一般人群扩散 

已在 86 个县暗娼中发现感染者，流行率最高达到 7.6％。已有 5 个县的孕产妇超过了 1％，专家估计成人

感染率已达 0.38％。 

特点十 发病和死亡高峰逐渐到来 

云南省医院报告感染者比例已从 1995 年的不到 1％上升到了 2004 年的 15.5％，全年报告艾滋病死亡病例

已超过 100例，已占全省传染病死亡人数的 38％。 

 

“攻关”3 月 9 日启动 

专家提出，在艾滋病防治中，科学研究的力量决不能忽视，实施科学研究，将有利于提升云南省防治艾滋

病的能力和水平。 

陆林主任介绍，为加快艾滋病防治药物的研发和产业化进程，2005年 3月 9日，“‘十五’国家科技攻关计

划云南省艾滋病综合防治研究”项目在昆明启动。项目包括了 7 个领域的课题研究，实施年限为 2 年零 2 个

月。 

陆林说，通过该项目的实施，科学、规范、系统地开展艾滋病的综合防治研究，将可以搭建开放式的艾滋病

流行病学、实验研究和临床治疗三个研究平台；深入研究艾滋病在云南省的流行规律、传播特点和流行趋势，

建立较为完善的流行病学、队列研究、临床数据库和云南省 HIV 毒种库与实验技术研究平台；开展社区

HIV/AIDS综合干预模式的研究；建立艾滋病防治综合评估体系；探索中医药和中西医结合治疗艾滋病的有效

方法；探索提高农村艾滋病母婴传播阻断服务的可及性策略；提升云南省防治艾滋病的能力和水平；为云南

艾滋病防治工作提供科学依据和技术支撑，为全国防治艾滋病提供借鉴。 

 

安全套不是“摆设” 

“去年，云南省的重点人群艾滋病筛查突破了以往的匿名检测，在全国率先实行实名检测，在依法防治艾

滋病方面迈出了积极的一步。”云南省性病艾滋病防治协会常务副会长王汝巽说。 

截止 2003 年，云南省累计检测 98 万人，查出 1.4 万人携带艾滋病病毒。但由于检测是实行匿名制，许多

接受检测的人没有留下相关档案资料。“这很不利于跟踪治疗。”王汝巽认为。 

针对实名检测带来的公共健康权与个人隐私之间的矛盾，王汝巽说，云南将采取匿名检测与实名检测相结

合的办法：检测为阴性，可匿名；如为阳性，则要求登记真实姓名，检测结果会被严格控制在最小范围内，只

有相关工作人员知晓，并严格保密。在以后的治疗中，可争取实行一对一服务的方式，以最大限度地保护个

人隐私权。 

目前，云南省艾滋病防治“六大工程”正在全面实施。王汝巽欣慰地说：“今年 1月，我随云南省计生委牵

头的督导组到丽江、迪庆等州市去检查安全套的摆放情况。所到之处，发现当地的宾馆饭店以及酒吧舞厅等

营业性娱乐场所都全部摆放了安全套。” 

经过考察，摆放安全套的场所并没有流于形式，没有让安全套成为一种“摆设”。各地根据自身的实际，通

过有效的宣传推广，公共场所摆放安全套逐渐被人们接受。 

王汝巽说，在现实情况下，公共场所摆放安全套，最终目的是“推广和使用”，目前不强求全部被使用。但

通过这一工作创造出一种注意“安全”、防治艾滋病的提示性环境，才是最重要的。 

程何荷认为，对高危人群和一般人群的界定，只是为了防治工作的需要。实际上，不仅仅是高危人群需要

加强防护，所有人都应该预防艾滋病。一般人群如果不注意约束个人行为，也容易感染艾滋病。从某种意义

上来说，“人人都属于易感人群。” 

由于处于“窗口期”的艾滋病病毒感染者的 HIV 检测结果会是阴性，如果处于“窗口期”的艾滋病病毒感

染者参加了无偿献血，接受输血者就存在着感染艾滋病病毒的危险。程何荷说，为了防治艾滋病，认为输血

对患者生命大有好处的传统观念应该改变，在可输血可不输血的情况下，要尽量减少不必要的输血。程何荷

表示，广大献血者和用血者也不要因此担忧。按照我省血液管理机构的做法，从低危人群中选择献血对象，

并且实行“成分输血”，血液中需要哪一种成分，就输哪一种成分。这样既可节约血液资源，又可避开血液中

最容易传播艾滋病病毒的大部分白细胞。 

目前，我省血液管理机构严格按照国家标准，在献血前，让献血者填写健康征询表，并对其实施行为筛查。

查询献血者有无与他人注射吸毒、同性恋、多个性伴侣、性病等情况。血液采回后，立即使用国际一流的仪

器，经过初检和复检，确定血液是否可以用。所以，云南的输用血还是非常安全的。 

程何荷还建议，防治艾滋病不能只停留在上面，需要全社会的参与。艾滋病防治要深入到基层，深入到农

村。要做到，“农村进入每户人家，城市进到每个机构”。 



 

消除对艾滋病孕妇的歧视 

新的《婚姻登记条例》出台以后，我省的婚检率大幅度下降。“没有经过婚检就结婚，这给艾滋病提供了入

侵一般人群的机会。”昆明医学院副院长李燕教授担忧地说。 

李燕介绍，现在全省的婚检率还不到 1％，这和新的《婚姻登记条例》出台以前的 80％相比简直就是天壤

之别。个旧市妇幼保健机构在对当地 400对登记的夫妇进行 HIV筛查时，发现 HIV阳性检出率已经超过 1％。

随后，个旧市相关部门出台新规，鼓励新婚夫妇自愿到妇幼机构进行婚检。结果显示，这一倡导反应效果很

好。 

“对于我省部分艾滋病流行的高危地区，我们希望能够通过政策引导，让所有新婚夫妇都自愿参加婚检，

其中重点就是对ＨＩＶ进行必要检测。”李燕表示，即使检测出感染了ＨＩＶ，但通过有效的干预阻断措施，

也是可以结婚的。艾滋病的一个传播途径就是母婴传播。目前，我省的女性感染者明显增加；孕产妇检出率

增高，已有 5 个县的孕产妇超过 1％。这使得我省的母婴传播形势变得非常严峻。实施母婴阻断工作迫在眉

睫。 

孕产妇所承受的社会压力也越来越沉重。许多孕产妇不愿意去接受检测，担心一旦检出后，自己的行为就

会受到来自方方面面的质疑。 

“其实，许多检出感染ＨＩＶ的孕产妇是无辜的。”李燕表示，艾滋病通过桥梁人群（暗娼）传给嫖客，再

传给一般人群，孕产妇就是一般人群中的受害者。如果不及时地对孕产妇实施母婴阻断治疗，艾滋病又将传

给她的下一代，这是非常危险的。 

今年，我省将对 10万名孕产妇实施ＨＩＶ免费筛查。按照推算，将会有大约 700名孕产妇被检出感染ＨＩ

Ｖ。同时，被检出感染ＨＩＶ的孕产妇将会得到免费的母婴阻断治疗，其中包括，产前、产时孕产妇服药，产

后孩子服药；实施剖宫产，以奶粉喂养代替母乳喂养；建立专门档案，跟踪检测等。大概算下来，对一名孕妇

实施母婴阻断治疗，大概要花 3000元以上。李燕说：“这很值得，因为关系到我们下一代的健康问题。” 

 

治疗，还要关怀 

云南省疾控中心性病艾滋病防治科贾曼红科长说：“云南省艾滋病疫情形势虽然很严峻，但由于各项防治措

施正在逐步开展，我们也很有信心打好这场人民战争。” 

目前，在全省 60个艾滋病初筛实验室、3个确认实验室的基础上。今年，全省要新增 15个确认实验室（每

个州市一个）、70个初筛实验室，并增设 150个自愿咨询检测点，开展免费的艾滋病咨询、检测。 

贾曼红介绍，在对艾滋病感染者、病人的治疗和关怀方面，云南已经确定了 150 个艾滋病定点治疗机构，

对超过 200人实施了免费抗病毒治疗。今年，我省还将计划完成对 1000人的免费治疗。 

同时，关怀救助工作也在逐步进行。我省将建立 10所患儿或家庭中心小学、完小和初中，对艾滋病孤儿实

行免费上学。还将建立省级儿童福利和指导中心和艾滋病孤儿救助安置中心。 

另外，我省将建设全省 16个中心血站的血液管理信息网络系统，确保用血安全。 

贾曼红说，做好艾滋病防治的关键是切断传播途径，特别是性传播途径。切断传播途径主要包括开展广泛

的宣传教育，提高大众的自我保护意识，避免多性伴行为和共用注射器行为；推广使用安全套和在吸毒人群

中开展针具交换和美沙酮维持治疗；加强对孕产妇的艾滋病抗体筛查，对发现的阳性孕妇进行母婴阻断。 

关于人类免疫缺陷病毒（ＨＩＶ）的来源有很多种说法，归纳起来主要有三类，这就是所谓的自然说、医源

说和人为说。 

自然说认为，ＨＩＶ是自然演变而产生的，因偶然的机会感染了人类。其中比较流行的观点是ＨＩＶ来源

于非洲的黑猩猩。 

医源说认为，人类在生产小儿麻痹疫苗时，使用了被ＨＩＶ或类似ＨＩＶ病毒污染的黑猩猩器官组织，人

在疫苗接种时被感染。 

人为说的观点不够统一。有人认为ＨＩＶ是基因工程带来的灾难，还有人认为ＨＩＶ是生物武器或某些人

企图进行种族灭绝、建立“世界新秩序”的产物。 

从目前的研究成果来看，前两种说法有一些根据但尚存争论，后一种说法则缺乏直接的证据。 

 

术语解释 

窗口期：艾滋病的窗口期指人体感染艾滋病病毒一段时间才能从血液中检测出艾滋病病毒抗体，但在能测

出抗体前已具有传染性。窗口期一般为 3个月。 
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