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NCNP から免疫バイオマーカーの論文発表
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所免
疫研究部の山村隆部長や佐藤和貴郎室長らの研究グループは、ME/CFS
の新たな免疫異常を発見し、それが診断に有用な血液診断マーカーとなり
うることを発見しました。
研究グループはリンパ球の一種である B 細胞に着目した研究を展開し、B
細胞受容体（BCR）レパトア解析という手法を用い、特定の B 細胞受容体が患者群で増加して
いること、この解析法が診断マーカーとしても有用であることを突き止めました。この研究成果
は、ME/CFS における感染と免疫病態の関連性の理解につながるものであり、ME/CFS の客観
的診断法の確立や治療薬開発への応用が期待されます。
この研究成果は、2021 年 4 月 27 日に「Brain Behavior and Immunity」オンライン版に掲載
されました。当日は掲載時刻に合わせ、記者発表会が WEB で開催され、多くのメディアの方が
取材して下さいました。
論文名：Skewing of the B cell receptor repertoire in myalgic encephalomyelitis/chronic
fatigue syndrome
著者名：Wakiro Sato, Hirohiko Ono, Takaji Matsutani, Masakazu Nakamura, Isu Shin,
Keiko Amano, Ryuji Suzuki and Takashi Yamamura
雑誌：Brain Behavior and Immunity
DOI：https://doi.org/10.1016/j.bbi.2021.03.02

啓発イベントでの山村先生の講演の概要
私は神経内科医であって免疫の専門家であり、多発性硬化症と視神
経脊髄炎の研究をずっとやってきました。視神経脊髄炎の新しい治
療法を開発し、2 年前に New England Journal of Medicine に論文
を発表し、国内国外で使える薬剤として成長しております。
ME/CFS は近年、科学者のコミュニティーで注目されており、英国の科学雑誌｢Nature｣で紹介
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されました。最近では COVID-19 の感染後に ME/CFS を発症するのではないかと盛んに言わ
れており、海外ではかなり確実なことになっていますし、日本でも多くの人が言っております。
アメリカの神経学会の雑誌｢Neurology｣に、NIH のナス先生が「Long-haul COVID（長引く
COVID）」に関して総説を出しています。COVID-19 がなかなか治らない患者さんの中には自己
免疫病的な変化が出ていて、それが ME/CFS に似たような症状につながっているのではないか
と言われ、脳神経内科で ME を研究するべきだと発言されています。NIH の感染症のトップの
ファウチ先生も、COVID-19 の後に ME/CFS のような病態を発症している方がかなりいるので
はないかとコメントされ、世界的に理解が進み、私は時代が大きく変わりつつある、これは一つ
の転機だと思っております。
ME の患者さんの 30%が寝たきりに近い状態、70%の患者さんが家事などの後に動けなくなり
ます。私もこれまでに 200 人ぐらいの患者さんを診察室や ZOOM で診療しました。現在 80 人
ぐらいの方を継続して診ておりますが、私が診察室で拝見できる患者さんは、まだ軽い方、つま
り病院に来る余力のある方です。
アメリカの疾病対策の司令塔｢CDC｣では、色々な教育プログラムを医師向けに発信しており、
ME/CFS の診断などについて専門家がディスカッションしている動画を、誰でも見られるよう
になっています。日本では情報が十分伝わっていないことが大きな問題を産んでいると思います。
ME/CFS の診断基準は色々ありますが、カナダの診断基準が圧倒的に良く、これを丁寧に使え
ば、かなりの精度で診断ができると思っています。
ME/CFS は、一般の病院でできる検査では異常が出ない病気ですが、専門的なセンターで詳し
い解析をしますと異常が確認できます。これは生物学的な問題のある状態であって、新しい治療
薬の開発の対象となる病気であることを、少しずつ皆が理解するようになっていると思います。
ME/CFS は WHO の国際疾病分類において神経系の疾患と分類されています。しかし、国内の
神経内科医の多くがこの病気に対して無関心で、少し懐疑的なところがあります。それをどうい
う形で説得していくかが、大きな問題です。5 年前に京都大学の高橋良輔教授（前日本神経学会
代表理事）が理解を示し、｢BRAIN and NERVE-神経研究の進歩｣という雑誌で、この病気の特
集を組んでくれました。この雑誌に取り上げられたということは、神経内科の病気として認めら
れたということになり、これは大きな進歩であったと思います。
この病気の症状｢ブレインフォグ｣がかなり注目されています。集中力・処理能力低下、物忘れ、
頭の中に霧がかかってくるような感じで、何も考えられなくなる。これはワーキングメモリーの
問題ではないかと推測しております。実際、SPECT という脳血流検査をしますと、多くの患者
さんではっきりとした異常（血流低下）が出てきます。この SPECT を時々やることによって病
気が良くなったか悪くなったかが判断できると言われてきましたが、私も診療経験の中から、そ
のように感じています。
労作後の消耗で、数十メートル歩くだけで一週間寝たきりになったり、突然ガツンと悪くなる方
がいらっしゃいます。それまで車椅子で移動できたのに、寝たきりになってしまい、アイマスク
をして耳栓をして 2 週間も 3 週間も横たわるという状況になることが、この病気の 1 つの症状
です。この症状を今までの学問ではよく理解できず、そこに研究の余地があると考えるドクター
と、とても理解するのは無理と逃げ腰になるドクターとがおり、後者の方が多いことが問題です。
国立精神・神経医療研究センターで 5 年以上研究をしておりますが、2018 年には MRI の拡散
強調画像解析という方法で、通常の保険診療の MRI では全然異常がない患者様 20 名を解析し
たところ、脳の構造の乱れがあることを確認し、発表しております。右の上縦束に異常があると
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いう部分がポイントで、上縦束はワーキングメモリーと関連することが知られております。ワー
キングメモリーとは、何か仕事をする時に必ずある程度メモリーの空いているところが必要な訳
ですが、上縦束が冒されるとメモリーが不足して色々な作業ができなくなると言うことです。
昨年発表した論文では、自律神経の受容体に反応する抗体が、この病気の 3 割から 4 割の患者
さんの血液の中で見つかり、その異常の程度と脳の異常の程度が関連しているということを報告
しました。ここまで明らかになってきますと、この病気のことは相当わかってきたと言っても良
いのではないかと、私は感じています。
私の視点からは ME/CFS は自己免疫性の病気だと見えます。この病気は女性に多いことや、患
者さんの病歴や家族歴に、SLE とか関節リウマチとか免疫の病気を持っている方がそれなりに
多いこと、これも自己免疫性疾患の特徴です。それから COVID-19 を含め感染症の後に起こる、
あるいは感染症に罹患した後にすごく悪くなるという状況がありますが、これも自己免疫性の疾
患に多いパターンです。
米国のグループはこの病気の免疫異常をはっきりと証明しています。ドイツの研究グループはか
なり先端的な研究をされています。その他、英語の論文がいくつも出ており、ME/CFS は自己
免疫病であることを示す証拠があると、皆が言っています。自己免疫病には色々な病気があり、
関節リウマチでは何種類も免疫をターゲットとする治療薬ができています。自己免疫病の治療薬
開発は、他の病気に比べて専門家の経験の蓄積があるので、ME は自己免疫病であった方がはる
かに対応が容易であり、しかも先が見える病気になってくると思っております。なお、カナダの
診断基準で ME と診断がついた方は、ほとんどが免疫の異常をもった方だと思っています。
4 月 27 日に NCNP で記者会見をし、ME/CFS の新しい免疫異常を見つけたと発表しました。
論文は「Brain, Behavior, and Immunity」という雑誌に出しました。ME/CFS は、これまで病
歴を聞いて診察して診断していましたが、血液ではっきりと ME を診断する異常が出たという
ことがこの研究のポイントです。血液の B 細胞を見るだけで、8 割から 9 割以上の精度で診断
ができることをこの研究で示しました。ME も客観的な診断ができる病気になり、疾患概念も明
確になりますね。この成果をもとにさらに色々な所に働きかけて、この病気の患者さんの救済に
役立てていただければと思います。詳しい論文の内容はプレスリリースをお読みください。
B 細胞は抗体を作る細胞で、抗体は B 細胞を離れて血液に出ていきます。それぞれ一個一個の
B 細胞が違う抗体を出すわけです。抗体は B 細胞の標識で、まさしくバーコードみたいなもの
です。B 細胞には本当に多くの種類（1 兆個以上）がありますが、このバーコード（抗体の遺伝
子配列）を調べれば、身体の中でどの B 細胞が増えているのかがわかります。
このバーコードの中の特定の部分を見ますと、B 細胞を 100 種類ぐらいに分類できます。その
100 種類くらいに分類した内の 6 種類の B 細胞が ME/CFS の患者さんで増加しており、この 6
種類の B 細胞が増えているのか、あるいは減っているのかを評価すれば、ME/CFS の診断がで
きることがポイントです。特定のバーコードのバーに注目することによって、この病気の特徴を
明らかにしたということです。
この業績は単に ME の診断に役に立つだけでなく、この病気の本質を示している可能性があり
ます。少し難しくなりますが、特定のバーコードを持った B 細胞が増えるということは、特定
のタンパク質の断片に反応する B 細胞が増えているということになります。B 細胞は、最初は
ウイルスのタンパク質断片に反応して増えるが、ウイルスがいなくなった後も、ウイルスと似た
脳（中枢神経系）の成分に反応して増え続け、B 細胞から作られた抗体が脳の成分に反応して、
この病気になるではないかという可能性を仮説として提唱し、論文の中でもはっきり書きました。
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論文に発表したデータに ROC 曲線というのがありますが、これは上にいけばいくほど診断の精
度が高いというものです。私達は 6 種類の B 細胞の遺伝子を調べることにより、9 割方の確率
でこの病気を診断できることになります。
治療のお話をします。
「リツキシマブ」という悪性リンパ腫の治療薬は B 細胞を殺すお薬で、そ
のお薬が ME に効くと、ノルウェーの先生達が論文に書いています。論文が 2 つ出ております
が、治験の規模を大きくしたら良い結果が出ずに頓挫しています。しかし、薬を開発するにあた
って、最初の段階で成功したけど、最後の study で失敗することはそんなに珍しいことではな
く、やり方を改善すると成功することがあります。今後まだポテンシャルがあって、特定の患者
さんにピタッと効くようなお薬である可能性があると思っており、先ほどの BCR レパトア解析
などを活用していきたいと思っています。ドイツのグループは、免疫性神経疾患であるというこ
とを確信しており、免疫吸着療法をやって、論文を二つも出しています。残念ながら、日本の保
険診療ではこの治療は受けられません。
ME の患者さんの大体 50%は感染症の後に発症していますが、残りの 50%の方の半分はやはり
感染が関係していると思います。COVID-19 に感染しても症状が出ない人があることは報道さ
れており、感染症の既往が確認できないから感染症でないということは言えない訳で、全てが免
疫異常に繋がる可能性を私は考えております。スタンフォードの Lawrence Steinman 教授は大
変好意的なコメントを寄せてくれています。ME/CFS はこれまで集団発生をしています。ロス、
ロンドン、ネバダ州、2003 年の SARS と繰り返しており、ウイルス感染で起こる病気です。
最近の医学雑誌で、COVID の感染に伴って ME が出るのではという論文をまとめた特集号が出
ています。日本では公的な研究で出てきておらず、神経・精神に関する専門家が入っていないこ
とが問題ではないかと思っています。ベルリンの研究で ｢COVID-19 で半年以上の症状が続く
人の半分は ME だ｣ということが論文に出ております。私もコロナ後遺症の方を診ておりますが、
ME と診断していいような方が何人もいらっしゃいまして、脳の血流の異常もあります。
ME/CFS は検査で異常が出ない病気と考えられてきましたが、今回血液の B 細胞を調べること
によって異常が確認できました。それは客観的な診断につながる成果であると思います。普通に
病院に行って血液検査をして診断がつくような時代がやって来ると思います。しかし、この検査
が全国に展開するまでには、まだ色々と努力が必要になります。科学的にデータを出していきま
すと、誰も抗えないことになりますので、科学的な研究が必要です。研究費が要りますし、研究
体制を維持することが重要になりますので、皆様のご理解とご支援をいただきたいと思います。
注：Ｂ細胞の表面に突起のように出ているのが、Ｂ細胞抗原受容体（BCR)で、BCR は抗体分子
と同じ構造をしています。B 細胞が抗原に遭遇して BCR を介してその抗原を取り込むと同時に、
同じ抗原を T 細胞が認識して、T 細胞と B 細胞の相互作用が起こると、B 細胞は抗体を活溌に
作る細胞へと分化します。そこで、BCR と同じ構造の抗体が大量に産生されることになります。
※山村先生の講演の動画の URL：https://bit.ly/3vTxza4

ME/CFS 国際啓発デーの動画制作
5 月 12 日は ME/CFS の国際啓発デーです。この病気を多くの方に理解
していただくために、啓発のためのショート動画を制作しました。カナ
ダの診断基準や、国立精神・神経医療研究センターから発表された、血
液検査で診断できることを示す論文についても紹介しています。
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※動画の URL : https://www.youtube.com/watch?v=zUZvQ8hSgDU&t=3s

科学新聞にバイオマーカー発見の記事
5 月 14 日付の科学新聞に、「筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群の新たなバ
イオマーカー発⾒」と題する記事が掲載されました。
国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部の佐藤和貴郎室長
と山村隆特任研究部⻑らの研究グループは、ME/CFS の新たな免疫異常を発見し、血液診断マ
ーカー候補を発見したと 4 月 27 日に発表しました。リンパ球の１つである B 細胞受容体（BCR）
を解析することで、特定の B 細胞受容体が患者で増加していることがわかり、客観的な診断法
の確立につながる成果と期待されます。成果は国際科学誌「Brain Behavior and Immunity」
に掲載されました。
ME/CFS は、発熱などの風邪症状を契機に突然発症することが多く、ウイルスや細菌が免疫系
に作用することが発症に重要と考えられています。大規模な感染症流⾏後の集団発生が報告され、
近年では 03 年にカナダや⾹港で SARS 感染後の集団発生が報告。毒物への暴露や外傷などの後
にも発症が確認され、いずれも免疫系への影響が考えられています。リンパ球の 1 つである B
細胞の除去が一部の患者に有効との報告も出されています。
これまで研究グループは、拡散尖度画像で同疾患の異常が検出できることを明らかにしていまし
た。今回研究グループは、ME/CFS を神経免疫疾患として捉え、典型的な ME/CFS 患者と判断
した 37⼈の血液を採取。B 細胞の特徴を調べるため、BCR の種類の頻度分布および、B 細胞の
1 種であるプラズマブラストを解析しました。患者集団の平均年齢は約 40 歳で、発症から平均
して約 10 年が経過し、⼥性が 7－8 割を占めていました。
B 細胞は表面に抗体に対応した BCR を持ち、抗原が結合すると活性化。遺伝子再構成などの機
構で多様な BCR が生み出されることで、多様な抗原への対応を実現しています。個⼈の BCR
のコレクションは BCR レパトアと呼ばれ、遺伝子を指標に BCR ファミリーに分類できます。
BCR 遺伝子を網羅的に解析することで、個⼈の B 細胞が持つ様々な種類の BCR ファミリーの
頻度を解析でき、特定の BCR ファミリーの増加は感染症や自己免疫疾患とそれぞれ相関がある
ことがわかっていました。
そこで次世代シークエンサーを用いて、患者の BCR レパトアを解析し健常者（23⼈）と比較し
ました。その結果、患者集団と健常者集団では BCR レパトアが異なり、患者集団では６つの
BCR ファミリーが有意に増加。これをもとに ME/CFS の診断が可能か統計解析で調べると、従
来の診断基準とあわせることで 80％以上の確率で診断可能なことがわかりました。ほぼ同数の
他の患者および健常者集団でも、この結果が再現されることも確かめました。
さらに感染症と BCR ファミリーとの関係を調べると、IGHV3-30、IGHV3-30-3 との相関が認
められました。これら BCR ファミリ－を持つ患者は、感染症を契機とし、かつ発症後の期間が
比較的短かかったです。
またフローサイトメーターで B 細胞の頻度を比較すると、患者群では B 細胞の頻度が有意に高
く、なかでもプラズマブラストが患者の 20％で増加。患者由来のプラズマブラストの網羅的遺
伝子発現解析を行うことで、インターフェロン誘導遺伝⼦の機能が亢進していることがわかりま
した。インターフェロンはウイルス感染などにより体内で産生されますが、患者のプラズマブラ
ストはこの機能が慢性的に活性化している可能性が示されました。
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COVID-19 の後遺症の長期化には、ME/CFS 発症も含まれるとみられており、今回の成果は治
療法開発にもつながるものと期待されます。

東京・中日新聞に ME/CFS の免疫異常
5 月 25 日付の東京・中日新聞に、「感染症後の発症目立つ だるい 痛い
筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群～コロナ後、症状訴える人も 」と題する
記事が掲載されました。
新型コロナウイルスに感染した人に、
「筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群（ME/CFS）」が疑われ
る症状を訴える例があります。ME/CFS には治療法はなく、国内には専門医も少ないのが現状。
一方で、血液を使った確定診断につながる可能性のある研究成果が 4 月末に発表され、今後に
期待が集まっています。
神奈川県の 40 代の女性は、昨年 3 月初めに微熱とだるさを感じましたが、総合病院であらゆる
検査を受けましたが、異常は見つかりませんでした。今年 2 月、国立精神・神経医療研究セン
ターの山村隆医師のもとを訪れ、ようやく診断が確定しました。山村さんは国内で感染が拡大し
て以降、女性のように検査を受けられなかった人、検査では感染が確認されなかった人を含め約
30 人を、コロナ後の ME/CFS と診断しました。女性はほとんどの時間を横になって過ごしてお
り、パートは辞めざるを得ませんでした。
2014 年度厚生労働省の ME/CFS 患者の実態調査で、一日の半分以上を横になっている重症患者
が約 3 割、家事が「できない」
「少しだけ」と回答した患者が 7 割、通院以外の外出が「ほとん
どできない」
「全くできない」人が 46％と、深刻な実態が明らかになっています。通常の血液検
査や脳画像検査では異常が出ないため、診断されていない患者も多くいるとみられます。発熱な
どの風邪症状に続いて発症する例が多く、感染症の原因となるウイルスや細菌との関連は以前か
ら言われていました。このため、各国の専門家がコロナで患者が増える可能性を指摘しています。
こうした中、注目を浴びたのが、4 月末に同センターの研究グループが発表した「ME/CFS 患
者に共通する免疫異常の発見」です。さまざまな細菌やウイルスを認識するため、免疫を担うリ
ンパ球の一種であるＢ細胞には多くの種類の「受容体」があります。これを健康な人と比べると、
患者では 6 種類の受容体の数が増えていました。増えたのはインフルエンザウイルスやマラリ
ア、新型コロナウイルスに感染すると増えやすい受容体でした。今は経験豊富な医師の判断に頼
らざるを得ませんが、血液中のＢ細胞受容体を調べれば確定診断ができるようになる可能性があ
るといいます。
単なる疲労として捉えられるなど誤解や偏見に苦しむ患者は多く、「早期に診断できれば福祉サ
ービスなどにもつながりやすい」と山村さん。「感染と免疫異常との関わりを手掛かりに、治療
法にも結びつく研究が広く行われるようになってほしい」と話します。

衆参両議院で請願が採択されました
当法人の請願は、2014 年に参議院、2015 年に衆議院、2016 年、2018 年、2019
年には衆参両議院で採択されておりますが、それに続き、今年の通常国会に提
出した「新型コロナウイルス感染症と筋痛性脳脊髄炎の研究を求める請願書」
が、衆参両議院で採択されました。
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皆様のおかげで、125 人の超党派の国会議員の方に紹介議員をお引き受け頂き、25,000 筆近い
署名が集まりました。請願署名活動にご協力頂いたすべての皆様に、心から感謝しております。
当法人では昨年 5 月に厚生労働省に要望書を提出し、研究を求めてきました。日本でも一日も
早く研究が開始され、治療法の開発が進むよう活動を続けて参りますので、今後ともどうか宜し
くお願い致します。
紹介議員をお引き受けくださった皆様（敬称略）
【自民党】青山周平、石田昌宏、井出庸生、今枝宗一郎、江島潔、神山佐市、河村建夫、北村誠
吾、木村弥生、櫻井充、櫻田義孝、平将明、高階恵美子、高橋はるみ、高村正大、武井俊輔、
田中英之、田畑裕明、冨岡勉、中谷真一、中村裕之、野田聖子、林芳正、船田元、星野剛士、
松下新平、松本文明、宮下一郎、務台俊介、村井英樹、森屋宏、渡辺猛之
【公明】伊佐進一、稲津久、井上義久、江田康幸、佐々木さやか、佐藤茂樹、佐藤英道、高木美
智代、平木大作、古屋範子、桝屋敬悟、三浦信祐、矢倉克夫、若松謙維
【立憲民主】阿部知子、荒井聰、有田芳生、池田真紀、石橋通宏、泉健太、打越さく良、生方幸
夫、江崎孝、逢坂誠二、大西健介、岡本あき子、奥野総一郎、尾辻かな子、大串博志、小川
淳也、海江田万里、勝部賢志、金子恵美、神谷裕、川田龍平、菅直人、菊田真紀子、岸真紀
子、黒岩宇洋、小西洋之、小宮山泰子、斎藤嘉隆、佐々木隆博、塩村あやか、重徳和彦、篠
原豪、篠原孝、下条みつ、白石洋一、末松義規、杉尾秀哉 田島麻衣子、田名部匡代、辻元
清美、津村啓介、徳永エリ、中島克仁、中谷一馬、鉢呂吉雄、羽田次郎、福田昭夫、福山哲
郎、本多平直、牧山ひろえ、真山勇一、道下大樹、宮沢由佳、森ゆうこ、森本真治、山花郁
夫、柚木道義、横沢高徳、吉田統彦、早稲田夕季
【共産】赤嶺政賢、紙智子、倉林明子、吉良よし子、小池晃、高橋千鶴子、田村智子、宮本徹
【維新】東徹、井上英孝、浦野靖人
【社民】福島みずほ、照屋寛徳
【国民】芳賀道也
【れいわ】木村英子、舩後靖彦
【無所属】柿沢未途、松本純、笠浩史
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【新型コロナウイルス感染症と筋痛性脳脊髄炎の研究を求める請願書】
一. 請願要旨
筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群(ME/CFS)は、世界保健機関（WHO）の国際疾病分類におい
て神経系疾患（ICD-11 8E49）と分類されている神経免疫系の難病です。米国では国立衛生研
究所（NIH）の神経系疾患セクション主導で研究が行われており、日本でも日本医療研究開発
機構（AMED）の「ME/CFS に対する診療・研究ネットワークの構築」「ME/CFS の血液診断
法の開発」の研究班が、国立精神・神経医療研究センター神経研究所において本格的な研究を進
めています。2014 年には厚生労働省の実態調査が実施され、約 3 割の患者が寝たきりに近く、
ほとんどの患者が職を失うという深刻な実態が明らかになっています。
ME/CFS の集団発生は歴史的にウイルス疾患の流行後に起きており、新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）が ME/CFS の引き金になり患者が多発する可能性があると、昨春より多くの
専門家は警告してきました。米国国立アレルギー・感染症研究所のファウチ所長が、新型コロナ
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ウイルス感染症（COVID-19）後に長引く症状は筋痛性脳脊髄炎の症状に似ていると発言したこ
とが、昨年 7 月に CNN ニュースで取り上げられました。英国国立衛生研究所は、COVID-19
の後遺症には 4 つのパターンがあり、その一つがウイルス感染後疲労症候群（ME/CFS を含む）
であるとする研究報告を同 10 月に発表しました。COVID-19 と ME/CFS の関連は、海外では
Nature、TIME、BBC News、The Japan Times、The Washington Post、The New York Times
等の多くのメディアで取り上げられています。
NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の会では昨年、COVID-19 の後遺症のアンケート調査を実施し、
ME/CFS の専門医の診察と検査を経て、日本においても COVID-19 後に ME/CFS を発症した
方を確認しました。第 203 回臨時国会に COVID-19 と ME/CFS の研究に関する質問主意書が提
出され、政府は「学術論文等において、ウイルスに感染等した後に ME/CFS を発症したとする
事例の報告があることは承知している」「COVID-19 から回復した者の症状について実態把握
に関する調査研究を行っているところであり、『ME/CFS 発症の可能性を調べる実態調査』の
実施及び『COVID-19 と ME/CFS に焦点を当てた研究を行う体制』の構築については、当該調
査研究を含む国内外の研究の結果等を踏まえ、検討して参りたい」とする答弁書を閣議決定して
います。
過去の ME/CFS の集団発生の研究による科学的エビデンスを基に推定すると、COVID-19 の全
感染者の 10～12％が ME/CFS を発症すると予測されます。米国では NIH、スタンフォード大
学、コロンビア大学等で COVID-19 と ME/CFS に焦点を絞った研究が行われており、日本でも
一日も早く実際に研究が開始されることを切に願い、次の事項を請願いたします。
二. 請願事項
1. COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性を調べる実態調査、並びに COVID-19 と
ME/CFS に焦点を絞った研究を、神経免疫の専門家を中心に早急に開始する体制を整
えて下さい。

COVID-19 と ME の研究を求める動画制作
COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性を知っていただくと同時
に、COVID-19 と ME/CFS に焦点を絞った研究の促進を求めるため
に、当会では動画を制作致しました。その中で、2021 年の通常国会
に提出するための、請願署名活動の協力も呼びかけました。
※動画の URL : https://youtu.be/YqtFDMBxSaY

伊佐議員が衆議院厚労委員会で質問
5 月 19 日に続き、6 月 9 日の衆議院厚生労働委員会において、厚生労働委員会理事である公明
党の伊佐進一議員が、COVID-19 と ME/CFS の研究ついて質問してくださいました。伊佐議員
は COVID-19 後の症状を経験した当事者として質問してくださいました。
伊佐議員：私は厚労省の後遺症に対する向き合い方に危機感を持っております。後遺症について、
オックスフォードで 23 万人以上の方が対象に行われた研究では、34％に精神・神経系の病気が
あると診断されています。世界で色々な研究成果が出ている中で、未だ厚労省は「いわゆる後遺
症」としか言っていない状況です。各自治体では先んじて後遺症の相談窓口を作ったり、医療機
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関に研修をしようという動きがありますが、厚労省の答弁が足かせになっています。今月、後遺
症の調査研究の結果が出ると伺っています。
健康局長：3 つの研究班が走っており、今月中に研究成果の報告を目指しています。各地の取り
組みについては、情報収集してよく勉強させていただこうと思っています。
伊佐議員：さらに気になるのは、今回の 3 つの研究班に精神・神経疾患の専門家が入っていま
せん。後遺症外来で約 1500 人を診てきたクリニックの医師によると、相談で一番多いのが倦怠
感（93.4％）だそうで、ME/CFS になるとも伺いました。実際に国立精神・神経医療研究セン
ターでは、血液検査で ME/CFS を確定診断できるようになりましたが、後遺症の患者さんの内
30 人を ME/CFS と確定診断しています。私はホテル療養が終わり保健所から明日から働いても
いいと言われましたが、倦怠感がありました。これから ME/CFS が増えていくかもしれず、SARS
や MERS の時も同じことが起こっています。アメリカではコロナと ME/CFS の関係調査を 1000
億ドル使ってやろうとしています。これから後遺症で苦しむ人が増える中で、厚労省はしっかり
取り組んでいただきたいですし、ME/CFS との関連についての研究も含めて後遺症の対策に力
を入れていただきたいと思います。
山本博司厚生労働副大臣：ME/CFS との関連も含め、調査研究を通じてその実態を明らかにす
ることが重要だと考えています。私も ME/CFS の患者の方とお話しさせていただいている経緯
もあり、しっかり対応していきたいと思います。診療を行っている各学会の専門家の参画を得て、
診療の手引き等を作成し、随時更新しています。科学的知見を積み上げていくことが大事だと思
いますので、スピード感を持って対応していきたいと思います。
伊佐議員：良くなる方も悪化する方もおり、メカニズムを解明することが非常に大事だと思いま
すし、コロナ後遺症の方を救うだけではなく、ME/CFS そのものの解明、それ以外の精神・神
経系の疾患の病気の解明にもつながっていくのではないかと思っていますので、宜しくお願い致
します。

立憲民主党難病 PT が総会開催
2 月 24 日に衆議院第一議員会館において、立憲民主党障がい・難病 PT の総会が
開催され、 国立精神･神経医療研究センター(NCNP)神経研究所免疫研究部特任
部長の山村隆先生より、「COVID-19 の後遺症として ME/CFS を発症する可能性
について」と題して医学的情報が提供されましたので、ご紹介致します。
出席された議員の方は、阿部知子議員、石橋通宏議員、打越さく良議員、尾辻かな子議員、金子
恵実議員、川田龍平議員、原口一博議員、山花郁夫議員、横沢高徳議員、早稲田夕季議員（50
音順）。その他、多くの秘書の方や、厚労省より健康局難病対策課課長補佐と大臣官房厚生科学
課参事官が出席されました。
COVID-19 感染で武漢の病院に入院した重症患者の退院後の調査では、半年経過しても 4 分の 3
に疲労や筋力低下などの症状が残っていたとする論文が、今年 1 月に医学誌「ランセット」に
発表されました。1 月 13 日付の日経メディカルには、
「その倦怠感、COVID-19 の後遺症かも」
と題する記事が掲載され、山村先生のコメントも取り上げられました。
「ME/CFS には現在、診
断基準こそあるものの、確立した治療法がなく、COVID-19 の後遺症についても同様です。」
海外では COVID-19 の“後遺症”について「Long-COVID」として早くから警鐘が鳴らされて
きました。2020 年 7 月には、イタリアのグループが JAMA 誌に、大学病院に COVID-19 で入
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院した 143 例のうち、87.4％で 2 カ月後も何らかの症状があることを発表。後遺症として最も
多かったのは疲労感で、53.1％に見られたといいます。
米国立アレルギー感染症研究所の Anthony Fauci 所長も、
「COVID-19 から回復したにも関わら
ず、ME/CFS を強く示唆する症状を持っている人がかなりの数いる。これは COVID-19 のウイ
ルス感染による可能性が高い」とコメントしています。実際、ME はウイルス感染後に発症する
例があることが知られており、カナダでは 2003 年の SARS の流行後には、集中治療を受けた
107 人のうち 87％に ME/CFS に酷似した症状を発症していたことが報告されています。
都内で後遺症の治療に当たっているクリニックの調査では、82％の人が思考力低下を訴えてい
ます。後遺症には様々な症状がありますが、中でも倦怠感、記憶障害などは、脳内の異常による
ものです。ME/CFS は 1934 年にロサンジェルスで集団発生。1955 年のロンドンでの集団発生
後に筋痛性脳脊髄炎の病名が提案されました。1984 年のネバダ州での集団発生後に慢性疲労症
候群の病名が採択。2003 年の SARS の流行後に香港やカナダで集団発生しています。
2014 年に厚生労働省による患者の実態調査が行われました。日常生活上の身の回りのことがで
きずに介助を要する重症の方が 30.2％、立位保持や歩行困難な方が 43.1％という、深刻な実態
が明らかになっています。
国立精神・神経医療研究センター病院において ME/CFS と診断された 42 名の患者さんに、MRI
画像を用いた構造ネットワーク解析を行い、抗自律神経受容体抗体価との関連について調べた結
果、抗β1 および抗β2 アドレナリン受容体抗体が、ME/CFS 患者の痛みを始めとする様々な症
状を説明しうる脳内の特定の部位の異常と結びついていることが明らかになりました。
次世代シークエンサーを用いて、B 細胞受容体のシークエンスを網羅的に解析したところ、B 細
胞クローナリティーの増加、免疫グロブリン H 鎖で特定の遺伝子の使用が多いことが確認され
ました。医療のレベルを格段に高めるためには、ME/CFS の明確なバイオマーカーに基づく診
断が必要で、私達は B 細胞免疫グロブリン遺伝子解析による ME/CFS 診断技術の開発を進め、
成果が挙がりつつあります。

立憲民主党難病 PT が副大臣に要望書
3 月 24 日付の立憲民主党の HP に、「新型コロナウイルス感染症の後
遺障害に関する研究調査の継続・充実を申し入れ～障がい・難病 PT」
と題する記事が掲載され、立憲民主党障がい・難病 PT として厚生労
働副大臣に、COVID-19 と ME/CFS の研究を求める要望書を提出した
ことを掲載していただきました。
立憲民主党の障がい・難病プロジェクトチーム（PT）の山花郁夫座長らは 24 日、厚生労働省に
山本博司厚生労働副大臣を訪ね、新型コロナウイルス感染症の後遺障害に関する研究調査の継続
及び充実を求める要望書を手交し、金子恵美衆院議員、牧山ひろえ、川田龍平、横沢高徳各参院
議員も参加しました。
新型コロナウイルス感染症の後遺障害の調査は本年度末（2021 年 3 月）に終了する予定となっ
ていますが、ME/CFS を発症したと疑われる事例が報告されていることから、その関連性を調
べることが必要であり、研究調査の継続・拡充を申し入れました。
具体的には、（1）後遺障害についての研究調査を 2021 年度以降も継続すること（2）ME/CFS
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との因果関係解明のために欠かせない、神経免疫系の研究調査を実施すること（3）2020 年度
に行われた後遺障害の研究調査データを ME/CFS の専門家も扱うことができるようにすること
――を要望しました。
記者団の取材に対し山花座長は、要望の趣旨について（1）4 月からも調査・研究を継続すべき
だ（2）ME/CFS は SARS の後遺症としても報告されていて、感染症との因果関係が疑われる症
状なのでこの機会に突き止めるべき――と説明しました。その上で「山本副大臣は ME/CFS の
当事者から 10 年くらい前から話を聞いている。要請を受けて、何ができるか考えてみたいとい
う、前向きな話をいただいた」「現在の調査・研究は 3 月で中間報告が出るので、4 月以降どう
するのかについて考えたいという趣旨のご発言があった」と述べました。

「NEWS23」で COVID-19 後の ME/CFS
2 月 22 日に TBS テレビの「NEWS23」で、「“コロナ後遺症”、記憶障害
も・・・脳内で何が？」と題して、COVID-19 後に ME を発症することが
取り上げられました。
未だに分かっていないことが多く、治療法も確立していない“コロナ後遺症”。脱毛や嗅覚障害
だけでなく、中には記憶障害が続いているケースも。ウイルスが脳に深刻な影響を与えている可
能性が見えてきました。
去年 11 月に新型コロナの「陽性」と判明した 25 歳の女性。
「軽症」で 1 週間ほどホテルで療養
しましたが、その後、脱毛やひどい倦怠感といった症状が続いていており、さらにひどくなった
のが“物忘れ”です。自分の携帯番号を思い出せないなど、これまでに経験のない記憶力や思考
力の著しい低下のため、女性は日常生活に支障をきたし、未だに職場にも復帰できていません。
“コロナ後遺症”に苦しむ多くの患者を診療してきたクリニックで患者 1098 人の症状を分析し
たところ、
「倦怠感」や「気分の落ち込み」に次いで「思考力の低下」を訴える人が 82％にのぼ
りました。
神奈川県内に住む 48 歳の女性は、去年 3 月に発熱や咳など、コロナとみられる症状が出ました
が、当時、PCR 検査を受けられませんでした。ところがこの 1 年間、記憶障害に加え、ひどい
倦怠感や全身の痛みなどが続いており、立ったままでいることが難しく、食事の支度も座って行
っています。１日の大半を横になって過ごし、外出も最低限しかできません。
発症 2 か月後の PCR 検査は陰性でしたが、女性を診断した国立精神・神経医療研究センターの
脳神経内科の山村隆特任研究部長は、女性の症状は“コロナの後遺症”であるとみており、診断
のポイントとなったのは「脳の異変」です。「集中力がない、記憶力がない、認識力がない、場
合によっては一時的に頭の中に霧がかかった状態、『ブレインフォグ』とも言いますが、そうし
た状態になっていると思いました。」
女性の脳血流を示した画像には、血流低下を示す青い部分が見られ、この内、最も大きいのが運
動や認知・学習に関わる部分で、これが様々な異常を引き起こしているとみられています。新型
コロナの流行が始まって以降、こうした脳の異変が見つかる患者が相次いでいるといいます。
「同
じようなパターンで発症している方が私の所に 20 人ぐらいいらっしゃり、彼女は COVID-19
の感染に関係した『筋痛性脳脊髄炎＝ME』だろうと思っています」（山村医師）
「筋痛性脳脊髄炎」は日本では「慢性疲労症候群」とも呼ばれ、重症化すれば寝たきりの状態と
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なる神経難病で、ウイルスなど感染症をきっかけに発症すると言われています。新型コロナウイ
ルスは肺などの呼吸器だけでなく、脳の免疫にも異常を及ぼし、その結果、脳に炎症が発生。こ
の炎症が、倦怠感や記憶障害など様々な症状を引き起こしているというのが、山村医師が考える
発症の仕組みです。
「気のせいとか、心の病だから別の病院に行けと言われていると治療がすごく遅れてしまう。早
い段階でこういう病気だと診断し、それなりに色々な対応をしていくと、回復されるケースが増
えてくると思います」（山村医師）
48 歳の女性は、感染拡大初期に検査が受けられなかった人たちがいることや、PCR 検査で『陰
性』だったとしても、
“コロナの後遺症”が起こりうることを知ってほしいと話します。
「見た目
に分からず、『元気そう』と思われてしまいますが、実際、体調にむらがあり、ひどい時は起き
られないことがあるので、後遺症にかかって苦しんでいる人たちのことをわかってほしいです。」

日経サイエンス 6 月号にコロナ後遺症
4 月 24 日発売の日経サイエンス 6 月号に、「COVID-19 危うい後遺症～体内
で何が起きているのか」と題して、8 ページにわたって特別解説記事が掲載さ
れました。サブタイトルは「ウイルスが体内から消え去った後もしばらく感
染の傷跡は残るようだ。後遺症の原因は、傷害された組織や異常な免疫応答
にあるのかもしれない」
2020 年末から、慶応義塾大学の研究チームが全国規模の後遺症実態調査を実
施しています。全国の約 30 の医療機関で、COVID-19 の入院患者 1000 人の
協力を得て退院後の体調変化を追跡する調査です。4 月中旬現在で約 250 人のデータが集まって
おり、現時点の解析からは、入院時に COVID-19 の症状が 1 つ以上見られた人の内、約半数で
半年後も症状が残っていることがわかってきました。2021 年 1 月には、中国・武漢の研究チー
ムが同市内の 40～60 代の感染者を半年間追跡した結果を Lancet 誌に発表。退院した約 1700
人のうち、何らかの症状が 1 つ以上残っていた人は 76％でした。
流行が拡大して患者が増えるにつれて、SNS 内で後遺症に悩む人々のグループが次々と作られ、
情報共有の場としてだけではなく、後遺症の実態を解明するという重要な役割を担ってきました。
5 月には米国を中心とした 17 ヶ国の 640 人を対象に調査を行い、長期の体調不良を感じている
人々の半数が、そもそも COVID-19 の検査を受けておらず、後遺症が把握されていない人が多
数いる可能性が示されました。
国内にも後遺症に悩む人がいることが可視化されるにつれて、後遺症を診察する外来の設置が
様々な医療機関で検討されるようになりました。適切な診療には症状の理解が欠かせません。嗅
覚障害や息苦しさについての研究が進んでいます。
後遺症の症状で、訴える患者数が一番多いのが倦怠感です。体の疲労だけではなく、頭がぼんや
りして物事を考えられなくなる「ブレインフォグ」も頻度が高いです。正式な医学用語ではあり
ませんが、COVID-19 の後遺症として報告が相次ぐうちに論文でもこの表現が定着しました。
患者主導の研究チームによる後遺症の調査では、3762 人の回答者の 9 割近くが自分の認知機能
や記憶力が弱まったと回答しています。
全身性の極度の疲労やブレインフォグは、もともと ME/CFS という病気でよく見られる症状で
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す。発熱やのどの痛みといった症状の後に起こることが多く、呼吸器に感染するウイルスがきっ
かけとなって引き起こされる疾患だと考えられています。国立精神・神経医療研究センター
(NCNP)神経研究所特任研究部長の山村隆氏は、同センター病院で 2020 年秋から 2021 年 3 月
末までの間に ME/CFS が疑われる 30 人弱の後遺症の患者を診察しました。
「急性期の症状がお
さまり、職場などに復帰してから体調を崩したケースが相当ある」と話します。
ME/CFS は長らくウイルス感染と病気の直接的な関係がわからず、原因不明の病気とされてき
ましたが、近年は発症メカニズムの理解が進みつつあります。自分の体のタンパク質を攻撃して
しまう「自己抗体」が ME/CFS を引き起こす可能性が指摘されるようになってきました。
山村氏らは 2020 年に、
MRI で脳のネットワーク構造を可視化する特殊な画像解析技術を用い、
COVID-19 以前に ME/CFS と診断された患者の協力を得て、脳内で何が起きているかを調べま
した。その結果、自己抗体が多い人では、脳のネットワーク構造の一部に異常が見られることが
わかりました。抗体は本来、体内に侵入した病原体などにくっついて相手の動きを封じ込めるタ
ンパク質です。脳の神経細胞の表面には情報をやり取りするアンテナの役目を果たすタンパク質
が存在しており、ME/CFS の患者では一部の抗体がこれを攻撃してしまうようです。
COVID-19 の倦怠感などが、従来の ME/CFS と全く同じメカニズムで起きているかは現時点で
はわかりません。ただ、急性期の COVID-19 患者の一部では自己抗体の血中濃度が高いとする
報告もあります。ウイルス感染後に自己抗体が生じる原因としては、免疫系の暴走や、ウイルス
の表面にヒトのタンパク質と似た構造を持つ部位が存在する可能性などが考えられています。山
村氏は「COVID-19 の後遺症は、自己免疫反応によるものがかなりを占めているのではないか」
とみます。「急性期の COVID-19 とその後の後遺症は切り分けて考えることが重要だ。」
海外の後遺症の実態調査では、急性期の症状の重さに関わらず後遺症に悩まされる人が一定数い
ることが繰り返し指摘されてきました。一口に後遺症と言っても、その背後にある要因は様々で
す。急性期にダメージを受けた組織が回復するまで症状が長引く場合もあれば、ME/CFS のよ
うに感染が引き金となって新たな症状が生じる場合もあります。
長期にわたって体調不良が続くとその影響は健康面以外にも及びます。2003 年の SARS では、
カナダで行われた 117 人の患者の追跡調査で、1 年後も仕事に復帰できなかった人が 17％いた
ことがわかっています。慶応大の実態調査でも、感染後の収入への影響や、仕事の効率がどう変
化したかといった点について分析を行う予定です。
感染者が大幅に増えた現在、従来の対策に加え、後遺症を持つ人が十分なケアを受けられる体制
を整えることの重要性が高まっています。COVID-19 の後遺症は様々な要因に由来する症状が
同時多発的に発生し、その影響は多岐にわたる可能性があります。重要なのは後遺症を一括りに
せず、症状に合わせて必要な治療を行い、患者の置かれた社会的状況に合わせて対処法を議論す
ることです。また、倦怠感をはじめとした「体内で異常が生じていることが外からはわかりにく
い」タイプの症状があるという認識が広まることも大切です。

日経メディカルにコロナ後遺症
1 月 13 日付の日経メディカルに、「その倦怠感、COVID-19 の後遺症かも
～軽症でも侮れない COVID-19」と題する記事が掲載され、国立精神・神
経医療研究センターの山村隆先生のコメントが取り上げられました。
海外では COVID-19 の“後遺症”について、「Long-COVID」として早くから警鐘が鳴らされて
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きました。2020 年 7 月には、イタリアのグループが JAMA 誌に、大学病院に COVID-19 で入院
した 143 例のうち、87.4％で 2 カ月後も何らかの症状があることを発表。後遺症として最も多か
ったのは疲労感で、53.1％に見られたといいます。
米国立アレルギー感染症研究所所長の Anthony Fauci 氏も同月、国際エイズ学会の記者会見の席
上、
「COVID-19 から回復したにも関わらず、ブレインフォグや倦怠感、集中力の低下など ME/CFS
を強く示唆する症状を持っている人がかなりの数いる。これは COVID-19 のウイルス感染による
可能性が高い」とコメントしています。実際、ME はウイルス感染後に発症する例があることが
知られており、カナダでは 2003 年の SARS の流行後には、集中治療を受けた 107 人のうち 87％
に ME/CFS に酷似した症状を発症していたことが報告されています。
国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部特任研究部長で、AMED の ME/CFS の
研究班班長を務める山村隆氏も、「今回、COVID-19 の回復後に体調を崩した人の話を聞くと、
職場や学校に戻って休んだ分を取り戻そうとして発症するケースが何例もある。ME/CFS の確定
診断は基本的に症状が半年以上続く必要があるが、相当ひどい症状が出ていれば、COVID-19 の
後遺症として半年以上経過していなくても ME/CFS と考えてよいと思っている」と話します。
山村氏は今後、各種の画像検査などによって、既存の ME/CFS と、COVID-19 の後遺症としての
ME/CFS が同じかどうかを明らかにしていく予定だといいます。もっとも、ME/CFS は現在、診
断基準こそあるものの確立した治療法がなく、COVID-19 の後遺症についても同様です。
山村氏が行っているのは体力や気力を補う漢方薬、睡眠障害に対する睡眠導入剤の投与です。た
だし、
「漢方薬については、実際にどの程度効果があるかはわからない」。また、ME/CFS では脳
血流が低下すると知られているため、アデノシン三リン酸のような脳血流を増やす薬を投与した
り、痛みを訴える患者に対しては対症療法を行っています。
「上咽頭擦過療法を行うことで症状が多少楽になったという患者もいる」。睡眠障害に対しては
通常のベンゾジアゼピン系薬剤を処方しているものの、ME/CFS の患者では不眠状態から急に
24 時間の睡眠状態に陥ることがあるため、まずは短時間作用型を投与しているといいます。他
に、ステロイドの投与により急速に回復した例もあったものの、「まだエビデンスが乏しく、全
例に勧められるものではない。」
COVID-19 の後遺症として ME/CFS のような症状を示す患者が無理に身体を動かすことに対して
強い懸念を示します。「治療の方向性が明らかになるまでは、無理して動いたり働いたりするな
というメッセージを伝え、様子を見ながら付き合っていくことになるのだろう。」
ドイツなどでは COVID-19 で亡くなった患者の脳の解剖なども行われており、今後、急速に研究
が進んでいくことが期待されます。「医師に求められているのは、情報を随時確認しながら、最
善のことを行うことではないか」と山村氏は話しています。

日経メディカルに long COVID と ME/CFS
2 月 25 日付けの日経メディカルに、「Long-COVID──回復後に起こる
筋痛症性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」と題する、Frontiers in Medicine
誌に掲載された論文のレビューが掲載されました。論文の著者は米国
ME/CFS 臨床医連合のハーバード大学のコマロフ教授等で、記事の著者は脳神経内科医である
春日井市総合保健医療センター参事の平山幹生先生です。
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COVID-19 の後遺症である Long-COVID と呼ばれる COVID-19 回復後の慢性疾患に関するレビ
ューである。米国疾病対策センター（CDC）は、PCR 検査陽性だった約 300 人を追跡し、3 週
間後に患者のほぼ半数がまだ倦怠感や咳などの症状を示していた。イタリアでは 143 人の重症
患者を調査し、発病から 60 日後、患者の半数以上が引き続き幾つかの症状を呈し、41％が生活
の質の悪化を報告した。アイルランドでは PCR で確認された患者 128 人を調査し、発症から
10 週時点で 52％が持続的な疲労を感じ、31％が仕事に戻れなかったと報告した。疲労と
COVID-19 の重症度、または炎症と細胞の代謝マーカーとの関連は認められなかった。
COVID-19 の患者団体が英国ユニバーシティカレッジロンドン等と共同で、2019 年 12 月～2020
年 5 月までオンライン調査を実施した。調査は 56 カ国の 3762 人の患者が回答し、8.4％が入院
例、27％が PCR 検査陽性例だった。発病後 7 カ月で、疲労、運動後の倦怠感、認知機能障害
（ME/CFS の全ての主要症状）を報告したケースはそれぞれ 77.9、71.2、56.8％であった。67.5%
は発病前と比較して、就労が困難、もしくは業務量を減らす必要があった。
感染後疲労症候群は、急性感染をきっかけに起こり得る。例えば、SARS、EB ウイルス、ロス
リバーウイルス、エンテロウイルス）、ヒトヘルペスウイルス-6、エボラウイルス、ウエストナ
イルウイルス、デングウイルス、Borrelia burgdorferi などの細菌、マイコプラズマ肺炎、ラン
ブル鞭毛虫などの寄生虫などで報告がある。
急性感染症に続く感染後疲労症候群の人々は、ME/CFS 患者と共通の症状を有している。全て
ではないが、多くの ME/CFS 患者は、明らかに感染性症状とともに突然発症したと自身の変化
を振り返る。ME/CSF 患者における症状は、病原体が特定された感染症例に発生する症状に類
似しており、国立アレルギー感染症研究所の所長であるアンソニー・ファウチ氏によると、
COVID-19 後の患者は、
「ME/CFS と非常によく似たウイルス感染後症候群」を発症する可能性
があるという。
2020 年 12 月下旬で、2000 万人近くの米国人が PCR 検査で陽性を示している。本報告では、
Long-COVID を発症する可能性のある人数を推定しているが、ME/CFS の症例定義を満たすの
は 10％というものだ。これは、3 つの急性感染症の症状の経過に関する前向き研究と同程度で
ある。つまり、1 年間で ME/CFS に苦しむ米国人の数は少なくとも 2 倍になることを意味する。
COVID-19 後に長引く疲労感があり、慢性の臓器障害がない人では、COVID-19 によって引き
起こされる慢性の神経炎症が原因である可能性がある。新型コロナウイルスは脳に感染し、神経
炎症を引き起こす可能性があると報告されている。また、体内の炎症が、液性因子もしくは迷走
神経を含む逆行性神経シグナルを介して、脳における自然免疫系を活性化する可能性も示唆され
ている。神経炎症は様々なサイトカインの作用を介して疲労を引き起こし、
「疲労核」、つまりエ
ネルギー消費に関わるニューロンに作用するかもしれない。神経炎症による「疲労核」の活性化
に加えて、慢性の重症疲労および関連する症状は、ME/CFS で知られる他の異常、つまりエネ
ルギー産生障害、酸化ストレス、イオンチャネル障害、および脳灌流障害によって説明できる可
能性がある。
現在、ME/CFS に関して 9000 を超える査読済み論文があるが、多くの医師はまだこのことを知
らないと考えられる。米国の ME/CFS 臨床医連合（ME/CFS のケアに経験のある医師）が、有
用な情報を含むウェブサイトを作成した。CDC と NIH も情報を提供している。
Dr. Hirayama’s Eye－ME と CFS が同一疾患であることがあまり知られていないのでは？
日本で ME/CFS の病態解明と啓蒙に尽力している山村氏らは最近、ME/CFS の病態機序を解明
したと報告している。国立精神・神経医療研究センター（NCNP）のウェブサイトに新知見の
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詳細が記載されている。ME/CFS の国際的な診断基準を満たし、3 テスラ MRI 撮像と自律神経
受容体に対する自己抗体測定を実施した 89 人を対象とした。抗β1 アドレナリン受容体自己抗
体価と右背外側前頭前野の媒介中心性との間に正の相関、抗β2 アドレナリン受容体自己抗体価
と右中心前回の特徴的経路長との間に負の相関を認めた。
背外側前頭前野は注意力やワーキングメモリーに関与するほかに、痛みの調整も担っている。抗
β1 アドレナリン受容体自己抗体は右背外側前頭前野に微小な構造変化を引き起こし、注意力や
ワーキングメモリーの低下、痛みの調整の異常が起きている可能性が考えられた。また、中心前
回は運動を司る部位であり、慢性疼痛患者では中心前回が活性化し、前頭前野、中心後回、視床
を介して痛みの調整を行っていると考えられている。特徴的経路長の減少は持続的な痛みによる
中心前回の活性化を反映していると考えられ、その原因として抗β2 アドレナリン受容体自己抗
体の存在が考えられた。

毎日新聞に COVID-19 後の ME/CFS
4 月 28 日付の毎日新聞の連載「感染症と闘う」に、
「後遺症か 強い倦
怠感など継続～感染症と闘う」と題して、COVID-19 後の ME/CFS
や国立精神・神経医療研究センターの研究チームによる論文について取り上げられました。
新型コロナウイルスの感染者らの間で、後遺症とみられる症状に悩むケースが相次いでいます。
神経免疫系疾患「ME・CFS」が強く疑われるといい、国内外の専門家は「新型コロナが引き金
になる可能性は十分ある」と警鐘を鳴らします。
相模原市の女性（48）は昨年 3 月、微熱や頭痛、息切れ、倦怠感などを発症しましたが、熱が
37・5 度を超えなかったため PCR 検査は受けられませんでした。女性はパートを休職、半年か
けて血液検査やレントゲン検査などで全身を調べても原因は見つかりませんでしたが、1 月には
「ME・CFS」と診断されました。現在も 1 日の大半をベッドで過ごしています。
ME・CFS に詳しい国⽴精神・神経医療研究センターの⼭村隆医師は「SARS などのウイルスに
感染した⼈が発症しており、新型コロナも ME を引き起こす可能性がある」と指摘します。⼭
村医師も新型コロナの後遺症が疑われる約 30⼈の患者を ME・CFS と診断しました。⽶国神経
学会誌には昨夏に新型コロナと ME・CFS との関係についてまとめた論⽂が掲載されており、
⽶国で大規模な研究も始まっているといいます。
これまでの研究で、ME・CFS にかかると、認知や⾔語で重要な役割を果たす脳の中枢神経系に
異常をきたすことがわかってきました。一般の病院で使用できるような診断方法はありませんで
したが、⼭村医師らのチームは今月 27 日、血液を調べるだけで、高精度で診断できる新たな指
標を発見したと発表。「安静にして早期に治療することで、重症化を防げる」と話しています。
NPO 法⼈「筋痛性脳脊髄炎の会」は昨年 5〜8⽉に新型コロナの感染疑いのある⼈を対象に調査
し、326⼈から回答を得ました。その結果、ME・CFS の診断基準を満たした⼈は 27・9％に上
ったといいます。同会理事⻑は「新型コロナ後に ME を発症するメカニズムがわかれば治療法
の開発にもつながる。⽇本でも研究を進めて治療法を確⽴してほしい」と話しています。
NPO 法⼈「筋痛性脳脊髄炎の会」のインターネット調査に答えた 326⼈には、PCR 検査を受け
られなかったり、検査で陰性になったりした 213⼈も含めました。新型コロナ感染者らの主な生
活への影響として「仕事、学校に戻ることができない」
（40.5％）、
「寝たきりに近い」
（12.6％）、
「身の回りのことができない」（11.3％）が挙げられました。
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ME・CFS は、全⾝性の神経免疫系疾患。持続する疲労のほか、睡眠障害、思考⼒・集中力・記
憶⼒の低下、筋⾁痛などの症状が 6 カ月以上続き、健全な社会⽣活が送れなくなります。厚生
労働省の 2014 年の調査によると約 3 割が寝たきりになっているといいます。SARS や EB ウイ
ルスに感染した患者の内、一定数が ME・CFS を発症しているとの研究結果が欧⽶で報告され
ています。

AERAdot.に COVID-19 後の ME/CFS
1 月 28 日付の AERAdot.に、「40 代男性の告白『自殺を考えた』 ”コロ
ナ後遺症”に悩む患者の深刻な現実」と題する記事が掲載されました。
東海地方に住む Y さん（40 代）は、2020 年 4 月に感染して数週間後に退院しましたが、体調
は改善せず、体全体が不快感と倦怠感に覆われ、「感染前の生活を送れない」と話します。患者
団体の「筋痛性脳脊髄炎の会」によるアンケートでは、約 4 割の人が「仕事（学校）に戻るこ
とができない」と回答。同法人理事長は「当時、PCR を受けられずに後遺症を発症している人
たちは、行政の補填から落とされてしまうのでは」と訴えます。
Y さんは退院後、自身の症状に不安を抱き、2 カ月の自粛生活を続けましたが、自粛を終えた後
も感染前の生活スタイルが戻ることはありませんでした。
「肌の痛みと体全体に走る激痛、37 度
前後の微熱、鉛を付けられているかのような体のダルさ、睡眠障害、憶障害もあり物事をパッと
思い出すことができず、考え事をしても頭の中が真っ白です。」
入院時の担当医を受診してもメンタルクリニックへの受診を勧められ、そこでうつ予防の薬をも
らいましたが、その薬を飲んだ後、Y さんは救急車で病院に運ばれてしまいました。症状に危機
感を覚えた Y さんは、インターネットで症状を調べ続け、10 月に ME と診断を受けました。
「動くと息苦しさと疲れ、皮膚のヒリヒリが続きます。3 日間寝られない時もあり、ちょっと無
理をすると、一日の最後にダメージがきます。自殺を何回も考えました。」寺の住職や地域の自
治会長として多忙な毎日を送っていた Y さんは、「感染前は毎日朝早くから夜遅くまで仕事し、
犬の散歩や体力作りのための筋トレが日課でしたが、いまは一切できません。」
実はこの ME/CFS は、新型コロナウイルスが原因で発症する可能性があると言われ、アメリカ
やヨーロッパでは流行当初から注意喚起がなされている難病です。国立精神・神経医療研究セン
ターの山村隆医師は ME/CFS について、こう説明します。
「新型コロナは ME/CFS を引き起こす可能性があります。極度の体力消耗といった身体的負荷、
作業後の消耗、認知機能障害、過眠や不眠といった睡眠障害など、いくつもの症状が同時に発生
します。これが 6 カ月以上続くと、ME/CFS の可能性が高い。中には歯ブラシを持てない人、
髪の毛を 3 カ月間洗えない人もいました。症状の一番のポイントは、”集中力や思考力の低下”
といった認知機能障害です。本を読んでも集中して読めない。2～3 行読むと、読んだ内容を忘
れてしまう。学校へ行っても教科書を読めず、仕事をされている方は書類をきちんと読めない。」
「ME/CFS にかかると脳（中枢神経系）に異常をきたします。認知、言語、ワーキングメモリ
ーで重要な役割を果たす右上縦束という大切な部分に異常が出ることはわかっています。
ME/CFS が起こる原因は、まだよくわかりませんが、体内から排出されていないウイルスに免
疫系が過剰に反応して暴走し、脳の中で炎症反応を起こし、症状が起きているのではないでしょ
うか。ME/CFS は発症前の日常生活に戻ることができない病気ですが、周囲の人には患者さん
の訴えが理解できず、怠けているのではないかと言われることすらあります。また、病院で受け
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る血液や脳の検査では異常が出にくく、患者さんによって症状の組み合わせが異なったりするた
め、医師も診断がしにくいのが現状でしょう。ME/CFS に詳しい医師の数も日本では少ないの
も問題点のひとつです。」
患者団体の「筋痛性脳脊髄炎の会」は昨年、COVID-19 後の体調不良が続いている人が ME/CFS
を発症する可能性を調べるため、インターネット調査を実施し、326 人から有効回答数を得まし
た。検査数抑制のために PCR 検査を受けられなかった人や陰性だった人も調査対象としました。
調査では、40.5％が「仕事（学校）に戻ることができない」、11.3％が「身の回りのことができ
ない」、12.6％が「寝たきりに近い」と答えました。その後、専門医の診察や検査を経て、5 人
（陽性 1 人、未検査 4 人）が ME/CFS の確定診断を受けました。また、ME/CFS の症状を呈し
た人は全体の 27.9％で、陽性患者全体の 22.2％、陰性患者全体の 31.7％で、未検査患者全体の
27.2％という結果でした。
同団体理事長は調査結果についてこう話します。
「日本でも新型コロナ感染後に ME/CFS を発症
した人が確認され、多くの人がこれまでの生活を送れなくなった実態が浮かび上がってきたので
す。私たちが一番心配をしているのは、20 年 1 月から 5 月あたりの PCR 検査が抑制されてい
た時期に、PCR 検査を受けられなかった人たちが後遺症に苦しんでいることです。新型コロナ
に感染しても PCR 検査すら受けられなかった方たちは、治療の面でも精神的な面でも、より困
難な状況に追いやられています。こうした問題を解決するためには、PCR 検査を希望する全て
の人が検査を受けられるよう、今からでも検査体制の拡充が大切ではないでしょうか。」

米国「長引く COVID」研究に 11.5 億ドル
米国の患者団体 The Solve ME/CFS Initiative が他の 20 の慢性疾患の団
体と連帯して、12 月 4 日に米国与野党の 4 人のリーダー宛てに、長引く
COVID の研究費を政府に求める手紙を送りしました。
2020 年 12 月 24 日に同団体は、米国政府が「長引く COVID」の研究と臨床治験のため、11 億
5000 万ドルの研究費を承認したと発表しました。特にその内の 1 億ドルは診断技術の研究促進
を加速させるために充てられます。研究費は 2024 年 9 月 30 日まで、米国国立衛生研究所（NIH）
から資金提供されます。詳しいことは数週間のうちに発表される予定です。

ウイルス感染後疲労症候群と ME/CFS
2020 年 4 月 30 日にイギリス ME 協会の HP に、顧問医師であるシェパード先生
による「新型コロナウイルス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。ウイルス感染後疲労、ウイルス感染後疲労症候群、ME/CFS はどう
違うのでしょう。
ウイルス感染後のある程度の疲労や体の衰弱は、どんなタイプのウイルス感染後にもかなりよく
みられます。幸い多くの場合、疲労は短い間にすぎず、回復して数週間のうちに元の健康を取り
戻します。しかし、元の健康を取り戻すのに数週間ではなく、何か月もかかる場合もあります。
他の症状も出現してきた場合には、ウイルス感染後疲労症候群の方がより適切な診断であるかも
しれません。
感染症の急性期に、疲労やエネルギーの欠如、筋肉痛、一般的な体調不良を感じる一つの理由は、
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体の免疫系によって生産されるサイトカインと呼ばれる化学物質です。この免疫系の化学物質は、
どんなウイルス感染に対しても最前線で闘うための攻撃の一部を形成します。コロナウイルスに
よる感染により重篤な呼吸器系の合併症を発症する人は、「サイトカインの大波」と呼ばれるも
のが関与する過剰な免疫応答による可能性があります。
急性感染症からは回復した後も、ME/CFS と同様に疲労やインフルエンザ様症状が長期にわたっ
て持続する場合、急性感染症には完全に正常な免疫応答であるものが、通常の状態に戻っていな
いことを示す、研究によるエビデンスが存在します。また、ME/CFS と同様に、ミトコンドリア
内の細胞レベルにおいて、エネルギー産生が行われる方法に問題がある可能性があります。
ウイルス感染後疲労のほとんどの人は、正常な健康状態に戻りますが、いかなる自然な回復プロ
セスを助けるためにも、ごく初期の段階にうまく症状を管理することは重要な要因です。ウイル
ス感染後疲労の初期にうまく症状を管理することで、ME/CFS 様の疾患を発症する機会を減少さ
せることを、患者によるエビデンスは示しています。ウイルス感染後疲労の主な症状は疲労、も
しくは通常のエネルギーレベルに戻らないことです。実際的には、家庭・職場・学校等において、
通常範囲の身体的活動を実行することができないことを意味します。
同様に、ウイルス感染後疲労症候群の人も、短時間であれば身体的及び／又は脳を使った活動を
行うことができますが、その後、活動をやめて休養しなければなりません。通常のレベルの身体
的活動を持続することはできず、走りに行くというような、短時間に大量のエネルギーを使うこ
とが関与することは、いかなることであってもできません。
ウイルス感染後疲労症候群には、何らかの形で睡眠障害を伴うことが多いです。身体活動にエネ
ルギーが必要とされるように、脳を使う活動にも必要です。身体活動をすると簡単にエネルギー
がなくなるのと同じように、長めに脳を使う活動には対処できない方もおり、集中力や情報をプ
ロセスしたり検索したりする力を失い始めます。短期記憶も影響を受ける可能性があります。
上記の症状が持続し、インフルエンザ様症状を伴う場合には、ウイルス感染後疲労症候群と診断
するほうがより適切である可能性があります。症状が 2，3 ヶ月以上持続し、学校や職場などの
他の主要な活動に戻れなければ、ME/CFS の診断を考慮すべきでしょう。

NIH の COVID-19 患者の脳の研究
2020 年 12 月 30 日付の米国国立衛生研究所の HP に、
「NIH の研究により、COVID-19 患者の脳に血管の損傷
と炎症はあるが、感染はしていないことが明らかになっ
た」と題する記事が掲載されました。サブタイトルは「死亡した 19 人の患者の研究結果は、脳
の損傷は患者の疾患による副産物であることを示唆している」
COVID-19 がどう患者の脳に影響を与えるのかに関する徹底的な検査において、米国国立衛生研
究所（NIH）の研究者たちは、感染したばかりで死亡した患者の組織の検体の中に、薄くなり漏
出しやすくなった脳の血管によって引き起こされた損傷の顕著な特徴を何度も見つけました。さ
らに、組織の検体中に新型コロナウイルスの痕跡は見られず、損傷はウイルスの直接的な攻撃が
原因でないことを示唆しています。研究結果は「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メデ
ィシン」に投書として発表されました。
新型コロナウイルスに感染した患者の脳は、微小血管を損傷しやすい可能性があることが分かり
ました。我々の研究結果は、ウイルスに対する体の炎症反応によって引き起こされた可能性を示
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唆している」と、NIH の国立神経疾患・脳卒中研究所(NINDS)の臨床主任であり、この研究の最
終著者であるアビンドラ・ナス先生は語ります。「患者が苦しむ可能性のある全領域の問題を医
師達が理解することに役立ち、より良い治療法を見つけ出せることを願っています。」
COVID-19 は主に呼吸器系疾患ですが、患者は頭痛、せん妄、認知機能低下、めまい、疲労、嗅
覚喪失などの神経系の問題をよく経験します。感染症は脳卒中や他の神経病理学的疾患の原因に
なる可能性もあります。感染症が炎症や血管損傷を引き起こしうることが、いくつかの研究で示
されています。こうした研究の一つで、研究者達は一部の患者の脳に少量の新型コロナウイルス
のエビデンスを見つけました。しかしながら、科学者達はまだどう感染症が脳に影響を与えるの
かを理解しようとしているところです。
本研究では、2020 年 3 月～7 月に COVID-19 に罹って死亡した 19 人の患者の脳の組織検体を、
徹底して検査しました。16 人の患者の検体は、ニューヨーク市の検死局から提供され、他の 3
人はアイオワ市のアイオワ大学医学部病理学部から提供されました。患者は 5～73 歳までの幅広
い年齢で、症状を訴えてから数時間～2 ヶ月の間に死亡しました。多くの患者は、糖尿病、肥満、
循環器疾患等のリスク要因を 1 つ以上抱えていました。患者のうち８人は自宅もしくは公共の場
で死亡し、他の 3 人は突然倒れて死亡しました。
「我々は非常に驚きました。当初は酸素欠乏が誘因となった損傷が見つかるだろうと思っていま
したが、一般的に脳卒中や神経免疫系疾患に関連した多病巣領域に損傷を見つけました」とナス
先生は語ります。最終的に研究者達は、新型コロナウイルスの遺伝物質や蛋白質を検出するため
に、いくつもの方法を用いたにも関わらず、脳の組織検体の中には感染が見られませんでした。
「これまでのところ、研究結果は我々が見つけた損傷は、新型コロナウイルスが直接脳に感染し
たことによって引き起こされたのではない可能性を示唆しています。将来、COVID-19 が脳の血
管にどうやって害を及ぼすのか、そしてそれによって患者に見られる短期的及び長期的症状の一
部は生じているのかを、研究する計画です」とナス先生は語ります。

medRxiv に 3762 人のコロナ後遺症調査
2020 年 12 月 27 日付の medRxiv（医学分野のプレプリントサービス）
に、「国際的コーホートにおける長引く COVID の特徴：7 ヶ月間の症
状とその影響」と題する論文が掲載されました。
要約
目的：長引く COVID 患者の症状の統計データと時間的経過、及び日常生活、仕事、ベースライ
ンの健康を取り戻すことへの影響を描く
計画：2020 年 6 月以前に発症し、長引く COVID の症状が 28 日以上継続している、COVID-19
に罹ったと思われる患者と確定患者に関する、国際的なウェブ上調査
設定：調査はオンラインの COVID-19 サポートグループやソーシャルメディアを通して配布
参加者：56 ヵ国の 3762 人の回答者が調査を完了。1166 人（33.7％）
が 40～49 歳、937 人（27.1％）
は 50～59 歳、905 人（26.1％）は 30～39 歳。2961 人（78.9％）は女性、718 人（19.1％）は
男性、63 人（1.7％）はノンバイナリー（自らを男性・女性のどちらでもないと認識している）。
8.4％は入院したと報告。27％は検査で COVID-19 と診断されたと報告。96％は症状が 90 日以
上あると報告。
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結果：このコーホートにおいては、10 の臓器系にわたり 205 の症状を示し、66 の症状は 7 ヶ月
以上に及んだ。回答者は、平均で 9.08 個（95％信頼区間、9.04～9.13）の臓器系において、様々
な症状を経験していた。6 ヶ月以降に報告された症状の中で一番多かったのは疲労（77.7％、
74.9%～80.3%）、労作後の消耗／体調不良（72.2%、69.3%～75.0%）、認知機能障害（55.4%、
52.4％～58.8％）だった。この 3 つの症状が、報告された全部の症状の中でも一番多かった。90
日以内に回復した人で症状が最も多かったのは第 2 週目（11.4、9.4～13.6）で、90 日以内に回
復しなかった人で症状の数が一番多かったのは 2 か月目（17.2、16.5～17.8）であった。
6 ヶ月以上症状があった回答者は、7 か月目に平均で 13.8（12.7～14.9）個の症状を経験してい
た。85.9％（84.8％～87.0%）が、主な引き金として、運動、身体的あるいは頭を使った活動、
そしてストレスの後にぶり返しを経験していた。回復した回答者の 44.7%（38.5%～50.5%）に
比較し、まだ回復していない回答者の 86.7％(85.6%～92.5%)は調査時に疲労を経験していた。
45.2％（42.9%～47.2%）は、発症前に比べ就業時間を減らす必要を報告しており、22.3％（20.5％
～24.3％）は、健康状態がすぐれず調査時に働いていなかった。
結論：長引く COVID の患者は長期間、多系統にわたる症状や著しい身体的障害を報告している。
ほとんどの人は 6 ヶ月たっても以前の就業レベルには戻っていない。多くの患者は 7 ヶ月以内
には回復しておらず、非常に大きな症状の負荷が継続している。

Daily Mail にコロナ後遺症と運動療法
1 月 4 日付の The Daily News に、「体を動かせないほどの疲労感に
も関わらず運動しろと言われ、『否定的な考え』を追い払えと助言さ
れ…長引く COVID の治療法は間違っていると医師達が考えるのは当然」と題する記事が掲載さ
れました。
インペリアル・カレッジ・ロンドンの医療情報学の専門家であるブレンダン・ディラニ―教授は、
毎週日曜日には自転車で 80 マイル走っていましたが、長引く COVID を発症してから、電話で
患者と話すことすらチャレンジと感じます。長引く疲労に対する公式の治療法は段階的運動療法
です。現在、これが長引く COVID の患者にも推奨されており、毎日少しずつ運動量を増やして
いくものです。
この運動療法は、20 年近く ME/CFS 患者に処方されてきました。患者が運動後に体調が悪化す
ると訴えると、運動できないと間違って信じていると言われ、その結果、段階的運動療法はその
間違った考え方を捨てるために、認知行動療法とよく組み合わされていました。去年の 11 月に
治療法を監視する英国国立医療技術評価機構が、段階的運動療法を推薦から外し、全く逆の治療
法に替えるとする ME のガイドラインの草稿を発表しました。これは、ME/CFS 患者にとって
良いニュースでした。
今、後遺症患者達は、症状が悪化しないレベルで、簡単にできると感じる程度に運動するように
言われています。ディラニ―教授は段階的運動療法を試してみましたが、その結果、再び熱がで
て症状がひどく悪化しました。
もう一人の長引く COVID 患者であるポール・ガーナ―教授は、コクラン共同計画の上級メンバ
ーです。昨年 7 月にディラニ―教授やガーナ―教授を含む長引く COVID の多くの医師達は、オ
ンラインのサポートグループを立ち上げました。サポートグループの医師達はそれぞれ違う症状
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でしたが、自分のペースで行動することが役立ったと、ガーナー教授は語ります。「私たちは、
これこそ ME/CFS 患者が段階的運動療法によって苦しんできたことだと気が付きました。」
ME/CFS 患者の活動家達は、以前のガイドラインが出された 2007 年から、段階的運動療法は効
果がなく患者に大きな害を与える可能性があると警告してきたと、「ME のためのサイエンス」
というオンライングループの共同創立者のアンディ・デヴェロウクック氏は語ります。簡単にで
きると感じるレベルの運動にとどめる「ペースの調整」のほうがずっと役立つことが、患者の調
査によって繰り返し明らかになっています。
英国国立医療技術評価機構の専門家達は、患者は「エネルギーの許容量」を超えるべきではない
という主張を受け入れました。新しいガイドラインは ME/CFS に特定されていますが、慢性疲
労の治療に対するもっと優しいアプローチは、長引く COVID の犠牲になった医師達から強い支
持を得ています。
エクセター医科大学の臨床の上級講師のダビッド・ストレイン医師は、
「COVID と ME/CFS の
疲労症状の類似点は、共通の要因を示唆します。COVID と ME/CFS では、細胞に栄養を供給
し老廃物を除去する小血管が閉塞しているエビデンスがあります。これによって、ブレインフォ
グ、体を動かせないほどの疲労感、運動できない等の症状を説明できる可能性があります。」

MDPI に ME/CFS のプロテオームの論文
1 月 29 日付の MDPI(スイスの出版社)に、「ME/CFS の血漿プロテオームの詳
細な解析により eph/エフリンシグナル伝達と免疫系シグナル伝達が中断してい
ることを暴露」と題する論文が発表されました。論文の最終著者はコーネル大
学分子生物学＆遺伝学部のモリーン・ハンソン教授です。
要約
ME/CFS における分子の中断に関する洞察を得るために、我々はアブタマ―（特定の分子と特
異的に結合する核酸分子やペプチド）を基礎とする科学技術を用いた。それは、4790 個の特有
のヒト・タンパク質を数量化するもので、9 ログ・ダイナミック・レンジにおいて非常に豊富な
蛋白質及び稀な蛋白質を検出し、ME/CFS では今までで最大のプロテオミクスのデータセット
を得ることを可能にした。全員女性の、20 人の ME/CFS 患者と 20 人の対象群のパイロット・
スタディについて報告する。患者と対象群の間に見られる、19 個の蛋白質のレベルの有意な差
は、細胞外マトリックス、免疫系、細胞間のコミュニケーションに関する経路を暗示する。
経路の出力とクラスター分析は、エフリン経路を強調している。それは、軸索ガイダンス、血管
形成、上皮細胞の移動、免疫応答を含む、細胞間のシグナル伝達や広範囲の様々な生物学的プロ
セスの調整に関与している。ROC 曲線（受信者動作特性曲線）解析は、ME/CFS 患者と対象群
の血漿プロテオームを高精度で区別し、蛋白比を用いるとさらに高精度で区別する。そこには、
実証された生物学的妥当性のあるいくつかの蛋白質ペアが含まれている。我々の研究結果は、
ME/CFS の診断と分子的基盤を解読するために、血漿プロテオームが有望であることを示して
いる。
結論
この予備的研究において、我々のコーホートは小規模であったが、対象群に比べて患者群におい
て著しく相違する、あるいは強く影響を受けるレベルで、蛋白質を検出することができた。
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ME/CFS 患者と対象群間において個別の分類指標 0.85 以上で 9 つの蛋白質、及び分類指標 0．
92 以上の 9 つの蛋白比を同定した。実際、ME/CFS の診断検査は、疲労や体調不良を訴えてい
ない患者には用いられないだろう。これらの蛋白質の差異は、うつ病、癌、慢性ライム病などの
ME/CFS と混同される可能性のある疲労性疾患に対して検査される必要がある。疲労や体調不
良を呈していない個人を除外することで、感受性や特殊性がどのように影響を受けるのかを確定
するために、こうした研究が必要である。
概括すると、これらの望みを与える結果は、分子的基盤がまだ不明瞭である疾患を調査する上で
の、大規模研究の力を示している。

ME/CFS 患者の困難さを描く本出版
2 月 22 日の出版に先立ち、
「診断の社会学～『係争中の病』を患うということ」
（慶応大学出版会）と題する本を、著者である大阪大学大学院人間科学研究科
助教の野島那津子さんに謹呈していただきましたのでご紹介致します。野島さ
んには 2013 年～14 年くらいにかけて、会員の患者さんをご紹介させていただ
きました。
本の「帯」には、
「『そんな病気はありません』 痛みや苦しみを患いながらも、
医療者によって『疾患』を診断されず、あるいは診断を受けても、他者から『病
い』を認められない。そんな『病い』を生きる人びとの生の困難と希望を描く」
と書かれています。
表紙の裏には、
「本書では、
『痙攣性発声障害』
『筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群』
『線維筋痛症』
という 3 つの『論争中の病』を取り上げ、50 名弱の患者への聞き取り調査などから、当事者が
抱える深刻な困難や社会的経験の分析を行う。ここでいう『論争中の病』とは、生物医学的エビ
デンスを欠いているために、病気の実在性に疑義が呈され、患いの正統化をめぐって医療専門家
と患者、医療専門家同士、あるいは患者をめぐる周囲の人びとや世論も加わって『論争』が生じ
ている病を指す。
患いに名前を与えられず、名前を与えられるだけでは必ずしも苦しみを緩和されない『論争中の
病』を患う人びとが、この社会で直面する困難や医療に対する希望を、私たちはどのように理解
することができるのか。当事者へのインタビュー調査から、彼らが抱える困難や病名診断が当事
者に与える影響を明らかにする」と書かれています。
序章には、「患っているにもかかわらず、その状態に対して適切な診断が下されなければ、病む
こと――病人であろうとすること――をしばしば容易には許されない私たちの社会において、診
断はきわめて重要な出来事でありプロセスである。・・・・この国ないし社会において彼ら（患
者）がどのような困難を抱えているか、また、診断をめぐる問題とは何であるのか、その実態が
十分に明らかにされているとはいえない。・・・本書は、論争中の病の病名診断が当事者に与え
る影響を、病気や病人をめぐる既存の社会学的議論や時間的・対他的変動も考慮しながら分析す
ることで、論争中の病を患う人びとの困難および診断の経験を、より多面的に描きだすことを目
指すものである」と書かれています。
第 4 章「何もできることはないけど愚痴なら聞きに来ます」、第 5 章「そんな病気はありません」
で、具体的に ME/CFS 患者の実例が取り上げられています。
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「慢性の痛みの勉強会」のヒアリング
6 月 12 日に参議院の会議室において、超党派の「慢性の痛み対
策議員連盟」による第 4 回慢性の痛みに関する勉強会が開催され、
ヒアリング（ZOOM で出席）に呼んでいただきました。第 3 回
の勉強会において「慢性の痛み対策基本法案」の骨子素案が示さ
れ、その内容について検討を進めるにあたり、NPO 法人線維筋
痛症友の会、横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科教授
の 3 団体からヒアリングが行われました。
出席された議連の呼びかけ議員の方：阿部知子議員、小池 晃議員、小西洋之議員、小宮山泰子
議員、野田聖子議員 山本博司議員。出席された議員：あべ俊子議員、熊野正士議員、左藤章議
員、しげもと譲議員、島村大議員、武村展英議員、寺田静議員、福井照議員、船橋利実議員、三
ッ林裕巳議員。
秘書の方が出席：中島克仁議員、原口一博議員、青山雅幸議員、安藤高夫議員、石崎徹議員、磯
崎仁彦議員、大岡敏孝議員、小川克巳議員、片山大介議員、金子恭之議員、金田勝年議員、鴨下
一郎議員、川田龍平議員、北村誠吾議員、倉林明子議員、佐々木隆博議員、自見はなこ議員、高
木美智代議員、田島麻衣子議員、田畑裕明議員、橘慶一郎議員、冨岡勉議員、羽生田俊議員、丸
川珠代議員、道下大樹議員、吉田統彦議員、渡辺猛之議員
出席された医療関係者：奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科教授、難治性疼痛患
者支援協会ぐっどばいペイン代表理事と副代表理事
出席された省庁の方：厚生労働省健康局難病対策課課長、厚生労働省保険局医療課医療技術評価
推進室室長、厚生労働省医政局総務課課長補佐、厚生労働省医政局総務課主査、文部科学省高等
教育局医学教育課課長補佐、内閣官房健康・医療戦略室参事官補佐、
慢性の痛み対策基本法案（仮称）の骨子素案は、基本的認識における慢性の痛みの現状として、
ほとんどが身体にとって無益（有害）なものであり、患者の QOL を低下させる要因になってい
ること、就労等の制限を余儀なくされる場合があり、それに伴う経済的損失が大きいこと、急性
痛とは異なり痛みの原因が必ずしも明らかではないこと、医療関係者の整備が不十分であり多く
の患者が満足な治療を受けられていないことを挙げ、慢性の痛み対策につき、政治の意思として
法律を制定し、必要な施策を推進することを目指しています。
ME/CFS は「線維筋痛症を併発する患者さんも多く、痛みによって生活が著しく制限されるこ
と、2014 年の厚労省の実態調査で 3 割の患者が寝たきりに近く、患者の日常生活困難度が深刻
であることや、仕事を継続できたのは 2％にすぎず、患者が経済的に非常に困窮していることが
明らかになったことを説明し、慢性の疼痛により日常生活が送れなくなる ME/CFS 患者が、必
要な支援を受けられるようになることと、慢性の疼痛により仕事を継続できない ME/CFS 患者
が障害年金を受給できるようになることを求めました。

COVID-19 の後遺症が続いている方へ
当会の HP にで「COVID-19 の後遺症が続いている方へ」、コロナ後に ME/CFS を発症する可
能性、ME/CFS の診断基準、障害年金・身体障害者手帳等についての情報提供を行っています。
URL：https://bit.ly/35MmtZy
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