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要 旨

日義医学生交流の一環として,寺田 (学部3年)と小林 (学部4年)はロシアの極東医科大

学を,日紫藩 (学部3年)はクラスノヤルスク医科大学を訪問し,ロシアでの医学教育に触れ,

ロシア医療を学んだ.本稿では特に感染症をとりあげ,ロシアでの過去5年間の感染症動向を

まとめた.感染症は一般に減少傾向を示したが,依然高水準を示す感染症や社会問題と関連し

て深刻化した感染症なども存在した.

は じ め に

日露医学生交流の一環として山本達男教授の指

導のもとに,寺田と小林は平成 20年 (2008年)8

月26日(月)から9月8日 (月)までハバロフ

スクの極東医科大学を,日紫尊は8月25日 は )

から9日7日 (日)までクラスノヤルスクのクラ

スノヤルスク医科大学を訪問した.目的は日露交

流に関して,ロシア学生の受け入れを行うだけで

なく,日本側からもロシアを訪問して,"交流"

を推進することであり,一般によく知られていな

いロシアの医療システムを勉強することであっ

た.2週間という短い期間であったが,極東医科

大学のⅥadimirP,Molotehnyi敬鼠 国際交流担

当のDr.NataliaKol･ShunovaとDr.01gaRazvina,

クラスノヤルスク医科大学のIvanP.AHhuhov学

長,国際交流担当の創王aSalmina教授をはじめと

して,多くの先生方,医師の協力があり,さらに

夏季交流で新潟 (医学科)を訪問した経験をもつ

若い医師,学生の献身的な協力もあって,内容の

濃い訪問となった (図 1).その一つの成果とし

て,本稿ではロシアの感染症について専門家と討

論した上で学術報告としてまとめた.

ロシアのシベリア連邦管区と極東連邦管区

ロシアにはモスクワを含む中央連邦管区,クラ

スノヤルスクを含むシベリア連邦管区,ハバロフ

スクやウラジオス トクを含む極東連邦管区など7

つの連邦管区 (Federalregion)が存在する (図

れ 連邦管区は共和国,地方,札 特別市 (モスク

ワ市など),自治州,自治管区の83構成主体から

成 り立 ってお り. 大学 も連邦大学 (Federal

University)に再編成されつつある.
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伝統的には,シベリアはウラル山脈から極東に

至る約 1300万km2 (ロシア国土全体の76.60/Jb)

もの広東な地域をさしていたが,現在は極凍地方

を除いた地域をさしている.それでも北海からモ

ンゴルに至る南北に長いシベリア連邦管区の面積

はロシア全面積の 1/2以上 (58.5%)を占め,A

口はロシア全体の約 1/4(24.6%,約 3,500万人)

である.シベリア連邦管区には,クラスノヤルス

ク地方,アルタイ地方,ザバイが ノエ地方,ケメ

ロボ州,ノボシビルスク州.オムスク州, トムス

ク州,イルクーツク州,アルタイ共和国,ブリヤ

- ト共和国,ハカス共和国,トウバ共和国の 12連

邦構成主体 (区分)が含まれる.クラスノヤルス

ク地方の面積は240万km2で,ロシア全面積の約

14%に相当する.クラスノヤルスク医科大学があ

るクラスノヤルスク市にはイニシエ川が流れ,美

しいストルビ国立公園が隣接する.

極東連邦管区もロシア全面積の約 1/3(36.4%)

を占める広大な地域で,入口は約650万人 (ロシ

ア全体の4.6%に相当)である.極東連邦管区に

はプリモルスキー (沿海)地方,ハバロフスク地

方,カムチャツカ地方 (旧カムチャツカ州と旧コ

リャ一夕自治管区),アム-ル州,サハリン州,マ

ガダン州,サハ (ヤクー ト)共和国,ユダヤ自治

州,チュコツカ自治管区の9連邦構成主体 (区分)

が含まれる (図 2).人口の多い県はウラジオスト

クがあるプリモルスキー地方 (約200万人),ハ

バロフスク地方 (約 140万人)で,これにサハ共

和国 (約 95万人),アムール州 (約 87万人)が

続く.極東医科大学があるパパロブスク市にはア

ムール川が流れる.冬季になるとアムール川は完

全に凍抵するが,しかし美しいシルエットを醸し

出す.2008年はハバロフスク市の 150周年にあた

った.
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極東医科大学にて (寺田,小杯) クラスノヤルスク医科大学にて 汗l紫毒)

図 1 極東医科大学とクラスノヤルスク医科大学での研修風景

図中のカムチャツカ州 とコリャ-ク自治管区

(右端)は合併して,現在のカムチャツカ地方と

なっている.

図2 ロシアの 7連邦管区 (左)と極東連邦管区 (右)

極東連邦管区での感染症動向 ユ)

極東連邦管区での総ベッド数は79,900で,その

うち感染症病棟のベッド数は7.5%を占める.A

口1万人あたりのベッド数は7.0で,多くの構成

主体でほぼ同じレベルであるが,旧コリャ-ク自

治管区ではやや多い.このような極東連邦管区で

の2007年の感染症報告件数は約 115万件で,イ

ンフルエンザを含むウイルス性急性呼吸器感染症

が87.3%,急性腸管感染症が3.40/0,寄生虫疾患
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が1.90/0,性感染症が 1.0%,皮膚疾患が1.3%,

その他の呼吸器感染症と肝炎が4.90/0,院内感染

症が0.1%などであった.

極東連邦管区での全感染症数 (件数/10万人)

は,2002年には22,195であったが2007年には

17,670と減少した この数字はほぼロシア全体と

同様であった.2002年と2007年での変化を疾患

別 にみ ると, 急性 ウイル ス性呼吸器感染症

(19,7舶 - 16,394),インフルエンザ (944-354),

鰭虫感染症 (460.7- 318.8),風疹 は88.4-

16.5),梅毒 (158.4-90.2),淋病 (156- 101.9),

細菌性赤痢 (118- 41),新規結核 (98.7- 72),

狸紅熱 (26.6- 16.6),偽結核症 (10.8-2.9),細

菌性髄膜炎 (4.2- 2.8),流行性耳下腺炎 (3.9-

1),ダニ脳炎 (2- 0.8)で減少傾向を認める.た

だし,急性ウイルス性呼吸器感染症の減少率は低

い.キャリアでもB型肝炎 (158.2- 75.5),C型

肝炎 (195- 177.2)そして HIV (17.2- 12.6)

で減少傾向がある.ジフテリア (0,1-0)はよく

制御されていて,急性肝炎 (A型,B型,C型)

(127- 16.4)も制御傾向を示 したが,A型に対し

てB型とC型が相対的に増加傾向を示している.

全急性腸管感染症 (706-628),原因不明急性腸

管感染症 (74.8- 73.5),出血熱 (1.7- i,6)は

ほぼ横ばい. (出血熱については別項で述べる.)

一方,水痘は高い水準でさらに増加傾向を示 した

(530.4･-705.1).サルモネラ (37-45),百日咳

(1.7-2.4),麻疹 (0.17-0.21),院内感染症でも

増加傾向を認めた.

極東連邦管区の感染症数はロシア全体とほぼ同

様で減少傾向にあるが,急性腸管感染症,結核,

性感染症は依然高水準にある.やはり高水準にあ

る小児の水痘,狸紅熱,細菌性髄膜炎,伝染性単

核症対策にはワクチン接種を考慮すべきである.

また,百日咳とワクチン関連ポリオの増加を防ぐ

ためにDFI3種漏合ワクチンと不活化ポリオワク

チン接種の拡大が望まれる.ウイルス性腸管感染

症,HⅣ 感染,日和見感染,注射器による肝炎の

予防にはより高度な研究あるいは対策が必要であ

る.
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クラスJヤルスク地方での感染症動向 2)

全感染症数 (件数/ 10万人)は,2002年が

22,937で,2006年が 19,489とやはり減少傾向を

示した.ロシア全体や極東地方とほぼ同様であっ

た,2002年と2006年での変化を疾患別にみると,

急性 ウイルス性呼吸器感染症は依然高 レベル

(18.086- 17,573)で推移. インフルエンザは

2,583･-217と激減し,ロシア全体や極東地方よ

り低い水準になった.麻疹は 1.6- 0.26,風疹は

116- 55.5と減少.結柏は97.1-97.2と依然高

い水準で推移.ジフテリアは0.1-0.1.ダニ脳炎

は36.8- 25.5,ライム病は 17,6- 13.9と減少し

ているもののやや高い水準であるや慢性肝炎では

46.5- 54.8と増加傾向にある.腸チフスは0.14

- 0.ll,サルモネラは28.1- 34.5,赤痢は86.9-

33.1,その他の急性腸炎は68.7-71.4であった.

lIemorrhagiefeverwithrenal

syndrome(HFRS)

HFRSは腎障害を伴う出血熱で,HantaanvinlS,

Dobravavirus,SeoulvinlS,PuumalaviruS等のウ

イルスが原因とされている.Hantaanvirusはロシ

アやアジア,Dobravavirusはロシアやスカンジナ

ビア半島などに見られる.ウイルスは感染者薗動

物の唾液,煤,糞便中に排出され,それらが乾燥

して壊となり空気を汚染,エアロゾルを吸入した

人が感染する.ダニ,蚊による媒介説もある.大

都市よりも森や山などに近い村で流行することが

多く,主に春と秋に発症する.1-2週間の潜伏

期を経て発症し,始めは出血熱の症状を望する3).

その 7- 10日後に腎障害を生 じる.本疾患の致

死率は高くないが,感染後の慢性ネプロ-ゼが問

題となる.この腎障害に対してはまだ適切な治療

法が確立されていない.

C型肝炎ウイルス (HCV)の流行

ロシアではHCVの増加が大きな社会問題とな

っている.HCV感染の原因としては注射の回し
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うちによる人から人への感染が主たるものであ

る．病院内では厳しい規則が設けられており，徹

底した管理がなされているため医療現場での感染

はまれである．時として歯の治療の際や救急医療

の現場で感染することはある．しかしながら最も

問題となっているのは，麻薬や覚醒剤の使用に際

しての注射針の共有である．ロシアでは麻薬や覚

醒剤を規制する法律がそれほど厳しくなく，麻薬

や覚醒剤の使用増加に伴いHCV患者が増えてい

るという．

　HCVの遺伝型は極東地方では1bが多く
（66％），　さらに3a（21％），2a（10．3％），1a

（0．7％），2aが続き，型別できないHCVが1．3％

存在した4）．遺伝型は病態と関連する．ロシアの

場合，3a型は1b型に比べて感染経過が長期化し，

治療がより難しい．なお，わが国での分離頻度は，

1b　（7L5％），　1a　（15．0％），　2b　（8．7％），　2a

（3，5％），その他（13％）であり5），分離頻度2

位の遺伝型（ロシアでは3aで，わが国では1a）

が大きく異なる．
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