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2011年 3月 5日の医学誌 the Lancet（2月 18日のオンライン版）に、「無作為に選ばれた慢性疲労症候群

の患者における適応ペース療法・段階的運動療法・認知行動療法・専門医による医療ケアを比較する試み

（PACE）」と題する研究が発表されました。この研究は、慢性疲労症候群の治療法として段階的運動療法と

認知行動療法が有効であるとするもので、世界中の慢性疲労症候群の患者の間で、大きな論争を巻き起こしま

した。私は、この研究によってさらに慢性疲労症候群に対する誤解を広めることになるのではないかと懸念し

て、読者の通信欄に投書いたしました。44の投書が寄せられ、8つの投書が掲載されたと、編集後記に書い

てあります。 

 

＊私の投書を掲載した英文のページの下に、その日本語翻訳を掲載し、さらにその下段に、本文中に参照文献

としてあげた箇所の訳も載せました。 
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The PACE trial in chronic fatigue syndrome 

Mieko Shinohara a  

A very controversial paper was published on March 5, 2011, about treatments for chronic fatigue syndrome (CFS).1 

I have suffered from this disease for more than 20 years and have been nearly bedridden for the past few years. I 

hope that the study will be beneficial for patients with CFS. 

Surprisingly, patients who participated in the study were young, and their symptoms were mild to moderate. 

Furthermore, their disease duration was short, and they were still in the process of adjusting to the fact that they 

had an illness whose cause is not known. Probably, the participants learned coping skills through self-help 

strategies.2 

Cognitive behaviour therapy and graded exercise therapy can be effective for many chronic diseases other than 

CFS. As this study showed, it is reasonable that cognitive behaviour therapy and graded exercise therapy are 

effective for CFS. However, whether these treatments will be effective for patients with severe CFS who need 

medical support remains unknown. I am concerned that this study might lead to further misunderstanding of this 

disease. 

In Japan, much research on fatigue in general has been done, but more severely ill patients have been totally 

overlooked. We need more research where those patients are involved. We are sincerely hoping that the 

researchers will focus on the biological roots of CFS, so that eventually a cure can be found. 

I declare that I have no conflicts of interest. 
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無作為に選ばれた慢性疲労症候群の患者における適応ペース療法・段階的運動療法・ 

           認知行動療法・専門医による医療ケアを比較する試み（PACE） 

 

篠原 三恵子
a 

慢性疲労症候群（CFS）の治療に関して、大いに論争を招くような論文が、2011年 3月 5日に発表された 1。私は 20

年以上この病気に罹っており、この数年は寝たきりに近い。私はこの研究が CFS患者にとって有益であることを願って

いる。 

 

驚いたことに、この研究に参加した患者たちは若く、症状は軽症から中程度である。その上に病歴も短く、自分たちが

原因もわからない病気に罹っているという事実に、いまだ順応しようとしているところである。おそらく、参加した患者た

ちは、セルフヘルプ戦術２ によって、うまく対処する技術を身につけたのであろう。 

 

認知行動療法と段階的運動療法は、CFS ではない多くの慢性疾患にも効果をもたらしうる。この研究で示されたように、

認知行動療法と段階的運動療法が、CFSに効果があるのはもっともである。しかし、これらの療法が、医療的サポート

が必要な重症な CFS患者にも効果があるかどうかは、依然として分かっていない。この研究によって、さらに本疾患に

対する誤解を広めることになるのではないかと、私は懸念している。 

 

疲労一般については、日本でも多くの研究がなされてきたが、より重症な患者たちは全く見過ごされてきた。私たちに

は、こうしたより重症の患者を含んだ研究がもっと必要である。いずれ本当の治療法を見つけることができるよう、研究

者たちには CFSの生物学的な原因に焦点を当てて欲しいと、心から願っている。 

利益相反や利害関係のないことを宣言する。 
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-*************************************************************************************************************************************** 

セルフヘルプ戦術(SHS) 

 

ME/CFS に認知行動療法を使用する根本仮説は、患者の機能障害は、間違った考え方のために身についたも

のであるという前提に基づいている。「CFSの病態生理は完全に回復させることができ、認知と行動と感情的

なプロセスの相互作用によってのみその回復状態を保持できると、その仮説は考えている。患者は考え方を変

えなければならないが、そうさえすれば症状は消滅する。このモデルによれば、認知行動療法は患者の生活の

質を改善するばかりではなく、病気自体を治癒させる力もあるはずである 46。」認知行動療法の支持者たちは、

「理想的には、他の機能性身体症候群と同様に、一般開業医は CFSと診断したら内科専門医に回すことなく、

認知行動療法を受けるために心理療法士に照会すべきである」47と提案している。支持者たちは、文献で裏づ

けられた ME/CFSの病態生理学を顧みず、患者たちの症状の現状を無視し、病気を患者たちのせいにし、医

療から遠ざける。彼らの研究には、しばしば慢性疲労を訴える患者は含まれているが、もっと重症な患者や、

ME/CFS の臨床診断基準の一部である他の症状を呈する人たちは除外されている。さらにまた彼らの研究で

は、起立不耐症、咽頭痛、過敏性腸症候群などのような生理学的な機能障害を治すことも、改善させることも

できない。ハーバード大学教授で CFSの世界的権威である A・コマロフ博士は、生物学的経過が示すエビデ

ンスは、「根本に潜んでいる精神疾患的苦痛ゆえに、ただ頭の中で想像され、増幅されている症状が本疾患に

は関与しているという仮説とは矛盾している。今やその仮説を停止させる時である」と明言した 48。ME/CFS

の生物学的病態生理を認識している医師の中には、患者たちにうまく対処する技能を教えている人たちもいる

が、それを「行動認知療法」と呼んだりはしない。こうした医師たちに私たちは、「セルフヘルプ戦術」とい

う用語を用い、「認知行動療法」、あるいは「認知再訓練療法」という用語を避けるよう勧めている。 

 

セルフヘルプ戦術（SHS）は、エネルギーを温存し、症状の再燃を最小限にし、うまく対処する技術と機能

性を最大限に広げることによって、患者が慢性疾患にうまく対処するのを助ける。 
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