
三羽 邦久           62歳 

 
本籍：富山県富山市 

富山市新富町在住 

富山中部高校卒 

京都大学医学部卒(昭和50年） 

 

京都、静岡、福井、富山、大阪、三重などの大学病院や 

一般病院に勤務、循環器内科を中心に診療、研究。 

平成16年2月 浜松労災病院内科部長 

   新設された総合内科を担当、慢性疲労症候群 

       と関わり始める 

平成22年6月より ミワ内科クリニック院長  

 

専門分野： 内科、循環器科、生活習慣病、禁煙 

        ｢慢性疲労症候群｣        



  ミワ内科クリニック 

 
 

場所：富山市 富山駅より徒歩4分  

20010年6月2日開院 

標榜科： 内科、循環器内科 

 

月間患者数（2011年3月） 

 約200人 

 年齢分布 

  10，20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 

  いずれも約30人 

 社会保険：国民健康保険   ２：１ 

 県外からの受診者：福岡県、長野県、千葉県 各1名 



 新しい筋痛性脳脊髄炎の診断基準 

 

 一循環器医が関わった新たな出発点 
 

 
 

 

       

   

  ミワ内科クリニック   三羽 邦久 

 



一循環器医が関わった慢性疲労症候群 
 

 実例から学んだこと 

 慢性疲労症候群研究の成果 

 
  病因としての小心症候群(Small heart syndrome) 

 

  酸化ストレスについて 血中ビタミンE濃度からの検討 

 

  慢性疲労症候群と起立不耐症 

 

 慢性疲労症候群の現状と診断基準の問題点  
 

一循環器医が関わった筋痛性脳脊髄炎 

 新しい国際委員会に加わった経緯 

 新診断基準完成までの委員会の裏話 

 診断基準について 

 今後の活動 



浜松労災病院時代（2004年―2007年） 
 

 総合内科新設（患者数０からのスタート） 

  病歴、背景、症状の聴取、診察に充分な時間 

 

 個人的背景 

  心療内科、認知行動療法のトレーニング歴なし 

 施設的背景 

  心エコーの熟練技師3人 常に心エコー検査可能 

  

 慢性疲労症候群に対する循環器的アプローチ 

 

 2006年1月 

  県西部医療センターにて 

  渡辺恭良先生（現 疲労学会理事長）の講演拝聴 

  脳、特に前頭葉の血流低下、活動性低下あり 

  慢性疲労は中枢神経系の問題であるとのお話 



   ２３M  職業： 製造業（検査部門）、2交代勤務 

 

主訴：  全身倦怠感、集中力低下、イライラ感 

 

既往歴： なし 

背景：  タバコ（－）、アルコール0.5-1合相当／日、 

   独身、寮生活、入社3年目。 趣味：テニス 

身体所見： 身長174ｃｍ 体重51ｋｇ、血圧111/66、脈拍：62、整。
   体温36.8度、扁平胸郭, 右腎触知、腸蠕動音亢進 

胸部Ｘ線： CTR36％ 心電図: ＣＷ、心エコー：左室運動異常なし 

 

2006/7/19  昨年10月、2交代勤務になってから全身倦怠感持続。 

      充分な睡眠にもかかわらず、1ヶ月前より全身倦怠感、 

      下痢が強く、産業医より紹介受診。易疲労感強く、  

   集中力低下し仕事ができない。食欲低下、家では寝ている 

   だけ。仕事が面白くない。朝食摂取していない。 CRP：0.0 

 

慢性疲労症候群、過敏性腸症候群と診断。 

その後、休職したが症状改善せず、睡眠障害、頭痛、筋肉痛、 

関節痛も伴い、うつ病を合併。 



慢性疲労症候群患者によくある症状 

 
 疲れが取れない、体が重い 

 平日は鞭打って会社へ行く  

 頭が働かない 情報刺激に対処できない 

 

 帰宅したらぐたーっと寝ているだけ 

 

 朝起きれない。夫を送り出したらすぐまた寝てしまう。 

 朝食摂取できない。 

 

 寝覚めがすっきりしない 

 

 足がむくみやすい。 

 舌アフタ、口唇ヘルペス、口内炎ができやすい。 

 “かぜ”をよくひく、治りにくい。 

 いやな頭痛、咽頭痛を繰り返す。 



  ２４Ｆ   看護師 未婚 

 

主訴：  全身倦怠感、強度疲労感、不眠、体重減少 

 

既往歴： 右顔面、頚部、胸部皮膚に血管腫 

   19歳より摂食障害（拒食、過食の繰り返し）、うつ病、 

   不眠症で精神科で治療中。落ち込むことはなくなった。 

背景：  父（アルコール依存症）の世話で本年2月より休職中。 

  易疲労感強くだんだん、引きこもりがちになった。5月 

  10日、専門施設に父が入院したが、3日で強制退院と 

  なる。20日、妹（事務員）と家を出た。父の借金の 

  肩代わりで経済的にも大変。楽しいことなし。生理不順。 

身体所見： １６１ｃｍ、４６ｋｇ 血圧：１０５/６３、脈拍：６１、
  36.5度。 

  胸部Ｘ線：ＣＴＲ３２％。ECG: 垂直軸。CRP：0.0 

 

2006/05/31 約1ヶ月前より強度疲労感、全身倦怠感持続。体を動 

  かすのが億劫。買い物も妹が行く。2ヶ月で7kgの 

  体重減。食欲あり。立ちくらみあり。早く職場復帰したい。  



心胸郭比（CTR） 32% 
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心胸郭比：４４％ 
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    胸部X線写真と身体所見の比較 （１） 
───────────────────────────  

    Control CFS  p 

n    38  56 

男／女   19/19  26/30  NS 

年齢 (才)   368  338  NS 

Body mass index  223  215  NS 

心胸郭比（CTR） (%)       

    42    9 (24%) 34 (61%) p<0.01 

    40    6 (16%) 25 (45%) p<0.01 

狭胸郭   7 (18%) 33 (59%) p<0.01 

立ちくらみ   5 (13%) 18 (32%) NS 

足先冷   4 (11%) 16 (29%) NS 

下腿浮腫   3 (8%)  12 (21%) NS 

右腎触知   4 (11%) 17 (30%) NS 

僧帽弁逸脱所見  3 (8%)  10 (18%) NS 

───────────────────────────  
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    胸部X線写真と身体所見の比較 （２） 
     Control    CFS   

     Small heart 

      （－）      ()           p value 

─────────────────────────────  

 ｎ     38  22       34 

男／女    19/19 13/9       13/21      

年齢 (才)    368  348       318   <0.05* 

Body mass index   223  256       193   <0.001* 

狭胸郭    7 (18%) 4 (18%)    30 (88%)   <0.01* 

立ちくらみ    5 (13%) 3 (14%)    15 (44%)   <0.05* 

足先冷    4 (11%) 2 (  9%)    14 (41%)   <0.05* 

下腿浮腫    3 (  8%) 1 (  5%)    11 (32%)   <0.05* 

右腎触知    4 (11%) 1 (  5%)    16 (47%)   <0.01* 

僧帽弁逸脱所見    3 (  8%) 0 (  0%)    10 (29%)   <0.05* 

─────────────────────────────   

*: vs. Control and Small heart （－）  



   心エコー検査所見の比較 
 

   Control      CFS  

          with small heart 

            50%>CTR＞42％     CTR≤42％   p value 

────────────────────────────  

 ｎ     30         34 

男／女    11/19        13/21    NS 

年齢 （才）    3413        318    0.219 

身長 (cm)            1637        16410 0.451 

体重 (kg)    59.715.7        52.810.6 0.040* 

体表面積 (m2)   1.640.21        1.570.19 0.146 

心拍数 (beats/min)   6912        7213  0.363 

心室中隔厚 (mm)    8.81.1        8.61.2 0.574 

左室後壁厚 (mm)   8.51.1        8.41.3 0.709 

 



左室拡張末期径 (mm) 44.94.1 41.24.8        0.002* 

左室収縮末期径 (mm) 27.52.9 25.44.5        0.038* 

左房径 (mm)   26.74.5 25.34.4 0.229 

大動脈起始部径 (mm) 27.44.8 26.23.7 0.261 

右室径 (mm)   15.22.6 16.04.1 0.361 

1回拍出量 (ml)            64.614.4 51.613.8 0.001* 

1回拍出量係数 (ml/m2) 39.37.0 32.97.7 0.001* 

心拍出量 (l/min)               4.431.15 3.650.98 0.005* 

心係数 (l/min/m2)      2.690.56 2.330.57 0.012* 

左室内径短縮率 (%)  38.73.5 37.43.9 0.188 

左室駆出分画 (%)  69.04.1 67.94.9 0.313 

────────────────────────────   

*: 有意差あり 

 

 

 

      (Miwa K 2008 Clin Cardiol) 
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P=0.012 

2.69±0.56 2.33±0.57 

(Miwa K 2008 Clin Cardiol) 



          長期追跡した小心臓慢性疲労症候群患者の臨床所見 

 
患者  年齢/性   CTR  症状 身体所見             症状増悪のきっかけ 

 ＃             (%)        

  1        32/F       34      疲労感 扁平胸郭、収縮後期雑音      夏バテ 

         頭痛  右腎触知   風邪 

  2        19/F       41      倦怠感 収縮後期雑音、背部叩打痛  不規則時間勤務 

         頭痛  右腎触知   過重勤務 

  3        23/M      36      イライラ感 扁平胸郭、立ちくらみ   不規則時間勤務 

         倦怠感        右腎触知   下痢 

  4        33/F       33      倦怠感 足先冷     精神的ストレス   

         腹痛  右腎触知    下痢 

  5        26/F       37  疲労感 足先冷                  体重増加嫌悪 

         めまい 立ちくらみ、右腎触知   子育て 

  6        29/F       39      倦怠感 足先冷、浮腫    結婚後のストレス 

         ふらつき 右腎触知                  挙児希望 

  7        24/M      41      倦怠感 直立脊柱    不規則時間勤務 

         めまい 立ちくらみ    過重勤務 

  8        19/F       36      ふらつき 足先冷     学校多忙 

     疲労感   立ちくらみ    アルバイト 

  9        26/F       42      咽頭痛 足先冷、立ちくらみ    求職活動 

     ふらつき    右腎触知、浮腫   男友達交代 

 10       29/F       42   疲労感 足先冷      赤ん坊の世話 

     ふらつき 収縮後期雑音、クリック    風邪        



左室拡張末期径  
L

V
E

D
D

 

 増悪期 寛解期 

mm 

37.73.6  42.82.5 

p<0.001 

(Miwa K  2009 J Cardiol)  



心係数 
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増悪期 寛解期 

l/min/m2 

1.970.43 2.460.51  

p=0.014 

(Miwa K 2009 J Cardiol) 



小心（臓）症候群 (Small heart syndrome) 

 
1944年 Masterによって提唱された。      

１） 胸部X線写真で 小心臓。                    

２） 低血圧または起立性低血圧をしばしば認める。      
３） 全身倦怠感、易疲労感、めまい、動悸、呼吸困難、 

   胸痛、頭重感、四肢末端の冷感。        

４） 他の器質的心臓疾患や貧血などの全身疾患を 

   伴わない。 

５） やせ型、無力体質のものに多く、消化管、腎臓など 

   の内臓下垂や遊走腎をしばしば伴う。    

６） 直背、扁平胸郭の頻度が高い。      

７） 僧帽弁逸脱症候群を伴いやすい。  

８） 若年女性に多い。  

９） ナイーブ、デリケートで真面目な人が多い 



      Vitamin E研究の背景 
  

 

酸化ストレスは、身体的および知的機能に影響し、 

慢性疲労症候群の病因に酸化ストレスの関与が示唆されている。   

 

ビタミンEは主要な内因性脂溶性抗酸化物質であり、酸化ストレス
下では消費され、酸化ストレスの指標となる。 

 

生活習慣病危険因子存在下では血中ビタミンE濃度は低下する。 

(Miwa K et al. Circ J 2004, Circ J 2005, Int J Cardiol 2008) 

 

慢性疲労症候群患者の血中ビタミンE濃度は生活習慣病危険因子
の有無に係わらず、低下している。(Miwa K et al. Int J Cardiol 

2009) 
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      対象と方法  
 

慢性疲労症候群患者27例（CFS):  

 診断： Fukuda et al. Ann Int Med 1994 

 男10、女17、平均296才  

 生活改善指導、対症療法 

 増悪期（baseline）と寛解期(診断基準を外れた時期）
 または6－12ヵ月（82ヶ月）後に空腹 時採血 
 

対照27例(Control): 男11、女16、平均317才 

 

血清ビタミンE濃度： 高速液体クロマトグラフィー法  

 -tocopherol 濃度 

    mg/g total lipids (total Chol and TG)  
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(Miwa K 2010 Heart & Vessels) 
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      考 察 
 

 

酸化ストレスの増強は、 

 

 慢性疲労症候群の病因の1つか？ 

 

 慢性疲労の単なる結果か？  

 

 

慢性疲労増悪の悪性cycleのMediatorか? 
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ビタミンE服用はCFS治療に有効か？ 
 

 エビデンスは未 

 

 ビタミンEは抗酸化機序の1つに過ぎない 

    他の抗酸化機序も消耗している 

 

 トコフェロールを服用すると食物中の 

   γトコフェロールの吸収が著明に抑制される 

  抗酸化作用  ＞ γ 

  酸化ストレスに惹起された反応の抑制 

      ＜ γ 



一循環器医が関わった慢性疲労症候群 
 

 実例から学んだこと 

 慢性疲労症候群研究の成果 

 
  病因としての小心症候群(Small heart syndrome) 

 

  酸化ストレスについて 血中ビタミンE濃度からの検討 

 

  慢性疲労症候群と起立不耐症 

 

 慢性疲労症候群の診断基準の問題点  
 

一循環器医が関わった筋痛性脳脊髄炎 

 新しい国際委員会に加わった経緯 

 新診断基準完成までの委員会の裏話 

 診断基準について 

 今後の活動 



  19歳女性   大学生  

 

主訴： 禁煙希望 

  労作時呼吸困難、胸痛、咳、痰 

  立ち眩み、冷え、便秘、全身倦怠感、易疲労感 

 

既往歴：不眠症（昨年8月より眠剤常用）、性器ヘルペス 

  で婦人科治療中。 

 タバコ：30-60本ｘ3.5年間 父：ヘビースモーカー 

 

現病歴：昨年4月より種々の症状、出現。1人でいると 

                吸ってしまう。禁煙を決意し、2012/3/28 来院。 

身体所見：158cm、48.4ｋg、血圧107/57、脈拍：77/分 

     体温：36.5度。呼吸音清、心音純、下腿浮腫 

       (+)   腱反射：両側膝蓋腱反射 亢進、足先冷 

胸部Ｘ線： CTR37％、心電図: 垂直軸 

 

 禁煙補助薬服用にて4月7日より禁煙開始。 



2012/4/16  19歳女性  起立試験 

 
      血圧      脈拍数   症状 

      (mmHg)    （拍/分）      

臥位   102/62             62 

立位       

 直後          97/67             78 

  

 1分            86/57             82      顔、上半身の動揺 

 

 3分            77/46             98      浮遊感、顔色不良 

             （遅発性起立性低血圧） 

 5分   65/28             76      眼前暗黒感、 

             （神経調節性低血圧）          立位困難、検査中止 

臥位            103/59             57       



      起立不耐症 

 
強度の疲労、めまい、ふらつき、集中力低下、 

身震い、悪心、動悸などの症状により、 

立位維持困難となる。 

 

起立不耐症は、医療関係者でも、未だ認識が乏
しく、しばしば、｢不定愁訴｣や｢心の問題｣と誤解
される。 

 

 



 

 慢性疲労症候群と起立不耐症 
 

 
 ・起立不耐症は慢性疲労症候群患者で頻度が高い 

  両疾患共に、若年女性に多い 

 

 ・起立不耐症は慢性疲労症候群の立位時症状として重要 

  生活機能、QOL（生活の質）の最重要決定因子 

  重症になると立位困難から座位困難へ 

 

 ・起立不耐症の本態は立位時の脳血流不足 

  交感神経系の高度緊張も症状の成立に関わる 

  血圧低下を伴う場合と伴わない場合がある 

 



  １９Ｆ   専門学校（美容）学生  

 

主訴：  呼吸困難 

 

既往歴：  なし  タバコ：なし 

現病歴：  2006/4/24 ２日前より頭痛あり。12時頃、呼吸困難、
    冷汗あり。死ぬかと思って母を呼んだ。呼吸速迫 

                        あり。手足がこわばった。救急車の中でビニールの   

             袋を口にあてたら次第におさまった。過呼吸症候群
             と診断。ふだんから軽い発作はしばしばあった。  

    1年前（入学）より易疲労感、全身倦怠感が持続。 

                        立ちくらみあり。立位時、めまい、ふらつき、 

             悪心、悪寒あり。週1回の派遣のアルバイトも 

             やっていて睡眠不足。休日は、たいてい家で 

             ぐたーっとしていることが多い。 

身体所見： 160cm、43ｋg、血圧110/59、脈拍：80、体温: 36.8度、
   4LSB: 収縮後期雑音2/6、右腎触知、扁平胸郭、甲状腺腫 

胸部Ｘ線： CTR36％、Straight back  心電図: 洞不整脈、CW 



2006/5/1 全身倦怠感（＋）、頭痛、咽頭痛あり。学校が 

  忙しい。睡眠6-7時間。過呼吸発作なし。 

2006/6/5 全身倦怠感（＋）、学校遅く終わる。 

  睡眠8時間取っている。昼が1番疲れる。 

  過呼吸発作なし。歩くようにしている。 

  学校、楽しくない。休むこともある。 

  

中略 

 

2006/10/2 全身倦怠感（＋）、立っていられない。美容師に 

    なるのは無理と考え、学校をやめることにした。 

  しばらく、ぶらぶらする。 

 

後略 

 

慢性疲労症候群、起立不耐症、過呼吸症候群 

 



  ３０Ｆ   大学院生（医療系）学生  

 

主訴：立位時のふらつき、浮遊感、悪寒、冷汗、動悸、呼吸困難 

既往歴：  なし  タバコ：なし 

背景：  1年位前より（入学後）夜間から朝に動悸。 

     H22年9月に結婚して楽になった。仕事は楽しい。 

     大学院が大変。 

現病歴： 主訴でH22年9月19日、近医（循環器専門）受診。 

       ホルター心電図施行。心室性期外収縮はあるが少なく、 

                 「心の問題」ではないかと言われた。9月26日、結婚式 

       場で着物を着ていた時、10月6日、仕事中、立って 

       いられなくなって倒れた。意識あり。 

       10月18日、当院受診。                                        
身体所見： 159cm、43ｋg、血圧111/79、脈拍：78、体温： 37.2度、
        4LSB: 収縮期雑音2/6、右腎触知、扁平胸郭 

胸部Ｘ線： CTR42％、narrow chest 心電図: 高度洞不整脈 

検査所見： K：3.5 起立試験では「揺れる、物が白く見える」
  遅発性起立性低血圧あり。 起立不耐症と診断 



 23年1月18日   4月に結婚式、披露宴の予定 

            「折り入ってご相談が・・・・・」 

 

   2月18日   院卒業発表は座位でやらせてもらった。 

            昼食後に血圧が下がって揺れる 

            静止立位が悪い 

            弾性ストッキングを試す 

 

   2月23日   痒い  弾性ストッキング、メーカー変更 

 

   4月12日   結婚式、リハーサルで30分ぐらい、立って 

     いられた。 

            週2日勤務＋非常勤講師週1回 

 

   4月29日   挙式、披露宴 

 





  ２５Ｆ   会社研究所勤務（薬品分析）
  

主訴： めまい、頭重感、集中力低下、悪心、冷汗、震え、胸痛 

既往歴：  なし  タバコ：なし 

現病歴：     2年位前より、時々、立位時にめまい（浮遊感）、 

  集中力低下、冷汗などあり。忙しくなって症状増悪。
          臥位で改善。 全身倦怠感、易疲労感あり。耳鼻科や
       MRI検査では異常なしと言われた。2011年2月当院受診。 

身体所見： 163cm、55Kg、血圧110/73、脈拍：77、体温： 36.1度、
        4LSB: 収縮期雑音2/6、足先冷、扁平胸郭、両下腿筋 

        握痛あり。起立不耐症、慢性疲労症候群と診断。 

 

4月から3カ月休職。 

7月 復帰したが、フルタイム労働に耐えられず、欠勤や早退。 

8月 退職。 

9月 東京へ遊びに行ってきた。ディズニーランドでは、事情を   

  理解してもらえ、長時間並ばずにアトラクションに
入場 

 できた。 



  会社側の誤解（不理解） 
 

 

・じっと立っているだけだから 

 動きまわるより楽だろう！  

     起立不耐症への無理解 

 

・主に心の問題！ 良い時もある   

     症状は動揺する 

      症状悪化時は通院不能 

     軽快時にのみ来院可能 

 

・１００％治して復帰し、フル活動を！ 

     難治性 



2011/6/3  25歳女性  起立試験 

 
      血圧      脈拍数   症状 

      (mmHg)    （拍/分）      

臥位   103/67             56 

立位       

 5分       108/70             88  座りたい （継続可能） 

    （体位性起立頻拍症候群） 

2011/6/28    

臥位   100/60             68  頭がぼーっと 

立位          

 直後       90/64    79  立ち眩みでぐらぐら 

 3分            96/76             85      床に座り込みたい 

               検査中止       



  24歳女性   保育士  

 
主訴：     全身倦怠感、易疲労感、全身関節痛 

 

既往歴： 不眠症（2008年より眠剤常用）1年前より保育士 

       家族（特に祖父）の過干渉がストレス。タバコ：なし 

 

現病歴：  2010/1/8 初診（南砺家庭・地域医療センター）。 

       約2年前より、全身倦怠感、易疲労感、四肢関節痛あり。 

     卒業を控え、多忙で不眠。心療内科で眠剤処方される。 

                   最近、症状悪化、ふらつき、息苦しさあり。だるくて 

                   起き上がれなくなる。月１回位、休暇をとっていたが、 

                   年明けより就業不能。体を起していられなくなった。 

 

身体所見： 160cm、44ｋg、血圧98/61、脈拍：64、心尖部: 収縮期 

                     雑音2/6、上腹部振水音（＋）、圧痛（＋）、右腎触知、 

                     足先冷、頸部、鼠径部リンパ節数個触知、圧痛点8/18 

                      胸部Ｘ線： CTR40％、心電図: 異常なし 

 

診断：        慢性疲労症候群、睡眠障害 



2010/1/19 仕事に行っている。 

2010/2/18 だいぶ楽になった。しんどくない。朝、無理して 

      起きる。睡眠時間8時間。 

2010/2/25 夕方、エネルギー欠になる。集中力低下。朝、起床 

                    しにくい。ふわーっとする。関節痛、筋肉痛はなし。 

     咽頭違和感、胸部絞扼感あり。 

 

4月より、隣県で小学校の養護教員となり、念願の1人暮らしを始めた。 

 

2010/6/5 主治医開業、継続受診。1人暮らしの充実感あり。 

  全身倦怠感、夕方、エネルギー欠。めまい、 

  関節周囲の痛みあり。 圧痛点11/18 

  起立試験にて「横になってもいいですか？」 

 

2010/7/3 2週間前より全身倦怠感、易疲労感、増悪。 

2010/7/22 3日前より体が動かせなくなる。起床時、四肢が 

  全く動かせない。 周期性四肢麻痺か？ 

2010/7/31 四肢麻痺、顔面麻痺、頻回となる。 

 

入院、その後、大学病院精神科へ 「解離性運動障害」？？  



2010/6/5  25歳女性 起立試験 

  血圧      脈拍数   症状 

      (mmHg)    （拍/分）      

臥位   100/49             55 

立位 直後  97/57             93      少し、ふらっと 

                     (体位性起立頻拍症候群） 

 3分 103/60    84         少し、ふわふわ 

                    継続可能 

2010/7/22    

臥位    108/67            67 

立位 直後    102/70            77      ふわふわ 

 3分           105/72         75      ふわふわ 

      ｢横になってもいいですか｣ 

      検査中止 



Tanaka H et al.  

（J Pediatr 2002;140:412-7) 





  43歳男性   無職  

 
主訴：     全身倦怠感、動悸 

 

既往歴： なし。タバコ：なし 

 

現病歴：  2012/4/9 初診。2009年5月まで仕事（ＳＥ）をしていた。 

   感冒（鼻水、咽頭痛、微熱）、動悸発作（発作性上室性頻 

   拍）を契機に全身倦怠感、労作時呼吸困難、動悸が起こり、
   次第に症状増悪。立位困難（2年前）から座位困難になって 

   いった。3年前よりしゃべるのも息が切れる。「1月に慢性疲
   労症候群でテレビに出ていた人が羨ましい」と。手掌発汗多
   い。ほとんど家庭内生活。トイレ以外は寝ていることが 

   多い。頭痛、咽頭痛、筋肉痛あり。労作後、疲れが2-3日 

   残る。総合病院をいくつか受診したが、改善せず。 

 

身体所見： 180cm、71ｋg、血圧130/79、脈拍：88、呼吸音清、心雑音な
   し。腹部：平坦、軟、圧痛なし。腱反射正常、皮膚発汗多い 

                       胸部Ｘ線： CTR40％、心電図: 異常なし  

 

診断：        慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎） 



   起立不耐症  

 
起立不耐症は、周囲の理解が乏しく、 

不定愁訴的症状から、しばしば「心の問題」
と誤解される。 

 

循環器医の積極的関与の必要がある。 

 

詳細な病態解明と治療法の確立が望まれ
る。 



        起立不耐症研究の背景 
 

 慢性疲労症候群患者では、低心拍出量を伴う 

 “Small Heart”が多い。 

    Miwa K et al. (Clin Cardiol 2008; 31: 328-33) 

    Miwa K et al. (J Cardiol 2009;54: 29-35) 

    Miwa K et al. (Int Med 2009;48: 1849-54) 

    Hurwitz BE et al. (Clin Sci 2010; 118: 125-35) 

                                             Miwa K et al. (Int J Cardiol 2011; 146: 95-6) 

    Miwa K et al. (Clin Cardiol 2011;  34: 782-6) 

 

 起立不耐症にしばしば見られる体位性起立頻拍 

 症候群（POTS）患者でも“Small Heart”が多い。 

 Grinch syndrome “two sizes too small” heart 

                Fu Q et al. (J Am Coll Cardiol 2010; 55: 2858-68)      



    対象 
 
CFS患者46例より、OIを有する26例(57%)を、CFSOI 

として選択。 

 

CFSOI：       26例（男7、女19、平均288歳）  

OI：       11例（男2、女9、平均317歳） 
Control：   27例（男10、女17、平均327歳） 
 

    方法 
 

心エコー検査にて、左室径と心機能を計測。  



左室拡張末期径 
mm 

CFSOI                   OI                  Control 

p<0.01 

p<0.01 

(Miwa K 2011 Clin Cardiol) 



  心係数 
l/min/m2 

CFSOI                     OI                     Control 

p<0.01 
p<0.05 

(Miwa K 2011 Clin Cardiol) 



            CFSOI   OI        Control                    
 
患者数            26          11     27 
 
男性/女性            7/19                2/9       10/17 
 
年齢 (歳)            288          317       327 
 
心胸郭比 (%)         385*             423*           444 
 
心拍数 (拍/分)             6915          6810           7012 
 
収縮期血圧 (mmHg)           11214*         11214*   12111   
  
左室拡張末期径 (mm)         395*             405*           453 
 <40                  14 (54%)*       5 (45%)*     1 (4%) 
 
 
心係数  (l/min/m2)       1.970.33*     2.230.54*   2.700.56 
             <2                       17 (65%)*     3 (27%)        3 (11%)            
 

 *p<0.05 vs. Control 



起立不耐症 (Orthostatic Intolerance: OI) 

 
 原因：  起立時の脳血流不足 

    

       交感神経の高度緊張 

 

 立位時の循環異常： 
  血圧低下（＋） 
   遅発性起立性低血圧 

   神経調節性低血圧 

  血圧低下（－） 
   体位性起立頻拍症候群 (POTS) 

   その他（血圧、脈拍数に著変なし）  



起立不耐症の治療 
 

 立位時下肢の動作（足踏み、交又、踏み上げ、蹲踞など） 
 

 上半身を挙上した睡眠 

 起立調節訓練法（Tilt-training） 
 

 運動 

 下肢筋肉トレーニング 

 

 塩分、水分の摂取 

 Fludrocortisone 

 

 弾性ストッキング 

 

 交感神経α１受容体刺激薬 

 

 交感神経β受容体遮断薬（少量） 



慢性疲労症候群患者の循環器異常 

 
Small heartと低心拍出量 

 

起立不耐症 
 体位性起立頻拍症候群 

 神経調節性低血圧 

 遅発性起立性低血圧 

 血行動態的（脈拍数、血圧）に異常なし 

 

 基礎に脳循環のAutoregulation（自動調節能）の 

 破綻がありそう 

 

低血圧 
 夜間低血圧、血圧の日内格差が大きい 



慢性疲労症候群患者は疲労に伴って多彩な症状を呈する 

 

  不定愁訴的、長期に亘る病歴 

     

  内科医、循環器医が毛嫌いしがち 

 “通り一遍の（おざなりの）診察と検査”で異常なし 

     

  しかし、症状は持続する 

        ドクターショッピング 

  誰もわかってくれない 

     

  心療内科、精神科、リウマチ科などへ 
 

実は、循環器的異常が基礎にある例が少なくない！ 



一循環器医が関わった慢性疲労症候群 
 

 実例から学んだこと 

 慢性疲労症候群研究の成果 

 
  病因としての小心症候群(Small heart syndrome) 

 

  酸化ストレスについて 血中ビタミンE濃度からの検討 

 

  慢性疲労症候群と起立不耐症 

 

 慢性疲労症候群の現状と診断基準の問題点  
 

一循環器医が関わった筋痛性脳脊髄炎 

 新しい国際委員会に加わった経緯 

 新診断基準完成までの委員会の裏話 

 診断基準について 

 今後の活動 



        

慢性疲労症候群 (Chronic Fatigue Syndrome) 

 

 長期にわたる激しい全身倦怠感を主症状とし、 

  

 多彩な臨床症状を呈する原因不明の病態 
 

  

 身体、精神疾患など明らかな原因がなく、 

 6ヶ月以上持続または反復する慢性疲労のため、 

  日常生活が障害された状態。 

 集中力低下や短期記憶障害をしばしば伴う 

       



    慢性疲労症候群の疫学 
 

米国： 男性の14%、女性の20%  “significantly fatigued” 

英国： 男性の20%、女性の25%  “always feel tired” 

     (Shafran SD   1991 Am J Med) 

日本: 15-65歳の男女の35.6%: 慢性(6ヶ月以上）疲労 

     （1999 厚生省疲労調査研究班） 
 

慢性疲労症候群 
 Wichita study (Reyes M et al. 2003 Arch Int Med) 

             10万人当たり 235人 男83人 女373人 新規発症180人/年 

 30-40歳の女性に多い 

 young, white, intelligent and successful women  

     (Afari N 2003 Am J Psychiatry) 

 米国成人の40-90万人  内4分の1が就業不能 

           年間2万ドルの収入喪失 

 日本人 約0.3％  （1999 厚生省疲労調査研究班） 



   慢性疲労症候群の診断名の確立 
 

診断名確立前 
 

1982-1984 Chronic Epstein-Barr virus syndrome 

   Chronic mononucleosis syndrome 

   Chronic mononucleosis-like syndrome 

 

1985  Pesistently illness and fatigue in adults with evidence 

             of Epstein- Barr virus infection  

             (Strauss SE Ann Int Med) 

   伝染性単核球症発症後、全身疲労感持続の 

   ３１名中、２３名で慢性EBウイルス感染が疑われた 

 

     ウイルス抗体価と臨床症状との関連なし 

       

 EBウイルス感染のみに病因を限定する考え方には無理がある 



  慢性疲労症候群の診断基準の確立 

 
1988   Holmes GP et al. (Ann Int Med)    

  We propose a new name for the chronic Epstein-Barr  

  virus syndrome---the chronic fatigue syndrome---. 

    大基準２ ６ヶ月以上持続または反復する疲労感 

        （日常活動が５０%以下に制限） 
    原因となりうる既知の基礎疾患を除外  

   小基準8(6)/11   身体所見基準(2)/3 (発熱、非滲出性咽頭炎、
    頚部または腋下リンパ節の腫脹、疼痛) 

 

1994     Fukuda K et al. (Ann Int Med) 

      原因となりうる既知の基礎疾患を除外   

       ６ヶ月以上持続または反復する疲労感 

  身体所見基準廃止 小基準４/８ 

  小基準から発熱/悪寒、筋力低下、急性発症を省略 

    基準を満たさない場合は “特発性慢性疲労” 



   慢性疲労症候群の診断基準 
  

 

慢性疲労の原因となる基礎疾患（貧血、感染症、 

心臓、肝臓、腎臓病、甲状腺疾患、うつ病など） 
の存在を除外する。 



  慢性疲労症候群の診断基準 
 

１） 6か月以上に亘って持続または反復する原因不明の疲労感 

  があって、休息によっても充分な回復が得られず、結果として 

  職業的、教育的、社会的あるいは個人的な活動が大きく制約 

  された状態があり、なおかつ、 

 

２） 次の症状の内、４つ以上を伴う場合 

  ・職業的、教育的、社会的あるいは個人的活動の以前の水準 

  を大きく低下させるほどの短期記憶障害または集中力低下 

 ・咽頭痛 

 ・頚部または腋下リンパ節の圧痛 

 ・筋肉痛 

 ・腫脹や発赤を伴わない多発性関節痛 

 ・今までと違うタイプ、強さの頭痛 

 ・睡眠障害（unrefreshing sleep） 
 ・運動後24時間以上持続する疲労感 



慢性疲労症候群の病因  
 

 原因不明、いろいろな説がある 

  ウイルス感染 

  免疫異常 

  内分泌異常 

  自律神経調節機能障害 

  高次脳機能異常 

  神経伝達物質代謝異常 

  睡眠異常 

  酸化ストレス 

  循環器的異常 

   small heartに伴う低心拍出量 

   (Miwa K et al. Clin Cardiol 2008;31:328) 



病因：  不明  EBウイルス感染との関連？ 

    HHV6ウイルス 

    Enterovirus 

    潜伏感染 

 

治療法： 確立されていない 

 

 生活改善 

 対症療法 

 段階的運動療法 

 認知行動療法 

  

 よく使われる薬 （よく効くという意味ではない） 
  補中益気湯 

  抗酸化ビタミン 

  SSRI(抗うつ薬) 



治療法: 確立されていない   

  基本は休養、 Relaxation！ 

     （アロマ、アニマルなど） 
  生活習慣改善(運動、食事、夜更かし禁） 
  対症療法 

  段階的運動療法 

  認知行動療法 

  薬物療法 （有効性は乏しい) 

     抗酸化ビタミン、補中益気湯、SSRI 
   

予後: 生命予後は良好 

  完全に治る人も少ないが 

  必ずしも進行性ではない 

  比較的良い時期がある 

  鬱との関連が強い 



慢性疲労症候群の診断基準の利点 

（1988年に公表、1994年に改定） 
 
原因不明という原点に立ち返れたこと 

症状のみの診断から、簡便に、もれなく患者を診断可能 

世界中の研究者が同一基準で患者を選定するので、 

  結果の共有が可能となる 
 

 

慢性疲労症候群の診断基準の問題点 
 

6か月以上、経過しないと診断できない 

軽症例が多数、含まれ、精神疾患例が紛れ込みやすい 

病因に全く踏み込んでいない 



一循環器医が関わった慢性疲労症候群 
 

 実例から学んだこと 

 慢性疲労症候群研究の成果 

 
  病因としての小心症候群(Small heart syndrome) 

 

  酸化ストレスについて 血中ビタミンE濃度からの検討 

 

  慢性疲労症候群と起立不耐症 

 

 慢性疲労症候群の診断基準の問題点  
 

一循環器医が関わった筋痛性脳脊髄炎（ME） 

 新しい国際委員会に加わった経緯 

 新診断基準完成までの委員会の裏話 

 診断基準について 

 今後の活動 



Dear Dr. Miwa, 

 

Dr. Bruce Carruthers, lead author of the Canadian consensus  

Guidelines for ME/CFS, and I would very much like you to be  

on an international panel for a new criteria and guidelines. 

 

We are very interested in the work you done in the cardiovascular  

area of ME/CFS and would like you to represent Japan  

on the panel. 

If you are unable to join the panel, would you recommend  

someone else from Japan, preferably in the area of cardiology? 

 

However, we would like you to be on the panel. 

 

Please respond as soon as possible because we are ready  

to start working with the panel on the criteria paper. 

 

 

Kindest regards, 

Marj van de Sande 

403-547-8799 (Canada) 



提唱された新たな基準 （ICC) 

 
 CFS, CFS/ME, ME/CFSを廃し、MEのみとする。 

 現在の診断基準：「症状が6か月以上持続または反復」を廃する。 

 

ME：    1934年より報告 

    1956年 新しい臨床疾患： 良性筋痛性脳脊髄炎 

     （著者匿名、Lancet) 

    1955年 Royal Free Hospital での集団発症（Ramsey, 1988) 

    1981、1988年              

          筋痛性脳脊髄炎 名称と定義 （Ramsey) 

            軽労作後の疲労、回復の遅延 

            循環障害を示す症状 

            中枢神経系障害の症状 

            症状に浮き沈みがある 

    1992年 London Criteria (Goudsmit) 

       短期記憶障害、集中力低下 

       6か月以上の症状の持続 

 イギリス、アメリカ、オーストラリアなどでCFSよりMEが頻用。 

 筋痛性脳脊髄症の方がより妥当ではないかとの考え方もある。     



           I feel that the precise or accurate diagnosis of ME is 

rather impossible from the results obtained using the currently 

available diagnostic procedure because of low specificity. 

 

         I absolutely agree that the proposed international criteria 

is well revised from the previous one and can be useful for the 

selection of the patients with chronic fatigue of unknown 

etiology and moderate or severe symptoms. 

 

         The proposed criteria have problems of lack of both 

specificity and verification for the definite diagnosis of ME. 
          



Myalgic encephalomyelitis:  

International Consensus Criteria 
 
B. M. Carruthers1,M. I. van de Sande2, K. L.DeMeirleir3, N. G. Klimas4, G.Broderick5, T.Mitchell6, D. Staines7,8, 

A. C. P. Powles9, N.Speight10, R.Vallings11, L. Bateman12,13, B. Baumgarten-Austrheim14, D.S.Bell15, N. Carlo-Stella16, 

J. Chia17,18, A.Darragh19, D. Jo20, D. Lewis21, A.R. Light22, S.Marshall-Gradisbik8, I. Mena23, J.A.Mikovits24, K.Miwa25, 

M. Murovska26, M. L.Pall27&S. Stevens28  (J Int Med 2011; 270:327-338)  

 

 

慢性疲労症候群の原因として、筋痛性脳脊髄炎 

に伴う中枢神経系の機能異常が提唱され、 

国際委員会から診断基準が公表された。 

 

この診断基準は、Cardiovascular symptoms 

としてOrthostatic intoleranceを含み、本文中には、 

Small heartと低心拍出量についても言及。 



 筋痛性脳脊髄炎：国際的合意に基づく診断基準 

  成人及び小児、臨床及び研究 

 
（A)  労作後の神経免疫系の極度の消耗 

（B)  神経系機能障害の三つのカテゴリーのうち少なくとも一つの症状 

（C)  免疫系／胃腸器系／泌尿生殖器系の機能障害の三つのカテゴリーの
 うち少なくとも一つの症状 

（D） エネルギー代謝／輸送の機能障害に少なくとも一つの症状 

 

 

（A）  労作後の神経免疫系の極度の消耗（PENE）：必須 

   特徴： 

    1.  日常生活での活動や簡単な知的作業のような最小限の労作によって 

 起こる著しく急激な身体的及び／又は認知疲労。 

    2.  労作後の症状の悪化。 

    3.  労作後の極度の消耗。 

    4.  回復までの期間が長びき、通常24 時間又はそれ以上要する。 

    5.  低閾値の身体的及び精神的疲労（スタミナの欠如）によって、 

 病前活動レベルが相当に低下する。 



B.  神経系機能障害 

   以下の四つの症状カテゴリー中の三つのカテゴリーで、少なくとも一つ 

    1.  神経認知機能障害 

        a.  情報処理障害：思考の鈍化、集中力低下 

        b.  短期記憶の喪失 

    2.  疼痛 

        a.  頭痛 

        b.  激しい痛み 

    3.  睡眠障害 

        a.  睡眠リズム障害 

        b.  疲労回復のなされない睡眠 

    4.  神経感覚、知覚及び運動障害 

        a.  神経感覚、及び知覚 

        b.  運動感覚 

 

C.  免疫系、胃腸器系、泌尿生殖器系の機能障害 

  以下の五つの症状カテゴリーの中の三つのカテゴリーで、少なくとも一つ 

  1.  風邪症状は反復し、又は慢性的になる 

  2.  ウィルスに罹患しやすく、回復期間が長びく 

  3.  胃腸管：嘔気、腹痛、腹部膨満、過敏性腸症候群 

  4.  泌尿生殖器：尿意切迫感又は頻尿、夜間頻尿 

  5.  食物、薬物、臭気、又は化学物質に対する過敏性 



D.  エネルギー産生／輸送の機能障害 

   少なくとも一つの症状がある 

   1.   心血管系：起立不耐症、神経調節性低血圧、体位性頻拍症候群、 

 不整脈を伴うあるいは伴わない動悸、頭のふらつき感／めまい 

   2.  呼吸器系：空気飢餓感、努力呼吸、胸壁筋の疲労 

   3.  恒温調節不全：低体温、著明な日内変動、発汗現象、微熱を伴う、 

 あるいは伴わない熱感の反復、四肢冷感 

   4.  極度の温度に対する不耐性 

 

 

 

分類 

 

    ――筋痛性脳脊髄炎 

 

    ――非定型筋痛性脳脊髄炎：労作後の神経免疫系の極度の消耗という  

 基準は満たすが、必要とされる残りの診断基準の症状が、一つか
 二つ欠けている。 



A contoversial consensus 
 

Jos WM van der Meer, Andrew R Lloyd 

 

This paper falls well short in many respects. 

 

Controversy: between a psychiatric disorder and a somatic disease 

科学的に不十分 

 非科学的な、或いは、個人的な攻撃に陥りがち 

  例： PACE trial 

   XMRV 

gold standardもbiomarkerもなしでは診断基準は作れない 

              作る目的がはっきりしない 

委員に多くの著名な科学者を避けているように見える 

100％の意見の一致などありえない 

本当に炎症(-itis）と言い切れるのか？ 

CFSの診断基準を放棄することは、研究成果まで失うことになる 

系統的臓器障害の評価が全て症状に依存しており、客観性に欠ける 

 

結論として、診断基準を新たに作り直す事により、得るものなし 

病態生理を検証する質の高い研究が必要 



From Kunihisa Miwa, MD/PhD 

Miwa Naika Clinic, Toyama, Japan 

 

Dear Colleagues: 

 I agree with the comment by Dr. van der Meer et al. in many 

points. As they mentioned, CFS/ME is a controversial condition. 

Although it is no doubt that our new criteria of ICC for CFS/ME is 

an advanced form of previous ones and much better than the 

revised CDC criteria by Fukuda et al. in many aspects, obviously it 

is not a completed final one. This criteria needs to be evolved step 

by step based on both experimental and clinical evidence 

accumulation. Especially the proposal to revert to the term 

“myalgic encephalomyelitis”, abolishing CFS will trigger a big 

discussion. It may be better to accumulate much more evidence 

before convincing “encephalomyelitis” exclusively, rather than 

“encephalomyelopathy” as the pathogenesis of the apparent 

dysregulation or dysfunction of the central and autonomic nervous 

system in various instances. 



Myalgic Encephalomyelitis 
 

Although the name ‘myalgic encephalomyelitis’ may not  

be perfect, it is the most accurate and appropriate name 

available and indicates underlying pathophysiology. 

Spinal autopsies have identified neuroinflammationof the 

dorsal root ganglia (Chauduri A. Royal Society of  

Medicine Meeting 2009).  

There is simply too much evidence of pathophysiologic 

neurological and immune dysregulation, immune  

activation and an imbalance between inflammatory and  

anti-inflammatory mediators to be ignored. 

 

The best way to end the resulting confusion is to only use  

the name ME for those who meet the more restrictive  

ICC criteria for this very serious disease, which is  

consistent with the WHO ICD neurological classification. 



WHO International Classification of  

Diseases (ICD) 2010  

 

  ICD R53 –malaise and fatigue.  

 ICD G93.3: ME (a neurological disease)  
 

 

 

Whether patients with less severe conditions represent  

a continuum, faulty diagnosis or different disease entities  

can only be determined by future studies. 



Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive  

behaviour therapy, graded exercise therapy, and  

specialist medical care for chronic fatigue syndrome 

(PACE): a randomized trial 

     (White PD, et al. Lancet 2011) 

認知行動療法と段階的運動療法を専門的医療法に加えることに
より、慢性疲労症候群の予後改善効果あり。 

 

Letter to the editor: 

 軽症例が多い（正常対照者と差が少ない） 
 運動耐用能の改善も僅か、解析に問題アリ 

 

 重症例には運動療法は適用できない。 

 慢性疲労症候群患者は一般に運動ができるとの 

 誤解を招く懸念がある。  Shinohara M.   



一循環器医が関わった慢性疲労症候群 
 

 実例から学んだこと 

 慢性疲労症候群研究の成果 

 
  病因としての小心症候群(Small heart syndrome) 

 

  酸化ストレスについて 血中ビタミンE濃度からの検討 

 

  慢性疲労症候群と起立不耐症 

 

 慢性疲労症候群の診断基準の問題点  
 

一循環器医が関わった筋痛性脳脊髄炎 

 新しい国際委員会に加わった経緯 

 新診断基準完成までの委員会の裏話 

 診断基準について 

 今後の活動 



Myalgic Encephalitis: Adult & 

Paediatric International  Consensus 

Primer for Medical Practitioners 

• 診断基準 

• 病態生理 

• 現状の知識と臨床経験に基づいたMyalgic 
Encephalomyelitisに対する診断と治療のプロト
コール 

• ゴール： MEの理解を促進し、国際的に臨床診断
と治療を普及させる 

• 対象： 一般臨床家、内科医、ヘルスケア実務者 

Knowledge is power. 





 講演の機会を与えて頂き、 

 座長の労をとって頂いた 

 「慢性疲労症候群をともに考える会」 
 代表の篠原三恵子さん 

 会員の皆様、御来場の皆様方、 

 後援の日本疲労学会の関係者各位に 

 感謝申し上げます。 

 

  

 御清聴、誠に有難うございました。 

  

 ミワ内科クリニック 三羽邦久 


