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20.6.26 New York Times に COVID-19 の記事 

 

6 月 26 日付の The New York Times のオピニオン欄に、「新型コロナウイルスは脳に損傷を与えうる

か」と題する記事が掲載されました。このウイルスが脳に損傷を与える可能性や感染症と神経系疾患と

の関係、神経系損傷のリスクを減らすための研究の重要性について書かれています。 

 

チェルシー・アリオナーは 3 ヶ月間、熱、頭痛、めまい、そして、あまりに症状が激しく早期の認知症

のように感じられるブレイン・フォグ（脳の中に霧がかかったようで頭が働かない）に悩まされてきま

した。3 月 9 日にひどい頭痛に襲われ、その後、味覚と嗅覚を失い、最終的にウイルス陽性の結果がでま

した。「同じことを繰り返し話し、知っている言葉を忘れたりします」と話します。手足の指がまひ

し、目がかすみ、疲労が非常に激しいです。症状が 80 日以上続いている COVID-19 回復者のフェイスブ

ックのサポートグループ、その 4000 名以上のメンバーの一人です。 

 

このウイルスについて色々と分かってくればくるほど、これはただの呼吸器感染症ではないことを理解

します。このウイルスは、脳と中枢神経系を含む身体の主要な様々な臓器系に損傷を与える可能性があ

ります。中国の武漢の入院患者の 3 分の 1 以上が、発作や意識障害を含む神経系の症状を経験しまし

た。6 月初めにフランスの研究者達は、集中治療室に入った 84％の COVID-19 患者に神経系の問題があ

り、33％は退院時に混乱し見当識障害があったと報告しています。 

 

コロンビア大学公衆衛生大学院の精神科医であり疫学者であるマディ・ホーニング博士によると、「今

後、神経系の問題が持続し、障害や困難さを生む可能性はますます高くなってきているようです。」 

 

感染症は神経系疾患と関係づけられてきました。梅毒と HIV は認知症を誘発することで、ジカ熱は治療

しないと発達中の脳に侵入し、成長を抑制することで知られています。SARS にかかった一人の方は、せ

ん妄を発症して昏睡状態になり、死亡後に脳の組織からウイルスが見つかりました。 

 

COVID-19 患者全員の脳が損傷されるとは、神経学者達は考えていません。しかし実際、このウイルス

は、まだ十分に理解されていないいくつかのメカニズムにより、脳を傷つけ、老けさせる可能性があり

ます。こうした脳損傷は、人の一生の間に蓄積される可能性のある他の種類の損傷とそんなに違わない

と思われます。問題は、「COVID-19 ではこれらが大量に同時に起きることです」と、ジョンズ・ホプ

キンス大学と提携している神経学者であり神経科学者であるマジド・フォツヒ先生は語ります。 

 

テキサス A&T 大学の微生物病理学と免疫学の教授であるジェフリー・シリロ先生は、研究者達はこのウ

イルスが直接、神経細胞に感染しうることを示唆していると語ります。ウイルスは細胞内で複製し、細

胞機能に関わる可能性が高いです。 

 

このウイルスが神経系に損傷を与える可能性のあるもう一つの方法は間接的で、体の免疫応答によって

引き起こされた広範囲の炎症を通してです。「炎症は脳に悪いことを事実として我々は知っています」

とフォツヒ先生は語ります。炎症によってアルツハイマー病が起きるというのが、アルツハイマー病研

究の有力な学説の一つです。 
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もし炎症が「サイトカインストーム」を伴うほど激しくなると、血液脳関門が破られ、ウイルスとサイ

トカインがさらに脳の中に入り込むことを可能にし、最終的に脳の細胞を殺します。 

 

少数の COVID-19 患者は、免疫系が自分自身の神経を攻撃し麻痺が起きる病気である、ギランバレー症

候群を発症しました。コロラド州の 41 歳の心理療法士であるミケール・ハートもその一人です。持続的

な記憶力低下とめまいの他に、未だに神経痛に悩まされています。「常にちくちくしたしびれと刺すよ

うな痛み、皮膚が焼けるような感覚もあります」と語りました。 

 

これらすべての懸念を考えると、どうやって神経系が回復するのか、あるいは回復しないのかを理解す

るために、COVID-19 患者を研究することが重要であると、神経学者達は主張しています。シリロ先生

やホーニング博士は、このテーマの研究に着手していますが、更なる研究が必須であると語ります。 

 

「人々がこのことを認めるのに非常に時間がかかっていますが、できるだけ早くどんな長期的な影響が

出るのかを知ることが本当に必要です」とシリロ先生は語ります。とりわけ、このテーマについての研

究によって、COVID-19 患者の神経系損傷のリスクを減らすことが可能な薬や他の治療法を同定するこ

とができるかも知れません。 

 

COVID-19 患者は認知・神経学的アセスメントと初期段階での神経学的治療によって恩恵を受ける可能

性があることを、医師たちも念頭に置いておく必要があります。フォツヒ先生は、COVID-19 で入院す

る全ての患者は、初期の問題を同定するために、脳の MRI を撮るべきだと考えています。 

 

このパンデミック中の今まで、医療者コミュニティーは主に COVID-19 患者の命を守ることに焦点を合

わせてきました。しかし、このウイルスが患者の残りの一生をどう形作ることになるのかをよく考える

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.nytimes.com/2020/06/26/opinion/coronavirus-brain-damage-dementia.html 
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20.5.19 BBC ニュースに COVID-19 後の体調不調の記事 

 

5 月 19 日付の BBC ニュースに、「COVID-19 を簡単に振り払うことのできない患者たち」と題する記

事が掲載されました。COVID-19 が治ってから 1 ヶ月たっても体調が回復しない患者がおり、その状態

が見過ごされていると感じている多くの人がいることが書かれています。 

 

アリソン・二―ドハムさんは、COVID-19 から”回復“後、一ヶ月たってもまだ症状に悩まされていま

す。健康を取り戻そうとしてもがいているのに、その状態が見過ごされていると感じている人々が似た

ような経験をしており、彼女は Facebook によって、そうした多くの人々とつながることができました。

「仕事に戻れるのか、これがいつまで続くのか心配です」と語ります。 

 

このコロナウイルスの問題の一部は、なぜ比較的軽い症状が数日続くだけの人もいれば、全く健康であ

ったのに数週間も健康回復のためにもがく人がいるのかを含め、未だに多くのことが分かっていないこ

とです。 

 

ロンドンの熱帯病の病院の顧問医師であるフィリップ・ゴサード博士は、患者の大多数はかなり早く完

全に回復すると語ります。「中には、咳が続く人があり、極度の疲労や消耗などが 3 週間、4 週間、5～6

週間続く患者を見始めました。それ以外の点においては若くて健康な人であれば、こうした状態には慣

れておらず、非常に痛ましいです。ですから、回復が遅くつっかえつっかえだとショックに感じるので

す。」 

 

ロンドン大学キングス・カレッジの遺伝疫学のティム・スペクター教授は、新型コロナウイルス感染症

症状研究アプリによると、ゆっくり回復し始めるのに平均で 12 日かかるというデータが明らかになって

きていると語ります。「かなり多くの人は症状がこれ以上続き、30 日以上続くという症例もあるという報

告が届いています。」 

 

「もっとデータを集め、機械学習や人工知能を継続して使用すれば、どういった症状や危険因子の組み

合わせがあれば、程度の差はあってもこうしたより長期に及ぶ症状がでやすいのかを近々、同定するこ

とができるようになるでしょう。」 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.bbc.com/news/health-52548843 
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20.5.13 Japan Times に COVID-19 後の影響の記事 

 

5 月 13 日付けの The Japan Times に、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）から回復した人に数

年にもわって深刻な健康の影響が及ぶ可能性」と題した記事が掲載されました。新型コロナウイルス感

染症から回復しても色々な健康上の影響が長引く可能性について書かれています。 

 

世界中で 100 万人以上の人が新型コロナウイルス感染症から回復したと思っていますが、最初の病気を

撃退させたからといって、生きのびた多くの人にとってこれが多くの闘いの始まりに過ぎない可能性が

あります。回復した患者さんの中には、最初の感染から何か月もたっても、息切れや疲労、体の痛みを

報告する人達がいます。 

 

香港と中国の武漢で実施された小規模研究において、回復者が肺、心臓、肝臓の機能低下と格闘してい

ることが示されています。これは氷山の一角にすぎない可能性があります。新型コロナウイルスは呼吸

器系以外の多くの体の部分を攻撃し、眼球からつま先まで、腸から腎臓までダメージを与えることが、

今ではわかっています。 

 

新型コロナウイルス感染症がどのように傷跡を残しうるのかを知る手掛かりを得るために、医師や研究

者達は SARS の経験に目を向けています。SARS から回復した人の中には、最初に病に倒れた時から数

年たっても長期間にわたる影響に苦しんでいる人がいました。SARS は新型コロナウイルスと同じ科のウ

イルスです。 

 

中国の研究者は、25 人の SARS 患者をウイルス感染後 12 年間に渡り研究し、SARS に感染しなかった

対象群の人々と比較しました。SARS から回復した患者の半分以上は、SARS 以降に他の肺感染症にかか

っており、コレステロール値も高いことが分かりました。「これらのデータから、回復してから 12 年後

の SARS 患者は、生活の質が低下しており、炎症や腫瘍、糖代謝異常、脂質代謝異常になりやすいとい

うことが示された」と研究者は書いています。 

 

希望はあります：早期介入がコロナウイルス患者の長期的予後に関する役割を担った可能性があると、 

香港大学医学部のイワン・フン教授は語ります。香港市のある病院のクリニックで診療した約 200 人の退

院患者の 90％は、一ヶ月後に完治したようだと、4 月に語りました。 

 

この治療効果は、香港市が「早期診断・早期治療」したことで、ウイルスが体に大きな打撃を与える時間

を減少させたことによると教授は考えます。検査が均質でなく不十分で、重篤な症状がある人だけしか治

療を受けられないアメリカやイギリスのような多くの国では可能でないかもしれません。 

 

病院や研究者達は患者レジストリを開始し、長期的に回復者を研究するためのデータを集める予定です。 

「多種多様な症状を持った大規模の感染が起きた、武漢やニューヨーク、ミラノ、パリのような都市にお

いて実施できる可能性のある疫学調査が必要です」と、細胞生物学の研究が専門であるブルゾーネ香港大

学客員教授は語りました。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/13/world/coronavirus-survivors-severe-health-effects-

years/#.XstZ6jr7SUl 
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20.5.19 ABC ニュースに COVID-19 後の疲労の記事 

 

5 月 19 日付の ABC ニュース（オーストラリアの公共放送局）に、「軽症の COVID-19 患者でさえ回復

に数ヶ月かかり極度の疲労に悩まされている」と題する記事が掲載されました。シドニーの病院で

COVID-19 後の影響について 1 年間の研究を開始することが書かれています。 

 

リバプール熱帯医学校感染学のポール・ガーナ―教授は、COVID-19 と診断されて 59 日ですが、激しい

疲労を感じています。「デング熱にもマラリアにもかかったことがありますが、こんなに具合が悪かっ

たことは一度もありません。今では慢性疲労症候群患者に同情を感じます」と語ります。 

 

WHO は、重症でなければ 2 週間以内に、重症の場合は COVID-19 の回復に 6 週間までかかる可能性が

あるとしています。しかし、軽症とみなされる患者でさえも予想される回復期間をずっと過ぎても、疲

労や息切れなどを経験しています。 

 

シドニー市の聖ビンセント病院では、開始されようとしている 1 年間の研究で、何らかの答えが見つか

ることを願っています。聖ビンセント病院における主任研究者は、感染症医のグレッグ・ドール教授で

す。「COVID-19 によるいかなる影響にも我々は関心があります。軽症患者にもみられる、患者の健康

に対する継続的な影響に関心があります。それはウイルス感染後疲労と呼ばれ、運動耐性や集中力など

の神経認知機能に対する影響です。他のウイルスでもウイルス感染後疲労にかかりうることを知ってい

ます。腺熱（伝染性単核球症を含む）が恐らく最も有名ですが、ロスリバー熱や他のウイルス性疾患

もウイルス性疲労の原因となることはよく知られています」と語ります。 

 

アメリカの作家であるフィオナ・ロウェンスタインは、COVID-19 で苦しんでいる人たちが経験を

共有するために、オンライン・フォーラムを設立しました。彼女は COVID-19 と 3 月中旬に診断さ

れ、いつまで症状が続くのか心配しています。この先どうなるのか情報を全く見つけられませんで

したので、サポートグループを開始し、今では世界中の何千というメンバーがいます。多くの人が

彼女と同じように、良くなっているはずの時をとっくに過ぎても、まだ疲れて具合が悪いと感じて

います。 

 

※英語の原文は下記からご覧頂けます。 

https://www.abc.net.au/news/2020-05-19/covid-fatigue-one-of-worst-symptons-patients-

say/12252602 
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20.5.11 市民による COVID-19 後の不調の調査① 
 

アメリカの「ボディーポリティクス COVID-19 サポートグループ」は、COVID-19 後の体調不良に悩ま

されている人達が体験を共有するために、COVID-19 患者さんによって 3 月 26 日に立ち上げられまし

た。このグループが 640 名の患者さんに COVID-19 後の体調不良について調査した結果が、「COVID-

19 からの回復は実際にはどのようなものか～患者主導の調査グループによる長引く COVID-19 の症状の

解析～」と題して、5 月 11 日に発表されました。少なくとも 2 週間以上 COVID-19 の症状が続いた／続

いている患者さんを調査し、回復期における症状や長期的な問題についての洞察をまとめたものです。

回答は 4 月 21 日～5 月２日に集められました。 
 

軽症か中程度の症状を長期間、経験する COVID-19 患者さんが増えていることが、明らかになってきて

います。こうした方は現在、ほとんどガイダンスもなく、多くの場合、その経験は軽視されています。

しかし、彼らの洞察は、COVID-19 に罹患した方と今後罹患する人々の生きた経験と同様に、このウイ

ルスの長期的な影響をさらに知るために非常に重要でありえます。 
 

【概要】 

主な調査結果 
 
・症状は咳、熱、息切れにとどまらない。 

広く報告された他の症状には、疲労（回答者の 81.3％）、悪寒／汗（75.9％）、痛み（73.9％）、頭

痛（72.2％）、ブレイン・フォグと集中力低下（68.6％）、胃腸系の問題（66.9％）、睡眠障害

（66.1％）、めまい（60.6％）などを含む、神経系・胃腸系・循環器系や他の系統の症状に及ぶ。華

氏 100.1度（約 37.8度）以下の微熱は回答者の 72.2％、華氏 100.1度以上の熱は回答者の 47.8％に

見られた。 
 

・回復は再発を含めて不安定で、6 週間以上かかりうる。 

調査を受けた時点で、回答者は症状を平均して 40 日間経験しており、90.6％が回復していないと報告

した。89％の回答者が、症状の強度や頻度が変動し、70％の回答者が病気の異なる段階において様々

な新しい症状が出現したと報告。文書での回答やサポートグループでの話を基にすると、患者は数日

間或いは数週間は体調が良いかもしれないが、その後すぐに再発したり昔の症状が戻ってくる。 
 

・早期に検査を受けることが重要で、検査の正確度の問題には疑問が残る。 

 回答者全員が COVID-19 の症状があったにも関わらず、47.8％は検査を拒否されたか、別の理由で検

査を受けなかった。検査で陽性だった人と陰性だった人の主な違いは、発症後どのくらい早く検査を

受けられたかどうかであった（平均すると、陽性だった人は発症後 10 日で、陰性だった人は発症後

16 日で検査を受けていた）。さらに、この 2 つのグループにおける症状の違いは、検査の時期を調整

した場合においても、検査で陽性だった人々の方が嗅覚と味覚の喪失をより多く報告した。このこと

は、現在の検査は COVID-19 患者のサブセットを拾い上げていない可能性を示しており。検査がウイ

ルスの存在を正確に捉えているかどうかをさらに調査することが奨励される。 
 

・スティグマと理解の欠如が、ヘルスケアと支援の質を損ねている。 

 50％の回答者は、医療従事者からいくらかしか支援されていないと感じ、多くの回答者は、検査を受

けられるかどうか、症状の重症度、いつ自己隔離を中止するかなどについて、異なる医療従事者から

相反する助言を受けたと報告している。さらに、患者たちは広範囲の社会的スティグマを経験した。

体系的かつ内面化されたスティグマは、ケアを求める際、自己隔離する際、適切な医療的・社会的支

援を受けながら回復する際の、患者の能力や意欲に強い影響を与えている。 

（訳注：スティグマ：他者や社会集団によって個人に押し付けられた負の表象・烙印） 
 

 医療的な治療や既往歴、週ごとの症状のデータを含む、上記の調査結果などの詳細の解析は、詳細な報

告書をお読み下さい。 

 

※英語の原文はこちらからご覧頂けます。 

https://drive.google.com/file/d/1EPU9DAc6HhVUrdvjWuSRVmAkEiOagyUV/view 

https://drive.google.com/file/d/1EPU9DAc6HhVUrdvjWuSRVmAkEiOagyUV/view


COVID-19 後の不調の資料 

20.5.11 市民による COVID-19 後の不調調査② 
 

アメリカの「ボディーポリティクス COVID-19 サポートグループ」により、5 月 11 日に「COVID-19 か

らの回復は実際にはどのようなものか～患者主導の調査グループによる長引く COVID-19 の症状の解析

～」が発表されました。概要に続き、詳細の報告書の要約の一部をご紹介致します。 
 

この調査の目的は、データに基づいたアプローチを使って、COVID-19 後の長引く症状に苦しんでいる

患者の経験を捉え、全体像を共有することである。このウイルスの新さゆえに現在は入手できないが、

様々な症状を経験している患者には時を得た研究と自分達に関連のある内容が必要なため、このアプロ

ーチは COVID-19 に対して特に重要である。 
 
この調査は、長期にわたる症状（2 週間以上）が続いている患者（2 週間以内の患者も数人含む）を対象

としたことに留意することが大事である。調査は 4 月 22 日～5 月 2 日までに 640 人から回答を頂いた。 
 

約 4 分の 1（23.1％）の回答者は COVID-19 の検査で陽性、27.5％は陰性で、残りの 47.8％の方は検査

を受けていない。解析において、検査の結果に関わらず全ての回答を含めた。多くの地域において検査

を受けることが非常に困難であったし、偽陰性も広くみられることから、検査で陽性の結果が出なかっ

たからといって、人々の COVID-19 の症状の経験を無視するべきだとは考えない。データを構成要素に

分けていた時に、検査で陽性だった人と陰性だった人の主な違いは、経験している症状ではなく（ほと

んどの症状は似ていた）、発症後どのくらい早く検査を受けられたかどうかであった。 
 

現在行われている検査は、COVID-19 の大部分の患者を捉えておらず、この件はさらなる調査が必要で

あると考える。検査の結果が陽性であった人だけに解析を限定すると、重要な情報を失う可能性があ

り、長期にわたる症状があるにも関わらず発症の早い時期に検査を受けられなかった、又は一度も検査

を受けられなかった、何千人もの人々への益にならない可能性がある。ウイルスの理解を深め、早期に

広範囲な検査を実施することの重要性を強調するために、将来の研究は、検査の結果いかんに関わら

ず、COVID-19 の症状のある全ての人の経験を検討しなければならないと考える。 
 

この調査の結果を考察する時に、この調査対象者は COVID-19 患者の典型的な患者ではないことを念頭

におくことが大事である。進んで調査に協力したのは誰か、この調査にたどり着いたのは誰かという点

において、サンプリングにはバイアスが働いている。調査対象者は白人、シスジェンダー（身体的性と

性自認が一致する）の女性、アメリカ人が不釣合に多い。この調査の後続版を作成し、もっと多様なグ

ループの回答者を含む報告するために、国際的なもっと広範囲なアウトリーチを実施する計画である。 
 

その点を考慮すると、患者主導で行われた COVID-19 の経験のこの解析は、この種では最初のものであ

る。この参加型研究は、現在アカデミックやメディアの報告において過小評価されている、このウイル

スの短期的・長期的影響に光を当てる可能性があると考える。医学界は急性期の重症患者に焦点を絞っ

ているが、この調査の回答者は、地域において医学的サポートが受けられない可能性のある、回復が長

引いている軽症から中等度の症状の患者を表している。我々のデータ解析とボディーポリティクス・サ

ポートグループにおける事例報告によって、下記を捉えた。 
 

・検査結果の状況に及ぼす検査のタイミングの影響 

・回答時において思いがけなく 6 週間以上にわたって経験する周期的症状 

・週ごとの様々な症状の特質、重症度、回復の時間経過 

・陽性と陰性の検査結果の患者による、報告された時間経過ごとの様々な症状の違いの解析 

・回復期の患者が経験した内面的・外面的スティグマ 

・身体的活動と自己隔離を含むライフスタイルに与えた影響 
 

COVID-19 の影響は一人一人違うことを認識しており、そのことを強調する。この報告書が、医療従事

者や研究者が患者の観点からこのウイルスについてさらに理解し、将来の研究の出発点となる上で役立

つことを願っている。また、この解析が、家族、友人、雇用主、同僚、一般の方々へ、COVID-19 を抱

えて生きている人々の経験への洞察をいくらかでも与えることも願っている。 
 

※英語の原文は以下からご覧頂けます。 

https://docs.google.com/document/d/1KmLkOArlJem-PArnBMbSp-S_E3OozD47UzvRG4qM5Yk/edit 

https://docs.google.com/document/d/1KmLkOArlJem-PArnBMbSp-S_E3OozD47UzvRG4qM5Yk/edit


COVID-19 後の不調の資料 

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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20.3.27 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

