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シンポジウム

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群はここまで解明された！
日時
場所

2012 年 11 月 4 日(日) 13：30～16：30
東京大学弥生講堂一条ホール

アメリカから ME/CFS の専門医である Dr. Charles W. Lapp をお招きし、午前 10:00～
12:00 まで東大弥生講堂会議室において、医療関係者向けの講演とディスカッションを
行いました。午後にシンポジウムを開催し、ラップ先生に基調講演をしていただきまし
たので、その詳録をお届け致します。翻訳したものを配布した上で、講演は英語で行わ
れました。ご用意いただいたパワーポイントのいくつかのスライドは、時間の関係上使
用されませんでしたが、ここには収録してあります。このシンポジウムは NPO 法人筋
痛性脳脊髄炎の会が主催し、厚労省、日本疲労学会、東京保険医協会、NPO 法人医療
制度研究会、東京都、東京都社会福祉協議会から後援をいただきました。

【シンポジウムのプログラム】
Dr. Charles W. Lapp の基調講演(60 分) 「慢性疲労症候群の理解と症状の管理」
細田満和子 星槎大学共生科学部教授
「日本の患者の実態調査報告」(20 分)
篠原三恵子 NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」理事長
「この病気のさらなる理解を願って」(5 分)
倉恒弘彦 関西福祉科学大学教授
「CFS 患者にみられる脳・神経系異常」(5 分)
天野恵子 静風荘病院特別顧問
「 慢性疲労症候群/筋痛性脳脊髄炎の新しい治療法：和温療法」(5 分)
パネリストとの質疑応答 (上記5人に加え、山野嘉久 聖マリアンナ医科大学准教授)
■コーディネーター 申

偉秀 東京保険医協会理事

Dr. Charles W. Lapp の経歴
Dr. Charles W. Lapp は、1978 年に内科・小児科を開業。
ノースカロライナ州ラーリー市における ME／CFS の流行後、
1985 年に ME／CFS と線維筋痛症（FM）の研究を開始。
1988 年より ME／CFS の専門医として診断・治療に従事。
患者や医師に対する啓発活動にも力を注ぎ、アメリカ各地だけでなく、オースト
ラリア、ニュージーランド、ノルウェーにおいても講演。
国際 ME／CFS 学会（IACFS／ME）の理事も務め、
CDC（アメリカ疾病管理予防センター）の顧問でもある。
ノースカロライナ州シャーロット市のハンター・ホプキンズ・センター長であり、
1982 年よりノースカロライナ州グラム市のデューク大学において、
地域・家庭医療学部の客員助教授。
ハンター・ホプキンズ・センターは、ME／CFS、FM 及び関連疾患の専門治療
を行っているアメリカでも数少ない医療機関の一つである。

慢性疲労症候群(CFS/ME)の理解と症状の管理
ハンター・ホプキンズ・センター長
Dr. Charles W. Lapp

Understanding and Managing
Chronic Fatigue Syndrome

今日は以下の 5 つの領域に絞ってお話しする。(1)CFS

慢性疲労症候群(CFS/ME)の

の徴候と 症状 、(2)CFS は本 当の病 気であ る証拠 、

理解と症状の管理

(3)CFS はうつ病が原因ではないという証拠、 (4)アメ

Charles W. Lapp, MD
Charlotte, North Carolina, USA

リカでのこの病気の管理へのアプローチ、(5)小児の

drlapp.com

CFS。私の CFS の管理アプローチは、日本でのアプロ
ーチとは大きく異なる可能性があるが、アメリカで効果
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的であることが判明した治療法が日本にも大いに役立
つことが、私のささやかな願いである。そして私のプレ

1. 慢性疲労症候群(CFS/ME)の理解と症状の管理

ゼンテーションが、CFS 患者の方が倣うべき基礎を提

今日は皆さんに CFS 患者についてお話しする。世界に

供するだけではなく、このアプローチが日本の医師の役

おける CFS/ME の有病率は、人口 10 万人に対し約 400

にも立つことを望んでいる。

人（しかし日本では 10 万人当たり 300 人に及ぶ）で、
2．脳の異常

これは約 40 万の日本人がこの病気に苦しんでいること
を意味する。このような罹患率は、CFS は慢性関節リ

Brain Abnormalities
脳の異常

ウマチ、多発性硬化症はもとより、乳癌よりもはるかに
有病率の高い病気であることを示している。CFS/ME は

MRI Scan shows high intensity
spots in 80% of cases

世界中で報告され、正真正銘の疾患として WHO や多
くの著名な医師の会に認知されている。それなのに、一
部の人は CFS を未だに「診断できない患者につけると
りあえずの病名」、または単なる「うつ病」と見なして

SPECT Scan shows decreased
blood flow in specific areas

いる。
日本での調査に基づけば、30 万人から 40 万人の日本人
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は、毎朝起床時に、インフルエンザのような症状や痛み、

Neuro-psychiatric testing confirms problems
with attention, memory, processing speed…

。

もうろうとした意識、入浴や着替え、食事の支度などの

MRI 画像では症例の 80％で強い高信号の部位が認めら

最小限の活動をしただけで極度に消耗するなどの症状

れる。SPECT 画像では脳の特定の領域で血流低下が認

を感じている。ぐっすり眠れず、目覚めたときの疲労回

められ、とりわけ中脳と側頭葉で著明である。神経学的

復感もなく、毎日、喉の痛み、リンパ腺の脹れ、頭痛が

所見と精神医学的診察から、注意力、記憶力、情報処理

する方もいる。多くが光、音、温度、臭気、薬物などに

速度などに問題があることが確認される。

極端に過敏である。患者たちは交感神経系が活発すぎる
ために、必要以上に用心深くなっている場合もあり、そ
の結果として、何度も何度も怖い目にあった動物のよう

3．自律神経系

に緊張し、不安がっている。

交感神経系と副交感神経系にたいてい異常が認められ
る。例えば、頻脈（心拍が速いこと）、血漿量の低下、

このような方が 20 以上の症状を抱えていても驚くには

赤血球量の減少。起立不耐性（失神）は 100％の患者に

あたらない。症状は複雑で、対処するのが非常に困難で

認められうる。患者は脈が速く、血圧が低めで失神しや

ある。患者達はおぼれかけている人と同じで、そんな彼

すい（ふらふらする）傾向がある。

らに救命具を投げることが医師の務めである。また、こ
のような人々は、日本に多大な経済的負担を課している。

4．睡眠障害

アメリカ合衆国のデータに基づけば、日本でこの病気に

患者の 62.5％は睡眠が著しく障害されている。睡眠検査

対してかかる医療費総額は 1.8 億ドル（140 億円）に

室の検査結果では、睡眠時無呼吸症候群、夢遊病、居眠

相当し、失われる生産性は 4.8 億ドル（374 億円）に相

り発作（ナルコレプシー）、上気道抵抗症候群がしばし

当する。

ば見つかる。
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5．視床下部-下垂体-副腎系

ていることから示される。CFS 患者においては、ATP
レベルとして測定される細胞エネルギーが減少してい

Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis

る。これは CFS 患者のエネルギーレベルが非常に低

視床下部-下垂体-副腎系

•
•
•
•
•
•

Thyroid hormone
Cortisol
Estrogen
Testosterone
Growth hormone
Prolactin

Sleep

Growth
Hormone

Muscle
Fitness

く、スタミナがなく、最低限の労作後でさえ体調不良が

Fatigue

Serotonin

起こることの原因かもしれない。
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9．メッセンジャーRNA の遺伝子発現

Pain
Threshold

ASIC3

THYROID
Thyroxine,
T3

ADRENAL

Cortisol,
DHEA
Fludro,
Epi

P2X4

GONADS

4

Estr,Testo
.

Fold increase in mRNA from baseline(+SEM)

The HPA Axis is
suppressed leading to
lower levels of:
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間脳の異常により視床下部が抑制される。それが下垂体
の抑制をもたらす。下垂体が抑制されることで、甲状腺、
副腎、性腺などの内分泌腺の機能低下につながる。これ
が原因で、多くの患者にはコルチゾールや DHEA(新陳

P2X5
TRPV1

Controls n=48

AD2A
ADB1
ADB2
COMT
IL6

1

IL10
TNFβ

.7

baseline

30 min

8 hr

48 hr

24 hr

TLR4
CD14

n.s. for all AUC compared to baseline

CFS and CFS co-morbid with FMS n=34
10

(without Ad2A decrease patients)

ASIC3
P2X4 ****
P2X5 *
TRPV1 **
AD2A ****

4

ADB1 **
ADB2 ****
COMT ****
IL6
IL10 ***
TNFβ

代謝を促すホルモン)の低下、甲状腺機能低下症、およ

TLR4
CD14

1
baseline
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び早発閉経や性欲喪失のような性機能異常が認められ
る。

30 min

8 hr

24 hr

48 hr

(* P<.05, ** P<.01, *** P<.001, **** P<.0005 compared to controls for AUC)

CFS の患者では、適度な運動により感覚、アドレナリ
ン、免疫などに関わる遺伝子の mRNA 発現が増加す

6．免疫系

るが、健常者の対照群には認められないことが、この

CFS では免疫系が損なわれている。“細胞傷害性”の T 細

グラフに示されている。ユタ大学のライト先生は、健

胞のうちで機能の低下したナチュラルキラー細胞の増

常者群と患者群で遺伝子解析によりメッセンジャー

加、抗ウイルス酵素である RNA 分解酵素の発現増加、

RNA の産生量を測定した。各々の色は mRNA の違い

炎症性サイトカイン増加、および抗体の減少によって、

を示し、各々の群はエアロバイクの中等度の運動負荷

このことは証明されている。その結果、以前に罹ったこ

を加えた後での時間経過を表現する。運動負荷後 30

とのあるウイルス感染症が再活性化したり、自己免疫抗

分、8、24、48 時間後の値を見ると、下段に示す CFS

体、ウイルス感染および真菌感染に対する抵抗力の喪失、

患者では、上段の健常者に比べて mRNA の産生量が

ブドウ球菌や連鎖球菌の反復感染、インフルエンザ症状、

多いのは明らかである。これらの遺伝子発現を用い

および発熱がおこる。

て、CFS 患者から健常者を区別し、線維筋痛症から
CFS を区別し、CFS の重症度を決定し、誰が起立不

７．遺伝

耐性を発症するかさえ予見できる可能性がある。この

双子調査や家族歴調査により、この病気に関係するヒト

技術は、ME/CFS あるいは線維筋痛症の患者の指標に

白血球抗原（HLA)が遺伝すること、および子孫が CFS

なることをはっきりと示している。

に罹るリスクは、子供では通常の 2.7 倍、遠縁者では通
常の 2 倍高いことが証明された。CFS 患者では、神経

11. 遺伝子発現は CFS の重症度を反映する

伝達物質（脳内の化学物質）を調節する遺伝子にいくつ
かの変異が存在する。それはトリプトファン（TPH2）、

Increase from baseline in Sum of mRNA for all times

セロトニン（COMT)および糖質コルチコイド（NR3C1)
を調節する遺伝子である。これらの遺伝子は気分、睡眠、
意欲、痛み、身体の発達と代謝を調節する。これにより
CFS 患者が発症する多くの症状の説明がつく。

8．酸化ストレス/エネルギー代謝
CFS 患者では酸化ストレスが増加している。低比重リ
ポタンパク（LDL）の増加や、フリーラジカル蓄積の
最も確実なマーカーである F2 イソプロスタンが増加し
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3

50

Gene expression tracks the severity of CFS
遺伝子発現はCFSの重症度を反映する
CFS+FMS patients grouped by clinical severity
CFS-FMS patients

N=3

ASIC3

40

P2X4

N=11

P2X5

Controls

TRPV1

30

AD2A
ADB1
ADB2

20

COMT

N=14

IL6

N=4

IL10

10

TNFβ
TLR4
CD14

0

*******1****** * ***2**
Greater

* ***3* *

Severity

* * *4* *

* P<.01

Less

12. 感染後 CFS/ME

16. うつ病と CFS/ME：薬物療法

75～85％の CFS の患者は、ウイルス性疾患あるいはイ

うつ病には抗うつ剤が良く効くが、CFS に効果がある

ンフルエンザに似た疾患罹患後に続いて、突然に発症す

ことは稀である。

る。普通の感染症が CFS の引き金となりえることを証
明する調査が 2 つある。2006 年のオーストラリアで、

17. うつ病と CFS/ME：運動

急性伝染性単核球症 (EB ウイルス)、Q 熱、ロスリバー

同様に、運動はうつ病には効果があるが、CFS を悪化

熱などにかかった個人の追跡調査が実施された。大部分

させる。これについては後で詳しく触れる。

の人がこれらの病気から回復したが、1 年後の時点で
11％の患者が CFS の診断基準を満たしていた。精神疾

18. うつ病と CFS/ME：症状

患の既往歴のある人々が、CFS の罹患率が高いという

CFS 症状の多くは、うつ病の症状と重複しており、特

ことはない。このことは、うつ病が CFS の結果として

に眠気、疲労、不快感、痛みなどがそれである。しか

発生するのであり、CFS の原因ではないことを改めて

し、これらの症状は CFS においてはるかに重度である。

示唆している。急性伝染性単核球症にかかった 300 人以

また、発熱、頭痛、労作後の体調不良などは CFS に良

上の青年を対象にした調査が、最近実施された。12 ヶ

く見られるが、うつ病の典型的症状ではない。

月経過した時点で患者の 7％が CFS の診断基準を満た
し（これは Dubbo 調査と合致する）、24 か月時点でも 4％

19. うつ病と CFS/ME：前途

が依然として CFS の診断基準を満たしていた。

おそらくうつ病と CFS の最も目立つ違いは、うつにな
った人は希望を失い、無力感に陥り、内向的なのに対し、

13. 作り話

CFS 患者は非常に率先して行動し、薬物治療を追求し、

次に CFS の原因がうつ病であるという誤った考え方を

皆さんのように、政治的活動に積極的である傾向がある。

払拭しよう。疫学、症状、病気の経過、医学的事実など
すべてが、CFS/ME がうつ病によって引き起こされる、
20. うつ病とは反する生物学的な証拠

あるいは起因して起こることはないことを裏付けてい
る。

BIOLOGICAL EVIDENCE AGAINST DEPRESSION
うつ病とは反する生物学的な証拠

14. うつ病と CFS/ME：発症
DEPR

Depression versus CFS/ME
うつ病と CFS/ME
Depression

CFS/ME

Onset
発症

Insidious
知らぬ間に進行

Abrupt in 85%
突然

Epidemiology

Individual

Clusters

Medical therapy

Improves

No response

Exercise

Improves

Worsens

Symptoms

Some overlap
(No headache,
fever)

Severe symptoms
including headache
and fever

Attributions

Hopeless, helpless
and withdrawn

Proactive, seek
medical care,
politically active

CFS

Cortisol ↑

↓

CRH

↓

↑

HYPOTHAL

Growth
Hormone

C
A
R PITUITARY V
H
P

Endorphins

ACTH
GONADS

THYROID

.
ADRENAL
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Demitrack MA, et al., ,” J Clin Endocrinol
Metab. 1991 Dec; 73(6): 1224-34

うつ病が CFS の原因ではないという生物学的な証拠は、
HPA 系に認められる。視床下部は下垂体をコントロール

14

し、下垂体は内分泌腺をコントロールする。副腎機能を

第一に、うつ病は通常、潜行性で知らぬ間に進行するの

調べると、うつ病患者においては下垂体からの CRH（副

に対し、CFS の 75～85％は突然に発症する。

腎皮質刺激ホルモン）の分泌が多いため、コルチゾール
のレベルが高くなっていることがわかる。CFS はその全
く反対で、下垂体 CRH 不足により、血清コルチゾール

15. うつ病と CFS/ME：疫学

産生が減少している。

CFS はときおり集団発生したり流行したりする。イギ
リス、アメリカ合衆国、アイスランド、ニュージーラン

21. CFS/ME の 4 つの中核症状

ド、その他世界中のいろいろな地域で小規模の流行があ

それでは CFS の症状と管理をみていこう。CFS と診断

ったことが報告されている。うつ病は個人単位で発生す

するための検査は存在しないため、症状（または臨床症

る。

例定義）に頼らざるを得ない。CFS の 4 つの中核症状

4

とは、痛み、思考障害、疲労、非回復性睡眠である。非

・時計を見えない場所に隠す（時間を見て、遅いと不安

回復性睡眠とは、非常に浅い睡眠で、いくら眠っても疲

になることがないよう）。

労感がとれず、体がこわばって頭がぼんやりした感じで

・不眠をおそれるな。

目覚めるような睡眠を意味する。

・静かに休むことは睡眠と同じ効果がある。
・規則正しく生活する。
・毎朝同じ時間に目覚めるように、目覚まし時計をセッ

22. 併存疾患

トする。

以上の４つの中核的症状に加え、CFS 患者は合併症あ
るいは併存疾患のある可能性が 7～9 倍高い。最もよく

正しい睡眠習慣を守るだけで十分ではない場合、メラト

みられる併存疾患は、過敏性腸症候群、過敏性膀胱炎、

ニン（ロゼレム）、抗ヒスタミン剤などの軽い睡眠補助

偏頭痛、シェーグレン症候群として知られるドライアイ

剤が有効なことがある。次の段階では、eszopiclone、

やドライマウス、腰痛（の中でも仙骨ー腸骨関節痛）な

zaleplon（この二つはベンゾシアゼピン系で、日本では

どである。

ハルシオン、アモバン、レンドルミンなど）、ramelteon
（ロゼレム）、zolpidem（マイスリー）のような睡眠薬

疫学

として認可された薬を加える。これらの簡単な治療法で

CFS の原因は不明だが、疫学的には引き金となるもの

睡眠が改善しなければ、睡眠の専門家に相談することが

は特定されている。85％の症例でウイルス感染症あるい

大切である。CFS 患者の 62.5％に重度の睡眠障害が起

はインフルエンザ様の感染症が発端である。アメリカで

こるからである（一般人では 7％）。

の長期間の調査によれば、CFS 患者の大半が、たいて
いは数か月から数年という時間の経過によって状態が

25. 痛みの管理

改善するが・・・

痛みは薬物療法または非薬物療法で対処できる。非薬物
療法としては、例えば安静、冷却、温熱、ミネラル風呂、

23. CFS/ME トライアングル

塗布剤、マッサージ、理学療法などがある。薬物治療は、
アセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェンなど

CFS/ME Triangle (CFS/ME トライアングル)

の一般用医薬品から始める。アメリカでは、CFS の神
経障害性の痛みについては、Pregabalin (リリカ）、

Sleep

duloxetine（サインバルタ）、milanacipran（トレドミ

睡眠

ン）の 3 薬が認可されている。これらの薬は痛みをやや
軽減するが、吐き気、眠気、めまいなどの副作用がある
場合がある。急性の痛みや重度の痛みには麻酔性医薬品

Pain

Fatigue

痛み

疲労

（tramadol, hydrocodone, oxycodone, morphine など）
で対処する必要があるが、これらの薬は依存性があり、

23

うとうとしたり、難聴、不妊などの副作用もあるので、
避けるようにしている。

CFS を理解しやすくするために、私はしばしば睡眠・
痛み・疲労の CFS トライアングルを使う。これらの症
。
状は互いに相関関係にある。例えば、痛みがあると眠

26. CFS の 4 つの特徴
4 つの中核的症状に加えて、CFS には 4 つの典型的な特

れないし、痛みは消耗あるいは疲労をもたらす。疲労

徴がある。第一に、CFS は労作性疾患である。労作が

に対してはあまり治療法がないが、痛みや睡眠にたい

過ぎると具合が悪くなる。他方、休息を取りすぎると、

する治療法は多い。疲労（および認知機能）は、睡眠

体がこわばり、痛み、体調が狂う。だから、「活動的で

や痛みに対処することで改善する傾向がある。

いるべきだが、あまり活動的過ぎない」ようにするのが
大切だ。第二に、CFS は体位疾患である。つまり、立

24. 睡眠障害の症状管理

っていると悪化し、横になることで改善する疾患である。

睡眠障害の症状管理には、まず良い睡眠習慣をつくるこ

よって、頻回に横になることが非常に大切である。第三

とが重要である。例えば：

に、CFS 患者には特有の過敏症がある。光、音、化学

・寝るときだけベッドを使用する。

的な臭いや煙などに敏感で、温度も適切でなければ我慢

・眠くなってからベッドに行く。

できない。寒すぎると激しく震え、暑すぎると体力がな

・決して眠くないのに寝ようとしない。

くなり、失神することさえある。最後に、CFS 患者は

5

どんなストレスにも耐えられない。「ストレス」とは、

このスライドは、
「無理してクラッシュ(倒れる)する」こ

守らなければならない期限や予約・約束、家族や友人と

との誤りを表している。あなたは 4 日間で使用できる

の対立だけではない。デスクワークや政府の規則順守な

10 のエネルギーブロックを持っていると仮定しよう。

ども含まれる。認知活動によるストレス（読書、注意力

これがそのブロックだ。1 日か 2 日で頑張りすぎると、

の集中、コンピューター使用など）でも極度に消耗する

残りの 2 日間に使えるエネルギーはほとんどなくなる。

ので、こういった活動には頻回の休息を取ることが大切

2 日間は非常に活動的でいられるかもしれないが、その

だ。私はこういう活動を 30～45 分したら休息を取るよ

後の 2 日間は回復にあてなければならない。このような

うに勧めている。

活動の仕方はよく見られるが、CFS の改善を妨げる。
一方、最初の 2 日間の活動を控えめにすると、その後の

27. ペースの調整

2 日間にもまだエネルギーが残っている。このやり方だ

この部分が私の話でおそらく最も重要なコンセプトで

とより多くの成果が得られる。

あろう。重要なのは頻繁に休憩し、活動に制限を設け
ることだ。1 日に少なくとも 2～3 回の休憩時間をとる

29. 活

ようにする。普通は 10～30 分の休憩で十分である。但

常時休んでいるのは、無理してクラッシュするのと同じ

し、体位過敏性のため、横になること。そしてストレス

くらい悪いことだ。いつもごろごろしていて良くなる人

に耐えられないので、何も考えず、何もストレスがない

はいない。繰り返すが、症状が重い患者でさえも何らか

精神状態でなければならない。言い換えれば、休憩中に

の活動ができるというのは聞かれたことがあるだろう。

は何かを読んだり、計画を立てたり、テレビを見たり、

もし、状態を改善したいのであれば、何らかの活動を試

電話で話すことを控えなければならない。積極的に運動

みることが大切だ。調査では、車いすの CFS 患者でも、

することが重要だといろいろな所から、例えば主治医を

やりすぎなければ、運動をすることが可能であることが

含めて聞いたかもしれない。実際には、運動をしすぎる

証明されている。では、どの程度の労作をするとやりす

と症状が悪化するという科学的な証拠がある。大半の

ぎになるだろうか。私たちの研究所などでの運動調査は、

CFS 患者は「無理してクラッシュ(倒れる)する」傾向が

労作に限界を設定する方法は少なくとも三つある。休み

ある。つまり動きすぎて、数時間あるいは数日、極度に

休み活動する、心拍数を制限する、1 日に歩く歩数を制

衰弱してしまう。「無理してクラッシュする」ことを定

限することである。

動

期的に繰り返す人は良くならない。体が回復する機会が
ないからである。病気を良くするのに大切なのは、「エ
30. 間隔を空けた無酸素運動

ネルギーを節約する」ことだ。つまり自分のエネルギー
の限界を知り、その限界を超えないことだ。繰り返すが

Anaerobic Interval Activity

「活動的でありながら、過剰にならない」ことが重要だ。

間隔を空けた無酸素運動

これを実現するには、家族や友人の助けが必要かもしれ

• Persons with CFS cannot
tolerate anaerobic activity
• Anaerobic means not
enough oxygen gets to
muscles.
• Most PWCs can only exert
3-5 minutes before
reaching the Anaerobic
Threshold.
• Then rest for 5 minutes.

ないし、家事や料理のような仕事を誰かに代わってもら
う必要があるかもしれない。家事、仕事、運動などでの
達成目標を下げることが必要な場合もある。

28. 無理してクラッシュするのは誤り

The Fallacy of Push ‘n’ Crash

30

無理してクラッシュするのは誤り

心肺運動負荷試験を行えば、CFS 患者の低エネルギー、
スタミナ減少、労作後の体調不良などがよりよく理解で
きる。初めに判ったことの一つは、CFS 患者は無酸素
活動に耐えられないこと。「無酸素」とは、十分な酸素
が筋肉に行かないことを意味する。そうなると筋肉は、

Pushing hard on two
days requires two days
of recuperation

エネルギー源として酸素の代わりにブドウ糖を使用す
る。ブドウ糖の代謝は乳酸など有害物質を生産する。
CFS 患者のほとんどが、無酸素閾値に達するまでには 3
～5 分しか運動できず、回復には 5 分の休憩が必要であ

Moderation allows you to
feel better, do more over
the same 4 days!
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る。したがって、一回に 3～5 分の運動と、5 分の休憩

がある。多くが自立して生活できない。さらに、食物や

を組み合わせることで、再発やぶり返しを減らすことが
可能になる。これを間隔をあけた活動と呼んでいる。間
隔をあけた活動の問題点は、掃除機をかけたり、芝刈り
をしたり、運動をする際に、短時間の間隔をあけるのを
好む人はいないこと。誰でもこういう活動は一気に行い
たいものだ。

化学物質に過敏で、光、音、温度にも極めて敏感であり
がちである。非定型失神発作、嚥下障害や言語障害、筋
肉の痙攣、激しい衰弱などの重度な神経症状に苦しむ人
もいる。なぜ一部の患者が特に重症なのかは分からない。
多くはリハビリが可能だが、それには以下のような特別
の努力が必要である。
・医師あるいは専門医による自宅訪問(あるいは電話

31. 心拍数の限界

による診察)
・自宅での環境改善のための作業療法（たとえば補助

Heart Rate Limits

器具、歩行器具、特殊なコンピューター台、人間工

心拍数の限界

学ベッド）
• The AT (Anaerobic
Threshold) always occurs at
the same heart rate
• Keep the heart rate below
that limit
• Predicted max HR= 230-age
in years

・在宅リハビリ（可動範囲を広げる、仰臥位に反して
重力負荷をかける）
重症 CFS 患者は、たとえ制限は大きくとも活動を
続けることが重要。
・在宅での保健支援や介護支援（調理、洗濯、家事、買

– 230 - 50 years = 180 MPHR

い物）

• Maximum HR= MPHR x 0.6
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– 180 x 0.6 = 108 beats/minute

栄養のバランスのとれた食事と健康的な有機・ホ
ールフード食物を提供されるべきである。

二つ目に学んだのは、無酸素閾値にはいつでも同じ心拍

・楽しい活動（書く、刺繍、編み物、自然観察、音楽、

数の時に到達すること。この原則を応用して、この限界

CD 化した本など）

心拍数を超えない心拍数内での運動に制限すれば、病気

・社会性の保障（友人や家族の短時間の訪問、フェース

の再発を防げる。心肺運動負荷試験は無酸素閾値におけ

ブック、ソーシャル・メディアなど）。

る心拍数を特定することに役立つ。しかし、この心拍数
は以下の式を用いて推定することもできる。予想最大心

拍数は、230 マイナスその人の年齢である。50 才の

34. 重症患者

人なら、予想最大心拍数は、230－50＝180/分である。

・過敏症があるので、医薬品やサプリメントは絶対に
必要なものを最小限に投与する。

無酸素閾値での心拍数は予想最大心拍数の 60％。従っ
て、180×0.6＝108／分。この数字を念頭に置いて、こ

・投薬は非常に低用量で、ゆっくりと適量を調整する。

の限界を超えないように監視するには、安価な心拍数計

・ストレス管理と悲嘆/喪失カウンセリングは極めて効
果的。

を購入するだけで良い。

・励ます。毎日、何かを達成する努力を。現在の制限
された状態を受け入れてしまわない（毎週 1％の改

32. 歩数計 （ 1 日あたりの歩数）

善をめざそう！）

運動を制限する最後の方法は、1 日の歩数をモニターす

・自分と他人に対する期待を下げる。

ることである。安い歩数計を買って、毎日着用しよう。

・重症患者は何よりも心の平和と自分と家族が支えら

経験から、1 日千歩は運動としては少なすぎ、体が硬く

れていると感じることが必要で、それによって自分

なったり痛んだり、調子が悪くなる。1 日 5 千歩は多く

のエネルギーの回復に集中できる。

の人には多すぎで、CFS の悪化や再発の引き金になり
かねない。

35．小児の CFS/ME・疫学
あまり議論されることのないもう一つのトピックは、小

33. 重症患者

児と青年における CFS/ME である。CFS/ME は成人に

注意すること：これまでの私のアドバイスは、あまり重

おいてよくみられるが、小児と青年の有病率はかなり低

症ではない CFS 患者向けのものである。しかし、日本

い。シカゴで行われた大規模調査においては、12 才以

の CFS 患者の多くは重症である。ほとんど家から出ら

下の子供には CFS/ME はみられなかった。一方、13～

れないか、椅子に座ったきり、寝たきりの人もいる。身

17 才までの青年の有病率は、人口 10 万人に対して 181

の回りのあらゆる面で大きな困難を抱え、食事の支度や

人だった。全体として、アメリカにおける小児 CFS/ME

献立を考えることさえも支援を必要としているケース

7

の有病率は、人口 10 万人に対して 100～300 人と推定

ており、CFS/ME によって青年たちに心理的な影響が及

される。2009 年にジョードイ・タカコ氏は、日本とア

ぼされることが確認されている。

メリカの有病率はほぼ同じであると報告。小児において
も男女の比率は 1 対 2～5 と、成人と同様に女性の比率

39. 青年期における予後（15 年にわたる追跡調査）

が高い。

私の同僚であるデビッド・ベル博士が、15 年に及ぶ長
期間の研究を行った。その結果、青年の CFS/ME の予

36．青年と成人における症状の比較

後は成人よりもかなり良く、80％の患者が回復又は著し
く改善し、20％は病気のまま、あるいは非常に重いまま

Comparison of Symptoms

であったとのことである。アメリカとイギリスにおける

in Adolescents and Adults
青年と成人における症状の比較

36

SYMPTOM

CHILD

ADULT

Fatigue

100%

100%

Neurologic

97

92

Abdominal Pain*

97

84

Headache

97

92

Sore Throat*

97

90

Eye Pain / Photophobia*

97

88

Lymphodynia*

91

78

Myalgia

91

96

Arthralgia

88

88

Rash*

88

56

Fever / Chills

72

84

同様の研究においても、似たような回復率が示されてい
る。

40. 小児の CFS/ME のまとめ
あまり議論されることのないもう一つのトピックは、小
児と青年における CFS/ME である。成人における
CFS/ME の発生率は高いが、10 才以下の子供の発症は
ほとんど聞いたことがなく、10 才～17 才の青年の有病

痛み、疲労、認知障害、非回復性睡眠のような CFS/ME

率は、人口 10 万人に対して 100～300 人である。青年

の中核症状は、青年と成人において似ているが、青年は

と成人の CFS/ME の中核症状は似ているが、子供たち

腹痛、咽頭痛、羞明（又は目の痛み）、リンパ腺の腫れ、

は腹痛、起立不耐性（神経調節性低血圧や起立性頻脈症

発疹などを訴えることがより多い。

候群）、咽頭痛、羞明、発疹などの症状を訴える傾向が
ある。小児 CFS の臨床診断は、2008 年に発表された「症

37

例定義」を使って下される。三池先生と私もその論文の

青年と成人の診断基準の違い

著者であった。管理は主に対症療法であり、まず痛みと

・疲労はそれほど強調しないで、症状に着目する（め

睡眠障害に対処し、それから、起立不耐性や胃腸の問題

まい、持久力の低下、痛み、インフルエンザ様症状）。

に対処する。子どもたちは多くの場合、学業を維持する

・診断するには症状が 3 か月だけ持続すればよい。

のが困難なので、教育を継続し、社交的な機会を持って

・腹部症状がリストに加えられた。

自然に成熟することができるようにも、医師は取り計ら

・自律神経系の症状が加えられた（起立不耐性、動悸、

わなければならない。学校恐怖症はよくみられる問題で

めまい、息切れ）。

あるので、青年において考慮する必要がある。最後に、

・症状は重症度によって評価される。

青年の予後は成人よりも良好で、80％までは著しく改善、

１＝存在しない

又は回復、約 20％は 15 年たっても病気のままであった。

４＝中等度
７＝重度

41. サプリメント

・診断基準を満たすためには、症状は中等度から重度

CFS を管理する上で、私がどのようなサプリメントを

でなければならない。

勧めるかを尋ねる患者が多い。サプリメントは健康を
向上させるが、CFS の治療にはならない。サプリメン

38．小児の CFS/ME の病状の管理

トは必要最小限にとどめること。すべてのサプリメント

小児 CFS/ME の病状の管理は、成人の管理と同様であ

が安全とは限らないし、多くが必要な投薬に干渉する。

る。最初に睡眠と痛みに対処し、それから起立不耐性や
胃腸障害などの併存疾患に対処する。加えて、子供たち
の教育が必ず継続されるようにする必要がある（時には
自宅学習や家庭教師、学校のカリキュラムの短縮などの
方法で）。子供たちは学校に通って友達を作ったりする
ことができないかもしれないので、課外活動や社会性の
発達の問題にも対処する必要がある。日本の研究によっ
て、学校恐怖症の 36%が CFS/ME によることが示され

8

42. 高度なあるいは特定領域治療法

43. まとめ
・CFS の生物学的根拠は豊富にある。

Advanced Therapies

・CFS はうつ病に起因しない。

高度な治療法

・まず痛みと睡眠障害に対処することから症状管理を

• Orthostatic Intolerance

始めよ。

– Water, salt, fludrocortisone, beta-blockade

• Modified Elimination Diet

・身体的に活動的であり続けることは大切だが、やり

– Avoid gluten, dairy

• Viral or Immunological Symptoms

すぎると悪化の引き金になる。

– Valtrex, Isoprinosine, Nexavir , Valcyte

• Low dose cortisol
– 10-15 mg hydrocortisone

• Human Growth Hormone

44. まとめの続き

– Recombinant hGH > secretagogue

• Ampligen
• Rituxan / rituximab

・間隔をあけた活動、心拍数計、毎日の歩数計などを

42

用いて運動のやり過ぎを防止せよ。
・重症患者には追加的な支援と仕組みが必要だが、リ

患者の一部はより専門的な治療が効果があることもあ

ハビリは可能である。

る。起立不耐性は成人患者の 50％、ほとんどの青年の

・高度治療は一部の患者には効果がある。

CFS 患者に発生する。通常、その特徴は低血圧、頻脈、
場合によっては失神などである。治療は水をたくさん飲

私からの最後のアドバイス：決してあきらめないで！

むこと、サプリメント塩類の摂取などだが、投薬が必要
な場合もある。多くの CFS 患者は食事について敏感だ
と訴える。一番多いのはグルテン（小麦、大麦、ライム

45. これはノースキャロライ州シャーロットにある私

ギ）および乳製品にたいする過敏。患者の多くは、低カ

たちのオフィス。私たちのオフィスは最上階。

ロリー人工甘味料やグルタミン酸ナトリウムも避ける
必要がある。生化学検査でウイルスの再活性化が判明し
たり、発熱や咽頭炎やリンパ節腫大などの免疫症状があ
る場合、抗ウイルス投薬を指示することもある。HPA
系が抑制されているため、一部の患者にはコルチゾール
や成長ホルモンの補充が効果がある。最後に、大いに有
望な 2 つの試験的 CFS 治療がある。それは Ampligen
と Rituximab（リツキサン）。両者とも免疫調節剤であ
る。

＊Dr. Lapp より、本講演を翻訳・発行する許可を得ております。翻訳は NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」理事長
の篠原三恵子が行い、岩手県立遠野病院副院長の遠藤忠雄先生に医学監修をお願い致しました。
講演の英語の原文は下記の URL からご覧いただけます。
http://mecfsj.files.wordpress.com/2012/07/dr-lappe381aee8ac9be6bc94e585a8e69687hpe794a8efbc88e88bb1e8aa
9eefbc89.pdf
Dr. Lapp が講演に使用したパワーポイントは下記の URL からご覧いただけます。
http://mecfsj.files.wordpress.com/2012/07/dr_-lappe381aee38391e383afe383bce3839de382a4e383b3e38388hpe79
4a8pdf.pdf
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筋痛性脳脊髄炎(ME)／慢性疲労症候群(CFS)のさらなる理解を願って
2012 年 11 月 4 日に、アメリカから ME/CFS の専門医である Dr. Charles W. Lapp をお招きし、東大弥生
講堂においてシンポジウムを開催致しました。1985 年からこの病気の研究や診断・治療にあたってこられ、
国際 ME/CFS 学会の理事も務めておられるラップ先生をお招きし、その豊富な経験から最新の情報をお話
していただくことができました。先生は、(1)CFS の徴候と症状、(2)CFS は本当の病気である証拠、(3)CFS
はうつ病が原因ではないという証拠、 (4)アメリカでのこの病気の管理へのアプローチ、(5)小児の CFS の
5 つの領域に絞ってお話し下さいました。この複雑な病気をこのようにわかりやすくお話していただき、
シンポジウムに出席できなかった皆様にもお届けすることができ、大変に嬉しく思っております。多くの
方にお読みいただければ幸いです。
NPO 法人 筋痛性脳脊髄炎の会

シンポジウム

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群はここまで解明された！
～チャールズ・ラップ先生の講演の詳録～
発行

2013 年 1 月
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NPO 法人 筋痛性脳脊髄炎の会
理事長 篠原三恵子
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