
ME/CFS と COVID-19 の資料 

20.5.19 米国の団体 OMF が COVID-19 と ME の研究を開始するとのニュース速報 

 

アメリカの OMF（オープン・メディスン・ファウンデーション）という ME/CFS の研究に力を入れて

いる NPO 団体が、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と ME/CFS の研究を開始するというニュ

ース速報を、5 月 19 日に発表しました。このパンデミックを ME/CFS の理解を促進する機会と捉え、新

型コロナウイルス感染症回復後の患者の研究を通して、ME/CFS のトリガー（引き金）・メカニズムを明

らかにするとしています。 

 

OMF の科学諮問委員会委員長は、米国スタンフォード大学の生物学・遺伝学の研究者でゲノム技術セン

ター長であるロン・デービス教授。OMF には米国スタンフォード大学、ハーバード大学、スウェーデン

のウプサラ大学、カナダのモントリオール大学に 4 つの共同研究センターがあり、この 4 つの研究セン

ターが協力し、数年かけて ME/CFS のトリガー（引き金）・メカニズムの研究を行おうとしています。今

後の数ヶ月間で、研究や進捗状況の詳細を共有し、また、この国際的研究を実施するため、そして 4 つ

の研究センターで現在行われている 30 以上の研究や治療法開発プロジェクトを遂行するのに必要な研究

費を獲得するために、努力を続けるとしています。 

・・・・・・・・ 

 

COVID-19 患者が ME/CFS に移行するかどうかを確かめ、もし移行したならその分子転換を調べるため

に、COVID-19 患者の病気の経過と後遺症をモニターするという、COVID-19 患者の研究を開始するこ

とを誇りに思います。この研究には、頻回の体液のサンプル収集、ウェアラブル装着での継続的な健康

モニター、2 年間の多くの時点での症状のデータ記録を含みます。他の多くのウイルスがこの病気の引き

金となりますので、中には ME/CFS を発症する人があるという結果が予測されます。 

 

COVID-19 のパンデミックは、ME/CFS の発症を決定、あるいは発症を予測する可能性のある生物学的

要因を研究する、過去に類を見ない機会です。かなりのパーセントの患者は、ME/CFS 発症に深刻なウ

イルス感染が先行しています。現在の COVID-19 のパンデミックにおいて、COVID-19 が引き金とな

り、多くの人が ME/CFS を発症する可能性があると思われます。 

 

EB ウイルス、Q 熱（コクシエラバーネティー）、ロスリバーウイルスや他のウイルスによる重度の感染

症を罹患した患者の 11％までの人が、ME/CFS を発症すると考えられています。他の SARS や MERS

後に調査した他の研究は、さらに高い割合（50％）の人が ME/CFS、あるいは線維筋痛症を発症したこ

とを示唆しています。 

 

急性期から回復した COVID-19 患者は、その後、長期にわたるウイルス感染後疲労を経験するリスクが

高く、以前の正常の状態に戻るまで 6 ヶ月かそれ以上、その疲労が持続する可能性があります。しか

し、患者の中には、疲労が良くなることがないか、この最初の 6 ヶ月の間にさらに深刻になり、それが

いつまでも続き ME/CFS に移行する可能性があります。 

 

長期間の詳細なゲノム解析、メタボローム解析、プロテオミクス解析によって、ME/CFS を予測、診

断、あるいは治療するために役立ちうる経路をどう同定するかを理解するための、非常に深い洞察をえ

られるでしょう。世界中が現時点で熱心に COVID-19 に焦点を合わせています。何千という患者が生涯

にわたる苦しみの原因となる病気に移行する可能性は、やっと世界が ME/CFS に対してふさわしい注意

を払うユニークな機会を提供しています。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.omf.ngo/2020/05/19/omf-funded-study-covid-19-and-me-cfs/ 

 

https://www.omf.ngo/2020/05/19/omf-funded-study-covid-19-and-me-cfs/
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20.5.12 英国のレスター大学の HP に COVID-19 と ME/CFS の記事 

 

5 月 20 日付のイギリスのレスター大学の HP に、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者は ME

の発症リスクが高い」と題する記事が掲載されています。新型コロナウイルス感染症後に約 10％の患者

が ME を発症すると推測されることが書かれています。 

 

レスター大学の研究者は 5 月 12 日の ME 啓発デーに、新型コロナウイルス感染後の患者の 10 人に 1 人

が ME を発症するリスクが高い可能性があると警告しています。以前に行った EB ウイルスや SARS の

患者の研究から、新型コロナウイルス感染症から回復した方の 10 人に 1 人が ME を発症する可能性があ

ると推測されます。すべての ME の症例の正確な原因は分かりませんが、一般的にウイルス感染が引き

金として同定されます。 

 

レスター大学の医療関連専門学（理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・栄養士など）准教授のニコ

ラ・クレイグ・ベイカー先生は、「過去の SARS と EB ウイルスの集団発生の際には、ME と診断された

患者数がそれぞれ 8~10％上昇したというエビデンスがありますので、重篤なウイルス感染と ME が関連

していることは明らかです」と話します。 

 

イギリスの ME 患者は約 25 万です。心臓病やがんなどの病気より深刻な機能障害を引き起こし、約

25％の患者は無期限に持続しうる様々な症状をかかえて完全に寝たきりです。クレイグ・ベイカー先生

は、「しばらく病床にあった後は、回復して仕事に復帰したいと強く望み、多くの人が症状を無視し倦怠

感を「押しやれる」と思いたがる可能性があります。注意深く質問し、過去にウイルス感染があったか

も知れないという意識を持つことは、新しい ME 患者を同定することに役立ちうるでしょう」と語りま

す。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://le.ac.uk/news/2020/may/coronavirus-me-risk 
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20.5.10 国際的啓発団体 MEAction の HP に COVID-19 と ME の記事 
 

MEAction という、国際的な ME/CFS のアドボカシー団体（共同設立者の一人はドキュメンタリー映画

“Unrest”を製作したブレア氏）の HP に、「研究者たちは新型コロナウイルス感染症が ME を含む慢性

疾患の急増を引き起こすと懸念している」と題する記事が掲載されました。米国 NIH の ME/CFS 研究

を率いるコロシェツ所長や、ME/CFS の研究者であるコロンビア大学のリプキン教授やモントリオール

大学のモロー教授等が、COVID-19 と ME/CFS について語っています。 
 

多くの研究者が、ウイルス感染症が長期にわたる疾患や障害の引き金となりうることを示しています。

80％までの ME/CFS の症例は感染によって引き起こされています。ME/CFS のコミュニティー・研究

者・臨床医・アドボカシー・患者等は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後に ME/CFS や他の

ウイルス感染後疾病を発症する可能性について非常に懸念しています。新型コロナウイルス感染症に続

いて、多くの人が新たに ME/CFS を発症する可能性は、どうでもいいことではないからです。 
 

米国国立衛生研究所（NIH）も同感です。NIH の国立神経疾患・脳卒中研究所(NINDS)のコロシェツ所長

は、例えば伝染性単核球症やライム病のようなウイルス感染症が免疫応答の引き金となって ME/CFS を

発症するというアイデアは、研究者達の頭の中心を占めています」と語りました。NIH では現在、メリー

ランド州の臨床センターにおいて、ウイルス感染後 ME/CFS の研究を行っています。 
 

深刻な感染症が一定地域の住民を襲うと、その後で ME/CFS が続くことが多いです。全米医学アカデミー

（旧米国医学研究所）の 2015 年の報告では、EB ウイルスやヒトヘルペスウイルス 6 などのヘルペスウ

イルス、エンテロウイルス、エコーウイルス等の様々な急性ウイルス感染症によって、ME/CFS が引き起

こされる可能性があると結論づけています。  
 

新型コロナウイルスが、ME/CFS を発症したことが実証された初めてのコロナウイルスにはならないでし

ょう。SARS と MERS の原因となる 2 つの他のコロナウイルスに感染した人々にしばしば、長期にわた

って障害が及ぶ症状が起きることを、様々な研究は示しています。SARS から回復した人の 27％が、SARS

発症後数年後にも CFS の診断基準を満たしていたとする研究もあります。 
 

感染症と免疫センター長でありコロナウイルスと ME/CFS の専門家であるイアン・リプキン博士は、「 

様々な違った感染性微生物によって同じ病態に至ることは驚くべきと思われるかもしれませんが、

ME/CFS は数々の攻撃に対する思いがけず均一的な身体の反応によって引き起こされる可能性がありま

す。コロナウイルスが ME/CFS の原因であると示唆しているわけではなく、むしろウイルスに対する応答

における生まれつきの免疫のメカニズムが引き起こしている可能性があります。つまり、恐らく多くのウ

イルスによって ME/CFS は引き起こされうるということです」と、#MEAction の取材に答えました。 
 

医師たちは、新型コロナウイルス感染症患者に多くの長期的影響が現れてきたことに気づき始め、Neurology 

Todayによると、イタリアでは神経内科医たちが、脳卒中、せん妄、てんかん発作、脳炎に非常によく似た非特異

的な神経症状の治療を受けている新型ウイルス感染症患者のために、すでに別の神経系病棟を創設しています。 
 

ケベック州のモントリオール大学のアラン・モロー先生は、「残念ながら、確実にコロナウイルス感染後に

もっと ME 患者が増えるでしょう。過去のコロナウイルス感染症の集団発生の時に集中治療から回復した

200 人以下の研究において、約 1／3 の患者が ME/CFS のような症状を発症し、1 年後になっても仕事に

戻れなかったとする研究があり、新型コロナウイルス感染症でも同様のことが起きているという速報がい

くつかあります。EB ウイルスのように、他の ME/CFS の症例もウイルス感染後の発症が報告されていま

すので、驚くことではありません。起きるかどうかが問題ではなく、何人がかかるかという問題です」と、

#MEAction の取材に答えました。 
 

広い範囲の感染が ME/CFS の引き金となることや、新型コロナウイルス発症後数ヶ月たっても神経症状

が持続しているという多くの初期の報告を基にすれば、新規の ME/CFS 患者が、間もなくあふれることに

なるでしょう。しかし、世界中の医療システムが嘆かわしいほど治療にあたる準備が整っていません。 
 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.meaction.net/2020/05/10/researchers-expect-covid-19-will-cause-surge-of-chronic-

illness-including-me/ 

https://www.meaction.net/2020/05/10/researchers-expect-covid-19-will-cause-surge-of-chronic-illness-including-me/
https://www.meaction.net/2020/05/10/researchers-expect-covid-19-will-cause-surge-of-chronic-illness-including-me/
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20.5.2 The Telegraph に COVID-19 と ME/CFS の記事 

 

5 月 2 日付の The Telegraph（イギリスの全国紙）に、「コロナウイルスは CFS を含む二次疾患の原因に

なる可能性があると専門家は警告している」と題する記事が掲載されました。新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）の患者の中には、その後 ME/CFS を発症する人がいる可能性について書かれていま

す。 

 

感染によって長期にわたって健康に深刻な影響をもたらしうるというエビデンスが積み重なってきてお

り、新型コロナウイルス感染症がウイルス感染後疲労症候群の引き金になる可能性があると、専門家は

警告しています。初期の報告は、新型コロナウイルスが呼吸器系に与える強い影響について焦点を合わ

せていましたが、この数週間に発表された様々な医学論文は、感染が血管系、さらには脳に深く侵入す

ることができることを示唆しています。 

 

「パンデミックによる長期的影響を理解するという点において、我々は非常に初期の段階にいますが、

ウイルスが肺だけを攻撃するのではないことは明らかです」と、トロント大学睡眠と時間生物学センタ

ーの精神医学部の元教授であるハーヴィ・モルドフスキー先生は話します。「SARS の経験から考える

と、最初の感染後、数ヶ月か数年にわたって慢性疲労症候群に悩まされる患者が出るでしょう」と、モ

ルドフスキー先生は The Telegraph に話しました。 

 

筋痛性脳脊髄炎としても知られている慢性疲労症候群は、ウイルス性髄膜炎、伝染性単核球症の原因と

なる EB ウイルスのようなウイルス感染後に発症する可能性があるというエビデンスがあります。2002

～2003 年のカナダでの SARS の集団発生後にモルドフスキー先生が実施した研究では、この SARS を引

き起こしたコロナウイルスに感染したと診断を受けた後、何年も ME/CFS に似た症状が持続した患者が

いました。このコロナウイルスは、新型コロナウイルスと非常に関連しているウイルスです。 

 

2009 年に米国医師会雑誌（JAMA）に掲載された研究によると、中国において調査された SARS から回

復した 369 人の患者の 40％が「慢性疲労の問題あり」と報告し、27％の患者は米国疾病管理予防センタ

ー（CDC）の ME/CFS の定義を満たしていました。 

 

新型コロナウイルス感染症による長期に及ぶ健康への影響を調査する研究は、優先的に実施されなけれ

ばならないと専門家達は警告しています。英国王立精神医学会前会長のサー・サイモン・ウイスリー教

授は、「このウイルスがどう脳に強い影響を与えるかという研究は、まだ初期段階です」と The 

Telegraph に語りました。「新型コロナウイルスが ME/CFS を引き起こすかどうかは分かりませんが、な

るべく早くこの病原体に感染した患者のコホート研究を準備し、短期・中期・長期的に詳細に追跡調査

する必要があります」 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-could-cause-secondary-

illnesses-including-chronic/ 

 

 

 

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-could-cause-secondary-illnesses-including-chronic/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-could-cause-secondary-illnesses-including-chronic/
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20.4.30 英国の患者団体 ME 協会の COVID-19 と ME/CFS の記事 

 

4 月 30 日にイギリスの伝統ある患者会「ME 協会」の HP に、顧問医師であるシェパード先生による

「新型コロナウイルとウイルス感染後疲労症候群」と題する記事が掲載されましたので、一部をご紹介

します。新型コロナウイルス（COVID-19）感染に続き、ME/CFS の新たな症例が多発する可能性につ

いて書かれています。  

 

それまで健康だった方がコロナウイルスに感染（または感染した可能性がある）し、発症後数週間たっ

ても通常の健康レベルやエネルギーレベルに戻ることができないという報告を、当会では受け始めてい

ます。これらの報告は主に、自宅療養で入院を必要とするほど深刻な感染には至らなかった方々からの

もので、医療従事者からの報告も含まれています。ウイルス感染後疲労（PVF）、またはウイルス感染後

疲労症候群（PVFS）にかかった方もいらっしゃるようです。 

 

ME / CFS 患者が感染し、ME / CFS の症状が著しく悪化、特にエネルギーレベルがさらに低下したとい

う報告も受けています。当 ME 協会は、ウイルス感染後に長期にわたる体を衰弱させるほどの強い疲労

（時には他の症状も伴う）を経験する人や、別のものに感染後に再発する ME / CFS 患者の対応におい

て、多くの経験を有しており、コロナウイルス感染後の疲労に続き、ME / CFS の新たな症例が多発する

と予想しています。 

   

コロナウイルス感染後に疲労が持続する状態は、他のウイルス性疾患よりもかなり複雑に見えます。ま

た、疲労とエネルギー不足がコロナウイルス感染の非常に特徴的な症状であることが判明しつつあり、

さらに深刻である可能性もあります。 

 

感染後あるいはウイルス感染後疲労の明確な原因は未だに不明ですが、感染の急性期に、疲労、エネル

ギーの喪失、筋肉痛や疼痛、全身の不調を感じる理由の 1 つは、サイトカインと呼ばれる化学物質が産

生されるからです。これらの免疫系化学物質は、いかなるウイルス感染に対しても最前線の攻撃の一部

を形成します。 そして、興味深いことに、コロナウイルス感染により深刻な呼吸器合併症を発症する人

では、「サイトカインの急上昇」に関連する過剰な免疫反応が原因である可能性があります。 

 

感染の急性期が終わった後、ME / CFS のように疲労やインフルエンザ様の症状が長期間続く場合、急性

感染に対しては全く正常な免疫系反応が、正常に戻っていないことを示すエビデンスがあります。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.meassociation.org.uk/2020/04/covid-19-and-post-viral-fatigue-syndrome-by-dr-charles-

shepherd-30-april-2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meassociation.org.uk/2020/04/covid-19-and-post-viral-fatigue-syndrome-by-dr-charles-shepherd-30-april-2020/
https://www.meassociation.org.uk/2020/04/covid-19-and-post-viral-fatigue-syndrome-by-dr-charles-shepherd-30-april-2020/
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20.4.19 米国の患者団体 Solve ME/CFS Initiative のアドボカシー活動① 
 

Solve ME/CFS Initiative（「ME/CFS の問題解決を主導」という意味） というアメリカの大きな患者団体

が、4 月 19 日～26 日をアドボカシー活動ウィークとして、アメリカ全土の国会議員等に電話やメールを

送るキャンペーンを行いました。新型コロナウイルス感染症後に ME/CFS に移行する人が多発する可能

性について触れ、ME/CFS と新型コロナウイルス感染症の研究の必要性を訴えました。 
 

このキャンペーンでは、電話、フェイスブック、E メール、twitter によって、全米の ME/CFS 患者・家

族・介護者に、地元の国会議員にメッセージを送るよう呼びかけました。まず、国会議員事務所に電話を

かける時の台本をご紹介します。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

この台本をもとに自由に自分の言葉に変えて下さい！ 
   

もしもし、私は（氏名：  ）と申します。（＿＿＿州＿＿＿市）からお電話しています。上／下院議員

（   氏）に、次回の新型コロナウイルス感染症対策法案に、ME/CFS に対する対応策を直ちに盛り込

んで頂けるようご支援をお願い致します。これは、何百万人もの人々に影響を与える緊急の医療問題です。 
 

１．新型コロナウイルス感染症患者の 35％近くが ME/CFS の症状を示しています[i]。 

２．新型コロナウイルス感染症は、ME/CFS 発症の引き金となります[ii]。専門家は、パンデミック後に

ME/CFS の新たな症例が最高で 3,570,00 件[iii]まで激しく急増すると予測しています。それはアメリ

カにおいて過去３年間に発症した患者総数の 2 倍以上に相当します。 

３．歴史的に ME/CFS の流行は、現在の新型コロナウイルス感染症のパンデミックのようなウイルス性

の集団発生後に起きています[iv]。 

４．最前線で対応にあたっている方々には、ウイルス感染後の神経免疫疾患を同定し診断する備えがあり

ません。 
 

最前線で対応にあたっている方々が、新型コロナウイルス感染症患者の中からウイルス感染後の神経免疫

疾患を同定し診断できるように備えなければなりません。早期診断は、ME/CFS によって引き起こされる

長期的な障害を防ぐカギとなります。 
 

このことは病歴＿＿年の ME 患者である私にとって個人的にも気が気ではありません。 

（または病歴＿＿＿年の ME 患者の介護者／家族として） 
 

＊ここであなた自身について話してください！ 

ME/CFS の経験について、以下の 3 つの例／事実を簡潔に。 

・このことがどうあなたのキャリアや働く能力に影響するか 

・このことがどう家族や人間関係に影響するか 

・このことが新型コロナウイルス感染症の流行している間、あなたの生活にどう影響を与えるか 
 

もし放置されれば、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、ME/CFS の症例が急増すると思い

ます。リスク因子を見つける研究のために、そして新型コロナウイルス感染症から回復した人々が

ME/CFS を発症するリスクについて医療従事者を教育するために、予算を付ける必要があります。新型コ

ロナウイルス感染症の緊急対策として、ウイルス感染後の疾患、特に ME/CFS の研究に予算を付けて頂け

るようご支援をお願い致します。 
 

お話を聞いて頂き、この件に迅速にご対応頂いたことに感謝致します。 
 

1. https://www.theglobeandmail.com/canada/article-scientists-warn-covid-19-could-lead-to-

neurological-complications-in/ 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071317/#B26 

3. https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2020/03/15/the-other-potential-coronavirus-

catastrophe-no-one-is-talking-about/ 

4. https://ammes.org/outbreaks/ 

 
※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://solvemecfs.wpengine.com/congress-call-script/ 

https://solvemecfs.wpengine.com/congress-call-script/#_ednref3
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-scientists-warn-covid-19-could-lead-to-neurological-complications-in/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-scientists-warn-covid-19-could-lead-to-neurological-complications-in/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071317/#B26
https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2020/03/15/the-other-potential-coronavirus-catastrophe-no-one-is-talking-about/
https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2020/03/15/the-other-potential-coronavirus-catastrophe-no-one-is-talking-about/
https://ammes.org/outbreaks/
https://solvemecfs.wpengine.com/congress-call-script/
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20.4.19 米国の患者団体 Solve ME/CFS Initiative のアドボカシー活動② 

 

Solve ME/CFS Initiative が、4 月 19 日～26 日のアドボカシー活動ウィークに、アメリカ全土の国会議員

に送るように呼びかけた E メールをご紹介します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

ME/CFS と新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の研究に 6000 万ドルを 

 

「（ME/CFS のような）慢性的な神経系の不調は、過去に別のタイプのコロナウイルスと結びつけられて

きました。特にこうしたタイプのコロナウイルスに関しては、神経系のカテゴリーにおける慢性的影響を

詳細に探さなければなりません」と、コロンビア大学公衆衛生大学院感染＆免疫センターのトランスレー

ショナルリサーチ部長であるマディ・ホーニング博士は語りました。 

 

新型コロナウイルス感染症からは回復したものの、体調が良くならないという人々の報告がますます増え

ています。微熱やブレイン・フォグ（頭の中に霧がかかったようで頭が働かない）、関節痛、鉛のように体

が重い、切れたバッテリーのような感じ等です。ME/CFS 患者であれば、すぐに認識し理解する話です。

ME/CFS の流行は、歴史的にウイルス性の集団発生後に起きており、ME/CFS 患者の大多数はウイルス感

染が引き金となって発症しています。解決策を見つけ出し、何百万人という ME/CFS と新型コロナウイル

ス感染症患者の生活を改善するために、ME/CFS 分野の研究は今まで以上に必要とされています。 

 

Solve ME/CFS Initiative では、次回の新型コロナウイルス感染症対策法案に、ME/CFS に対する対応策

を直ちに盛り込んで頂けるよう呼びかけています。米国国立衛生研究所（NIH）におけるウイルス感染後

の神経免疫系の研究、特に ME/CFS と新型コロナウイルス感染症に焦点を合わせた研究に、6000 万ドル

の予算を認可するよう勧めています。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://solvecfs.secure.force.com/actions/kwac__takeaction?actionId=AR00087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solvecfs.secure.force.com/actions/kwac__takeaction?actionId=AR00087
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20.4.15 New Scientist に COVID-19 と ME/CFS の記事 

 

4 月 15 日付の New Scientist（科学とテクノロジーをあらゆる角度から取り扱う週刊の科学誌）の健康

ニュースに、「新型コロナウイルスはウイルス感染後疲労症候群の引き金となりうるか」と題する記事が

掲載されました。「慢性疲労症候群のような病態は、ウイルス感染と関連付けられてきましたので、新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）が似たような病態を発症する引き金となる可能性があります。」世

界中で感染が拡大している新型コロナウイルス発症後、ウイルス感染後疲労症候群が集団発生する可能

性について書かれています。 

 

研究者の中には、新型コロナウイルスにかかった後、ウイルス感染後疲労症候群を発症する患者が集団

発生する可能性を指摘する人々がいます。ME/CFS はウイルス感染後に発症することもあり、ME/CFS

患者は極度の疲労や痛み、光過敏等の様々な症状を経験しますが、病態の理解が進んでいません。2002

～2003 年の SARS の集団発生後、カナダのトロント市で罹患した患者の中に、3 年後にも疲労や筋力低

下、睡眠障害等に悩まされていた人がいたことが記録されています。 

 

トロントでの集団発生では 273 人が罹患し、当時トロント大学で精神科と睡眠の専門家であったモルド

フスキー先生は、集団発生終息後に継続的な健康問題を抱えて仕事に戻れなかった 22 名の患者を調査し

ました。「コロナウイルスは、多くのウイルス感染後疲労症候群患者の発生につながると思います。」モ

ルドフスキー先生の研究チームは、多くの患者が睡眠障害、昼間の倦怠感、痛み、全身の筋力の低下、

抑うつ等の症状があったとする論文を発表しました。「これらの症状は ME/CFS を思い起こさせます。」

新型コロナウイルスのパンデミックは違うウイルスが原因ですが、同じコロナウイルス科のウイルスで

すので、ウイルス感染後疲労症候群を引き起こすかもしれません。「私はそのことを心配しています。」 

 

イギリスの患者団体「ME 協会」の顧問医師であるシェパード先生は、「中にはウイルス感染後疲労症候

群を発症し、その後、ME/CFS のような病気に移行する人がでる可能性はあるでしょう」と語ります。

「急性感染症後に何が起きるかは、明らかに調査する必要があります。」 

 

オーストラリアのメルボルン市ディーキン大学のグスリッジ先生は ME 患者でもありますが、「ME/CFS

と診断されるには、症状が少なくとも 6 ヶ月以上持続していなければなりませんので、私達がさらなる

情報を得るには、しばらく時間がかかるかもしれません」と語ります。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.newscientist.com/article/mg24632783-400-could-the-coronavirus-trigger-post-viral-

fatigue-syndromes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/mg24632783-400-could-the-coronavirus-trigger-post-viral-fatigue-syndromes/
https://www.newscientist.com/article/mg24632783-400-could-the-coronavirus-trigger-post-viral-fatigue-syndromes/
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20.4.10 武漢にて COVID-19 で入院した患者の神経症状の論文 

 

4 月 10 付けの米国医師会雑誌（JAMA Neurology）に、「中国の武漢における 2019 年のコロナウイルス

感染症で入院した患者の神経症状」と題する論文が掲載されましたので、一部をご紹介致します。 

 

要約 

重要性：中国の武漢における 2019 年のコロナウイルス感染症（COVID-19）の集団発生は深刻で、世界的

に流行する可能性がある。いくつかの研究には、発熱、咳、下痢、疲労を含む典型的な臨床症状が書かれ

ている。しかし、我々の知る限り、新型コロナウイルス感染症患者に神経症状があるとは報告されていな

い。 

 

主なアウトカムと方法：臨床データは電子カルテから抽出され、すべての神経症状のデータは、2 人の訓

練された神経内科医によってチェックされた。神経系症状は 3 つのカテゴリーに分けられる：中枢神経症

状（めまい、頭痛、意識障害、急性脳血管障害、運動失調症、痙攣発作）、末梢神経症状（味覚障害、嗅覚

障害、視覚障害、神経痛）、骨格筋損傷症状。 

 

結果：新型コロナウイルス感染症で入院した 214 人の患者（平均年齢 52.7 歳±15.5、男性 87 人[40.7％]）

の内、呼吸状態により分けると、126 人（58.9％）は重症ではなく、88 名（41.1％）は重症であった。全

体では、78 人（36.4％）の患者に神経症状があった。重症でない患者と比較すると、重症な患者はより高

齢で、基礎疾患、特に高血圧をより多く持ち、熱や咳などの新型コロナウイルス感染症に典型的な症状が

少なかった。感染が重症な患者ほど多くの神経症状を示した。たとえば、急性脳血管障害（5 人[5.7％[）

対 1 人[0.8％]）、意識障害(13 人[14.8%]対 3 人 [2.4%])、骨格筋損傷(17 人[19.3%]対 6 人 [4.8%])だった。 

 

結論と関連性：新型コロナウイルス感染症患者には神経症状がよく見られる。新型コロナウイルス感染症

が流行している間に神経症状のある患者を診る時には、診断が遅れたり誤診して、治療する機会を失いさ

らなる感染を広げることを防ぐために、臨床医は鑑別診断として新型コロナウイルス感染症を疑うべきで

ある。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2764549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2764549
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20.4.6 The Globe and Mail に COVID-19 と ME/CFS の記事 
 

4 月 6 日付の The Globe and Mail（カナダ最大の全国紙）に、「新型コロナウイルス感染症が一部の患者

に神経系の合併症を引き起こす可能性を科学者は警告している」と題する記事が掲載されました。米国

国立衛生研究所（NIH)を構成する 20 の研究所の一つである米国国立神経疾患・脳卒中研究所の臨床部

長であるアビンドラ・ナス先生が、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）から回復後も神経系の影響

が残るかどうか長期間にわたって追跡調査をする必要を語っています。ナス先生は、NIH における

ME/CFS の包括的研究の主任研究者です。 
 

新型コロナウイルスが呼吸器系疾患の原因となることが知られていますが、一定の患者において脳と神

経の損傷をもたらす可能性について示唆している科学者の方々もいます。新型コロナウイルス感染症の

典型的な症状の他に、脳卒中、痙攣発作、無嗅覚症（すなわち嗅覚消失）、脳症（脳の損傷や機能障害を

表す広義語）を含む数々の神経系の不調を併発した感染患者の症例を、世界中の医師たちが報告してい

ます。 
 

「今までこれらの報告は記述的な症例研究にとどまっていますので、様々な神経系の症状がウイルスの

せいであるかどうかを判断するには早すぎますが、一般の方や医療提供者がこの可能性について知って

いることが大切です」と、カナダのサスカッチワン大学の神経内科の J・テレズ-ゼンテンノ教授は語り

ます。「ウイルスが脳に到達する可能性がありますので、神経内科医だけではなく最前線の医師たちも、

神経系の合併症が起こりうることを認識し、診断できるよう備え、もし治療法があるのであれば治療で

きるよう準備していなければなりません。」 
 

多くの感染者が無嗅覚症を経験するという事実は、ウイルスが脳に到達し得る一つのルートを指し示し

ている可能性があります。「ネズミの研究では、新型コロナウイルスが嗅覚器系を通って鼻から脳に入り

込むことが示されています。人間においては、ウイルスが嗅覚神経の末端の損傷の原因となるだけで、

一時的に嗅覚を失う以外、何も深刻な結果をもたらさないかもしれませんが、これが脳に侵入する経路

となる可能性もあります」と、米国国立神経疾患・脳卒中研究所の臨床部長であり、神経系の感染セク

ションの主任であるアビンドラ・ナス先生は語ります。「ウイルス感染から回復した後も長期にわたっ

て、持続的な神経系の影響の兆候がでないかどうかをみるために、徹底した患者の追跡調査を行うこと

が役立つでしょう。」 
 

ナス先生は米国神経学会誌 Neurology(神経学）というジャーナルに発表した最近の論文で、新型コロナ

ウイルス感染症による呼吸器症状は、呼吸をコントロールする脳幹の損傷から生じているかもしれない

という疑問を投げかけました。「呼吸器症状のある患者の中には、主に神経系が関与している可能性を真

剣に考える必要があり、可能であれば CT や MRI を撮るべきです」と語ります。 
 

「慢性的な神経系の不調は、過去に別のタイプのコロナウイルスと結びつけられてきました」と、コロン

ビア大学公衆衛生大学院の疫学准教授であるマディ・ホーニング先生は語りました。「例えば、SARS や

MERS にかかった患者の中には、ME/CFS を発症した症例が報告されています」と注意を促しました。

「特にこうしたタイプのコロナウイルスに関しては、神経系のカテゴリーにおける慢性的影響を詳細に探

さなければなりません」と語ります。 
 

「普段、私達の脳は血液脳関門で守られていますが、「サイトカインストーム」、すなわち一定の患者に見

られる激しい免疫反応が出た時に、血液脳関門は破壊される可能性があります」と、マクマスタ―大学の

精神神経免疫学の専門家であるボリス・サキック先生は語ります。 

 
※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-scientists-warn-covid-19-could-lead-to-

neurological-complications-in/ 

 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-scientists-warn-covid-19-could-lead-to-neurological-complications-in/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-scientists-warn-covid-19-could-lead-to-neurological-complications-in/
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20.3.30 米国 NIH における ME/CFS の主任研究者の COVID-19 の論文 

 

3 月 30 日付けの米国神経学会誌 Neurology（神経学）に、米国国立衛生研究所(NIH)・国立神経疾患・脳

卒中研究所(NINDS)の主任研究員であるアビンドラ・ナス先生による、「コロナウイルス感染症による神

経系の合併症」と題する論文が掲載されましたので、一部を紹介します。ナス先生はNIHにおけるME/CFS

の包括的研究の主任研究者です。 

 

新しく出現した新型コロナウイルスは、一般の人々、医療従事者、患者、政治家、金融市場を恐怖とパ

ニックに陥れた。 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の主な臨床症状は、肺合併症によるものだが、答えが見つかっ

ていない疑問がたくさんある。頭痛はウイルス性髄膜炎を象徴している可能性があるだろうか。1 人の患

者の脳脊髄液からウイルスが検出されたという報告がある (www.encephalitis.info/blog/coronavirus)。

無嗅覚症は嗅球が関与していることを示唆しているのか。コロナウイルス脳症のモデルマウスにおい

て、ウイルスは嗅覚経路の神経を伝って脳に侵入できる。これゆえ、この比較的害のなさそうな症状

は、もっと深刻な合併症の可能性を示しうる。呼吸器症候群は、脳幹が関与している可能性があるので

はないか。ウイルスの影響を十分に理解するためには、脳画像や脳の病理学的評価が必要である。高齢

者や免疫が低下している患者は、特に重症化のリスクが高い。 

 

コロナウイルスには数種類ある。いくつかの急性の神経系の症候群は、コロナウイルスと関連付けられ

ている。SARS のウイルスは脳症と急性呼吸窮迫症候群の患者の脳脊髄液から検出されている。MERS

のウイルスは、重度の急性散在性脳脊髄炎と血管障害を引き起こしうる。ウイルス感染後脳幹脳炎とギ

ランバレー症候群についても記述がある。 

 

色々なコロナウイルスの抗体陽性は、脳症、視神経炎、多発性硬化症、パーキンソン病等の様々な神経

系疾患で報告されている。多発性硬化症の患者たちの脳脊髄液や脳からウイルスは分離されている。関

連するウイルスは、HCoV-229E、HCoV-293 と HCoV-OC43 である。これらはいたるところにある

ウイルスで、上記の疾患の原因としてどのような役割を果たしているのかが立証されていないた

め、これらの研究結果の重要性は明らかではない。 

 

20 世紀に、様々な疾患の予防、診断、治療において、非常に大きな進歩を遂げた。脳症の原因となり多

くの人々に惨状をもたらす何百というウイルスを、皆が認識しているが、ヘルペス脳炎以外は、これら

のどの微生物に対しても治療法を持たない。我々は神経学における危機に直面していることを認める時

である。行動すべき時は今だ。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://n.neurology.org/content/neurology/early/2020/03/27/WNL.0000000000009455.full.pdf  

 

 

 

 

 

https://n.neurology.org/content/neurology/early/2020/03/27/WNL.0000000000009455.full.pdf
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20.3.27 米国神経学会の正式ニュース Neurology Today に COVID-19 の記事 

 

3 月 27 日付けの米国神経学会の正式ニュース Neurology Today に、「COVID-19：イタリアの神経内科

医からアメリカの同僚へ：コロナウイルス患者の非特異的な神経系の異常を予期せよ」と題する記事が

掲載されました。 

 

3 月下旬の時点で、イタリアでは 8 万人以上が陽性と診断され、約 8000 人が死亡しており、このパンデ

ミックの最前線の神経内科医達は、このウイルスが肺や心臓を特異的に侵すのではなく、誰も予想して

いなかった多くの神経系異常を引き起こすだろう心配な一連の症状に気付いていました。 

 

ブレシア大学神経学の A・ツィーニ准教授と同僚達は、コロナウイルスの兆候がなく急性の神経系の障

害のある患者を分けるために、神経系病棟をすでに創設していました。「18床の病棟で、患者は脳卒

中、せん妄、てんかん発作、脳炎に非常によく似た非特異的な神経症状の治療を受けながら、新型コロ

ナウイルスと闘っているのです」とツィーニ准教授は語ります。 
 

これらの神経症状はウイルスが中枢神経に侵入したことが直接の原因であるのか、患者の体で起きてい

るウイルスの急襲に対する間接的な応答であるのかが明らかではないですが、ブレシア大学の神経内科

医達はイタリア中の同僚たちに情報を流し、患者の急性の神経系の訴えに注意するように警告していま

す。ツィーニ准教授は、病院において急性脳卒中の数が増加しており、ウイルス以外に脳卒中の原因を

同定できない症例があると語ります。 
 

「呼吸器系の問題と脳血管系の急性障害に対処し、非特異的な神経症状を持つ患者もいる可能性を考慮

せよ」というのが、ツィーニ准教授からアメリカの同僚に対するメッセージです。ウイルスと神経症状

の関連について、さらに調査する必要あると語り、中枢神経系の負荷が加わることで、患者の病状が悪

化することに注意を促しました。「COVID-19 陽性で急性の神経症状のある患者の数が多いので、我々

はこの病棟を創設することにしたのです。」ツィーニ准教授の同僚達は、他のセンターと共同で、

COVID-19 と中枢神経系疾患との関係を積極的に研究しようとしています。 

 

新型コロナウイルスは中枢神経系にも到達することを示唆する最近のデータがあります。COVID-19 患

者の神経症状は 3つのカテゴリーに分けられます：基礎疾患における症状の神経系の表出（頭痛、めま

い、意識障害、運動失調症、てんかん症状、脳卒中）、末梢神経を起源とする症状（味覚低下障害、嗅

覚障害、神経痛）、肝障害や腎障害としばしば関連する骨格筋損傷症状。 
 

武漢の中国人科学者らは、 華中科技大学・同济医科大学の一部であるユニオン病院の 3つの COVID-19

ケアに指定されている病院において、214 人の患者のデータを報告しました。214 人の患者の内 78 名に

神経症状がありました。より重症の患者には、より急性脳血管疾患、意識障害、骨格筋損傷のような神

経症状がありました。 

 

コロラド大学医学部の K・タイラー神経内科教授は、「現在まで、神経症状のほとんどはより重症の

COVID-19 患者に現れ、主要な臓器系不全、及び／又は播種性血管内凝固症候群や敗血症の二次的影響

の結果である可能性があり、これらには特に急性脳血管のイベントや脳症を含みえます。SARS 患者や

MERS 患者で稀に起きましたが、脳炎のような中枢神経への新型コロナウイルスの侵入の直接の影響が

出るかどうかはまだ分かりません。SARS 患者や MERS 患者でも起きた、急性播種性脳脊髄炎やギラン

バレー症候群のようなウイルス感染後の免疫介在性の合併症も現れる可能性があります。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://journals.lww.com/neurotodayonline/blog/breakingnews/pages/post.aspx?PostID=920&fbclid

=IwAR2hwLRIJCateufvV4fqLomA-Dz3nlPrxdTM69cdYE4zAB5gPWDNaBawsMQ 

 

https://journals.lww.com/neurotodayonline/blog/breakingnews/pages/post.aspx?PostID=920&fbclid=IwAR2hwLRIJCateufvV4fqLomA-Dz3nlPrxdTM69cdYE4zAB5gPWDNaBawsMQ
https://journals.lww.com/neurotodayonline/blog/breakingnews/pages/post.aspx?PostID=920&fbclid=IwAR2hwLRIJCateufvV4fqLomA-Dz3nlPrxdTM69cdYE4zAB5gPWDNaBawsMQ
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20.3.15 The Canary に COVID-19 と ME/CFS の記事 
 

3 月 15 日付の The Canary（2015 年にイギリスで設立されネットでニュースを配信）に、「誰も話題にし

ない新型コロナウイルスによる大惨事の可能性」と題する記事が掲載されました。世界中で拡大している

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を発症した患者の一部が、その後 ME/CFS を発症する可能性に

ついて書かれています。 
 

3 月 13 日に WHO は、ヨーロッパが新型コロナウイルス感染症発生の中心になっていると発表、イギリ

ス政府の対応は日増しに批判にさらされています。しかし、その裏で第二の大惨事が起こる可能性がある

にも関わらず、誰もこれを公に話題にしていません。 
 

筋痛性脳脊髄炎（ME）は慢性的な全身性の神経免疫系疾患で、CFS、ME/CFS、ウイルス感染後疲労症候

群とも呼ばれています。ある研究では、ME 患者はウイルスに対する免疫システムの反応が常時亢進して

おり、ウイルスが存在しなくなってからも、ウイルスに対して常時戦闘状態にあると身体が認識し反応し

ているようだとしています。 
 

ドキュメンタリー映画”Unrest”(不安と共に生きる)を製作し、ME/CFS 患者でもあるジェニファー・ブ

レア氏は 3 月 14 日に twitter で、「アメリカや他の国々では、新型コロナウイルスによる感染や入院、死

亡に備えていますが、誰も話題にしていないもう一つの問題があります。それは長期にわたる慢性疾患で

す。高齢者や基礎疾患のある方は、新型コロナウイルスにより重症化するリスクが高いと言われています

が、一部の人は感染後に ME を発症する可能性があるのです」とつぶやきました。 
 

オーストラリアのメルボルン市ディーキン大学のマーク・グスリッジ先生は、ME を研究する科学研究者

ですが、「ME/CFS は様々なウイルス性の病原体が引き金となりうることが判っていますが、今後 6~18 か

月の間に、新型コロナウイルスが ME/CFS の世界的増加の引き金になる可能性があるでしょう」と twitter

でつぶやきました。感染後に発症する ME/CFS は、ブルセラ症、EB ウイルス（伝染性単核球症）、ライ

ム病、Ｑ熱、ウイルス性髄膜炎、デング熱などのパンデミックの後で増加するリスクがすでに報告されて

います。英国の医学誌 The BMJ は 2006 年に、4 種類のウイルスに感染した患者の内、9％が ME を発症

したとする、マーク・グスリッジ先生が関与する論文を発表しています。 
 

2003 年にカナダのトロント市における SARS の流行の際に、少なくとも 273 人が感染し、集中治療を受

けた 107 名の患者の調査が実施されましたが、様々な症状は ME に非常に類似していました。感染 1 年後

にも、17％の患者は持続的に症状が重く、仕事に戻ることができず、87％の患者には何らかの症状が残っ

ていました。 
 

アメリカにおけるコロナウイルス感染後の状態を、米国の疾病対策センター（CDC）が推定しています。

また、The Canary は SARS 研究のデータをかみ砕き、コロナウイルスでは、米国で 408,000～3,570,000

人が、感染後 1 年で重篤な ME のような症状が発生する可能性があると推定しました。 
 

英国、米国、オーストラリアでは、ME の爆発的発生の可能性がさらに高まっています。しかし、これま

でのところ、オーストラリア、米国、英国の政府は、慢性疾患のこの潜在的な流行の可能性について何も

述べていません。それは、多くの専門家がそもそも ME を認識していないからです。 
 

ジェニファー・ブレア氏は、「ME/CFS のコミュニティーは長年、エボラ出血熱後症候群、エンテロウイ

ルスの集団発生などを見守り、感染後に長期にわたる後遺症に苦しむ人々を注視してきました。新型コロ

ナウイルでも同じことが起こり得ますので、追跡調査が行われなければなりません」と締めくくりました。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2020/03/15/the-other-potential-coronavirus-

catastrophe-no-one-is-talking-about/ 

https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2020/03/15/the-other-potential-coronavirus-catastrophe-no-one-is-talking-about/
https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2020/03/15/the-other-potential-coronavirus-catastrophe-no-one-is-talking-about/
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20.3.13  ME/CFS 専門医であるクライマス先生の COVID-19 に関する YouTube  

 

ドキュメンタリー映画「この手に希望を」にも出演されている、アメリカのノヴァサウスイースタン大学

神経免疫学研究所所長であり、何十年も ME/CFS の研究をしてこられたナンシー・クライマス先生が、

ME 患者の新型コロナウイルスへの対処法について、YouTube で語っていますので、一部をご紹介致しま

す。アメリカは世界で一番感染者が多く、患者さん達がしていることを知ることは興味深いです。 

 

日本でも免疫力アップのために、納豆やヨーグルトなどの発酵食品を食べることが勧められますね。欧米

では症状の緩和のためにサプリメントがよく使われ、大きな専門店もあり、日本とは環境が違いますし、

サプリメントは品質を見極めるのが難しいです。服用する前には、主治医と相談して下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

ME の根本的な問題の一つは、ウイルスから自らを守る細胞の機能が低下していることです。これらの細

胞は今まで必死に働いて貯蓄を使い果たしており、ウイルスに遭遇してもそれほど多くのことはできませ

ん。免疫機能がわずかに落ちていますので、追加の予防策を講じる必要があるでしょう。 

 

最初に、すでに皆さんがやっていることですが、できることを取り上げます。 

・ガイドラインが出たら良く読んで注意を払う 

・手洗いをする 

・社会的距離を確保する（他の人から 2 メートル離れる） 

・家庭や車等の他の人がよく触れる場所（ドアノブなど）を消毒する 

 

病気の人が他の人にうつさないためにマスクは役に立ちますので、咳やくしゃみをしている人はマスクを

することが重要です。マスクをすることで感染するリスクを少しだけ減らせる可能性があります。 

 

ウイルスは、鼻を通って気道に入り、細胞（鼻・肺・気管支の上皮）に付着します。ウイルスが複製を作

り増殖を開始するためには、細胞に付着し侵入する必要がありますので、細胞が付着する可能性の高いと

ころをすすいで下さい。鼻に使う塩水スプレーを常備して鼻に噴霧し、鼻を洗浄して下さい（特に外出先

などで）。ウイルスの侵入を少し防げる可能性があります。 

 

粘膜の表面を覆う（特に鼻を）製品があります。実際に気道までは届きませんが、鼻などにウイルスが結

合するのを防ぐもので、粘膜を覆います。アメリカでは Xylitol nose spray という製品があり、カナダや

ヨーロッパには cellulose sprays があります。でんぷんでできており、鼻の中にスプレーすると粘膜を覆

い、ウイルスが結合するのを防ぎます。インフルエンザの季節に使っているかもしれません。アレルギー

用と書いてあるものでも十分です。 

 

喘息の方で薬をやめてしまっている方たちは、ウイルスに侵入されやすいと言われています。気道に炎症

が起き、上皮が炎症を起こしやすくなるからです。肺の炎症や気管支炎が起きないようにし、ウイルスの

侵入のチャンスを減らすために、処方された通りに薬を飲んで下さい。 

 

他にできることは、免疫機能を改善させることです。私は ME の専門医で免疫学者ですので、よくこのよ

うな質問を受けます。ME 患者の細胞には、ウイルス防御に関して 2 つの問題があります。細胞は今まで

必死に働いてきたため、ウイルスを殺すのに必要な栄養を使い果たしています。もう一つの問題は、常に

フル活動している細胞が作りだす酸化ストレスによって、エネルギー経路が壊れていることです。細胞は

自らを守るために、酸化ストレスが増えないようにエネルギーの生産を停止し、低エネルギーになってい

ます。 

 

最初にできることは、酸化ストレスを改善することです。理想的には非常に健康な食品を食べて十分に栄

養を摂ることですが、ほとんどの患者さんは、抗酸化レベルを維持するのに必要な緑の野菜を料理するこ
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とができません。そこでサプリメントを摂取することになりますが、サプリメントは有効です。下記は主

なサプリメントです。 

 

コエンザイム Q10：ストレスが高い時に、レベルを回復させるために、200 mg の還元型のコエンザイム

Q10 を摂るのは多すぎるとは言えません。その後、1 日に 50～100mg に減量します。この通常の用量に

戻す前の高容量摂取は、1～2 ヶ月でしょう。 

 

N-アセチルシステイン：これはグルタチオンの前駆物質です。グルタチオンは体において一番の抗酸化物

質で、脳を含むすべての細胞に浸透するという利点があります。アメリカでの一般的な用量はだいたい 600 

mg を 1 日に 1～2 回です。この状況下では少ないかもしれませんが、許容されやすく、適量です。寝られ

なくなりますから、寝る前には飲まないでください。 

 

グルタチオン：良いサプリメントですが、吸収がよくないので、N-アセチルシステインに頼る方が多いで

す。ただ、リポソーム型のものは良く吸収されます。 

 

ビタミン C＆カルニチン：この 2 つは良い抗酸化物質です。一般的に、カルニチンとビタミン C は、他の

色々なものも入っている抗酸化剤の中に含まれます。継続して飲む必要がありますし、抗酸化レベルを上

げるためには、還元型コエンザイム Q10 と N-アセチルシステイン又はグルタチオンも、一緒に飲む必要

があります。 

 

まず抗酸化物質を服用してから、実際に細胞機能を改善するサプリメントを追加します。ビタミン B12 や

葉酸などのエネルギーを動かすものです。約 20～30％の患者さんは、ビタミン B12 や葉酸を代謝して正

しい形にする酵素を遺伝子的に持っていません。そのためほとんどの方が、よりよく働くメチル B12、ヒ

ドロキシ B12、或いは葉酸メチルを飲んでいます。 

 

カナダやヨーロッパには、イムノビルという薬があります。生体エネルギー経路の一部であるアミノ酸で、

細胞の中のエネルギーを改善します。これが ME 患者の細胞障害機能を改善するというプラセボ対照試験

のデータがあります。小規模の試験でしたが、私は非常に信頼しています。アメリカではイソプリノシン

が FDA から承認を受けていませんが、同系統の薬であるイソプリノシンは市販されています。痛風や腎

臓結石の原因になる可能性がありますので、この薬を飲むときには、十分に水分補給する必要があります。

一週間の内、2 日は休薬してレベルを下げ、また 5 日間飲むように伝えています。EB ウイルスを含むヘ

ルペスウイルスを抑制することが研究で明らかに示されています。 

 

コロナウイルスはヘルペスウイルスではなく、RNA ウイルスですが、これらの薬はウイルスに対して免疫

システムがより働くようにしますので、コロナウイルスに対しても効果があるはずです。コロナウイルス

は季節性の上気道感染症の 30％を引き起こしますが、上気道感染症に対するイソプリノシンに関する論文

で効果が示されています。従って、感染率を下げ、もし感染したとしても予後が改善される可能性がある

と思います。 

 

ME の患者さんほど社会的な孤立に際し勝る人達はいません。今はそれをすべき時ですが、抑うつ状態に

陥るまで孤立しないよう気を付けてください。電話やネットで話して連絡を取り合い、社会的につながり

を保ちましょう。パニックにならずに、ご自身の健康に気を付けて下さい。今できることがありますので、

合理的に行動すべきだということを広めて下さい。最後に、もし新型コロナウイルスを恐れて、不安感や

抑うつを感じているのであれば、専門家に連絡を取り、どうか自分自身を大切にして下さい。 

  

※クライマス先生の YouTube は下記からご覧頂けます。 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=pkGXiJ1jM14&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=pkGXiJ1jM14&feature=emb_logo

