
東京医科大学病院皮膚科学分野講師
斎　藤　万寿吉

（聞き手　池田志斈）

　無症候性梅毒についてご教示ください。
　放っておくと、いわゆるⅠ期、Ⅱ期等の症状が出てくるものなのでしょうか。
 ＜宮城県開業医＞

無症候性梅毒

　池田　斎藤先生、無症候性梅毒につ
いて通常どのようなものが典型的な症
状になってくるのでしょうか。
　斎藤　梅毒は、トレポネーマの感染
によって起こる病気ですが、まず局所
に感染が起きて、３週間ぐらい潜伏期
間があります。その後、その感染が成
立した局所にまず症状が出てくること
が一般的といわれています。局所には
初期硬結、硬性下疳、下疳というのは
潰瘍という意味なのですが、これらの
症状が出てきます。この初期硬結およ
び硬性下疳というのは実は全く治療し
ない、無治療でも自然に一時軽快しま
す。
　ただ、症状は軽快するものの、これ
で治癒したわけではなく、２回目の潜
伏期に入ります。感染から３カ月ぐら
いたつと全身にトレポネーマが撒布さ

れて、いろいろな症状が出てくる、い
わゆる２期といわれる症状になってき
ます。
　さらに、この２期も、一見よくなっ
たような時期もあるのですが、全く無
治療でも軽快、増悪を繰り返し、徐々
に進行していく。さらに数年たってく
ると、３期、４期といわれる症状にな
るのですが、現在、日本で３期、４期
の症状を見ることはまずないと思いま
す。
　池田　２期はどのような症状なので
すか。
　斎藤　皮膚でいうと、いわゆるバラ
疹といわれるような、あまりかゆみの
ない発疹が全身に出てきたり、典型的
なのは手のひら、足の裏に丘疹性梅毒、
もしくは尋常性乾癬という皮膚の病気
があるのですが、その乾癬に似た梅毒

性乾癬という症状が特徴的です。あと、
口の中の粘膜に梅毒アンギーナといわ
れる症状であったり、最近では梅毒性
の脱毛なども散見されます。
　池田　多彩な症状ですね。
　斎藤　非常に多彩です。
　池田　３期、４期はどのような症状
ですか。
　斎藤　いわゆるゴム腫であったり血
管炎などの症状ですが、僕自身も正直
見たことがないです。
　池田　それは時間がかかって生じる
もの、なおかつ日本人はいろいろなと
ころで抗生物質をもらいますよね。例
えば上気道炎でも出す先生がいます。
そういうことなのでしょうか。
　斎藤　その影響はすごく強いと思い
ます。
　池田　現在では３期、４期はまずな
いだろうということですね。
　斎藤　報告上も３期、４期の報告は
非常に少ないです。
　池田　質問の無症候性梅毒とはどう
いった状態なのでしょうか。
　斎藤　いわゆる皮膚症状や粘膜症状
がなくて、血清学的にトレポネーマが
存在している、感染しているだろうと
いわれる状態です。
　池田　ということは、何も治療を受
けていないとなると、１期が終わった
後、そのようなイメージなのでしょう
か。
　斎藤　１期の前の時期もありますし、

１期が終わった後の状態も、いわゆる
無症候性梅毒といわれます。
　池田　血液検査をして抗体が陽性に
なるのですか。
　斎藤　そうですね。先生がおっしゃ
ったとおり、１期の前は、ここも本当
は無症候性梅毒ですが、この時期は菌
の証明が非常に難しい時期です。まだ
抗体が陽転化しない時期ですので、こ
の時期に無症候性梅毒云々というのは
正直不可能だと思います。
　池田　抗体も上がっていないのです
ね。
　斎藤　この時期は抗体も上がってい
ないです。
　池田　１期が終わった後は抗体がで
きるのですね。
　斎藤　１期が終わった後は抗体がだ
いたいできています。
　池田　抗体の検査にはどのようなも
のがあるのですか。
　斎藤　基本的には抗リン脂質抗体、
いわゆるRPRといわれる抗体と、抗
TP抗体、トレポネーマ特異的な抗体、
この２種類を組み合わせて行います。
　池田　それにはどういう意味がある
のでしょうか。
　斎藤　まず一つ、抗TP抗体は非常
に鋭敏ですが、あまりにも鋭敏すぎる
ので、過去の既往と現在の活動性の区
別が非常につきづらいのです。
　池田　過去に感染していたのか、今
活動性なのか、最近また感染したのか
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東京医科大学病院皮膚科学分野講師
斎　藤　万寿吉

（聞き手　池田志斈）

　無症候性梅毒についてご教示ください。
　放っておくと、いわゆるⅠ期、Ⅱ期等の症状が出てくるものなのでしょうか。
 ＜宮城県開業医＞

無症候性梅毒

　池田　斎藤先生、無症候性梅毒につ
いて通常どのようなものが典型的な症
状になってくるのでしょうか。
　斎藤　梅毒は、トレポネーマの感染
によって起こる病気ですが、まず局所
に感染が起きて、３週間ぐらい潜伏期
間があります。その後、その感染が成
立した局所にまず症状が出てくること
が一般的といわれています。局所には
初期硬結、硬性下疳、下疳というのは
潰瘍という意味なのですが、これらの
症状が出てきます。この初期硬結およ
び硬性下疳というのは実は全く治療し
ない、無治療でも自然に一時軽快しま
す。
　ただ、症状は軽快するものの、これ
で治癒したわけではなく、２回目の潜
伏期に入ります。感染から３カ月ぐら
いたつと全身にトレポネーマが撒布さ

れて、いろいろな症状が出てくる、い
わゆる２期といわれる症状になってき
ます。
　さらに、この２期も、一見よくなっ
たような時期もあるのですが、全く無
治療でも軽快、増悪を繰り返し、徐々
に進行していく。さらに数年たってく
ると、３期、４期といわれる症状にな
るのですが、現在、日本で３期、４期
の症状を見ることはまずないと思いま
す。
　池田　２期はどのような症状なので
すか。
　斎藤　皮膚でいうと、いわゆるバラ
疹といわれるような、あまりかゆみの
ない発疹が全身に出てきたり、典型的
なのは手のひら、足の裏に丘疹性梅毒、
もしくは尋常性乾癬という皮膚の病気
があるのですが、その乾癬に似た梅毒

性乾癬という症状が特徴的です。あと、
口の中の粘膜に梅毒アンギーナといわ
れる症状であったり、最近では梅毒性
の脱毛なども散見されます。
　池田　多彩な症状ですね。
　斎藤　非常に多彩です。
　池田　３期、４期はどのような症状
ですか。
　斎藤　いわゆるゴム腫であったり血
管炎などの症状ですが、僕自身も正直
見たことがないです。
　池田　それは時間がかかって生じる
もの、なおかつ日本人はいろいろなと
ころで抗生物質をもらいますよね。例
えば上気道炎でも出す先生がいます。
そういうことなのでしょうか。
　斎藤　その影響はすごく強いと思い
ます。
　池田　現在では３期、４期はまずな
いだろうということですね。
　斎藤　報告上も３期、４期の報告は
非常に少ないです。
　池田　質問の無症候性梅毒とはどう
いった状態なのでしょうか。
　斎藤　いわゆる皮膚症状や粘膜症状
がなくて、血清学的にトレポネーマが
存在している、感染しているだろうと
いわれる状態です。
　池田　ということは、何も治療を受
けていないとなると、１期が終わった
後、そのようなイメージなのでしょう
か。
　斎藤　１期の前の時期もありますし、

１期が終わった後の状態も、いわゆる
無症候性梅毒といわれます。
　池田　血液検査をして抗体が陽性に
なるのですか。
　斎藤　そうですね。先生がおっしゃ
ったとおり、１期の前は、ここも本当
は無症候性梅毒ですが、この時期は菌
の証明が非常に難しい時期です。まだ
抗体が陽転化しない時期ですので、こ
の時期に無症候性梅毒云々というのは
正直不可能だと思います。
　池田　抗体も上がっていないのです
ね。
　斎藤　この時期は抗体も上がってい
ないです。
　池田　１期が終わった後は抗体がで
きるのですね。
　斎藤　１期が終わった後は抗体がだ
いたいできています。
　池田　抗体の検査にはどのようなも
のがあるのですか。
　斎藤　基本的には抗リン脂質抗体、
いわゆるRPRといわれる抗体と、抗
TP抗体、トレポネーマ特異的な抗体、
この２種類を組み合わせて行います。
　池田　それにはどういう意味がある
のでしょうか。
　斎藤　まず一つ、抗TP抗体は非常
に鋭敏ですが、あまりにも鋭敏すぎる
ので、過去の既往と現在の活動性の区
別が非常につきづらいのです。
　池田　過去に感染していたのか、今
活動性なのか、最近また感染したのか
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がわからないのですね。
　斎藤　非常にわかりづらいのです。
RPRは比較的活動性に比例するのです
が、逆に特異度があまり高くないの 
で生物学的偽陽性ということがあり、
RPRだけでは診断がつきません。特異
度の非常に高いTP抗体と活動性を比
較的相関するRPR、この２つを組み合
わせて判断することになります。
　池田　例えば、過去に感染があって、
治療等で消えてしまっている場合は、
この２つの検査はどうなるのでしょう。
　斎藤　RPRが陰性もしくは非常に低
値で固定されている。TP抗体は低値
もしくは中等度で維持している状態で
す。TP抗体が陽性、RPRが陰性もし
くは非常に低値というのが過去の感染
を示す数値の読み方になります。
　池田　そういった方がまた梅毒、ト
レポネーマに感染すると、どのように
変わるのですか。
　斎藤　RPRが立ち上がってくるのと、
TP抗体もさらに高くなります。
　池田　無症候性梅毒というのは、お
そらく過去に感染していた方も含まれ
るし、今、２期の前ぐらいとか、そう
いったものも含まれるのですか。
　斎藤　言葉の定義として、活動性が
あるけれども、ほかの臨床症状を示さ
ないものを無症候性梅毒、活動性が全
くないものは過去の梅毒の既感染とい
うことです。言葉の定義になってしま
うのですが、無症候性梅毒という言葉

を使うのであれば、活動性があって臨
床症状がない梅毒のことを示します。
　池田　言葉が少しごちゃまぜになっ
ている可能性がありますね。
　斎藤　実臨床では勘違いされていた
りとか、明確に区別できなかったりす
ることも多々あると思います。
　池田　この質問ですと、放っておく
と２期、３期とならないかというお話
なのですが、こういった知識がなけれ
ば、RPRも調べないで、すぐ薬を出し
てしまったりすることもありますよね。
　斎藤　あまり詳しくない先生だと、
もしかしたらそういうこともあり得る
かもしれないです。
　池田　それでまたアレルギーなどが
起こって、それを２期疹かと思ってし
まうこともあるかもしれませんね。
　斎藤　そうですね。
　池田　今アクティブで無症候性梅毒
という場合は、どういう治療がされる
のでしょうか。
　斎藤　感染の機会があって、血清学
的反応で活動性のある梅毒という判断
がされれば、日本では抗生剤、特にペ
ニシリン系の抗生剤の内服治療になり
ます。世界的にはペニシリンの筋注が
ゴールデンスタンダードですが、日本
ではまだ梅毒に対してペニシリンの筋
注を行いません。
　池田　のみ薬ということですね。
　斎藤　内服を行います。
　池田　期間はどのくらいでしょうか。

　斎藤　まず１期であれば２～４週間、
２期であれば４～８週間、非常にざっ
くりとした話ですが、４週間と思って
いただければ大きな間違いはないです。
　池田　筋注を海外で行うというのは
どういう理由なのでしょうか。
　斎藤　まずは１回の治療、特にドク
ターが患者さんの目の前で１回の治療
で確実に済むことが最大のメリットで
す。患者さんが４週間内服を続けると
いうのは、薬を出して、家に持って帰
ってもらうわけです。患者さんが本当
にしっかりのんだかどうかはコンプラ
イアンスの問題があると思います。
　池田　逆にいうと、筋注は１回だけ
なのですか。
　斎藤　基本的には１回です。
　池田　でも、１回だけでいいのか、
ちょっと不安な感じもしますよね。
　斎藤　筋注ですので、高濃度のペニ
シリンがある一定期間続けば菌は死ぬ
という考え方です。筋注であると、ゆ
っくりゆっくり血中濃度が保てますの
で、１回筋注をして高い血中濃度が保
てれば菌は死滅するという考え方です。
　池田　そういう意味で、患者さんの
コンプライアンスも含めて１回の筋注
だと医療サイドも安心できるのですね。
　斎藤　そうですね。
　池田　逆に、４週間薬をのんでいた
だいた後、本当にのんだかも含めて効
果判定はどうするのですか。
　斎藤　効果判定はもう一度採血で行

います。
　池田　TP抗体が減るということで
しょうか。
　斎藤　TP抗体はあまりにも鋭敏す
ぎるので、経過の判定にはあまり向い
ていないです。どちらかというと、活
動性を示すRPRが1/2、もしくは1/4程
度まで下がっていることが治療効果判
定になります。
　池田　RPRで半分か1/4ということ
ですね。治療スタートのときと比べて、
４週後で判定するのですか。
　斎藤　４週後で判定します。
　池田　比較的リーズナブルですね。
再活性化がある場合はRPRがまた上が
ってくるのですか。
　斎藤　ただ、治療をきっちりすると、
基本的に再活性化はまずないと思いま
す。上がってくる場合は、多くの場合
が再感染です。
　池田　では耐性菌はないということ
ですね。
　斎藤　ペニシリンに関して耐性菌は
50年間全く報告されていませんし、薬
理学的なものとトレポネーマの特性を
考えると、今後もペニシリン耐性はま
ずできないと思います。
　池田　本当にのんだかどうかも含め
て４週後にRPRを行うとだいたいわか
るのですね。その後フォローアップし
て、またRPRが上がってきたら、また
再感染したという話ですね。
　斎藤　そうですね。治療が失敗する
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がわからないのですね。
　斎藤　非常にわかりづらいのです。
RPRは比較的活動性に比例するのです
が、逆に特異度があまり高くないの 
で生物学的偽陽性ということがあり、
RPRだけでは診断がつきません。特異
度の非常に高いTP抗体と活動性を比
較的相関するRPR、この２つを組み合
わせて判断することになります。
　池田　例えば、過去に感染があって、
治療等で消えてしまっている場合は、
この２つの検査はどうなるのでしょう。
　斎藤　RPRが陰性もしくは非常に低
値で固定されている。TP抗体は低値
もしくは中等度で維持している状態で
す。TP抗体が陽性、RPRが陰性もし
くは非常に低値というのが過去の感染
を示す数値の読み方になります。
　池田　そういった方がまた梅毒、ト
レポネーマに感染すると、どのように
変わるのですか。
　斎藤　RPRが立ち上がってくるのと、
TP抗体もさらに高くなります。
　池田　無症候性梅毒というのは、お
そらく過去に感染していた方も含まれ
るし、今、２期の前ぐらいとか、そう
いったものも含まれるのですか。
　斎藤　言葉の定義として、活動性が
あるけれども、ほかの臨床症状を示さ
ないものを無症候性梅毒、活動性が全
くないものは過去の梅毒の既感染とい
うことです。言葉の定義になってしま
うのですが、無症候性梅毒という言葉

を使うのであれば、活動性があって臨
床症状がない梅毒のことを示します。
　池田　言葉が少しごちゃまぜになっ
ている可能性がありますね。
　斎藤　実臨床では勘違いされていた
りとか、明確に区別できなかったりす
ることも多々あると思います。
　池田　この質問ですと、放っておく
と２期、３期とならないかというお話
なのですが、こういった知識がなけれ
ば、RPRも調べないで、すぐ薬を出し
てしまったりすることもありますよね。
　斎藤　あまり詳しくない先生だと、
もしかしたらそういうこともあり得る
かもしれないです。
　池田　それでまたアレルギーなどが
起こって、それを２期疹かと思ってし
まうこともあるかもしれませんね。
　斎藤　そうですね。
　池田　今アクティブで無症候性梅毒
という場合は、どういう治療がされる
のでしょうか。
　斎藤　感染の機会があって、血清学
的反応で活動性のある梅毒という判断
がされれば、日本では抗生剤、特にペ
ニシリン系の抗生剤の内服治療になり
ます。世界的にはペニシリンの筋注が
ゴールデンスタンダードですが、日本
ではまだ梅毒に対してペニシリンの筋
注を行いません。
　池田　のみ薬ということですね。
　斎藤　内服を行います。
　池田　期間はどのくらいでしょうか。

　斎藤　まず１期であれば２～４週間、
２期であれば４～８週間、非常にざっ
くりとした話ですが、４週間と思って
いただければ大きな間違いはないです。
　池田　筋注を海外で行うというのは
どういう理由なのでしょうか。
　斎藤　まずは１回の治療、特にドク
ターが患者さんの目の前で１回の治療
で確実に済むことが最大のメリットで
す。患者さんが４週間内服を続けると
いうのは、薬を出して、家に持って帰
ってもらうわけです。患者さんが本当
にしっかりのんだかどうかはコンプラ
イアンスの問題があると思います。
　池田　逆にいうと、筋注は１回だけ
なのですか。
　斎藤　基本的には１回です。
　池田　でも、１回だけでいいのか、
ちょっと不安な感じもしますよね。
　斎藤　筋注ですので、高濃度のペニ
シリンがある一定期間続けば菌は死ぬ
という考え方です。筋注であると、ゆ
っくりゆっくり血中濃度が保てますの
で、１回筋注をして高い血中濃度が保
てれば菌は死滅するという考え方です。
　池田　そういう意味で、患者さんの
コンプライアンスも含めて１回の筋注
だと医療サイドも安心できるのですね。
　斎藤　そうですね。
　池田　逆に、４週間薬をのんでいた
だいた後、本当にのんだかも含めて効
果判定はどうするのですか。
　斎藤　効果判定はもう一度採血で行

います。
　池田　TP抗体が減るということで
しょうか。
　斎藤　TP抗体はあまりにも鋭敏す
ぎるので、経過の判定にはあまり向い
ていないです。どちらかというと、活
動性を示すRPRが1/2、もしくは1/4程
度まで下がっていることが治療効果判
定になります。
　池田　RPRで半分か1/4ということ
ですね。治療スタートのときと比べて、
４週後で判定するのですか。
　斎藤　４週後で判定します。
　池田　比較的リーズナブルですね。
再活性化がある場合はRPRがまた上が
ってくるのですか。
　斎藤　ただ、治療をきっちりすると、
基本的に再活性化はまずないと思いま
す。上がってくる場合は、多くの場合
が再感染です。
　池田　では耐性菌はないということ
ですね。
　斎藤　ペニシリンに関して耐性菌は
50年間全く報告されていませんし、薬
理学的なものとトレポネーマの特性を
考えると、今後もペニシリン耐性はま
ずできないと思います。
　池田　本当にのんだかどうかも含め
て４週後にRPRを行うとだいたいわか
るのですね。その後フォローアップし
て、またRPRが上がってきたら、また
再感染したという話ですね。
　斎藤　そうですね。治療が失敗する
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ことはまずなくて、再感染のことが多
いです。
　池田　よくMSMの方などが感染を
繰り返したりしますよね。それもその
ように見ていくのですか。
　斎藤　そうですね。全く同じです。
　池田　逆にいうと、TP抗体で見て
いるとそれが見えてこないのですね。
　斎藤　今、自動化法で連続する数値

が見られるようになりましたので、か
なり参考にはなるのですが、治療効果
判定という面ではRPRのほうがよいと
思います。
　池田　TP抗体とRPRはセットで行
っていくのですね。
　斎藤　必ずセットがいいです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

北里大学メディカルセンター産婦人科部長・准教授
三　木　明　徳

（聞き手　池田志斈）

　28歳未婚の難治性カンジダ腟炎についてご教示ください。患者は、22歳より
高安動脈炎の治療をしています。人工血管の手術も行っているとのことで、プ
レドニンを服用中です。１年半前にカンジダ腟炎になって以来、まったく治ら
ないと来院。確かにカンジダ腟炎が認められました。糖尿病はありませんでし
た。今後の対処法についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

難治性カンジダ腟炎

　池田　今回はカンジダ腟炎を繰り返
すという質問が来ているのですが、そ
もそも腟の中にはどのような菌がいる
のでしょうか。
　三木　腟の中というのは大腸とか腸
の中と同じように細菌の宝庫でして、
たくさんの細菌がいます。本当であれ
ばそれぞれの細菌が自分の領分を守っ
て、それなりの生活をしていてくれれ
ば全く問題ないのですが、通常は乳酸
桿菌、デーデルライン桿菌といわれる
ものがたくさん腟の中にはいて、その
デーデルライン桿菌が腟の中を酸性に
持っていくことによって、ほかのばい
菌が入ってくるのを防ぐという機能を
果たしています。ですので、乳酸桿菌

がたくさんいる腟は、いわゆる健康な
腟ということになります。それがいろ
いろな体調の変化とか、もしくは抗生
剤、抗菌剤の投与などによってバラン
スが崩れてしまうと、ほんの少しだけ
いたほかの細菌、例えば今回の話だと
カンジダなどの真菌が増えてくること
によって、いろいろな症状が出てきま
す。
　池田　よく抗生物質を使って陰部が
かゆくなるのがありますね。その多く
の原因はカンジダということになるの
でしょうか。
　三木　そうですね。お年寄りの方で
あれば、もともと乳酸桿菌が少なくて、
そのためにもともと腟の中の細菌バラ
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