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梅毒は治療すれば、
治ります
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性感染症（HIV、梅毒などの検査

パートナーと一緒に受けてな！

を無料・匿名で実施中！

ばいどく    ちりょう 

なお 

むりょう   じゆう     も 

大阪府健康医療部
おおさかふけんこういりょうぶ

せいかんせんしょう ばいどく けんさ

むりょう とくめい じっしちゅう

いっしょ う

เอกสารแจกฟรี เชญิหยบิ
ตามอธัยาศยั

🄫2014 大阪府もずやん

การตรวจโรคตดิต่อทางเพศ (เอชไอว,ี 

ซฟิิลสิ ฯลฯ) ไม่เสยีค่าใชจ้า่ยและไม่

ตอ้งบอกชือ่! 

มาตรวจพรอ้มกบัคู่ของคณุเถอะ！

หน่วยงานอนามยัและการแพทย ์

จงัหวดัโอซากา้

โรคซฟิิลสิ ถา้รกัษา
กห็ายได้
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●梅毒はどんな病気?
ばいどく               びょうき 

梅毒トレポネーマという病原菌が原因の病気。

梅毒になっている人とセックスしたら、なる病気。

治さないと脳や心臓の病気になります。

死ぬこともあります。

人にもうつします。

薬を飲んだら、治ります。

治っても、梅毒の人とセックスしたら、

また梅毒になることがあります。

梅毒になっていると、HIVに感染しやすくなります。

ばいどく                  びょうげんきん   げいいん  びょうき 

ばいどく           ひと                       びょうき 

なお       のう  しんぞう  びょうき 

し 

ひと 

くすり  の        なお 

 なお       ばいどく  ひと 

 

 

ばいどく 

ばいどく                     かんせん 

● โรคซฟิิลสิ เป็น

อย่างไร ?
สาเหตขุองโรคซฟิิลสิเกดิจากเชือ้ซฟิิลสิท

รปิโปนีมา

เป็นโรคทีต่ดิตอ่โดยการมเีพศสมัพนัธก์บั

คนทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิ

ถา้ไม่รกัษา จะท าใหเ้ป็นโรคทางสมองและ

หวัใจ

อาจถงึแกช่วีติ

ท าใหค้นอืน่ตดิโรคนีไ้ด ้

ถา้ทานยา ก็รกัษาหายได ้

แมว้า่จะรกัษาหายแลว้ แตถ่า้มี

เพศสมัพนัธก์บัคนทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิอกีก็มี

โอกาสเป็นอกี

ถา้เป็นโรคซฟิิลสิแลว้จะท าใหต้ดิเช ือ้เอช

ไอวไีดง้่ายขึน้ 1P 1



●どのようにうつりますか?

梅毒になっている人とセックスする、

梅毒に感染しているところにふれる、

性器をなめるとうつります。

梅毒になっている人が妊娠して、子どもを

産むと、赤ちゃんも梅毒になることが多い

です。

ばいどく           ひと 

ばいどく  かんせん  

せいき 

ばいどく             ひと にんしん       こ 

う       あか          ばいどく             おお 

●ตดิเชือ้ไดอ้ย่างไร ?
จะตดิเช ือ้ซฟิิลสิเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์

กบัคนทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิ โดยการ

สมัผสักบับรเิวณทีต่ดิเช ือ้หรอืเลยี

อวยัวะเพศ

เมือ่คนทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิตัง้ครรภ ์

เด็กทีค่ลอดออกมาก็มโีอกาสตดิ

โรคซฟิิลสิสงู

2P 2



●どうしたら梅毒にならない
ようにできますか?

セックスの相手の口や性器のまわりの皮膚が

赤かったり、肌に異常がある場合はセックス

はしない、直接ふれないようにします。

コンドームを使ったり、セックスの後に体を

洗ったりして、感染のリスクを下げることが

できます。

定期的に検査を受けましょう。

あいて   くち   せいき             ひふ 

あか          はだ  いじょう        ばあい  

つか                 あと からだ 

あら           かんせん           さ  

ていきてきに  けんさ   う 

ばいどく 

●จะป้องกนัไม่ใหต้ดิโรคซฟิิลสิไดอ้ย่างไร

หากพบวา่ผวิหนังรอบปากหรอืรอบ

อวยัวะเพศของคูข่องตวัเองมสีแีดง

ควรหลกีเลีย่งทีจ่ะมเีพศสมัพนัธแ์ละ

สมัผสักบับรเิวณผวิทีผ่ดิปกตน้ัิน

ลดความเสีย่งในการตดิโรคไดโ้ดยใช ้

ถงุยางอนามยั,ช าระลา้งรา่งกายหลงั

การมเีพศสมัพนัธ ์

เขา้รบัการตรวจอย่างสม ่าเสมอ

ちょくせつ  

2P 2



●梅毒にかかっているか、
どうしたらわかりますか?

ばいどく 

血の検査でわかります。

保健所の検査は、名前を言わなくてもいいです。

うつった可能性があった時から、3週間は待って

ください。

梅毒になったことがわかったら、病院で治療する

ことができます。

梅毒になったことがわかったら、パートナーがいる

人は、検査をすすめ、受けてください。

ち  けんさ 

ほけんしょ  けんさ     なまえ  い 

かのうせい        とき      しゅうかん  ま 

ばいどく                         びょういん  ちりょう 

ばいどく 

ひと  けんさ         う 

● จะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่ตดิเชือ้

ซฟิิลสิแลว้หรอืไม่ ?

รูไ้ดจ้ากการตรวจเลอืด

ไม่ตอ้งบอกชือ่เมือ่ไปรบัตรวจทีส่ถานี

อนามยั

กรณุารอจนครบ 3 สปัดาหห์ลงัจากตอน

ทีค่าดวา่มโีอกาสตดิเชือ้

เมือ่พบวา่ตดิเชือ้ซฟิิลสิ สามารถเขา้รบั

การรกัษาไดท้ีโ่รงพยาบาล

ส าหรบัคนทีม่คีู่ เมือ่รูว้า่ตวัเองตดิเชือ้

ซฟิิลสิ ขอแนะน าใหคู้ข่องคณุไดร้บัการ

ตรวจดว้ย 3P 3



大阪府の保健所で受けることができます。

インターネットで「大阪府 梅毒」と、

調べてください。

QRコードでアクセスしてください。

検査できる場所が出ます。

●無料の検査はどこで受け

ることができますか?

むりょう    け ん さ              う 

「日本語の情報のみ

おおさかふ   ほけんしょ   う 

おおさかふ   ばいどく 

しら 

けんさ      ばしょ   で 

にほんご  じょうほう 

สามารถรบัการตรวจไดท้ีส่ถานีอนามยัของ

จงัหวดัโอซากา้

กรณุาคน้หาขอ้มูลจากอนิเทอรเ์น็ต ｢Osaka

Baidoku｣

กรณุาใช ้QR โคด้

จะพบชือ่สถานทีท่ีส่ามารถรบัการตรวจสอบได ้

● จะรบัการตรวจโดยไม่เสยี

คา่ใชจ้า่ยไดท้ีไ่หน ?

มเีฉพาะขอ้มูลทีเ่ป็น

ภาษาญีปุ่่ น

3P 3



●外国語で性感染症の

電話相談ができるところ

が い こ く ご   せいかんせんしょう 

で ん わ そ う だ ん 

特定非営利活動法人CHARM

06-6354-5901(16:00～20:00)

火曜日：ポルトガル語、スペイン語、英語

水曜日：タイ語

木曜日：タガログ語、英語

とくていひえいりかつどうほうじん 

かようび             ご          ご   えいご 

すいようび       ご   

もくようび          ご   えいご 

●ทีซ่ ึง่ใหค้ าปรกึษา

โรคตดิตอ่ทางเพศเป็น

ภาษาตา่งประเทศทาง

โทรศพัทไ์ด ้
องคก์รนิตบิุคคลทีด่ าเนินงานโดยไม่หวงั

ก าไร CHARM 

06-6354-5901 (16:00~20:00)

วนัองัคาร : โปรตเุกส, สเปน, องักฤษ

วนัพุธ : ไทย

วนัพฤหสับดี : ตากาล็อก, องักฤษ

4P 4



●梅毒は、

どうやって治しますか?

ばいどく 

なお 

健康保険を使って、治療することができます。

（※健康保険証のサンプル）

けんこうほけん つか      ちりょう 

けんこうほけんしょ 

( อา้งองิ : เว็บไซตข์องสมาคมประกนัสุขภาพแห่งชาติ เมอืงโอ

ซากา้ )

บตัรผูเ้อาประกนั ประกนั

สขุภาพราษฎร

บตัรผูเ้อาประกนั ประกนัสขุภาพ

สงัคม

（参考：大阪市、全国健康保険協会のホームページ）

国民健康保険 被保険者証 協会けんぽの健康保険 被保健者証

病院からもらった薬を最後まで飲んだら治ります。

治ったかどうかは検査でわかります。

びょういん          くすり さいご     の       なお 

なお         けんさ 

● จะรกัษาโรคซฟิิลสิได ้

อย่างไร ?

ใชป้ระกนัสขุภาพในการรกัษาได ้
(* ตวัอยา่งบตัรประกนัสขุภาพ)

ถา้ทานยาทีไ่ดร้บัจากโรงพยาบาลจน

หมดก็จะหาย

จะตรวจอกีคร ัง้เพือ่ดวูา่หายแลว้หรอืไม่

ตวัอย่าง

5P 5

見本
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• 大阪府健康医療部保健医療室医療対策課感染症グループ

• 住所 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号

• 電話 ０６－６９４１－０３５１ （内線）２５４３

はっこう 

おおさかふけんこういりょうぶほけんいりょうしついりょうたいさくかかんせんしょう 

じゅうしょ おおさかふおおさかしちゅうおうくおおてまえ２ちょうめ１ばん 22ごう 


