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性行為感染症について（ファクトシート）[出典；厚生労働省 FORTH 2016 ] 

 

2016年 8月 WHO （原文〔英語〕へのリンク） 

要点 

●世界では、毎日 100 万人以上が性行為感染症に感染しています。 

●毎年、推定で 3 億 5700 万人が 4 種類の性行為感染症（クラミジア感染症、

淋菌感染症、梅毒、トリコモナス症）のうちの 1 つに罹っています。 

●推定で 5 億人以上が、単純ヘルペスウイルス（HSV）に性器感染していま

す。 

●2 億 9,000 万人以上の女性が、ヒトパピローマウイルス（HPV）に感染し

ています。 

●性行為感染症の大半は、無症状か性行為感染症と自覚することもない程

の軽い症状です。 

●単純ヘルペスウイルス（HSV）2 型や梅毒といった性行為感染症は、ヒト

免疫不全ウイルス（HIV）の感染リスクを高める可能性があります。 

●90 万人を超える妊娠女性が梅毒に感染し、その結果、2012 年には死産を

含めて約 35 万人に有害な出産が現れました。 

●何人かの患者では、性行為感染症が感染自体の直接的な影響を超えて、

生殖機能に深刻な影響（例えば、不妊症や母子感染）を与えることがあり

ます。 

●性行為感染症の薬剤耐性は、特に淋菌において問題で世界における性行

為感染症の影響を軽減することへの大きな脅威となっています。 

性行為感染症は、どのような疾患で、どのように感染するのか？ 

 30 種類以上の細菌、ウイルス、寄生虫が、性行為を介して伝播すること

が知られています。性行為感染症（STI）の発生率に最も大きく関連してい

るのは、これらの病原体のうち 8 種です。これら 8 種の感染症のうち、梅

毒、淋病、クラミジアおよびトリコモナス症の 4 種は、現在では治療が可

能です。他の 4種は B型肝炎、単純ヘルペスウイルス（HSV またはヘルペス）、

HIV およびヒトパピローマウイルス（HPV）によるウイルス感染症で、治療

法はありません。（けれども）治療法のないウイルス感染も、治療する事

で症状や疾患そのものを軽減や改善することができます。 

 STI は、主に膣性交、肛門性交およびオーラルセックスなどの性的接触に

よって広がります。いくつかの STI は、血液や血液製剤のように性行為以

外の経路で広がることもあります。クラミジア、淋病、主に B 型の肝炎、

HIV、梅毒といった多くの STI は、妊娠時や出産時に母親から子どもへと伝

播することもあります。 

 人は、明らかな疾患症状がなくても、STI に感染していることがあります。

STI の一般的な症状には、膣からの分泌、男性排尿時疼痛、性器潰瘍、腹痛

があります。 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html
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問題の広がり 

 性行為感染症(STI)は、世界における性行為と生殖機能に大きな影響を与

えます。 

 毎日 100 万人以上の人が STI に感染しており、推定で 3 億 5700 万人が 4

種類の STI、クラミジア感染症(1 億 3100 万人)、淋菌感染症(7800 万人)、

梅毒(560 万人)、トリコモナス症(1 億 4300 万人)の何れかに感染していま

す。5 億人以上が、性器ヘルペスウイルス（ヘルペス）を保有しながら生活

しています。同時に、2 億 9,000 万人以上の女性が、最もよくみられる STI

の 1 つであるヒトパピローマウイルス（HPV）に感染しています。 

 STI は、感染自体の直接的な影響を超えた深刻な影響を与えることがあり

ます。 

●ヘルペスや梅毒などの STI は、HIV の感染リスクを 3 倍以上に高めること

があります。 

●STI の母子感染は、死産や新生児死亡を起こし、低出生体重児や未熟児で

の出産、敗血症、肺炎、新生児結膜炎および先天性奇形を起こすことがあ

ります。90 万人を超える妊娠女性が梅毒に感染し、その結果、2012 年には

死産を含めて約 35 万人に有害な出産が現れました。 

●HPV への感染は、毎年 52 万 8000 人もの子宮頸がんの患者を発生させてお

り、1 年間に 26 万 6000 人を子宮頸がんで死亡させています。 

●淋菌感染症やクラミジア感染症などの STI は、骨盤内炎症性疾患や不妊

を起こす大きな原因となっています。 

性行為感染症の予防 

カウンセリングと行動へのアプローチ 

 カウンセリングと行動介入は、（HIV 感染症を含む）性行為感染症(STI)

および意図しない妊娠に対する一次予防をもたらします。これには、下記

の内容が含まれます。 

・包括的な性教育、STI および HIV 感染症の検査の実施前及び実施後のカウ

ンセリング 

・安全な性行為（セーファーセックス）とリスクを軽減するためのカウン

セリング、コンドームの使用の推進 

・性風俗に係る者（セックスワーカー）、男性間で性行為を行う者（men who 

have sex with men；MSM）、注射薬物使用者といった、特に注意が必要で

感染しやすい標的集団への介入 

・青少年のニーズに合わせた教育とカウンセリング 

 さらに、カウンセリングは、人が STI の症状を自覚する認識能を向上さ

せ、医療機関を受診したり、性行為の相手の受診を促したりする可能性を

高めます。残念なことに、人々の認識不足、医療従事者のトレーニング不

足、長期間に亘り広範囲に及ぶ STI を取り巻く汚名・偏見が、これらの 

々への介入をより大きく効果的に使用することへの障害となっています。 
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バリア法 

 コンドームは、正しく日常的に使用していれば、HIV を含む STI に最も有

効な方法の 1 つです。女性用コンドームにも効果があり安全ですが、国の

感染予防計画としては男性用コンドームほど広くは使用されていません。 

性行為感染症の診断 

 高所得国では、性行為感染症(STI)を正確に診断するための検査が広く行

われています。このような検査は、無症候性感染の診断に極めて有用です。

しかし、低所得国や中所得国では、診断のための検査はほとんど利用でき

ません。検査が利用できたとしても、検査費用はしばしば高額で、地理的

にも利用しにくい環境にあり、患者は検査結果を受け取るために長時間待

たなければなりません（または、帰らなければなりません）。その結果、

経過観察ができなかったり、治療が不十分になったりすることがあります。 

 現在、STI の検査で、安価で迅速に血液検査が行えるのは梅毒と HIV だけ

です。梅毒の検査は、既に、物資が限られた状況の中でも使用されていま

す。検査は正確で、15 分から 20 分で判明し、最低限のトレーニングで使用

できる簡単なものです。梅毒の迅速検査によって、梅毒の検査を受ける妊

婦の数は増加しました。しかし、低所得や中所得のほとんどの国では、す

べての妊婦が梅毒の検査を受けられるように、一層の取組みが必要とされ

ます。 

 他の STI でも迅速検査が開発中で、これらは、特に物資が限られた状況

において STI の診断及び治療を改善する可能性をもっています。 

性行為感染症の治療 

 いくつかの性行為感染症(STI)には、現在、有効な治療法があります。 

●3 種類の細菌による STI（クラミジア感染症、淋菌感染症、梅毒）と、1

種類の寄生虫による STI（トリコモナス症）は、一般的には、既存の有効性

のある抗菌薬を単回投与することで治ります。 

●ヘルペスと HIV に対して疾患を根治させることはできませんが、抗ウイ

ルス薬は疾患の進行を制御できる最も有効な治療法です。 

●B 型肝炎に対しては、免疫を調節する作用のある薬（インターフェロン）

と抗ウイルス薬でウイルスの増殖や活動を抑制し、肝障害の進行を遅らせ

ることができます。 

 STI、特に淋菌に対する抗生物質への薬剤耐性は、近年、急速に増加し、

治療法の選択肢を減少させています。既に、（淋菌は）ペニシリン、スル

ホンアミド、テトラサイクリン、キノロン、マクロライドには耐性を示し

ていましたが、最後の治療選択肢（セファロスポリンの経口薬及び注射薬）

にも感受性が低下した多剤耐性淋菌が現れました。頻度は低いものの他の

STI に対する薬剤耐性も存在し、予防と早期治療が重要となっています。 

性行為感染症患者の管理 

 低所得と中所得の国々では、検査施設で確認検査を行うことなく、一貫



 4 / 7 
 

した容易に認識できる所見と症状から診断することに依存しています。こ

れは、症候管理と呼ばれています。臨床上のアルゴリズムに基づいてよく

使用されているこの方法は、いくつもの観察された症状（例えば、膣から

の分泌、男性排尿時疼痛、性器潰瘍、腹痛）に基づいて医療従事者が特定

の感染症を診断することを可能にしています。 

 症候管理は、単純で、迅速で、診断当日に治療を確保し、高価な検査や

利用できない診断検査を回避することができます。しかし、この方法は無

症候性の感染者を見逃してしまいます。世界では、STI に罹患している大部

分の感染者が無症状です。 

ワクチンと他の生物医学的介入 

 性行為感染症(STI)のうち、2 つの疾患（B 型肝炎と HPV）には、安全で極

めて有効なワクチンがあります。これらのワクチンは、STI の予防において、

大きな前進でした。B 型肝炎ワクチンは、世界の 93%の国で小児の予防接種

計画に組み込まれ、既に、慢性肝疾患とがんによる死亡を 130 万人も防い

だと推計されています。 

 HPV ワクチンは 65 か国で定期予防接種プログラムの一部に組み込まれて

おり、導入している国のほとんどが高所得国と中所得国です。今後 10 年間

で、子宮頸がんの患者のほとんどが発生している低所得国と中所得国にお

いて HPV ワクチンの接種率を 70%に到達させることができれば、400 万人以

上の女性の死亡者を防ぐことができます。 

 ヘルペスと HIV に対するワクチンを開発するための研究が進められてい

ますが、臨床上は早期に開発できる候補ワクチンはありません。クラミジ

ア、淋菌、トリコモナスに対するワクチンの研究は初期の段階にあります。 

 いくつかの STI の予防のため行うそのほかの生物医学的介入には、成人

男性の包皮の環状切除や殺菌剤があります。 

●男性の包皮の環状切除は、男性における異性との性交渉での HIV に感染

するリスクを約 60%低下させ、ヘルペスや HPV など、その他の STI に対して

もある程度の予防効果があります。 

●テノフォビル・ゲルは、膣の殺菌剤として使用され、HIV の感染予防への

有効性に対してさまざまな結果がありますが、HSV-2 対してはある程度の有

効性が示されています。 

性行為感染症の拡大を封じ込めるには不十分な現在の取り組み 

複雑さを示す行動変容 

 リスクの高い性行動を減らすことができる簡単な介入方法を確かなもの

にするためにかなりの努力が行われていますが、行動変容は依然として複

雑さを持った課題です。研究では、定義された集団に慎重に焦点をあて、

確認された標的集団と多岐に亘って協議し、標的集団を計画、実施、評価

に組み込むことの必要性が実証されてきました。 
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依然として脆弱な性行為感染症のスクリーニングと治療に関する保健サー

ビス 

 性行為感染症(STI)の迅速検査と治療を求めている人々は、多くの問題に

直面しています。その問題には、人的・物的資源の制限、偏見、質の悪い

サービス、性的パートナーの経過観察がほとんどできない又は全くできな

い、ということがあります。 

・多くの国では、STI に関するサービスは切り離されており、プライマリー・

ヘルス・ケアや家族計画、その他の通常の保健サービスの中では提供され

ていません。 

・多くの施設では、しばしば無症候性の感染者に対する迅速検査を行うこ

とができず、訓練された人材を欠き、検査施設の対応能力に欠け、適切な

薬剤の十分な供給を行うことができません。  

・性風俗に携わる者、MSM、注射薬物使用者、受刑者、移民、若年者など、

STI の罹患率が高く疎外された集団は、大抵の場合、適切な保健サービスを

利用できる環境にはいません。 

WHO の取り組み 

 WHO は、性行為感染症(STI)の治療と予防に対する国際標準を作成し、調

査活動と監視活動（薬剤耐性淋菌の監視を含む）を強化し、STI に関する世

界的な研究課題の設定を行います。 

 WHO の活動は、現在、STI の予防と制御のための世界戦略にしたがってい

ます。この戦略は、HIV やその他の STI の予防のための情報やサービスなど

本質的な介入への全体を包括する統合パッケージの必要性に焦点を当てた、

女性、子供や青少年の健康のための国連の国際戦略 2015 が 2006 年の世界

保健総会で採択され、2006 年から 2015 年にかけて実施されているものです。

WHO は、2016 年から 2021 年に向けて、HIV/AIDS、ウイルス性肝炎、および

STI に対して 3 つの新たな保健分野の世界戦略を作成しています。 

 WHO は、以下の項目について取り組んでいます 

●以下の項目を含む効果的な STI に関するサービスの拡大 

  ・STI の患者管理とカウンセリング 

  ・梅毒の検査と治療、特に妊婦に対する検査と治療 

  ・B 型肝炎ワクチンと HPV ワクチン 

●STI の予防効果を強化する戦略の推進 

  ・既存の保健システムにおける STI に関するサービスを統合すること 

  ・性の健康（セクシャル・ヘルス）の推進 

  ・STI の疾病脅威の定量計測 

  ・STI に使用される抗菌薬の耐性のモニタリングと対策 

●STI の予防のための新たな技術開発の支援 

  ・STI のポイント・オブ・ケア検査（患者の身近な場所で実施可能な検

査） 
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  ・淋菌に対する新たな治療薬 

  ・STI に対するワクチンや他の生物医学的介入 

出典 

WHO. Fact sheet N 110 Updated August 2016 

Sexually transmitted infections（STIs） 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html 

 

2016 年 08 月 18 日更新 鳥インフルエンザ A(H7N9)の発生状況 （更新 10） 

[出典；厚生労働省 FORTH 2016 ] 

 2016年 8月 17日付けで公表された世界保健機関（WHO）の情報によりますと、中

国の国家衛生・計画出産委員会（NHFPC）は、2016年 8月 11日に、新たに死亡者 1

人を含む鳥インフルエンザ A（H7N9）ウイルス感染者 5人が検査で確認されたことを

WHOに報告しました。 

●報告の概要 

 2016年 6月 24日から 7月 29日までの報告です。5人のうち 3人が男性でした。

患者の年齢幅は、13歳から 79歳までで、中央値は 68歳でした（これまでに報告さ

れた患者の年齢幅は、0歳から 91歳までで、中央値は 58歳です）。 

 患者 5人のうち、2 人は生きた家禽類と接触する、又はその家禽の解体処理と関わ

っていました。患者 3人からは、家禽との接触は報告されませんでした。患者は 2

省（福建省、河北省）と特別行政区（北京）から報告されました。福建省と河北省か

らの患者は家族内で報告されています。調査が続けられており、現段階では、人から

人への感染は排除できません。しかし、これまでのところ、新たな感染伝播の報告は

ありません。 

 2013年以降、IHRを通して、鳥インフルエンザ A（H7N9）の確定診断患者 798人が

報告されています。 

●公衆衛生上の取り組み 

 中国政府は以下のサーベイランスと感染制御対策をとっています。 

1. 発生サーベイランスおよび発生状況の分析の強化 

2. 治療における医学的な全ての努力の強化 

3. 住民とのリスク情報の交換と情報の普及の実施 

●WHOのリスク評価 

 人におけるほとんどの患者は、感染した家禽との接触またはウイルスに汚染された

環境との接触を通して鳥インフルエンザ A（H7N9）に感染しています。このウイルス

が動物や環境中で検出され続けているため、さらに人での患者が発生することは予想

されます。医療従事者が関係する感染も含めて、これまでにも人への感染の小さな集

団発生は報告されてきましたが、現在の疫学的・ウイルス学的な根拠からは、このウ

イルスが人と人との間で感染伝播を維持し続ける能力は獲得していないことが示唆

されています。それ故に、地域レベルで感染が拡がるとは考えられていません。 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html
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 この A（H7N9）ウイルスの人での感染は稀ですが、公衆衛生上に深刻な影響を与え

る可能性があるものとして、このウイルスおよび/または人への感染率の挙動の変化

は検出しておく必要があり、厳密に監視することが必要です。 

●WHOからのアドバイス 

 WHOは、鳥インフルエンザの発生が確認されている国への渡航者に対し、養鶏場へ

の立ち入り、生きた家禽類をさばく市場での動物との接触、家禽を解体する場所への

立ち入り、家禽や動物の排泄物で汚染されているとみられるあらゆる物品との接触を

避けることを勧めています。渡航者は石鹸と水で手をよく洗い、食品の安全と衛生習

慣の維持に努めるべきです。 

 WHOは、この事象に関連して、特別な入国スクリーニングおよび渡航や貿易の制限

を行うことを推奨してはいません。鳥インフルエンザが懸念される地域を渡航中又は

帰国した直後に、渡航者が重症の急性呼吸器症状を発症した場合には、常に鳥インフ

ルエンザウイルスへの感染を鑑別診断として考えておくべきです。 

 WHOは、国際保健規則(2005)に基づき、重症急性呼吸器感染症(SARI)のサーベイラ

ンスを含むインフルエンザのサーベイランスの強化を継続し、慎重に通常と異なる傾

向がみられた症例については検討を重ねることを各国に促しています。さらに、国民

の健康に備える活動を続けていくことを求めています。 

 中国に滞在される方は、今後も情報に注意していただくとともに、手洗いや咳エチ

ケットをこころがけてください。また、鳥に直接触ったり、病気の鳥や死んだ鳥に近

寄ったりしないようにしてください。入国の際に、発熱、咳、喉の痛みなどの症状が

ある場合には検疫所に相談してください。 

出典 

WHO. Disease outbreak news, Emergencies preparedness, response. 17 August 2016 

Human infection with avian influenza A(H7N9) virus - China 

http://www.who.int/csr/don/07-august-2016-ah7n9-china/en/ 
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