
ME/CFS と COVID-19 の資料 

20.7.9 CNN ニュースで NIH のファウチ博士の発言 

 

7 月 9 日付のアメリカの CNN ニュースの「July 9 coronavirus news」欄に、「新型コロナウイルスは疲

労症候群を引き起こす可能性があるとファウチ氏は語る」と題する記事が掲載されました。アメリカ国

立衛生研究所（NIH）の国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）所長であり、米国におけるホワイト

ハウス・コロナウイルス・タスクフォースの主要メンバーの一人であるアンソニー・ファウチ博士が

COVID-19 後に長引く症状は筋痛性脳脊髄炎（ME）の症状に似ていると発言したことが取り上げられま

した。 

 

アンソニー・ファウチ博士は木曜日（9 日）に国際エイズ学会が主催した記者会見で、一部の患者は新型

コロナウイルス感染後に長期にわたる疲労症候群を発症するエビデンスがあると語りました。「COVID-

19 に関連したウイルス感染後症候群であろう。」以前は慢性疲労症候群と呼ばれていた筋痛性脳脊髄炎

（ME）患者の症状に似ていると語りました。 

 

「何人かに聞いた話を基にすれば、いわゆる回復後に何週間にもわたって、多くの点で普通には生活で

きなくなってしまうウイルス感染後症候群にかかっている人が相当数いることは、疑いようもない。

様々なチャットグループがあり、クリックして見ると、回復したけれど普通の生活に戻れない人々がい

るのが分かります」とファウチ博士は語りました。彼らは、ME の症状に似ているブレイン・フォグ（脳

の中に霧がかかったようで頭が働かない）、集中力低下、疲労などを報告しているとも語りました。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-07-09-20-

intl/h_5125152a01f8c98d362cf15d6860ab37?mc_cid=1549d1d6f3&mc_eid=308b5870b0 
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20.5.30 Washington Post に COVID-19 と ME の記事 
 

5 月 30 日付の The Washington Post に、「COVID-19 は一部の患者に長期にわたって身体を衰弱させる

病を引き起こす可能性があると研究者達は警告している」と題する記事が掲載されました。アメリカの

国立衛生研究所（NIH）やコロンビア大学、スタンフォード大学で行われようとしている、COVID-19

と ME/CFS に焦点を合わせた研究の内容について書かれています。ナス先生は、NIH におけるウイルス

感染後 ME/CFS の研究の主任研究員です。 
 

ウイルス感染後にかかりうる長期にわたる病気は破壊的であり得、ごく一般的です。アメリカの医療に

関するトップの諮問機関である米国医学研究所（IOM）は 2015 年に、米国の ME/CFS の患者数は 80 万

～250 万人と推定。推定 4 分の 3 の患者はウイルス感染か細菌感染が引き金となり発症しています。 
 

新型コロナウイルス感染症後に、多くの人々に一生涯続き、中には身体に障害が及びうるウイルス感染

後の問題を残す可能性もあると、研究者達は警鐘を鳴らしています。米国国立衛生研究所（NIH）等で

ウイルス感染後 ME/CFS の研究をしてきた科学者たちは、この機会を捉えて COVID-19 患者に焦点を合

わせた研究を行おうとしています。健康を取り戻す人と、具合が悪いままになる人を分ける生物学的要

因を理解したいと思っています。 
 

COVID-19 患者の研究をする準備をしている、NIH の臨床センターの臨床神経学部長であるアビンド

ラ・ナス先生は、「誰が回復し誰が回復しないのかを診たいと思っています。患者の中には二度と健康

を取り戻せない人がいる可能性が大いにあります」と語ります。肺、腎臓、心臓へダメージを及ぼすと

する報告が浮上しているのに加え、ME/CFS 患者であればよく知っている、継続的で押しつぶされるよ

うな疲労、筋肉痛、思考力低下などの症状を、COVID-19 患者は訴えています。 
 

研究者達は、少なくとも COVID-19 患者の一部は具合が悪いまま、最終的にウイルス感染後 ME/CFS を

発症すると思っています。彼らがそう思うのは、以前に行われた研究に基づいています。EB ウイルスや

ロスリバー熱、Q 熱などの他の集団発生の研究において、実際に病気にかかった人の中の 12％までは、

二度と完全な健康を取り戻さず、最終的に ME/CFS と診断されました。 
 

世界中で 8000 人がかかった 2002～2003 年の最初の SARS の流行後、その種のコロナウイルスから回

復した 369 人の患者の 27％が、数年後に慢性疲労症候群の診断基準を満たしたことを、一つの研究は示

しました。もしこのような数字が新型コロナウイルスで見られれば、米国は何百万という破滅的な数の

慢性ウイルス感染後疾患の患者がでる方向に向かっています。 
 

「我々が開始しようとしているいくつかの研究の中で最も重要な研究は、コロナウイルスに感染した患

者を集め、ME/CFS に移行するかどうかを時間の経過とともにフォローすることです」と、スタンフォ

ード大学の遺伝学者であり、成人した息子がこの病気の重症患者であるロン・デービス教授は語りま

す。「COVID-19 から完全には回復できないかもしれないという事実を指摘すれば、この問題に人々は

注意を払うでしょう。医師たちが COVID-19 の情報を読み、二度と良くならない人々に目を光らすこと

が、極めて重要です。」 
 

ウイルス感染は、熱や炎症などの一般的な免疫応答の誘因となりますが、ウイルスが取り除かれた後

も、こうした防御が時にはうまくいかなかったり、「オン」の状態で動かなくなってしまうことを、最

先端の研究は示しています。 
 

NIH の感染後 ME/CFS 入院研究では、患者の生物学的基盤を探求しており、その研究では 2 回の入院で

広範囲に及ぶ一連の医学的検査を受けます。ナス先生の研究チームは現在、COVID-19 後の患者さんの

追跡をするために、同様の研究を行おうとしています。COVID-19 から回復した患者を、この夏にも

NIH の病院に入院させたいと思っています。 
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NIH では、COVID-19 からの回復者の免疫系を研究する計画です。並行して、代謝の問題を見極めるた

めの運動検査や、脳が心拍数や血圧を調節する仕方におけるすべての機能障害を詳細に記録するための

他の検査を実施する予定です。この領域、すなわち自律神経系における問題は、ウイルス感染後疲労症

候群と ME/CFS に共通しています。 
 

神経ウイルス学者であるナス先生は、COVID-19 で亡くなった約 12 人の患者に剖検も行いました。研究

室が再開できる条件が揃ったら、ナス先生はこれらの患者の脳の中にコロナウイルスを探し、COVID-19

で起こりうる不可抗力的な炎症によって引き起こされた神経系の損傷を探る計画です。研究者達は、脳

における低レベルの炎症を含む持続している炎症が、ME/CFS において起きている可能性を示す手がか

りについて公表しています。 
 

何十年も軽視されてきた ME/CFS の研究は、ここ数年で勢いがついてきました。政府の予算が低いまま

である間に、患者の脳の機能障害や免疫系における広範囲な問題について、ME/CFS の研究者たちは詳

細に記録しました。最先端の研究は身体のエネルギー産生能力の損傷についても光を当て、ME/CFS の

中心には文字通りエネルギーの欠乏の問題があると考える科学者もいます。ナス先生や他の研究者は、

COVID-19 からの回復者のエネルギー産生について研究する計画です。 
 

NIH は、アメリカで入院した 2000 人までの COVID-19 患者の長期的コホート研究にも資金提供してい

ると、国立アレルギー・感染症研究所のジョセフ・ブリーン先生は語ります。「これらの人々の追跡調

査を行うことができます。もし縦断的な後続研究を正確に行えば、ME/CFS の割合や他にも存在しうる

問題を理解するのに真に役立ちえます。別のコロナウイルスによって引き起こされた SARS や MERS で

は学べなかった事を我々は学ぶでしょう。長期の体調不調の危険因子として知られる集中治療室への入

院や人工呼吸器装着による長引く影響と、ウイルス感染後疲労症候群や ME/CFS を鑑別することは挑戦

です。」 
 

コロンビア大学公衆衛生大学院の免疫学者であるマディー・ホーニング先生のグループは、誰が

ME/CFS を発症するかを見るために、嗅覚喪失を含む様々な神経症状について、COVID-19 患者の追跡

調査を行う計画です。ME/CFS の研究において症例数の少ないアフリカ系アメリカ人、ヒスパニックや

ネイティブアメリカ人の患者も募る予定です。 
 

NPO 法人のオープン・メディシン・ファンデーションと提携しているスタンフォード大学のデービス先

生は、OMF より資金提供を受けたクリニックにおいて、COVID-19 患者から血液を集め、活動追跡デバ

イスの装着をお願いしています。「3 ヶ月、6 ヶ月かそれ以上の間調査し、誰が ME/CFS と診断される

かを診たいと思っています」と彼は語ります。ホーニング先生もデース先生は、COVID-19 患者を見守

ることで、ウイルス感染後疾患においてうまくいかなくなるものを逆戻りさせる薬を探す研究のスピー

ドを上げられる可能性があると語ります。 
 

「科学的に最も重要なのは、なぜ ME/CFS に移行するかを見ることだと思います。移行する患者とそう

でない患者では何が違うのか、それを見極めることは極めて価値の高く、どうやって治療するかを知る

貴重な手がかりとなりえます」とデービス先生は語ります。 
 

歴史的に ME/CFS は無視されてきたため、COVID-19 の追跡調査をしている多くの医師や研究者は、ゆ

っくりしか回復しない患者において新しい現象を発見していると思うかもしれません。そうではなく、

何十年にもわたって知られながら、無視され続け、多くの人を苦しめている一般的な病気を、再発見す

ることになるでしょう。 
 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.washingtonpost.com/health/could-covid-19-cause-long-term-chronic-fatigue-and-

illness-in-some-patients/2020/05/29/bcd5edb2-a02c-11ea-b5c9-

570a91917d8d_story.html?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0 

https://www.washingtonpost.com/health/could-covid-19-cause-long-term-chronic-fatigue-and-illness-in-some-patients/2020/05/29/bcd5edb2-a02c-11ea-b5c9-570a91917d8d_story.html?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0
https://www.washingtonpost.com/health/could-covid-19-cause-long-term-chronic-fatigue-and-illness-in-some-patients/2020/05/29/bcd5edb2-a02c-11ea-b5c9-570a91917d8d_story.html?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0
https://www.washingtonpost.com/health/could-covid-19-cause-long-term-chronic-fatigue-and-illness-in-some-patients/2020/05/29/bcd5edb2-a02c-11ea-b5c9-570a91917d8d_story.html?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0
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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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20.6.10 Bloomberg TV で COVID-19 後の症状 

 

6 月 10 日(水）に Bloomberg TV（アメリカで 1994 年に開局）から、「いつまでも続く COVID-19 の症

状」と題するニュースが放送されました。COVID-19 後もブレイン・フォグ（頭の中に霧がかかったよ

うで働かない）、慢性疲労、体調不良、リンパ節の腫れなどの ME/CFS を思い起こさせる症状がいつま

でも続くといいます。 
 

米国国立衛生研究所（NIH)におけるウイルス感染後疲労症候群の包括的研究の主任研究者であるアビン

ドラ・ナス先生は語ります。 
 

「私達は長い間、COVID-19 には一度かかればそれで終わりだと思っていたのですが、そうではありま

せんでした。今では何千という患者が、症状が持続するという現実を訴えています。熱は下がり、咳な

どの他の症状は治っても、今度は他の症状が出てきます。よく見られる症状は、ブレイン・フォグ、慢

性疲労、体調不良、リンパ節の腫れ等のようで、これらの症状は私達が ME/CFS と呼んでいる病気を思

い起こさせます。それは驚くようなことではなく、多くのウイルス感染がこの病気に関連しているから

です。」 
 

字幕【COVID-19 は、脳卒中や脳内出血などを含む、他のもっと稀な合併症とも関連しているかもしれ

ません】 
 

「こうした合併症は、感染後期に起きており、免疫系の関与を示唆しています。ウイルスが入り込み、

免疫が過活動になり、様々なタイプの神経症状を引き起こす原因になりえます。」 
 

字幕【ナス先生は、これらの合併症は、ウイルス感染後症候群がどのようになぜ起きるのかを知る良い

機会となると語ります】 
 

「患者を診療する時には、何に感染したのかが分からず、ウイルスも特定できない場合が多いです。ど

のウイルスにかかっていたかを特定するには遅すぎるのです。でも今はそれは言い訳になりません。ど

のウイルスが原因であるのかを正確に知っていますし、どういう症候群であるかも、その間に何が起き

たのかも厳密にわかっています。これは不幸な事態だと思いますが、本当に長い間できなかったこれら

の病気を理解するために、この機会を有益に使うことができます。」 
 

字幕【米国 NIH 臨床センターのアンソニー・サルレディニ先生は、COVID-19 が心臓、肺、腎臓に与え

る影響を追跡する研究に取り組んでいます】 
 

「2 つの患者グループを研究します。急性の患者さん達のグループは、発症時から経過を追い、1 年後の

症状まで見ます。他の病院で治療を受けた患者さんのグループは、急性期後に登録し、心臓や肺、腎臓

の機能についての予後を見ます。」 
 

字幕【サルレディニ先生は、COVID-19 の様々な症状の患者の結果を比較しようとしています】 
 

「重態の患者だけを登録するのではなく、感染した可能性のある若い人にも非常に関心があります。彼

らは嗅覚や味覚を失い、熱もあって悪性のインフルエンザにかかったように感じた後、良くなります。

予後はどうか、どうやって良くなったのか、同じような年代の患者で良くならずに衰弱し、集中治療室

に入る患者とどこが違うのかを見ることにも非常に関心があります。」 

 

※英語の原文画像はしばらく下記からご覧頂けます。 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-06-10/the-lingering-symptoms-of-covid-19-video 
 

※ヤフーニュースでも取り上げられました。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/8c5eaddeecf1e13a68cb487a8f7bdddcccbaf773  

 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-06-10/the-lingering-symptoms-of-covid-19-video
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c5eaddeecf1e13a68cb487a8f7bdddcccbaf773
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20.6.25 ジェイソン先生の COVID-19 の論文 
 

6 月 25 日に、シカゴのデポール大学教授のレオナード・ジェイソンン先生の、「過去の流行から学ぶウイ

ルス感染後疲労と COVID-19」と題する論文が、Taylor＆Francis Online に発表になりましたので、一部

をご紹介致します。ジェイソンン先生は 2004～2009 年に国際 ME/CFS 学会の副会長を務められ、英国の

ドキュメンタリー映画「闇からの声なき声」にも出演されています。 
 
要約 

新型コロナウイルスによって引き起こされた COVID-19 のパンデミックは、世界中の人々に深刻な影響を

及ぼし、死亡率も高い。本論文では、COVID-19 後の回復に関連しうる合併症の可能性を評価するために、

過去の流行や感染症が与えた健康上の短期的・長期的影響についての文献をレビューする。流行後又は感

染症後の回復に関する過去の研究において、このような合併症には激しい疲労の発症が含まれることが示

唆された。感染の重症度に加え、多くの COVID-19 患者が経験した「サイトカインストーム」のような一

定の要因が、その後の健康上の問題の発症に寄与している可能性がある。過去の流行や感染症に見られた

パターンが、現在の COVID-19 のパンデミックにおいても再発しうると我々は提案する。 
 

ウイルス感染症：流行 

近代における最も破壊的な流行は、H1N1 亜型インフルエンザウイルスによって引き起こされたスペイン

風邪である。このパンデミックによって世界中で亡くなった人は、2470～5000 万人と研究者達は推定し

ている。回復した人の中には、回復期に合併症を経験した人もおり、例えば、1000 人の内 200 人は完全

に回復せず、その中の 40 人は重症のままであった。身体的労作が回復を妨げ、又は死に至らしめた一つ

の要因として挙げられている。疲労がスペイン風邪に最もよく見られた長期的予後であった。 
 

他の流行発生後にも、ウイルス感染後疲労は見られた。2003 年に SARS の集団発生があり、タンジ―ら

は退院後 3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月に、回復患者の健康アウトカムを評価した。研究対象の半分以上の患者

が回復期にずっと疲労を経験し、64％が 3 ヶ月後にも、54％が 6 ヶ月後にも、60％が 12 ヶ月後にも疲労

を報告し、症状は睡眠障害を伴って起きることが多かった。 
 

さらにラムらは、香港において SARS から回復した患者の 4 年後のフォローアップ評価を実施し、40.3％

が慢性疲労を、27.1％が ME/CFS の診断基準を満たしていることを認めた。なかでも、多くの患者が重度

又は何もできなくなるほどの疲労、筋肉痛、睡眠障害を経験していた。 
 

2009 年に H1N1 亜型インフルエンザのパンデミックが起きた。マグナスらは、ノルウェーでこのパンデ

ミックの研究を行い、1 ヶ月に ME/CFS の発生率が 10 万人中 2.08 人であることが分かった。30 歳以下

の人の発生率の方が高く、若い世代に感染後に ME/CFS を発症するリスクが高いことが示唆された。 
 

エボラウイルス感染症から回復した患者にも、ウイルス感染後疲労が見られた。ウイルソンらは、エボラ

ウイルス後に異常なレベルの疲労を経験した人は、28％と推定した。エボラウイルス後症候群は、ME/CFS

によく見られる症状、中でも疲労、筋肉痛・関節痛、睡眠障害などは共通していた。 
 

ウイルス感染後疲労の発症は、他の研究においても認められる。コープらは、一般的なウイルス感染症発

症 6 ヶ月以内では、17.５％の患者が慢性疲労を発症することを見出だした。さらにガーシアらは、ウエス

トナイルウイルス感染症から回復した人の約 31％が慢性疲労を経験し、その内の 64％は ME/CFS の診断

基準を満たしていることを認めた。 
 

疲労は、パンデミックではないウイルス感染後にも見られた。例えば、ボゴビックらは、ダニ媒介性脳炎

から回復している間に、3 分の 1 の患者が持続的疲労と筋肉痛を経験したことを見出だした。脳炎後症候

群と分類され、これらの症状は何年も持続する可能性がある。 
 

EB ウイルスは、ウイルス感染後疲労の原因として最もよく研究されてきた。EB ウイルスは伝染性単核球

症とよく関連付けられる。ホワイトらは、伝染性単核球症発症後 6 ヶ月に、研究対象者の 9％が ME/CFS

を発症したことを認めた。前向き研究においてキャッツらは、伝染性単核球症を発症した 12～19 歳の思
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春期の参加者 301 名をフォローし、ME/CFS を発症した率は 6 ヶ月後に 13％、12 ヶ月後に 7％、24 ヶ月

後に 4％であった。 
 

ウイルスが原因でない疲労についても調査が行われた。コクシエラバーネティーが原因の珍しい細菌感染

である Q 熱発症 5 年後の疲労のレベルを、アイヤらは評価し、疲労や関節痛などの症状のあった研究対象

者が ME/CFS の診断基準を満たしていることを認めた。 
 

ノルウェーにおける飲料水媒介のランブル鞭毛虫の地域的集団発生は、ジアルジア症を引き起こし、長期

的疲労の原因ともなった。集団発生の 2 年後、モーチらは集団発生患者の 41％が疲労を報告した。ネスら

は、ジアルジア症に感染した患者の 5％が二度と完全に回復することなく、その内の 60％が ME/CFS の

診断基準を満たしていた。デングウイルスが原因のデング熱から回復した患者にも、広く疲労が見られた。 
 

過去の流行や、ウイルス感染・非ウイルス感染の断続的研究によって示された豊なエビデンスを考慮する

と、COVID-19 から回復した患者の中には、ウイルス感染後疲労や他の様々な症状を発症する人がいるで

あろう。 
 

結びの言葉 

SARS やエボラウイルスのような流行の回復者の中には、高レベルのウイルス感染後疲労がよく見られる

ことが、過去の研究によって示された。さらに、流行やパンデミック規模以外でもよく起こる伝染性単核

球症のような感染症と疲労は、関連付けられてきた。この種の結果は、ウイルス感染に限らず、細菌感染 

でも同様である。このようなエビデンスを考慮すると、我々は COVID-19 から回復した患者の中には、疲

労や他の合併症を発症する人がいることを予期する。 
 

闘病中に経験した「サイトカインストーム」が持続し、長期に及ぶ疲労などの他の合併症に寄与している

かどうかを評価するために、COVID-19 から回復した患者のサイトカイン・ネットワークを解析する研究

をする必要がある。 
 

COVID-19 においてもウイルス感染後疲労が起きるという我々の主張は、患者団体によって実施された調

査に関するインターネットの最近のいくつかの投稿によっても支持される。例えば、ボディーポリティク

ス COVID-19 サポートグループは、640 人の COVID-19 患者が 2 週間以上経験した症状のデータを集め

た。調査時において、91％の回答者は 40 日間症状を経験した後も完全には回復していないと報告した。

さらに 70％の患者が、病気の異なるステージにおいて、新しい症状があらわれたと報告した。最も憂慮す

べきは、多くが様々な情報提供者から、回復力に影響を与えるような体系的なスティグマを経験していた

ことだ。他の事例報告は、COVID-19 から完全に回復していない患者の多くが、疲労、筋肉痛、心臓の問

題、湿疹などの長引く症状を経験している。事例的エビデンスは、COVID-19 から回復中の患者の中には、

ME/CFS のような症状を発症している人がすでにいることを示唆している。 
 

もう一つの患者から得られたサンプルにおいてペトリソンは、COVID-19 が ME/CFS やカビ関連の疾患

の患者に共通する悪化する症状に、長期的影響を与えることを示唆した。 
 

この流行が始まって以来、COVID-19 の長期的経過を研究するのに十分な時間は経過していないが、長期

に及ぶ深刻な健康上の予後が起きる可能性に関する報告が表れてきている。例えば、イタリアの数人の患

者がギランバレー症候群を発症した。川崎病を発症した小児の報告もあり、COVID-19 が引き起こした肺

の瘢痕化、血栓、腎不全、神経系の合併症などの報告もある。シらは、416 人の COVID-19 で入院した患

者の 19％に、心臓障害の兆候があることを示した。COVID-19 に関するこの種の知見は、一部の回復者は

ウイルス感染後疲労を含む様々な長期的な合併症を経験するであろうという我々の主張を補強している。 

 

※英語の論文は下記からご覧頂けます。 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2020.1778227?src=recsys 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2020.1778227?src=recsys
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20.5.22 BUSTLE に COVID-19 と ME の記事 
 

5 月 22 日付の BUSTLE（アメリカのオンライン雑誌）に、「コロナウイルス後に ME/CFS の診断が増

加すると研究者は示唆」と題する記事が掲載されました。＃MEAction のブレア氏、オックスフォード

大学のモートゥン博士、ME/CFS の研究センター長のベートマン先生、コーネル大学のハンソン教授

が、COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性について語っています。 
 

「8 年前にウイルス感染後に ME の神経症状が現れ始めた時、信じてもらえず、診断されない数年の間

に具合がずっと悪くなりました」と、ME/CFS の活動グループ＃MEAction の創立者であるジェニファ

ー・ブレア氏は語ります。ブレア氏が感染後に症状が出たのと同じように、COVID-19 から回復した人

の中に ME/CFS に移行する人が出る可能性について、研究者達も活動家達も懸念しています。 
 

「ウイルスや細菌感染が ME/CFS の誘因となる可能性が提示されていますので、高レベルの重篤な

COVID-19 感染が、将来 ME/CFS の症例の増加につながる可能性があります」と、オックスフォード大

学リプロダクティブヘルス学部の主任研究者であり ME/CFS の世界的専門家であるカール・モートゥン

博士は語ります。 
 

ベイテマン・ホーン・ME/CFS 研究センター長のルシンダ・ベイテマン先生は、「一般的に、過去にお

いて私達はウイルスを真剣に捉えてこず、患者に対して『うちに帰ってゆっくり休みなさい』と言いま

すが、感染後に通常に回復しないかなりの割合（1～10％近い可能性）の患者は、軽んじられ忘れ去られ

ることが多かったのです」と語ります。「どんどん数が増えている COVID-19 の症状がいつまでも続い

ている人々に、こうしたことが起こるのを見たくありません」とブレア氏は語ります。 
 

2003 年の SARS の流行も別のコロナウイルスが原因でしたが、COVID-19 でも何が起きうるのかを知る

手がかりとなります。「COVID-19 から ME/CFS に移行するかどうかは分かりませんが、ずっと前に

SARS にかかった人々の中には、二度と以前のような健康を取り戻すことはなかった人がいたという事実

が、この可能性を高めます」と、カーネル大学の衰弱性神経免疫系疾患センター長であるモリーン・ハ

ンソン教授は語ります。例えば、2011 年に BMC Neurology(神経学)に発表された研究では、SARS にか

かり未だに長期に及ぶ健康への影響に苦しんでいる 22 人の医療従事者を調査しました。彼らの多くの症

状は慢性疲労症候群を指しています。 
 

モートゥン博士は、COCID-19 が ME/CFS 研究の機会を実際に提供する可能性があると希望を抱いてい

ます。コロナウイルスから回復した多くの患者が、血液サンプルを提供しましたので、将来 ME の兆候

が表れたら、検査することができます。「ME/CFS のバイオマーカーの可能性が生まれてきており、

COVID-19 からの回復者集団はそれらを検査する良い機会を与えてくれます」とモートゥン博士 

は語ります。 
 

もちろん、コロナウイルス等のウイルス感染から回復した人が、確実に ME に移行するという意味では

ありません。「ウイルスが引き金になることがすべてではなく、個人の持つ ME/CFS を発症しやすさ

が、深刻なウイルス感染と同様に重要である可能性があります」とモートゥン博士は語ります。 
 

コロナウイルスのパンデミックが、ME の長期的影響について人々の目を覚ますことができることを、研

究者コニュニティーは願っています。「この病気を予防し、予後を緩和し、苦しんでいる人々の経験を

検証することができるべきです。世界は今も ME の理解に迫ろうとしていますが、このウイルスが ME

と ME 患者の捉え方を変える可能性があります」とベイテマン先生は語ります、 
 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.bustle.com/p/mecfs-diagnoses-could-rise-after-coronavirus-researchers-suggest-

22897345?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0 

 

https://www.bustle.com/p/mecfs-diagnoses-could-rise-after-coronavirus-researchers-suggest-22897345?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0
https://www.bustle.com/p/mecfs-diagnoses-could-rise-after-coronavirus-researchers-suggest-22897345?mc_cid=810cb4212e&mc_eid=308b5870b0
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://le.ac.uk/news/2020/may/coronavirus-me-risk


ME/CFS と COVID-19 の資料 

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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20.4.6 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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20.6.4 Atlantic に COVID-19 と ME/CFS の記事 
 

6月 4日付の The Atlantic に、「COVID-19 は数ヶ月持続しうる」と題する記事が掲載されました。サ

ブタイトルは「この病気が“長引いている人々”は、体を衰弱させる症状の容赦のない波と、医師や友

人たちから向けられる不信の目に耐えてきた。」この長い記事の中には、COVID-19 後に長い間、体調

の戻らない 9 人の患者の事例と、COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性について書かれています。 
 

ボニー・ルクレークが COVID-19 の症状を始めて感じたのは 3 月 16 日でした。「その前は元気で健康

な 32 歳だったのに、今では疲れてシャワーを浴びながら立ち上がることもできないし、スーパーに買い

物に行った後、何日も寝込んでしまいます。」もうあれから 80 日。 
 

WHO によると、感染症の約 80％は“軽症か無症状”で、平均 2 週間で回復するとしています。しか

し、Slack や Facebook でのサポートグループには、ルクレークのような人が何千人も参加しており、重

篤な COVID-19 の症状と 2～3 ヶ月とまではいかずとも、少なくとも 1 ヶ月は闘っていると言います。

自分達のことを“長期の人”とか“長引いている人”と呼んでいる人もいます。 
 

この記事のために 9 人に取材しましたが、ほとんどの人は集中治療室に入院せず、人口呼吸器を使用し

ませんでしたので、専門的には「軽症」とみなされます。それにもかかわらず、彼らの生活は容赦なく

うねる様々な症状の波に打ちひしがれ、集中や運動すること、簡単な身体的な作業を行うことを困難に

しています。 
 

世界は COVID-19 に対する心配にかられていますが、“長引いている人々”のことは話題から抜け落

ち、パンデミックを定義する数値から除外されています。ほとんどの人は軽症で短期間であるという理

解が、持病のある人と高齢者だけが隔離される必要があり、他の人は皆、感染してそれでおしまいとい

う信じ込みを強めています。 
 

フィオナ・ロウェンスタインは、退院してから 9 日後に、この病気で闘っている人々のために、Slack で

サポートグループを開始しました。このグループはボディ・ポリティクスと呼ばれる団体と提携してお

り、“長引いている人々”が逃げ込む場となっています。症状が 30 日以上続いている人達の窓口となっ

ており、3700 人以上のメンバーがいます。 
 

COVID-19 は多くの臓器に影響を与えることは、今では明らかになっています。3 月に多くの“長引いて

いる人々”が腸や心臓、脳の問題を伴って病気になった時には、まだこの病気は主に呼吸器系の病気だ

と考えられていました。今日まで、米国疾病要望管理センター（CDC）が COVID-19 の神経症状として

記載しているのは唯一、味覚あるいは嗅覚消失だけです。しかし、ボディ・ポリティクスの調査に答え

た“長引いている人々”の間では、他の神経系の症状がよくみられました。 
 

多くの人は、咳や熱と同じくらいに「ブレイン・フォグ（頭の中に霧がかかったようで働かない）」や

集中力低下を報告しています。幻覚やせん妄、短期記憶の喪失、表面を触れた時に奇妙な振動するよう

な感覚などを経験している人もいますし、心臓の鼓動や呼吸のような無意識のプロセスをコントロール

する交感神経系の問題を抱えた人もいます。 
 

新型コロナウイルスは新しく、ウイルス感染の後遺症についても理解が不十分です。多くの病気は長期

に及ぶ様々な症状の原因となりますが、流行が特に大きくなければ、傾向として気づかれないままにな

る可能性があります。「エボラ出血熱の患者のほぼ全員が、長期に及ぶ何らかの慢性合併症を抱えてい

ます」と、コロンビア大学医療センターのクレイグ・スペンサー先生は語ります。これらの持続的問題

の中には、エボラ出血熱の集団発生の初期に認められたものもありますが、2013～2016 年に西アフリカ

で 28600 人が感染するまでは、広く認識されることはありませんでした。 
 

“長引いている人々”の中には、友人や家族が病気が長引いていることを理解できないことに、イライ

ラしている人がいます。「全て気のせい」とか「ただの不安」というメッセージを受け取ったと、ルク

レークは言います。こうしたメッセージの多くは、医師や看護師から発せられます。ニューヨーク市の

ハナ・デービスは、記憶喪失とブレイン・フォグについて神経内科医に話すと、ADHD だと言われた時
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のことを話してくれました。「本当に恐ろしくなります。医師や看護師は、自分が真剣に助けを求めよ

うとしている人達なのに、現実を理解できないのですから。」 
 

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの神経科学教授のアシーナ・アクラミは、2 人の医師がストレス

のせいであると示唆し、同僚の神経科学者達は、彼女に冷静になって抗うつ剤を飲むように言ったそう

です。「私はとても冷静だし、体のどこかが悪いのに」と語るアクラミは、発症してから 79 日目です。 
 

ミュージシャンであり作家であるサラ・ラミーは、長引いている人々”に共感できます。彼女の回顧録

「不可思議な病気のためのハンドブック」の中で、耐え難い痛み、押しつぶされるような疲労、gastro-

catastrophes、医療上のガスライティングなどによる、17 年間に及ぶ苦しい体験について書いていま

す。「孤立して家から出られず、途方もないほど経済的に不安で、政府は十分なことはしないし、検査

も十分ではなく――これらすべては、私のような人が何十年間も生きて経験したことです。病気そのも

のが恐ろしく破壊的ですが、作り話だと何度も何度も言われるのは、はるかに最悪です」と彼女は語り

ます。 
 

ラミーは公式には ME/CFS と複合性局所疼痛症候群にかかっており、非公式には WOMIs（不可思議な

病気の女性達）と称するグループの一員です。その病気とは、ME/CFS、線維筋痛症、体位性頻脈症候群

などです。女性に圧倒的に多く、原因がはっきりせず、複雑で体を衰弱させる症状があるのに治療薬が

なく、診断が難しく容易にほっとかれます。 
 

ME/CFS のクラスターは、多くの感染性の集団発生後に起きていることは注目に値します。こうした時

に、すぐに良くなる人もいますが、ウイルス感染後疲労にもっと長く悩まされる人もおり、数ヶ月後や

数年後になっても苦しんでいる人もいます。一つのオーストラリアの研究では、ロスリバーウイルス、

EB ウイルス、Q 熱の背後にある細菌に感染した人の 11％が、6 ヶ月後に ME/CFS と診断されたとして

います。2003 年の SARS の流行の際に回復した 233 人の香港の住民の調査では、およそ 40％の人が約

3 年後にも慢性疲労の問題を抱え、27％は CDC の ME/CFS の診断基準を満たしていました。 
 

多くの異なる急性の病原体が、同じ炎症反応の誘因となり、同じ慢性的な結末に達するようです。ラミ

ーによれば、このコミュニティーの多くの人は COVID-19 のことを心配しています。「高い感染力を持

つウイルスが世界中で蔓延しており、ME/CFS の症例が大幅に上昇しないとすれば珍しい」と。 
 

ME/CFS は、一般的に症状が 6 ヶ月以上持続する時に診断されますが、この新型コロナウイルスは人間

に感染してからそんなにたっていません。それでも、多くの“長引いている人々”の症状は ME/CFS の

コミュニティーの患者たちが経験しているのと全く同じように聞こえると、アドボカシー・グループ＃

MEAction の取締役であるジェニファー・ブレアは語ります。 
 

ルクレークやアクラミや他の人達は、掃除、運動、ヨガをすることで、ある程度の体力を取り戻そうと

すると、様々な症状が再発することに気が付きました。これは ME/CFS を定義づける特徴である労作後

の消耗で、短い散歩ほどの軽い活動後でも起きる、重度の多臓器のクラッシュです。ただの極度の疲労

とは全く違います。 
 

ME.CFS の症状は長い間、矮小化され、患者たちは疑われ、研究者は研究費が不足していました。パン

デミックによって、ME/CFSの症状に似た様々な症状をかかえた大量の人を生み出したら、この病気や他の見過

ごされてきた病気の研究のきっかけになるかもしれません。すでにいくつかの科学者チームは、COVID-

19 患者が ME/CFS に移行するかどうか、そしてその理由を確かめるために、COVID-19 患者の研究を計

画しています。ブレア氏はそのように発展することを歓迎しますが、「この道を歩まなければならかも

しれない人々に対する大きな悲しみと、過去 40 年間にこの病気を研究しておれば、今、患者さん達をど

う治療すれば良いかについてより良い理解を得られていたであろう、その時間を思って悲しみを感じて

います」と語ります。 
 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms- 

months/612679/] 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms-%20months/612679/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms-%20months/612679/
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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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20.7.10 CNN ニュースに COVID-19 後の不調の記事 

7 月 10 日付のアメリカの CNN ニュースに、「3 月から新型コロナウイルスの症状と闘うオレゴン州の

女性」と題する記事が掲載されました。これと関連して、アメリカの国立アレルギー・感染症研究所

（NIAID）所長であるアンソニー・ファウチ博士が COVID-19 後に長引く症状は筋痛性脳脊髄炎

（ME）の症状に似ていると発言したことが取り上げられました。 

オレゴン州に住む 37歳のチェルシー・アリオナーは、新型コロナウイルスの症状と 4か月以上闘ってい

ます。「クリニックへの通院や 2、3日前に病院に行った以外、ほとんど家から出ていません」と語りま

す。彼女の話は、「このウイルスは呼吸器系以外にも、長期にわたる様々な症状が続く可能性がよくあ

る」と専門家達が言ってきたことを説明しています。 

アリオナーは 3月 9日に頭痛の後に微熱が出たのが、試練の始まりでした。30日後に検査で再陽性の結

果が出て、その後症状は増えていきました。左耳の聴覚喪失、呼吸困難や口の渇き、「COVID・ブレイ

ン」と自分で呼んでいる短期記憶力低下にも苦しみました。時に、エスプレッソを飲んだ後のように、

アドレナリンが体中を駆け巡るように感じました。怖いほど脈が速くなることも経験しています。睡眠

障害はよく起こり、文章を言おうとして言葉が出てこない時もあります。 

彼女が対処するのに役立ったのは、「長引く COVID と闘う人達」のためのフェイスブックのグループで

した。彼女は 70 か国のメンバーがいるこのグループの管理者です。「今まで経験した何よりもはるかに

つらかったです。」 

アリオナーの件には直接コメントしませんでしたが、国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）所長の

アンソニー・ファウチ博士は木曜日（9 日）に、国際エイズ学会が主催した記者会見で、一部の患者は新

型コロナウイルス感染後に長期にわたる疲労症候群を発症するエビデンスがあると語りました。

「COVID-19 に関連したウイルス感染後症候群であろう。」以前は慢性疲労症候群と呼ばれていた筋痛

性脳脊髄炎（ME）患者の症状に似ていると語りました。 

 

「何人かに聞いた話を基にすれば、いわゆる回復後に何週間にもわたって、多くの点で普通には生活で

きなくなってしまうウイルス感染後症候群にかかっている人が相当数いることは、疑いようもない。

様々なチャットグループがあり、クリックして見ると、回復したけれど普通の生活に戻れない人々がい

るのが分かります」とファウチ博士は語りました。彼らは、ME の症状に似ているブレイン・フォグ（脳

の中に霧がかかったようで頭が働かない）、集中力低下、疲労などを報告しているとも語りました。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。    

https://edition.cnn.com/2020/07/09/us/chelsea-alionar-long-battle-with-

covid/index.html?mc_cid=1549d1d6f3&mc_eid=308b5870b0 
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