
◆◆◆◆◆◆◆ 梅毒の症状と治療法 ◆◆◆◆◆◆◆

梅毒の感染が急増中！

（梅毒の初期硬結） （梅毒の硬性下疳）

●どんな症状？
（第一期）　性器や股のつけね、肛門、口の中など感染した場所に、直径1cm以内の硬いしこりがで
　　　　　きます。痛みはありません。感染していても症状がでないこともあります。
（第二期）　2～3ヵ月後に、全身に赤い斑点状の発疹ができ、髪の毛が抜けたりしますが、しばらく
　　　　　すると、どの症状も自然に消え、治療をしないままだと病気は進行します。

潜伏期間とは、感染してから症状がでてくる
までの期間です。

※2014 データは
2015.1.6 集計の
WISH 公開データ

2009 2010 2011 2012 2013 2014

東京都
男女 197 172 248 297 417 502
男性 168 154 221 263 365 416
女性 29 18 27 34 52 86

大阪府
男女 61 56 77 97 158 241
男性 53 50 70 82 142 218
女性 8 6 7 15 16 23

全　国
男女 691 621 827 875 1236 1661
男性 523 497 650 692 999 1282
女性 168 124 177 183 237 379

クラミジアや淋病と同じく
梅毒も、感染しても症状が
でないタイプが流行中。ク
ンニや生フェラでもうつり
ます。
だから定期的な検査が大
事だね！

現在、全国的に梅毒の感染が急増しています。
梅毒は、主に、セックスやアナルセックス、オーラルセックス
（口と性器の接触）などを通じて感染します。
口の中に梅毒の症状があるとキスでも感染します。
皮膚や粘膜の傷口から病原菌が入り感染することもあります。

みんな知ってる？
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●潜伏期間は？　10日～3ヵ月（たいていは3週間ほど）　
●治療法は？　注射か飲み薬で2～3週間で治ります。



●大阪市
　北区役所（保健福祉センター）
　中央区役所（保健福祉センター）
　淀川区役所（保健福祉センター）　  
●堺市
★堺市 保健所
　堺 保健センター　　
　中 保健センター　
　東 保健センター
　西 保健センター　　
　南 保健センター　　　
　北 保健センター　　
　ちぬが丘 保健センター　　
　美原 保健センター　　
●東大阪市
　東 保健センター　　　　　
　中 保健センター　　　　
　西 保健センター　　

●高槻市
　高槻市 保健所
●豊中市
　豊中市 保健所
●枚方市　
　枚方市 保健所　
●大阪府
　池田 保健所
　吹田 保健所
★茨木 保健所
　寝屋川 保健所
　守口 保健所
★四條畷 保健所
　八尾 保健所
★藤井寺 保健所
　富田林 保健所
　和泉 保健所
　岸和田 保健所

☎072-661-9332

☎06-6152-7316

☎072-845-3151

☎072-751-2990
☎06-6339-2225
☎072-624-4668
☎072-829-7771
☎06-6993-3131
☎072-878-1021
☎072-994-0661
☎072-955-4181
☎0721-23-2681
☎0725-41-1342
☎072-422-5681

☎06-6313-9882
☎06-6267-9882
☎06-6308-9882

☎072-222-9933
☎072-238-0123
☎072-270-8100
☎072-287-8120
☎072-271-2012
☎072-293-1222
☎072-258-6600
☎072-241-6484
☎072-362-8681

☎072-982-2603
☎072-965-6411
☎06-6788-0085

●難波
　chot CASTなんば     ※火曜と木曜の夜間のみ梅毒検査可能　　　
　☎06-6941-0456（大阪府健康医療部医療対策課 エイズ相談電話）
　☎06-6647-0656（大阪市保健所感染症対策課）
　　　　　　　　　　　

http://swashweb.sakura.ne.jp/node/96

大阪府内で、梅毒・HIV検査を匿名・無料で受けられる検査会場（保健所・chotCASTなんば）

◆◆◆◆◆◆◆  検査に行こう！  ◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆性感染症予防・対策は？◆◆◆◆◆◆
どうしてSexでうつるの？ 粘膜・体液接触を防ぐ

いろんなセーファーサービスの仕方を、
イラスト付きで解説しているよ！
ぜひ携帯やスマホでみてみてね！

１）粘膜感染
粘膜が触れ合うことで病原体が相手から自分にうつる
➡例：梅毒、淋病、クラミジア、ヘルペスなど
２）糞口感染
アナルをなめることで便に含まれている病原体が口→消化
器に入り込む
➡例：Ａ型肝炎、アメーバー赤痢など
３）血液感染
相手の血液が自分の血管に入り込むことで、血液中の病原体
がうつる
➡例：HIV(エイズ )、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎など

どうしてSexで血液感染するの？
➡こすれ合うことで粘膜の表面に目で見えないほどの細かな傷がつ
き、そこからごく微量の血液が出て相手の毛細血管に入り込むため。

大阪　エイズ情報

検査会場のことなら、
『大阪エイズ情報NOW』にアクセス！

※一部の検査会場では「梅毒」「クラミジア」のうち、いずれかの性感染症検査がHIV 検査と同時に無料で受けられます。

◆◆◆ もし感染していたらどうしよう？ ◆◆◆

HIV陽性の方、検査の結果待ちの方、陽性の人のパートナー・
家族・友人の方にご利用いただけます。 
あなたの疑問や心配ごとなどについて、一緒に考えます。
どこに相談したらよいかわからない方も、
一度お電話ください。

SWASH(Sex Work and Sexual Health)
セックスワーカーが安全・健康に働けることを目指して活動しているグループ。メンバーは、セックスワーカーとそのサポーターで構成されており、

HIVなどの性感染症対策のほか、幅広く活動中。

★…HIV検査のみ
注）検査日時は、各検査会場に必ずお問い合わせ下さい。

一部の保健所では、HIV検査と同時に梅毒検査を受けることができます。HIV検査を受けて、もし結果が陽性反応でも、
薬を飲み続けることで今までと変わらない生活をすることができます。また、様々なサポート団体や相談窓口があります。

HIV 陽性の人とパートナー・家族のための電話相談
HIV サポートライン関西 

０６－６３５８－０６３８
●匿名で利用できます。●電話をかけてきた方の番号は表示されません。

●本名や住所など個人が特定できる情報はお聞きしません。

毎週月・水曜日１９時～ 21 時（祝日休み）12 月 29 日～ 1月 5日は休みです。

この啓発資材は、H26 年度厚労科研費
「梅毒の新たな検査手法の開発等に関す
る研究」の補助を受け作成されました。

★泉佐野 保健所 ☎072-462-7703


