
梅毒に注意！！ 

～若者に増えている梅毒～ 
 いまだ残暑を感じる10月、名古屋市にある某大学

では後期課程も始まり、経済学部3年生のケン太くん

と医学部3年生のエイ子さん、そして2人と同じテニ

スサークルOBの女性医師のDr.Kさんの3人が喫茶店で

談笑しています。ちょっと3人の会話に耳を傾けてみ

ましょう。 

エイ子 この前の日曜日にね、甥
おい

の誕生日プレゼン

トに偉人伝買ってあげたの。  

ケン太 へぇー、偉人伝か。懐かしいな。それで偉

人伝て誰の買ったの？ 

エイ子 野口英世博士のよ。 

ケン太 へー、さすがは医者の卵だね。野口英世っ

て千円札の人だよね。 

エイ子 そうそう。何した人か知ってる？ 

ケン太 えっと・・・。あ！黄熱病の研究だっけ。 

エイ子 そう。それは有名だよね。他には何をした

人か知ってる？ 

ケン太 ・・・。 

Dr.K 野口英世博士はね、1913年に梅毒患者の脳か

ら梅毒の病原体を発見したのよ。この発見は今日で

も高く評価されているのよ。 

エイ子 さすがは先輩ですね。よくご存じですね。 

Dr.K そうね。ここ数年間で梅毒患者が全国で数倍

に増えてきているし、名古屋市でも若者を中心に急

速に増えてきているから現在注目されている感染症

の一つなのよ。 

ケン太 梅毒かー。どんな病気なんですか？ 

Dr.K 梅毒は、細菌の一種である梅毒トレポネーマ

(Treponema pallidum) によって発生する性感染症

よ。一番の感染経路は性行為によるものね。 

ケン太 へぇ、そうなんですか。それで、梅毒に罹
かか

るとどんな症状が出るんですか？ 

Dr.K 男性なら、感染機会があって3週間くらいで、

陰茎に異常が出たり、男女ともに股の付け根が腫れ

てきたりするわ。あとは、もう少し後に発疹が顔や

体に出たりするわね。全身のリンパ節も腫れるわ。

そして、何年間も放置しておくと、神経が侵された

り、大動脈 瘤
りゅう

が出来たりして、命に関わるわ。ただ

今の時代は治療法が確立されたのでそういう患者さ

んはほとんどみないけどね。 

ケン太 そうなんですね。 

Dr.K 私が市民啓発向けに作った資料があるからタ

ブレットで見せてあげるわね。エイ子さん、グラフ

に特徴はあるかな？ 

エイ子 H22年以降男女ともに増加しています。特に

女性の梅毒感染者数はH22年の124例からH27年の574

例へと、5年間で約5倍に増えています。(図1）  

Dr.K そうね。全国では梅毒患者はこんなに増えて

きているの。じゃあ次は名古屋市についていろいろ

なグラフを見てみましょう。 
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エイ子 名古屋市ではH26年から男性患者が一気に増

加していますね。前年の4.4倍くらいですね。そして

今年は半年ですでにH26年の年間報告数と同じくらい

まで報告されています。さらには、H27年は女性患者

が前年までより多く報告されています。(図2） 

Dr.K そうね。良いところに気づいたわね。女性患

者は、H26年に二桁になって、H27年に19人とほぼ倍増

していて、H28年は6月末までで9人報告されている

の。名古屋市でも、女子の梅毒増加中！と厚労省が注

意喚起している通りだわ。 

ケン太 へぇー。そうなんですね。 

Dr.K そうなのよ。では次にH26年からH28年6月末ま

での名古屋市の梅毒患者報告数を性別年代別に割合に

したものを見てみましょう。（図3)、(図4） 

Dr.K なんでも

気づいたことを

言ってみて。  

ケン太 男性は

20歳代から40歳

代までの人たち

が大多数ですね

(図3)。 

エイ子 女性の

割合には、びっ

くりですね。ま

さか自分と同じ

20歳代が60%もあ

る な ん て！( 図

4） 

Dr.K そうね。まさに一目瞭然だわね。これだけ若

い人たちに拡がっているということなんだね。それで

は次は感染経路別に割合にしたものを見てみましょ

う。（図5)、（図6） 

ケン太 男性は

異性間性的接触

より同性間性的

接触のほうが多

いんですね。意

外 だ な ぁ。( 図

5） 

エイ子 女性は

異性間性的接触

が 大 多 数 で す

ね。20歳代で異

性間性的接触で

梅毒に感染する

というのが女子

の梅毒の状況と

言えますね。(図6） 

Dr.K その通りね。同性として、若い人たちには自

分の身は自分で守るという考えを持ってもらいたいわ

ね。それは後に、妊娠・出産の時に自分の子供も守る

ということにもなるのよ。 

エイ子 それって先天梅毒すなわち梅毒に罹
かか

ってい

る母親から胎盤を通じて胎児に伝播される感染症のこ

とですね？ 

Dr.K そうよ。だからこそ女性にはしっかり啓発し

ていかなきゃね。また、梅毒は妊婦健診の項目にも

入っているの。だから、自分たちのためにも、次の世

代のためにも予防の大切さを知ってほしいと思うの。

普段から性感染症の予防のために「Safer Sex」を考

えて欲しいわ。 

エイ子 そうですね。私も他人事だと思わず、自分

の体は自分で守るという意識を持って行動します。  

ケン太 先天梅毒患者の発生を防ぐために女性の梅

毒予防が大事だというのはよくわかりました。あとは

男女とも梅毒にならないように注意することも。それ

で、梅毒は受診して治療すれば治るんですか？ 

Dr.K 早期であれば薬物治療で完治するわ。た

だし、梅毒は終生免疫が得られないため、再感

染することがあるから、常に感染を予防するこ

とが重要よ。最も効果的な予防方法は、感染部

位と粘膜や皮膚が直接接触しないようにコン

ドームを使用することね。 

エイ子 性感染症予防にコンドームは今や常識です

もんね。 

Dr.K そうね。ただし梅毒の予防には、コンドーム

を使うのは効果が認められているものの残念ながら、

100%ではないのよ。だから、もしちょっとでも梅毒を

疑うような心配なことがあるなら名古屋市の保健所

は、定期的に検査を受け付けているから、名古屋市の

ホームページで確認するか各保健所に気軽に電話して

聞くといいわね。 

ケン太 わかりました。友人たちの中で気になるよ

うな症状の人がいたら保健所に電話するように伝えま

す。 

エイ子 私も梅毒を心配するような人には伝えま

す。先輩、いろいろ教えて頂いてありがとうございま

した。 

ケン太 ありがとうございました。 

Dr.K どういたしまして。 
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