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論文要 旨

論文題目

ラオス国HIVキャリア registrationnetworkを基にした感染合併症の実態調査

氏 名

兼城縁子

要旨

【緒言】

ラオス国は，中国，ベトナム，カンボジア，タイそしてミャンマーと隣接する内陸国で，

国境をまたいだ人の移動による HIV感染者数の増加が問題となっており， l.990年に HIV

感染が確認されて以来，年間報告数は増加の一途を辿り， 2016年には 1万人を超過した．

先行研究で，新規HIV感染者 137名のうち 83.9%が WHO分類ステージ 3,.,..,4(CD4count 

中央値：41 cells/μL)と進行した状態で診断され，蝶虫感染割合が 58.4%と高率であること

が報告された．このことは当時の HIV感染の診断が遅れており，多くの感染者が蟷虫感染

を含む寄生虫やウイルス，細菌等の感染を合併した状態で発見されたと推測された．そこで

HIV感染の早期診断，早期治療介入， HIV発生動向の正確な把握を目的として， HIV感染

者の登録 ・モニタリングシステム開発が進められ，首都 ・ピエンチャンおよびタイ国境近隣

都市を中心に HIV拠点 10病院を結ぶ registrationnetworkが設立された．そし

て，HIV/AIDS患者に対して，国のサポートにより antiretroviraltherapy (ART)を中心とす

る継続した治療薬の提供がされている．本研究では，本networkをベースとしたART提供

開始後の HIVキャリアの現状を明らかにする目的で，ラオス国HIVキャリアの免疫状態と

感染合併症の実態について， registrationnetworkを基にラオス国サワナケート県において

調査を行ったさらにこれまで実態が明らかになっていない HTLV・lと HIVとの co・

infectionについても調査した

【方法】

2018年 2,.,..,3月に，ラオス国サワナケー ト県病院に ARTのため受診する HIVキャリア

を対象に調査を行つた．対象者の属性と臨床学的背景について， registration,networkのデ

ータ抽出およぴアンケート調査を実施した．蝶虫感染の有無には，直接塗抹法による羮便検

査を実施した.HTLV・l感染の有無は，血漿を用いた抗HTLV・l抗体検査 (PA法）を実施



した．さらに，HIVキャ リアの免疫状態の評価のため CD4陽性細胞数と HIVウイルス星

をデータベー•スから抽出し， 蝶虫感染の有無との関連についてフィッシャーの正確確率検定

を用いて検討した．本研究は琉球大学倫理審査委員会およびラオス国公衆衛生局の倫理審査

委員会の承認を得て実施した

【結果】

研究の参加に同意が得られた 252名の年齢中央値は 39歳で， 54.8%が男性であった．

CD4陽性細胞数<200cells/μLが 17% (43 名） ， HIV ウイルス量~250 が 4.8% (12名）

であった．便検体採取可能であった 212名中， 35.4%(75名）が嬬虫感染を有していた．

嬬虫の種類としては Opisthorchisviverrini (16.5%)が最も高い感染割合を示し，次いで

Strongyloides stercoralis (10.8%)であった蝶虫感染の有無と免疫状態との関連を解析

したが， CD4陽性細胞数 (p= 0.72) , およびHIVウイルス量 (p= 0.54) との間に統計

学的な有意な関連はみられなかった．抗HTLV・l抗体陽性者は確認できなかった．

【考察l

先行研究と比較して現在のサワナケート県HIVキャリアの免疫状態は良好で，また嬌虫

感染合併割合も低く ，ラオス国における registrationnetworkを構築後， HIVキャリアへ

のARTによる早期治療介入は，HIV感染コントロールに一定の効果を得ていると考えられ

たしかし，蟷虫感染は35.4%と依然高く，蟷虫感染対策を取り入れた独自の治療介入法の

確立が必要と考える．
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Abstract 

T it 1 e 

Intestinal helm.in th infections. in HIV-infected patients in Savannakhet after establishment 

of an HIV registration network in Lao People's Democratic Republic 

N a m e Yukako Kaneshiro 

Abstract 

Background: 

In Lao People's Democratic Republic (PDR), which borders China, Vietnam, Cambodia, 

Thailand, and Myanmar, the number of RN-infected patients has increased in recent 

years. HIV-infected patients diagnosed in Lao PDR are enrolled in a registration network 

and receive antiretroviral therapy (ART) covered by governmental financial support. 

Based on the registration network, we investigated intestinal helminth infections and 

coinfection with HTLV· 1 in HIV-infected patients treated with an early intervention using 

ART in Lao PDR. 

Methods: 

This cross-sectional study of all 252 HIV-infected patients at Savannakhet Provincial 

Hospital, located in the southern part of Lao PJ:?R, was conducted between February and 

March 2018. Socioepi.demiological information and clinical information were collected from 

a registration network database and by questionnaire administered to participants. 

Microscopic examination of intestinal helminth infections in stool samples and particle 

agglutination for anti ·HTLV· 1 antibody in plasma were performed. 

Results: 

The median age of all 252 participants was 39 years old (rruige,, 18-59). Based on the 

registration network database, there were 156 (61.9%) HN·infected patients with a CD4· 

positive cell count:::: 200 cells/µL and 146 (57.9%) with an HIV viral load< 250 copies/mL. 

Among 212 stool samples, 75 (35.4%) were found to contain one or more intestinal 

helminth species, including Opisthorchis viverrini (16.5%), Strongyloides stercoralis 

(10.8%), hookworm (10.4%), and Taenia saginata (3.3%). This rate of intestinal helminth 

infections was lower than that of a previous report conducted before establishment of the 
. ~ 

registration network for HIV-infected p~tients in Lao PDR. There was no significant 

association between intestinal helminth infections and a lower CD4·positive T·cell count 

or higher HIV viral load. HIV-infected patients with anti-HTLV·l antibody positivity were 



not found in this cohort. 

Conclusion: 

The registration network and an early intervention using-ART may provide good medical 

care . and improve the clinical course of HIV-infected patients in Lao PDR. However, the 

incidence of intestinal helminth infections remains high at 35.4%. The development of a 

specific medical care system for hehninth infection for HIV-infected patients is necessary. 


