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スライド 1 

今日は学会の講演ではありませんので、比較的ゆっくりとわかりやすくご説明していこうと思います。 

 途中でもしも疑問なところ、またはここをぜひ聞きたいというところがあれば、手を挙げていただければ、大

学の講義と同じように、そこについては、上手くわかりやすくさらに解説をするような形ですすめさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

スライド 2 

まず、慢性疲労症候群。今、非常に問題点として指摘されていますけれども、なぜこういう病名の概念が生ま

れたかということからご説明させていただきます。 

 1984年、今から約 30年前、アメリカのネバダ州インクラインという人口 2万人の村で、原因不明の疲労、脱

力、微熱、こういう症状のために日常生活、社会生活に重大な支障をきたすような人々が 200人、村の人口の１％

の人が認められるという事がありました。 

この頃、アメリカではエプスタインバー（EB）ウィルス感染症が慢性化すると微熱が続く、倦怠感が続く、筋

肉痛、関節痛が続くこういう慢性活動性 EBウイルス感染症が問題となっていましたので、ひょっとするとこの

地域において発生した病態の原因ではないかと疑われました。 

そこで日本の厚生労働省にあたります、米国疾病対策予防センター(Center for Disease Control and 

Prevention：CDC)の方々がこのインクライン村に調査に入りまして、様々なウィルスの検査をしました。その結

果、EBウィルスが関係していたかももしれないことを示唆する抗体が上がっているという数値が得られましたが、

それ以外の様々なウィルスの反応も陽性になってきまして、特定の原因ウィルスがこの病気を引き起こしたとい

うことを明らかにすることはできませんでした。 

しかし、2万人の村で 200人、約１％の人がこういう病態に陥ったということが、もしアメリカ中で起きれば

これは大変なことになりますので、このような病気の原因を明らかにする必要性があり、どのような患者さんを

研究してきたらいいのかを明確にするための調査基準、Working Case Definitionが発表されました。 

ウィルス感染症を疑う訳なのでウィルスなどの名前も検討されましたが、どのウィルスが原因かわからない訳

ですから、やはり、患者さんの共通している病態で呼びましょうということになりました。患者さんには、微熱

もあるし、筋肉痛もあるし、様々な症状があったわけですが、非常に激しい疲労が続くために日常生活、社会生

活ができていませんので、その疲労という名前を取り入れた症候群（chronic fatigue syndrome)の名前が付け

られました。これが日本で訳されて、今、慢性疲労症候群という名前になっています。 

 

スライド 3 

次に、アメリカの患者さんではどのような症状がみられたのかについてですが、多くの方は病気になるまでは

健康に普通に生活しておられました。昔から“しんどい、しんどい”と言っておられる訳ではなくて、それまで
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は普通に生活されていたわけです。ところが、何か感染症にかかったことがきっかけとなり、激しい疲労感、脱

力感が続くようになりました。そして、その感染症そのものは回復していますが、微熱、頭痛、のどの痛み、そ

してリンパ節の腫れ、このような感冒様症状が繰り返しみられます。そして激しい筋肉の痛み、関節の痛み、脱

力などの膠原病が増悪しているようなるような症状や、さらには思考力、集中力が落ちてくる、睡眠の障害が起

きてくるという脳機能が低下している症状がみられています。さらに、このような状態が続いてきますと、気分

が落ちこんでくる、意欲が落ちてくる、不安になるなどの精神症状や立ちくらみ、動悸という自律神経の失調症

状など、多岐にわたる症状がみられることも一つの特徴です。 

 

スライド 4 

1988年、この CFSの基準、Working Case Definitionが Annals of Internal Medicineというアメリカの医学

誌に発表されたのですが、その翌年に日本でも原因がよくわからない疲れを訴える 30歳代の女性が大阪大学微

生物病研究所付属病院に入院して来られました。そして、その患者さんを診察してみますと、アメリカが発表し

た CFSの基準に一致しているということがわかりました。1990年 5月、日本内科学会近畿地方会にアメリカで問

題になっている患者さんも日本にもおられますよ！ということを症例発表した訳です。ただ、その当時、こうい

う病気は日本ではほとんど知られておらず、 学会発表した時も「珍しい病気があるのですね」、という位の反

応で誰もこの病気に着目して、論議を進めるということはありませんでした。 

 

スライド 5 

しかし、その年の 11月、『ニューズウィーク』の日本語版に「謎のウイルスを追え、疲労病、感染者は数百

万人」、という特集号が組まれました。この 1990年、どういう時期かと言いますと、当時は厚生省がしっかり

と指導していなかったために、血液製剤を介して日本中でエイズが蔓延したのではないか？ということが大きく

取り上げられていた時期です。 

血友病の患者さんが血液製剤の投与を受ける際、加熱処理をしていれば感染しなくて済んだのに、それが加熱

して処理をしなかったためにより広がってしまったということが広くマスコミで取り上げられていまして、厚労

省は非常に困っていた時期です。 

 

スライド 6 

そして、『サンデー毎日』に「第二のエイズ、米国で猛威の奇病」、「伝染する疲労病が日本で流行する根拠」、

「新型レトロウィルスが関与か？」という記事が載り、まさにこのようなウィルスが原因である可能性が学会で

発表されたことが衆知されて、より厚生労働省(当時の厚生省)は対応する必要性にせまられていました。  

 

スライド 7 

そこで翌年の平成 3年、厚生省の方から大阪大学、当時、主任教授の木谷先生のもとに「本当に日本でこのよ

うな病気が日本で広がっているのかどうか、それを至急、調査してほしい」という依頼がありまして、本邦にお

ける慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の実態調査、ならびに病因、病態に関する研究の研究班が立ち上がりました。 

 

スライド 8 

日本で調査する為には日本の診断基準が必要になります。しかし、特別な診断基準を作ってしまいますと、ア

メリカの患者さん、ヨーロッパの患者さんとまったく違う病気を診てしまうことになりますので、基本的にはア
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メリカが調査しているのと同じ基準で調べましょうということになり、88年に CDCの Holmes先生が発表しまし

た診断基準を日本語に訳す形で診断基準ができています。 

まず、診断基準には大基準と小基準があり、この大基準にも２つありまして…。生活が著しく損なわれるよう

な強い疲労を主症状とする、少なくても半年以上の期間、続いているか繰り返している、これが大基準の１です。

そして大基準の２は、こういう激しい疲労を引き起こすような病気がみつからないこと、つまり癌、膠原病、糖

尿病など明らかな病気でこのような病態になっている人は入れないで下さいよ、ということが大基準で決められ

ました。 

そして、少基準には、感染症の原因が強く疑われていましたので、感染症の時に見られるような微熱、のどの

痛み、リンパ節の腫れなどの感染症様症状、そして膠原病の患者さんに見られるような筋肉の痛み、関節の痛み、

脱力などの症状。そして脳の機能の変調によって引き起こされているような症状、などが取り上げられていまし

て、この症状が続いている場合に自覚的には８項目満たす場合か、もし医師が微熱であるとか、のどの炎症、リ

ンパ節の腫れの内２項目を確認できれば、自覚的には 6項目を満たせば CFSと診断し、その人達の原因を調べま

しょうという研究が始まったわけです。 

 

スライド 9 

これは当時の朝日新聞ですけれども、しんどいと言われている人達に対して、「慢性疲労症候群ではないです

か？  

 

スライド 10 

だるさ、微熱、脱力、筋肉痛の症状が続く。しかし、検査をしても、異常が見つからないために、さぼってし

まっているのではないかと疑われてしまいます」ということが紹介されています。 

 

スライド 11 

では、疲れというものを考えた時に、どこをもって異常な疲れと言っていいのか。これは、なかなか難しいと

ころがあります。皆さん、健康な方でも長時間の労働、激しい運動をすれば疲れを感じます。疲れというのは発

熱、痛みなどと一緒で身体の異常を認識してくれる、アラーム信号なのです。そのアラーム信号が発令されるこ

とによって、健康な人は、例えば長時間、労働をして疲れを感じると、そこでいったん休憩を取って、リセット

することによって、もう一度健康な労働ができる訳です。どこをもって異常な疲れと診断したらいいのかについ

ては、CDCは５０％以上、過去自分が元気だった時の能力が低下した場合に、それを異常な疲れと呼びましょう

としています。そこで、当初は CDCと同じように日本でもこの５０％という定義を用いようという話がありまし

た。ところが、この班研究に参加していただいた先生方に「健康な時の５０％以上能力が低下しているという基

準で、自分の患者さんを見て下さい、どこで線を引けますか？」と聞いてみますと、その先生の判断によって、

普通に仕事をしている、例えば一流企業のスーパーマン、その人が他の人と比べてバリバリ働いているのに、本

人が半分以上、能力が落ちたと言えば、病的な疲れと判断しますという先生もおられ、どこで線を引いたらいい

のかわからなくなってしまいました。 

そこで当時の厚生省研究班では、やはりどこかで客観的な線引きは必要だろう、それは月の内の数日、学校や

会社に行けずに休んでしまう、こういった疲れになったところをひとつの基準にしませんか？という提案があり

まして、この基準が決められました。 
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PS（パフォーマンス・ステイタス）が、ゼロというのは疲れがまったくなくて、普通の生活ができ、制限を受

けることなく行動できる、非常にスーパーマン的な人です。PS1、普通の社会生活ができ、労働も可能である。

時々、疲労を感じる。この方が普通、多くいらっしゃると思います。 

PS2になると、普通の生活はできる、労働もできるけれども、時々、疲れる時に休んでいます。これも普通の

人たちに結構、おられると思います。 

PS3になると、疲れのために、月に数日は会社や学校、休まなくてはならない、社会生活や労働ができず、自

宅にて休息が必要である。月に数日、休む状況になりますと診断書を出して下さいと言われ、ここまで疲れると

普通の疲れではないだろうと思われます。 

PS4になると、それが週に数日、休まざるをえなくなる。 

 

スライド 12 

そして PS5になりますと、普通の生活、労働は困難である、軽作業は可能だけれども、PS6になると半分以上

は自宅で休息している、という状況です。 

PS7になってくると軽作業もできません。介助は不要で、ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、排便などの身

の回りのことはできます。しかし、通常の社会生活はできなくなります。 

PS8になりますと身の回りのこともしばしば介助が必要となります。PS9になると全て介助が必要となります。

と、こういうひとつの基準を決めました。こういう基準で患者さんを見てみましょう。 

 

スライド 13 

では、この基準で今、慢性疲労症候群の患者さんがどういった実態なのか、これは篠原さんらの活動もあり厚

生労働省から現在の研究班の中に平成２３年度は慢性疲労症候群の患者さんの実態調査の部会を作ってほしい

という依頼がありまして、その調査が行われました。だた、大規模な疫学調査を行うには準備が必要ですし、そ

して質問用紙を作って、全国調査をするにもお金と時間がかかります。今回は実態調査をするのに全国レベルで

するのは難しいので、少なくても慢性疲労症候群をみている研究班の施設、これは九州大学の診療内科、大阪市

立大学の疲労クリニカルセンター、名古屋大学の総合外来、国立病院機構さいがた病院、この 4施設に通ってい

る患者さんがどういう状態なのかをこの一年で明らかにしましょうということで始めました。そして現在 518名

の結果が集まってきました。 

女性が 343名、男性が 175名、女性の数は約 2倍です、平均年齢が 41歳。ここで疲労増悪時のパフォーマン

ス・ステイタスをみていただくと、この７という方が一番多いことがわかります。PS７というのは先ほどお話し

ましたように日常生活、社会生活の中で身の周りのことはできて、幸い介助は要りません。しかし、軽作業はほ

とんどできず、通常の社会生活は送れないという状態であり、このような状態に陥った方が一番多いのです。CFS

患者さんのこのような実態がわかってきました。さらに、PS8、PS9という方もおられます。その一方で、逆にか

なりよくなってきながら、病院に来られている方もおられます。 

 

スライド 14 

そこで、大阪市立大学疲労クリニカルセンターができて 5年以上たちますので、一度データーベースをもう一

度見直してみて、一年以上大阪市立大学医学部に通っている方の、初診時のＰＳとそして最後に診察した時のＰ

Ｓがどのように動いているのかを調べてみました。741名、かなりの数の方が大阪市立大学の疲労クリニカルセ

ンターに通っておられる訳ですが、まず注目していただきたいのが、この 7～9という方が 100名以上おられて、

その人達は初診時も現在もその数が変わっていないことです。すなわち、重症の患者さんはずっと外来に来られ
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て、さまざまな情報提供とともに治療していますけれども、その人達の病状の改善は残念ながら得られていない

ということもわかってきました。 

ただ、PSが 5から６の学校や会社を休まざるを得ない程の疲労がみられた方が減少して、PSが 0～2の会社や

学校を休まずに通える人が増えていまして、社会復帰できている人もおられます。したがって、同じ CFSという

病名でまとめていますが、非常に重篤な患者さんと、そうではない患者さんがおられ、病態的には異なっている

かもしれないということも考えなければいけないと思います。 

 

スライド 15 

皆さん、身体に異常を感じた場合、通常、お医者さんに行って、内科の先生に診察を受けて検査をします。貧

血があるのかどうか、身体に炎症がないかどうか、肝臓や腎臓に異常がないかどうか、ホルモンのバランスはど

うか、40歳を過ぎたら癌が隠れていないのかどうか、調べてもらいます。 

しかし、このような内科的な検査を受けてもこの疲れを説明できるような異常が何も見つからないのが、この

病気の特徴でもあります。そうしますと、内科の先生は「どうもあなたの病気は身体の病気ではなくて心の病気

が原因の可能性が高いから、精神科、心療内科を受診して下さい」と言われて紹介されます。ところが、精神科、

心療内科を受診しても、この疲労を説明できるような病気が見つからないことが多いのが現状です。その結果、

患者さんは内科の先生からは「体の病気ではないよ」、精神科、心療内科の先生も「いやいや、それはうちでみ

る病気ではないよ」と言われてしまい、適切な治療を受けられないことになります。そして何より困ることは、

学校や会社を休まざるを得ない状況になれば、必ず日本の社会は診断書を出して下さいと言われます。 

ところが、内科の先生からも精神科・心療内科の先生からも診断書を書いてもらえない。そうしますと、学校

や会社からさぼっているのではないかと言われ、本当は病気がないのに、たださぼっているだけじゃないか？と

思われてしまう、信頼関係が失われてしまいます。 

ひどい場合は、「先生、まず家族に私が病気だということを納得してもらいたいのです」と訴えられて来られ

る外来患者さんもおられます。家に居ても居場所がないそうで、家族の信頼関係も崩れてくる、そこが非常に大

きな問題となっています。 

 

スライド 16 

では、この病気は偽りの病気、詐病のように、症状だけ訴えて身体には異常がない病気かといいますと、決し

てそうではありません。少し、大学病院において保険で認められていない詳しい検査をしてみますと、身体の中

のウィルスの再活性化や、免疫系の異常、内分泌系の異常、脳の代謝異常、さまざまな症状を説明できる異常が

見つかってきています。ではなぜ開業医の先生がこれを見つけてくれなかったのでしょうか？ 

それは、このような検査が今の保険診療では認められていないためです。通常、開業医の先生方は保険診療の

中で診療を行っています。したがって、貧血はないか、肝機能はどうか、ホルモンバランスがどうかなどを調べ

て下さいますが、このような検査には異常がみられないのが CFSの特徴です。しかし、大学で保険診療から離れ

ていくつかの特殊な検査をしてみますと、明らかな異常が見つかってきます。そして、その異常を家族に説明し

て、「この患者さんはこういう異常があるから体調不良を起こしているのです。ぜひこの病気から抜け出すため

に家族で協力してあげて下さい。」と説明しますと、漸く家族の中の信頼ができてきて、この病気と取り組んで

いこうという体制ができてきます。 

 

スライド 17 
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 ではいままで、どういう客観的な異常が見つかってきたかというお話をしますと、ひとつは明らかに身体の中

で感染症が見つかって来ることがあります。ここにはいくつか候補に挙げられているウィルスが書かれてありま

すけれども、その代表的なウィルスがアメリカのネバダ州インクラインで問題になった EBウィルスです。 

 

スライド 18 

EBウィルスは、ヘルペスウィルスの１つで、日本では 100人いれば 95人、つまり皆さんのほとんどが過去に

感染しています。乳幼児にかかった場合、症状がない不顕性感染の形で罹患し、抵抗力ができて以後は他人から

はかからないようになっています。ところが、思春期になっても 100人の内 5人程度は過去に罹患したことがな

く抵抗力がない方がおられます。このような方が、思春期になって異性と初めてキスをしますと、多くの方の唾

液中にはこのウィルスが出ていますので、唾液を介して感染がおきます。そのためにキス病という別名がありま

す。唾液を介してするので、首の周囲のリンパ節が腫れてきます。高熱が出て、肝臓の機能がおかしくなります。

このような病態を伝染性単核球症と呼びます。永らく大阪大学の血液内科におりましたので、毎年、1年生、2

年生の医学部の学生がひとりかふたり、首のリンパ節が腫れて、「先生、悪性リンパ腫ではないですか？」と心

配そうに相談に来られていました。 

検査の結果、急性伝染性単核球症であることが判明し、「EBウィルスによるものですよ」と言いますと安心さ

れます。通常、予後は非常に良く、4週間から 6週間で完治します。しかし、中には試験勉強でどうしても休め

ない、クラブ活動をどうしても抜けられない方がおられます。安静にして治療していれば、予後はとても良好な

病気ですが、その治療の時期に安静にできない場合、慢性化することがあります。慢性活動性 EBウイルス感染

症（Chronic Active Epstein-Barr Virus infection : CAEBV）という病態があることはすでに知られています。  

慢性疲労症候群の患者さんをみてみますと、EBウィルスの抗体が 50名中 48名に陽性で、中には非常に抗体が

高い方もおられます。抗体が陽性だから、この患者さんは EBウィルスが原因ですと、開業医の先生から紹介状

が届くことがありますが、先にご説明しましたように日本人の健康な人もほとんどの方がこの抗体は持っていま

して、過去にこのウィルスにかかればこの抗体はできるものなのです。 

では、何が違うかといいますと、ウィルスが今、増殖している時には early antigen(早期抗原)に対する抗体

が作られてきまして、EA-IgGが陽性になってきます。この数人が陽性になっていますが、このような反応は健常

者ではみられません。この数人に関しては、今現在 EBウィルルが再活性化をしていると考えることができます。

したがって、EBウィルス感染症のごく一部の人が慢性疲労症候群に移行していると思われ、逆にいいますと、慢

性疲労症候群の人の一部の人で EBウィルスの再活性化が見つかって来るというのが正確な表現です。 

 

スライド 19 

またイギリスでは、筋痛性脳脊髄炎（ＭＥ）が取り上げられていますけれども、その原因のひとつがエンテロ

ウィルス、コクサッキーウィルスでして、夏かぜ症候群を引き起こすこのようなウィルスが関係しているのでは

ないかと言われています。その根拠としては、イギリスの ME患者さんの多くにコクサッキーウィルスに対する

抗体が高い、糞便中からこのウィルスが見つかってくる、強い痛みをもつ筋肉の組織検査や脳の組織検査からウ

ィルスが証明されたことが挙げられ、だからこのウィルスが原因でないかということが発表されています。 

しかし、一方で疑問点もありまして、病理組織学的に異常はみられない、そして筋肉の炎症だといわれていま

すが、筋肉の酵素に異常が見られないなども指摘され、まだこのウィルスが原因なのか？というのがイギリスで

も結論がついていないのが、現状です。 

 

スライド 20 
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またマイコプラズマ感染症、これはウィルスではありませんが、これも慢性疲労症候群の原因として検討がな

されています。これに関してはＧＷＳ（湾岸戦争症候群）というものがあり、イラクがクエートに攻め込んだ第

一次中東戦争、アメリカ軍がそのイラクを追い返すために軍隊を派遣してクエートから追い出し、その後アメリ

カに帰ってきた兵隊が原因不明の疲労、脱力、筋肉痛で悩むようになり、湾岸戦争によってひきおこされた病気

ということで Gulf War Syndromeという名前が付きました。 

その病因としては、異国に行って人を殺すという強いストレスを受けたのが原因という考え、そして空爆した

石油コンビナートからいろんな煤煙が上がっていますが、これを吸い込んだことによる化学物質過敏症が原因と

いう説もあります。そして、病因のひとつとしてマイコプラズマが原因ではないかという論文も発表されていま

す。健康な人１６０人を見た時に、マイコプラズマの ＤＮＡというのが１５％以下しか見つからないのが、慢

性疲労症候群の人、湾岸戦争の人では、半数近くにマイコプラズマのＤＮＡが見つかっています。 

 

スライド 21 

そして、マイコプラズマのＤＮＡが見つかった人に対して抗生物質の治療をすると非常に多くの人が回復して、

そのＤＮＡが消えたという論文が発表されています。もし、この説が本当ならば、慢性疲労症候群の患者さんに

対して、抗生物質治療がなりたつかもしれません。しかし、注意しなくてはいけないのは、抗生物質をいたずら

に使うと、耐性菌といって、抗生物質が効かない菌が身体の中に増えてきて、本当に感染症になった時に治療が

無効になってしまう可能性があります。通常、慢性疲労症候群の患者さんでは炎症反応がみられないことが多く、

抗生剤治療を無意味に行うことは控えることが常識になっています。 

こういう論文を見た時に、まず思い浮かぶのが胃潰瘍に対する治療法です。今では、慢性潰瘍に対して抗生剤

による治療があたりまえになっていますが、以前は違っていました。胃潰瘍の原因は攻撃因子と防御因子のバラ

ンスで説明されていまして、ストレスを受けると胃の粘膜の血流が悪くなって、粘膜の健康を維持するのが難し

くなってくることが重要視されていました。ところが、最近慢性胃瘍の原因は、ヘリコバクターピロリという細

菌が胃粘膜に感染して胃粘膜に障害をもたらし、慢性潰瘍や胃癌につながっているかということがオーストリア

の先生から発表されて、今では常識が変わりました。慢性胃潰瘍の治療は抗生物質治療が主流なのです。 

当時、その学説を発表した先生はみんなから馬鹿にされたいたといいます。胃は、胃酸で守られていて、細菌

が胃粘膜で増殖なんてはずがない。そういう先入観念を皆持っていたために細菌が潰瘍を作っていたなんて、誰

も思いもしませんでした。ところが、ヘリコバクターピロリは自分でアンモニアを作って酸を中和している生き

のびる術を持っていて、これが胃潰瘍の原因になっていることが後にわかってきたのです。 

したがって、慢性疲労症候群患者さんに本当に抗生剤治療が必要かどうか、これはきちんと個々患者さんのマ

イコプラズマの DNAが陽性かどうか調べる必要があります。そこで、当時大阪大学の細菌学の教授だった山西先

生に、発表された論文とまったく同じクライマーを作っていただいて、私のみていた CFS患者 30例について調

べてもらいました。しかし、その結果は全員が陰性で、少なくとも大阪大学で診ていた患者さんは、アメリカで

発表されたマイコプラズマが陽性という病態ではないことが確認され、このような患者さんに対しては抗生物質

を大量投与するのは控えるべきだという結論になりました。 

 

スライド 22 

同じく、これは山西先生の教室で調べていただいた成績ですが、ヘルペスィルルス６型ウィルスを CFS患者さ

ん 13名と、健常者 13例で調べてみますと、CFS患者さんでは高率にヘルペスィルスの早期抗原（EA）に対する

抗体やウィルス DNAが見つかってくることがわかりました。当時は、アメリカの様々なところでもヘルペスの６

型ウィルスが原因になってきているんじゃないか、とか言われていた時代でして、まさに日本の患者さんでもヘ
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ルペスの６型ウィルスが関係しているようだということになりました。ただ、これはほとんど全員の方が、感染

しているウィルスでして、今ではこのウィルスは免疫力が落ちている時に再活性化しただけで、新しく感染した

ものではないことが確認されてきています。 

 

スライド 23 

XMRV、これはレトロウィルスもひとつですが、これが慢性疲労症候群の原因ではないかという説が、Mikovits

のグループからサイエンスという雑誌に発表されました。101人中 68名で陽性という結果でして、もしこれが本

当ならば輸血を介してみんなに広がる恐れがあります。そこで、カナダ、イギリス、オーストラリアでは、慢性

疲労症候群の既往がある方からは輸血を止めるという対策に入りました。 

 

スライド 24 

日本でも、XMRVが関与しているのか否かを明らかにする必要がありまして、大阪市立大学に通っておられた

100名の CFS患者さんについて、京都大学のウィルス研究所（宮沢先生）、大阪府赤十字血液センター（古田先

生）に別々に検体をお送りして調べてもらいました。 

 

スライド 25 

その結果は、ＤＮＡは全例が陰性で、抗体陽性率も健常者と変わらないというものでして、日本の CFS患者さ

んにおいては陽性関係を示唆する成績は得られませんでしたので、この結果を昨年論文として発表していました。 

しかし、これは検査法の感度の問題かもしれませんから、検討を引き続き行っていきましょうということにな

り、XMRVに関しては国立予防研究所と連携して調べることにしていましたが、昨年、ミコヴィッツ自身がサイエ

ンスに寄稿してきまして、自分達が陽性と発表した論文は誤りであると認め、CFS患者で XMRVが陽性だったとい

うことを撤回しました。この原因は、ウィルスのコンタミネーションといわれています。コンタミネーションと

いうのは、検査の中に誤ってウィルスが混入したことを意味していまして、今ではこのウィルスが関係していた

という学説は否定されています。 

 

スライド 26 

では、CFSの患者さんではウィルスが関係ないのかといいますと、私達は決してそうだとは思っていません。

患者さんの血液と健康な人の臍帯血を一緒にして混ぜてみますと、異常な変化というのが、28サンプル中 6サン

プルで見つかるという結果も得られています。 

 

スライド 27 

これも山西先生(大阪大学)のグループが行った結果ですが、健康な臍帯血の細胞は、もしもなにも感染しなけ

ればきれいな丸い細胞です。ところが患者さんの細胞と混ぜると、ダルマ型に変化してくる細胞があります。 

 

スライド 28 

このダルマ型に変化してきた細胞に患者さんの血清を加えて反応をみてみると蛍光抗体法で陽性になる細胞

があります。この陽性細胞の存在は、患者さんの細胞から健康な細胞に何らかの感染がおきていることを示唆し

ています。CPEと呼んでいますが、これがみられた時にはその原因を明らかにする必要があります。通常、この

CPEがみられた細胞を継代して感染したウィルスなどを抽出することができるのですが、残念ながら、何回行っ
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ても２回か３回ぐらいで CPE細胞は消えてしまって、この感染源が何かというつきとめることができなかったと

のことでした。 

しかし、わたし達の今の医学テクニックでは、明らかすることはでできない感染が隠れている可能性は否定で

きないと思います。CFSの集団発生がみられたという報告が世界的でみられますので、感染症の可能性について

は、今後も研究を続けていく必要があると考えています。 

 

スライド 29 

次に、免疫異常についてご説明します。慢性疲労症候群の患者さんを見てみますと、アトピー性皮膚炎や湿疹、

薬物アレルギーなどアレルギー歴を持っている方がおられ、そして多くの方が、NK活性という免疫力が落ちてい

ますし、抗核抗体という膠原病のような反応がみられます。そして様々なそれ以外の免疫の異常も見つかってき

ています。 

 

スライド 30 

たとえば、これは大阪大学に来られていた CFS患者さんと健常者を調べた結果です。健常者では、100個の癌

細胞の内、だいたい 20個から 40個を殺せる能力を持っています、わかりやすくご説明しますと、培養シャーレ

の中に、癌細胞 100個をいれておきまして、患者さんから取り出した一定の細胞を混ぜてみる訳です。ある決め

られた時間に 100個の癌細胞が何個殺すことができたかを調べてみますと、健康な人が 20個から 40個殺せる時

に、患者さんは 10個も殺せないという方もたくさんおられて、総計学的には有意な差がみられています。 

しかし、全員が全員、免疫力が落ちているかといいますと決してそうではなく、あがっている人もいますし、

正常な人もいます。健康だと言う人の中にも免疫力が落ちている人もいるわけです。ですから、これだけで区別

ができるという訳ではありません。ただ、多くの方の免疫力が落ちていることは事実です。 

 

スライド 31 

また、膠原病の時にみられる抗核抗体もしばしば検出されます。からだの免疫系は、外からウィルスなどの異

物が体に入ってきたら排除する、身体を守る働きをしています。しかし、もし自分で自分の細胞に対しては、攻

撃をしかけてしまいますと、体のいたるところで炎症をおこすことになり、このような病態を自己免疫疾患と呼

びます。正常では、このようなことはありませんが、膠原病を含めた自己免疫疾患では、あやまって自分の細胞

の核に対して攻撃をしてしまうような抗体がみられることが知られています。 

そこで、大阪大学に通院されておられた 115名の CFS患者さんについて、名古屋大学皮膚科の室先生に調べて

頂きましたところ、半数の人に抗核抗体がみられました。しかも、少し特殊な抗 DFS-70という抗体は、細胞の

増殖を抑えたり、細胞をアポトーシス（細胞死の 1つ）に導くことが報告されていまして、この抗体が CFS患者

さんの 16％にみられることもわかりました。 

 

スライド 32 

さらに、脳の神経細胞の機能に関係した自己抗体がみられることもわかってきました。脳・神経細胞は、アセ

チルコリン、セロトニン、ドーパミンなど、さまざまな神経伝達物質を使って、情報をやりとりしています。CFS

患者さんでは脳神経症状がみられますので、この神経伝達物質のやりとりに関係している受容体に対する抗体を

調べてみましたところ、アセチルコリンのムスカリン受容体に対応する抗体（CHRM1）が約半数にみつかってき

ました。この陽性率は、健康な人や自己免疫系疾患の人と比べて有意に高く、このような自己抗体ができたこと

が、脳・神経系機能の変調に結びついている可能性が考えられます。 
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スライド 33 

次に、ホルモンのバランス異常の関与も報告されています。CFS患者さんではストレスの時に増えるコルチゾ

ールが血液・尿ともに減少していまして、脳視床下部―下垂体-副腎というホルモン調節機構に変調が生じてい

ることを、Demitrack先生が 1991年にアメリカの有名な内分泌学会誌（J Clin Endocrinol Metab）において発

表しています。 

 

スライド 34 

これは、Demitrack先生の論文の中で紹介されている図の 1つですが、健康な人の尿中コルチゾールと比べて

CFS患者さんでは下がっています。コルチゾールは抗ストレスホルモンとも呼ばれるように、ストレスを受けた

時に血液中に増えてきて、ストレスを乗り越える時に重要なさまざまな働きをしています。多くの CFS患者さん

ではこれが減少しています。慢性疲労症候群の患者さんは、うつ病との関連が問題になりますが、一般的には、

うつ病の人のコルチゾールは上昇していることが報告されていますので、このホルモンの反応の違いをみてみて

もうつ病と慢性疲労症候群には違いがあることがわかります。 

 

スライド 35 

これは大阪大学の時に見出した成績ですが、CFS患者さんでは血液中の DHEA-S（dehydroepiandrosterone sulfate）

というホルモンが健常者と比較して明らかに減少していることがわかりました。最近では、このホルモンは脳の

中でも作られていて、脳・神経機能にかかわっていることより神経ホルモンとも呼ばれていますので、このよう

なホルモンの変調が脳神経系の機能に変化を与えている可能性もあります。 

 

スライド 36 

ひとつひとつ、どのような異常が CFS患者さんにみつかっているかというご説明をしていますと、初めて聞く

専門用語がとても多くて、そろそろ皆さんの頭はパンクしそうな位になってこられているのではないかと思いま

すが、もう少しですのでお付き合いください。 

最近、疲労に大きく関係していることがひとつ見つかってきました。それは何かといいますと、酸化ストレス

です。酸化ストレスは、老化と関係していることはよく知られていまして、年をとってきますと活性酸素などの

酸化ストレスが増えてきます。皮膚にしわが出て、もろくなり、女性の場合、お化粧ののりが悪くなってくるこ

となども酸化ストレスが関係していまして、活性酸素などにより細胞が傷ついてくることが関係しています。し

かし、最近では日常生活の活動においても酸化ストレスが深くかかわっていることがわかってきました。 

 

スライド 37 

健康な学生に、３時間、単純な足し算とい精神作業負荷（クレッペリン試験）を行い、その前後で酸化ストレ

スの変化を調べてみますと、酸化ストレス（ｄ－ROM）が増加することがわかりました。しかし、健康な人は抗

酸化力（BAP）も増えていまして、酸化ストレス／抗酸化力のバランスにはあまりひずみが起きていません。 

 

スライド 38 

ところが、大阪大学で臨床検査部を立ち上げる時に２週間、徹夜、徹夜の残業が続いた、そういう人達の変化

を野島先生（現山口大学）が調べてみますと、酸化ストレスが増えていますが、抗酸化力は上昇していないこと
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がわかりました。すなわち、２週間残業が続いていると、抗酸化力の上昇が失われてきているというのがわかり

ました。 

 

スライド 39 

そして、慢性疲労症候群の患者さんですけれども、健常者と比較しまして有意に酸化ストレス（ｄ－ROM）が

増加していますが、抗酸化力は急性疲労の場合とは逆に有意に低下していまして、酸化ストレスの増加に対応で

きないような状態にあることがわかります。 

 

スライド 40 

すなわち、短時間の精神作業に伴う急性疲労の場合は、酸化ストレスは増えるけれども、抗酸化力も増えて、

バランスは保たれている。しかし、２週間くらいの残業が続く亜急性疲労になってくると、抗酸化力の上昇が追

い付かなくなる。そして、慢性疲労症候群の患者さんというのは、抗酸化力が低下している人が多く、それがひ

とつの特徴になっています。酸化ストレスと抗酸化力をみた場合、健康な人、急性疲労、亜急性疲労、慢性疲労

ではそのバランスが異なっていることがわかってきました。 

 

スライド 41 

それでは、プライマリケアを担っておられる開業医の先生レベルで客観的にこの慢性疲労症候群の患者さんを

見分けるのはどうしたらいいのでしょうか？ そのひとつの指標が自律神経系の検査です。指先の脈拍を調べて

みるのですけれども、１拍、２拍、３拍、心臓から送り出された血液は、このように指尖容積脈波として確認す

ることができます（左図、上段）。この送り出されている間隔を分析して自律神経機能を評価することができま

すが、指尖容積脈波の分析では間隔がわかりにくい欠点があります。そこで、この指尖容積脈波を数学的に２回

微分して加速度脈波の波形に変換しますと（左図、下段）、aと aの間隔が比較的簡単に分析することができま

す。心拍がどのように変化して、速くなったり、遅くなったりして揺らいでいるのかがわかります。人の身体の

リズムは、時計のように規則正しく動いているのではなく、絶えず揺らいでいます。例えば、今、私、立ってい

ますけれども、右に傾いては戻し、左に傾いては戻し、絶えず揺らいでいるのです。 

脈拍も同じ、少し早くなったり、遅くなったりしています。それはいわゆる自律神経系、交感神経と副交感神

経の機能によって調節されています。 

 

スライド 42 

そこで、このような脈拍の揺らぎを分析することによって自律神経機能を評価し、交感神経系と副交感神経系

のバランスをみてみますと、健康な人に比べて、CFS患者さんは相対的に交感神経系の過緊張状態にあることが

わかりました。それも、重症になるほど強く、その理由は副交感神経が神経系の活動が重症になるほど低下する

ためであることがわかってきました。自律神経機能を評価することがひとつのこの病態を客観的にみる指標にな

ることがわかったのです。 

 

スライド 43 

ではなぜ、この自律神経機能の変調があると疲労になるのかを考えるため、48時間、連続して心電図をつけて

頂き調べることにしました。このスライドは代表的な結果を示していますが、起きている時の交感神経系の活動

（LFにおいて○で示しているところ）においては健常者と CFS患者の成績に有意な差はありませんが、寝ている
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時の副交感神経の活動（HFにおいて○で示しているところ）では、健常者では上昇していますが、CFS患者では

その上昇がみられないことがわかりました。 

 

スライド 44 

そこで、癒しの副交感神経系活動（HF）において、寝ているときと起きている時にどれくらい差があるのかを

HFの睡眠中/覚醒時比として調べてみましたところ、健康な人では 3倍程度睡眠中は上昇していました。寝て、

ぼっーとしている時には、癒しの神経機能が上昇して良質な睡眠が得られていますが、CFS患者さんでは睡眠中

の副交感神経系活動の上昇が 1.86倍と健常者に比較して低いことがわかりました。 

相対的な交感神経の優位な状態の場合、なかなか寝付けない、なんども目がさめてしまうという睡眠障害と関

係しています。そうしますと、睡眠は疲労をリセットする重要なひとつの要因ですので、ここが上手くいかない

ために、なかなか悪循環から抜けだせないのではないかということもわかってきました。 

 

スライド 45 

では、本当に睡眠や日中活動が悪いのか？ このような評価を客観的にみることができる機械が開発されてい

ます。これは、アメリカのＡＭＩ社が販売していますアクティグラフという装置ですが、宇宙空間でパイロット

がいつ起きていつ寝ているのか？ 覚醒時の活動がどれくらいできているのか？ を調べることができます。 

2～3Hzという非常に限られた周波数のわずかな加速度の変化を計測してみますと、 

 

スライド 46 

覚醒時では 1分あたりだいたい 200～300ぐらいとなります。この値（Zc）は睡眠時には明らかに低下します

ので、これをうまく用いて覚醒時における居眠りなどもみつけることができます。これを講義を受けている学生

に装着させて評価してみますと、どの学生が居眠りをしていたのかなどもわかってきます。 

また、寝ている時に本人は気がつかなくても、目が覚めている時があります。睡眠中の中途覚醒がある場合、

この装置ではどこで中途覚醒が起きているのかを客観的にみつけることができまして、睡眠効率も算出できます。 

 

スライド 47 

この装置を使って調べてみますと、健康な人（上段）はだいたい午後 11時頃に寝て、朝７時前に起きていま

す。起きている時と寝ている時とに値にメリハリがあります。ところが、慢性疲労症候群の患者さんの場合は（中

段）、覚醒時の活動量が低下して、櫛（くし）の歯が欠けたようにみえます。居眠りがみられています。 

さらに、状態が悪くなりますと（下段）、睡眠時間や横になっている時間が長くなり、この方の場合はどこで

起きてどこで寝ているのか判断が難しいような状況になってきます。このような指標を用いれば、日常生活の状

況を客観的に判断ができます。 

最近、女子大生の調査においても、強い疲れや抑うつを訴える学生が増えてきています。そこで、自律神経機

能を評価してみましたところ、疲れを訴えている学生においても自律神経のバランスはあまり崩れてないことが

わかりました。また、このアクティーグラフを用いて調べた結果でも、覚醒時の活動はしっかり維持されていま

して、逆に疲れている学生の活動量の方が高い傾向もみられました。 

疲れた、疲れたと言っている学生の多くは、CFS患者さんとは明らかに異なった病態であることが分かります。

したがって、自覚症状だけで判断してしまいますと、「いや、うちの娘もいつも疲れた、疲れたと口にしている

から、CFS患者さんも同じようなものかな？」と思われがちですが、このような客観的な指標を用いれば明確に

判断することができます。 
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スライド 48 

さらに、脳を覗けばより CFS病態は明確になります。疲れを認識しているのは脳です。脳をポジトロン CTと

いう装置を用いて覗いてみますと、明らかに患者さんは前頭葉を中心とした機能が落ちていることがわかってき

ました。 

 

スライド 49 （脳機能異常に関しては、検索できるように文献を付記しました ） 

多くの CFS患者さんでは、動悸、立ちくらみ、発汗異常などの自律神経失調症状がみられますが、これは自律

神経系機能を調節している前頭葉の一部（前帯状回）の機能が低下していることが関係しています（上段 左図

の左）。また、前帯状回の少し前、背外側前頭前野というところの機能が落ちてきますと、度忘れがみられてき

ます。例えば、昨日の晩、何を食べたか？という記憶は海馬というところにおいてあるのですが、海馬から情報

を取り出すためには背外側前頭前野の機能が大切でして、ここの機能が落ちてきますと度忘れがみられます。CFS

患者さんで短期の記憶が落ちてくるといのは、このような脳の機能の変化が関係していると思われます（上段 

左図の左）（Kuratsune, H. et al. Brain regions involved in fatigue sensation: Reduced acetylcarnitine uptake into the brain.  

Neuroimage 17(3):1256-65,2002）。  

さらに、癒しの神経伝達物質、セロトニン神経系をのぞいてみましても明らかに患者さんと健常者では差があ

るところがみつかっています（上段 左図の右）（Yamamoto S. et al. Reduction of serotonin transporters in patients with 

chronic fatigue syndrome. Neuroreport 15:2571-2574, 2004）。したがって、このような検査を 1つ 1つしていきますと、

健康なのか、それとも CFS患者さん特有の脳の異常がみられるのかを明確にすることができます。 

このような脳機能を調べていた当時は、私は慢性疲労症候群というのは、脳の機能的な異常が起きて引き起こ

されている病態であり、その機能を回復させることができれば病状は回復すると思っていました。しかし、脳の

ボリュームがどのように変化しているのかを生理学研究所の定藤先生との共同研究として調べましたところ、PS

（Performance Status）が６以上で状態の悪い CFS患者さんでは脳の一部に委縮が起きていることがわかりました

（Okada T. et al. Mechanisms underlying fatigue: a voxel-based morphometric study of chronic fatigue syndrome.  BMC 

Neurol.  4(1):14, 2004 Online Journal）。したがって、CFSは単なる機能的な障害だけではなく、症状が強い患者さ

んでは解剖学的な変化も起きているということが明らかになっています（上段 右図）。 

そして、平成 21年から 23年の 3年間、厚生労働省の疲労研究班の中で理化学研究所の渡辺先生が中心となり

CFSでは脳内に炎症がみられるのか否かを調べたのがこの図です（下段 左図）。これは、PK11195という活性

化マイクログリア（脳細胞の 1つ）に結合する特殊なリガンドを用いた検査で、脳における炎症の有無を調べる

ことができます。これまで、世界中で CFS患者さんに対して調べられたことはありませんが、アルツハイマー病

の患者さんでは検討が始まっています。今回は、12名の病状の重い CFS患者さんと健常者 10名を対象として調

べましたところ、左視床と中脳に炎症がみられることが判明しました（論文投稿中、平成 23年度厚生労働科学

研究障害者対策総合研究事業（神経・筋疾患分野）報告書「自律神経機能異常を伴い慢性的な疲労を訴える患者に

対する客観的な疲労診断法の確立と慢性疲労診断指針の作成」に記載）。 

したがって、CFSという病気は機能的な変化だけではなく、症例によっては脳容積の減少や炎症が起きており、

質的にも異常がみられる病態であり、このような特殊な検査をすると明らかにすることができます。 

ただ、ここで注意しなければいけないことがあります。それは、このような特殊検査は特別の施設でしか受け

ることができません。しかも、保険診療では認められていませんので、高額な研究費が必要です。また、希望す

る人皆さんが受けられるわけではありません。現在は、CFSの病因・病態の解明のためにおこなわれている特殊

検査であるという位置づけであり、このような検査結果と相関するような簡便で客観的な検査法を確立して CFS

を診断してゆくことが望まれています。 
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スライド 50  

次に、これは 1999年、今から 10年以上前の厚生省研究班が調査した結果ですが、一般地域住民 4000名の方

にアンケート用紙をお送りして、3015名（75％）から回答を頂いております。その結果、約６割の人が疲れを感

じておられ、半年以上の疲れが続いている慢性疲労の方が 36%認められました。この慢性的な疲労を自覚されて

おられる方の内、約４割は作業量の低下が認められ、十分に働けていません。また、学校や会社を休まざるを得

ない人達が１割近くおられます。  

そして、この１割の中に、問診票によって慢性疲労症候群に該当する人、これをアメリカでは、CFS-like illness

と表現していますが、CFSの診察はしていないけれども問診票の基準と一致する人は 3015名中 8名(0.3%)おられ

ました。これは 15歳から 65歳の調査ですので、15歳から 65歳の人口は約 8000万人と発表されていますので、

8000万人の 0.3％は 24万人。慢性疲労症候群に該当する人が 15歳から 65歳までの年齢では 24万人おられると

推定されます。日本の総人口は 1億 2千万人ですので、その 0.3％は 36万人ということになりますが、15歳以

下と 65歳以上の調査が行われていませんので、15歳から 65歳までの年齢人口に 0.3％を掛け合わせた推測の方

が正しいと思います。 

疲労疫学調査は、5年後（2004年）に大阪でも行いまして、2千数百名のアンケート用紙を回収した結果もや

はり同じで CFSの有病率は 0.3％でした。イギリスやアメリカ、オーストラリアにおける CFS有病率は 0.1～0.5％

と報告されていますので、日本の有病率もほぼ外国と一致していると思います。 

この成績を用いまして、経済産業省が示している経済損失の算出を行ってみますと、CFSの為に医療費を除い

て失われている金額が年間約 4000億円。そして、一般の人達が疲労の為に失っている金額が約 8000億円。合わ

せますと、年間 1.2兆円という非常に大きな金額が慢性的な疲労のために失われていることが分かっています。 

 

スライド 51  

疲れた場合、体に異常がある場合、お医者さんを受診します。そこで、お医者さんを受診している 2180名の

患者さんについて調査をしてみました。約 8割の方から回答を頂けておりますが、患者さんですから 45％の方が

半年以上、疲れが続いている、繰り返しておられて、その約半数は日常生活や社会生活に大きな問題を抱えてお

られました。 

ここで是非注目して頂きたいのは、お医者さんが疲れたという患者さんを診察されて疲れの原因が分かる人は

4割にすぎないということです（③疲労の原因）。6割の方は原因がよく分からずに過労だと言われていたり、

原因不明だと言われています。この中に慢性疲労症候群の患者さんが入っているわけです。ただ今日、篠原さん

が言われたように、この原因不明の慢性疲労の方の中に CFSや筋痛性脳脊髄炎に該当する患者さんと、抑うつや

不安などの精神的症状で苦しんでおられる方が混在していることも事実です。 

医師の立場として、どちらの患者さんも助けなければいけません。しかし、そのためには介入方法や治療方針

が違うかもしれません。そこで、個々の病態を明確に把握して診断できる検査法を確立する必要があります。そ

して、それぞれの患者さんに必要な治療をして社会復帰をしてもらえるような診療体制を整える必要があります。 

 

スライド 52  

簡便で、客観的な疲労評価法の確立が必要なのです。私たちは、このような申請を行ってきていまして、 

 

スライド 53  

今から 3年前、平成 21年ですが、漸く疲労の数値化を目指した研究班を持つことができました。患者さんが

訴えられている疲労は、健康なレベルなのか病的レベルなのか。また、病的レベルであるなら、それは慢性疲労
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症候群と呼ばれるものなのか、それとも単なる産業疲労のレベルなのか。このようなことを、正しく区別してい

くことのできる指針を作ることを目指しました。 

あと、もう１つ。日本では何故 CFS診療が上手くいかないか？この最大の理由は、内科医というのは検査をし

て、客観的なバイオマーカーを用いて診療しています。糖尿病なら血糖値が 126を超えるか、超えないか。高血

圧なら血圧がどの値を超えているのか。肺炎ならば、胸の写真を撮った時に影があるのか、ないのか。白血球の

数が増えているのか。炎症反応が出ているのか、このような客観的な指標に基づいて、患者さんの訴えから判断

する問診、そして胸やお腹の診察所見である触診、聴診、打診結果と総合して診断をする。 

そして、治療をする場合も、例えば糖尿病の人なら血糖値が正常に戻る。肺炎ならば、自覚症状の改善ととも

にレントゲンの影が消えて白血球数や炎症反応が元に戻って来る。このような検査結果を利用しながら、治療を

行っているのです。 

それに対して、精神科の先生は症状を評価することによって診療をされています。抑うつ状態を評価する問診

票を用いてうつ得点が何点か、不安やイライラの得点が何点か。このような自覚症状の程度に基づいて診療され

ておられます。今、世界中で用いられています CFS診断基準は全て症状だけを用いた基準であり、疲労を評価で

きるような客観的なマーカーが１つも入っていません。このために、内科の先生が CFS診療に向けて一歩を踏み

出して頂けていないのです。やはり、この病気も客観的なマーカーで他の身体疾患と同じように診断ができるよ

うな指針がないと、内科の先生からなかなか認めて頂けないので、まず疲労のマーカーをみつけましょうという

研究を始めた訳です。 

 

スライド 54  

開業医の先生が対応可能な検査と、基盤病院の先生が可能な検査、そして特殊な疲労診療をされておられるよ

うな先生が可能な検査を 

 

スライド 55  

ここに示しますような様々な角度から検討しました。 

 

スライド 56  

 そして、プライマリケアを担っておられる開業医の先生が可能な検査としては、①心電図や脈波の検査で自律

神経系のバランスをみていただいて正常範囲にあるのか、異常な範囲にあるのかを評価して頂き、そして、②先

程ご説明しました睡眠覚醒リズム、活動量はどうなのか、睡眠の質はどうなのか、また③簡単な足し算をした時

の反応時間はどうなのか、このような３つの簡便な検査法を組み合わせることにより、感度・特異度ともに 80％

程度の値で、健康な人と慢性疲労症候群の患者さんを区別できる可能性がわかってきました。 

 

スライド 57  

また、開業医の先生のところでは簡便な検査にして頂き、基盤病院の先生のところでは、④酸化ストレスや抗

酸化力の評価や、⑤起立試験（椅子から立ちあがった時の自律神経系評価）を組み合わせるだけで、感度・特異

度が 95％程度期待できることもわかりました。起立試験では、循環器系の負荷がかかりまして、慢性疲労の患者

さんでは頻脈になる傾向があります。したがって、自律神経系機能を詳しくみなくても、立った時と安静にして

いる時の心拍数がどの程度、変化しているのかを評価するだけでも良いのかもしれません。 

 

スライド 58  
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そして、やはり慢性疲労症候群が疑われた患者さんに関しては、もし希望されるならば、特別なウィルスの検

査であるとか、ホルモンの検査、血液のメタボローム解析というエネルギー代謝系の検査を行うことにより、よ

り明確に区別することができます。生体ではエネルギーは主に糖や脂肪から作り出されています。ブドウ糖がク

エン酸、そしてイソクエン酸になり、最終的には二酸化炭素と水に代謝されて生体エネルギーが作られているの

ですが、健常者ではブドウ糖、クエン酸、イソクエン酸は一定のレベルが維持されていますが、CFS患者さんで

はクエン酸からイソクエン酸に代謝されるところで急に減少し、50％程度になっています。これは、体内でのエ

ネルギーの産生が上手くいっていない表れだと考えることができます。したがって、クエン酸、イソクエン酸の

比率を調べると CFSを診断できるのではないかという可能性を理化学研究所の片岡先生の研究グループが発見し

まして、今特許申請が進められています。これは極めて簡便な検査法になる可能性がありまして、期待している

ところです。 

 

スライド 59  

では、この 4月からの取り組みについてですが・・・ 今、厚生労働省の客観的な疲労評価法の確立と新たな

診断基準の作成を目的とした研究班の活動はこの３月で終了します。そこで、今年の 4月からは次の 3つのテー

マを考えています。 

1つは、1999年の調査からもう 10年以上、この慢性疲労症候群の実態調査が行われていません。そこで、CFS

の有病率・年齢分布・重症度などを明らかにする学術調査を考えています。 

2つ目は、CFS診療体制の確立です。大阪市立大学の疲労外来には、北海道から沖縄まで、とても遠方から 2

泊 3日で来院されている患者さんがおられます。前日に近くのホテルに泊まられて、そして診察を受けた日はし

んどいので宿泊され、翌日に飛行機で帰宅されています。そして、診察が大体 4カ月から 5カ月待ちという状況

です。CFS患者さんの病状を伺うと、初診の人は最低で 30分、再診の人でも 15分はかかります。そのくらいコ

ミュニケーションをとらないと、CFSの病状を判断することができません。ところが、現在の大阪市大疲労外来

ではこれだけの時間を 1人に対して確保しますと、予約表の診察枠はすぐに詰まってしまい、どんどん予約が先

になっています。これでは、CFS診療は上手くいきません。 

日本において、北海道、東北地方、関東地方、北陸地方、など、それぞれ少なくとも各地方には 1人は厚生労

働省疲労研究班に参加する先生方がおられて、そこの診療施設を受診すれば、CFSの診断や治療を適切にして頂

けるような診療体制を確立する必要があります。 

今、東京においては、CFSに対して開業医の先生と専門医の連携医療が可能になって来る可能性がみつかって

きました。東京保険医協会の申先生は、開業医の先生方への診療情報などをまとめておられますが、この先生が

東京で CFS診療を進めておられる聖マリアンナ医大の山野先生のグループと連携して、さらにさまざまな基盤病

院の先生方、神経内科の先生などのご参加を頂いて、CFS診療のモデルケースを東京で構築する試みが考えられ

ています。このようなモデルケースがうまく稼働するようであれば、各日本の地域に応用していけば、CFSの診

療体制の確立ができてゆくのではないかと期待しているところです。 

また、治療についてですが、慢性疲労症候群の患者さんではそれぞれの病態に応じて、いろいろな異常がみつ

かってきていますので、個々の患者さんの病因・病態を明らかにしてゆけば、それに対応した治療法が可能にな

ると考えています。例えば、慢性疲労症候群の多くの人は活性酸素が高くて、抗酸化力が落ちています。そこで、

酸化ストレスを測定してこのような変化が確認できた人には、抗酸化治療が有効だと思います。その患者さん、

患者さんで病名は一緒でも身体の中で起きている変化は違うかもしれません。個々の身体の中で、何が起きてい

るのかを正しく評価してあげて、起きている変化に対応して治療を進めることが、一番その患者さんを元の健康

な状態に戻してあげる近道なのではないかと考えています。 
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スライド 60  

 最後に、SNP解析という手法が、CFSの病因・病態を明らかにする一つの候補にあがってきました。人の身体

の細胞には遺伝子がありまして、その遺伝子の配列にはごくわずかな個人差（多型）が存在しています。その個

人差、一塩基多型というものが 30億あります塩基対の中で 1千万箇所見つかっていまして、 

 

スライド 61  

この一塩基多型を解析すると、病気になりやすいか否か(リスクですね)、そして薬の効き方や副作用の現れ方

なども分析することができます。すでに、東京大学の中村祐輔先生のグループは高血圧や糖尿病などの患者さん

を数多く解析しておられ、このような生活習慣病では治療方法をその個人個人に合った選択が可能になってきて

います。これをオーダーメイド医療（テーラーメイド医療）といいます。 

篠原さんが中村祐輔先生に直接会われて、この SNP解析を慢性疲労症候群の患者さんに対してもして欲しいと

お願いされたところ、快く引き受けて下さりました。本当はすごく研究費がかかるのですが、研究費のことはさ

ておいて、解析してもいいですよと言って下さった。そこで、中村祐輔先生とともに研究をされておられる久保

先生が「私が解析を担当しましょう」と言われ、現在申請しています研究班が採択されれば SNP解析を開始する

ことになりました。うまくいきますと、CFSはどのような人がなりやすいのか、どういう治療がより有効である

にかということもみえてくる可能性がありまして、大変期待している解析です。 

  

スライド 62 

 以上、少し長くなりましたが、今日のお話は厚生労働省研究班のホームページでも一部紹介しています。「慢

性疲労症候群」と「厚生労働省」というキーワード、この 2つをグーグルかヤフーで検索して頂くとすぐにヒッ

トします。今は、残念ながら研究班が立ち上がった頃の私の言葉と、平成 21年度報告書、平成 22年度報告書し

かみることができませんが、できるだけ早く今日お話ししている内容も含めて、重症の CFS患者さんがおられて、

そして今後どんな対応が必要なのか分かるようなホームページにして、情報を発信していきたいと考えておりま

すので、厚生労働省のホームページを 1度覗いてもらえればと思います（平成 24年 6月に更新済み）。どうも

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

会場 慢性疲労の人からの質問：「ちょっと動くとしんどい、軽度の作業で非常に強い疲労に陥る理由はなんで

しょうか？」 

倉恒：私達は、これまで CFSは脳機能異常で説明できると考えて、ポジトロン CTなどの特殊検査を用いてずっ

と脳を調べて、CFS患者では脳の炎症とか、機能異常がみられることを明らかにしてきました。CFSは軽度の作

業で疲労が増悪することが大きな特徴の一つであり、これも脳機能異常で説明できると考えていたわけです（捕

捉：軽作業をする時の活動をｆMRI検査やポジトロン CT検査で調べたところ、健常者も最初は広い範囲の脳を使

って作業しているが、すぐに限られた領域以外の脳の活動が低下して省エネ化することが判明している。しかし、

CFS患者ではこの脳の省エネ化ができないため、広い範囲の脳を使い続けることになり、軽作業でもすぐに疲れ

ることが確認されている）。しかし、ごく最近、末梢の筋肉のエネルギー代謝についてノーベル化学賞を受賞さ

れた野依先生が理事長をされておられる理化学研究所の片岡先生との共同研究の中でメタボローム解析をして

みました結果、新たな発見がありました。ヒトのエネルギーは、主に糖や脂肪から作られていまして、筋肉細胞

ではエネルギー工場に当たるミトコンドリアにおいてアセチル CoAになり、これがクエン酸に代謝され、最終的
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には二酸化酸素、水になるときに ATPというエネルギー物質が作られていますが、この流れにひずみが起きてい

ることがみつかったのです。慢性疲労症候群の患者さんに、そのひずみが起きてくる理由は、今日ご紹介した酸

化ストレスが関係してエネルギー代謝系に影響しているのではないかということを示唆する成績も得られてい

まして、今、片岡先生はこれを特許化して CFS診断に応用できる手続きを進めておられます。CFSは、脳機能異

常だけではなくて、末梢のエネルギー代謝にも異常が起きている為に少し動いただけで、エネルギーの供給が追

いつかなくなり、疲れやすいこともわかってきたのです。 

 


