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佐藤和貴郎先生が国際 ME/CFS学会で講演 
 

8 月 19 日～21 日に、国際 ME/CFS 学会主催の学術大会がオンラインで開催

されました。21 日に国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所免

疫研究部室長の佐藤和貴郎先生が、「Development of blood biomarker using 

deviated B cell receptor repertoire in ME/CFS（ME/CFS における B 細胞

受容体のレパートリーの偏倚を用いた血液バイオマーカーの開発）」と題して

講演されました。佐藤先生は AMED「ME/CFS の血液診断法の開発」研究班研究代表者です。 
 

さまざまな研究結果がB細胞や自己抗体がME/CFSの病態に重要であることを示してきました。

1）色々な種類の B 細胞（亜分画）の頻度の変化、2）B 細胞の分化の障害、3）ノルウェーの医

師主導治験の結果、B 細胞除去療法が有効な患者がいたこと、4）自律神経受容体を標的とする

自己抗体の存在、5）ドイツの臨床研究の結果、免疫グロブリン（IgG）を除去する免疫吸着療

法が有効な患者がいたこと、6）ME/CFS 患者の症状と関連する脳部位の異常が自己抗体と関連

すること、です。ドイツからの報告通り、さまざまな抗自律神経受容体抗体の増加は、日本人の

患者でも同様の結果を示しました。また、NCNP の放射線診療部との共同研究において、脳内

ネットワーク解析と抗自律神経受容体抗体との関連について調べたところ、抗β1 アドレナリン

受容体抗体と右背外側前頭前野の関連などを見出しました。同部位は ME/CFS 患者においてよ

く認められる、注意力やワーキングメモリー、痛みと関連する部位です。 
 

B細胞はその表面にB細胞受容体を出していて、抗原を認識すると活性化や分裂し増殖します。

V,D,J の 3 つの遺伝子群の組み合わせによって多種多様なものが作られ、多様な抗原に対応しま

す。ちょうど鍵と鍵穴の関係のように。ME/CFS 患者におけるレパトアの偏りを調べる方法と

して、次世代シークエンサーを用いた解析技術を用いました。 
 

その結果、患者群ではいくつかの種類の B 細胞受容体が健常者より多いという偏りが認められ

ました。このデータを用いて、高い精度で患者と健常者を区別することができました。また別の

患者集団で検証し、ほぼ再現性のある結果が得られました。患者の中にはアレルギーやバセドウ

病等の免疫疾患を合併している患者もいますので、そうした合併疾患によって偏倚が起こってい

るという可能性がありますが、免疫関連疾患の合併がない患者集団の解析でも、ほぼ同様の結果

が得られましたので、この変化は ME/CFS という病気そのものに由来すると考えられました。 
 

B 細胞の色々な種類について調べる亜分画解析では、抗体を作るプラズマブラストとよばれる細

胞が一部の患者（発症からの期間が比較的短く、症状が重い患者）において高い頻度で認められ

http://mecfsj.wordpress.com/


2021年 9月 No.44 

 

2 

 

ました。その機能を遺伝子の働きから推定する解析の結果、インターフェロン反応性遺伝子と呼

ばれる遺伝子の働きが亢進していることがわかりました。この遺伝子はウイルス感染や一部の自

己免疫疾患で亢進している遺伝子です。 
 

患者集団で増加しているレパトアの中でも、互いに近縁の IGHV3-30 と 3-30-3 は色々な点で特

徴的でした。その頻度が、1）感染症エピソード後に発症した患者でとくに高いこと、2）罹病

期間の比較的短い患者で高いこと、3）プラズマブラストのインターフェロン反応性遺伝子の増

加と相関すること、4）抗β1 および抗β2 受容体抗体価と相関すること、さらに 5）我々と異な

る手法（プロテオーム解析）でも同様の増加が示されています。 
 

B 細胞受容体の構造の中で、抗原と結合するために最も重要な部位を相補性決定領域３（CDR3）

と呼びます。ある抗原によって特定の B 細胞が増えると、ある長さの B 細胞が突出して増加す

ることを利用した CDR3 長解析という方法があります。IGHV3-30 の頻度が増えている患者で

この解析を行ったところ、特定の長さの B 細胞の増加（ピーク）を認めました。このことは、

ある抗原が IGHV3-30 の増加を引き起こしている可能性を示唆しました。 
 

私達は、コロナ感染症のあと ME/CFS を発症した患者についての研究を開始しています。その

研究結果の一部を示しますが、抗自律神経受容体抗体価が高い患者がかなり多くいることや、一

部の患者ではプラズマブラストの頻度が増加していることがわかりました。 
 

以上をまとめると、感染症によって特定の B 細胞集団が増加し、抗自律神経受容体抗体などの

自己抗体が産生されると、これが患者の症状と対応する脳部位の微細な異常を引き起こすという

一連の流れがあるのではないかと考えられます。この流れを止める治療（B 細胞標的療法・免疫

吸着療法・磁気刺激療法など）が有効な治療であると考えられ、治験などで検証を進めていくべ

きと考えます。今後 NCNP の各部門が連携し、この困難な疾病に対する研究開発活動や診療活

動を進めていけたらと考えております。  

  

NCNPで免疫異常の論文についての記者会見 
 

4 月 27 日に国立精神・神経医療研究センター（NCNP）に

おいて、「筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群の新たな免疫バ

イオマーカーの発見～B 細胞受容体レパトア解析に基づく

成果～」と題して、論文発表に合わせてオンライン記者発

表会が開催され、20 名以上のメディアの方が取材して下さいました。 
 

NCNP 神経研究所免疫研究部長の山村隆先生が、研究の背景・概要として、ME/CFS の症状や

診断基準、血液バイオマーカーによる新しい血液診断法（B 細胞受容体レパトア解析）を開発し

たことの意味（ME/CFS の医療の均てん化、明確な疾病概念の確立、指定難病などの患者救済、

治療薬開発につながる画期的な成果）、自己免疫性疾患である可能性、ノルウェーの治療薬開発

の試み、ME/CFS 患者の脳の異常、COVID-19 関連の ME/CFS の集団発生の可能性について発

表されました。最後に、「ME/CFS 患者では特定の抗原に対する強い免疫応答が維持されている

と推測され、発症初期の引き金を引くのは感染性病原体であるが、慢性期には自己抗体にシフト

している可能性が考えられる。ME/CFS は自己免疫病（神経免疫疾患）である可能性が高く、B

細胞などを標的とする新規治療薬の開発が期待される。海外では COVID-19 感染に続発する

ME/CFS の論文が続々と出版され始めている。先行感染が明確でない ME/CFS の研究や診療に

もＢ細胞受容体レパトア解析は有用」と結ばれました。 
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続いて、同研究所免疫研究部室長の佐藤和貴郎先生が、「筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群にお

ける B 細胞受容体レパトアのかたより」と題して発表されました。抗体を作る細胞である B 細

胞は、抗体（免疫グロブリン）と同じ形をした B 細胞受容体を細胞の方に出しています。きわ

めて多様な種類があり、それによって無数の細菌・ウイルス等に反応・対応できるようになって

います。そのたくさんの B 細胞受容体のレパートリーが、B 細胞受容体(BCR)レパトアです。 
 

次世代シークエンサーを用いて、網羅的に全種類の B 細胞受容体を調べることで、色々な遺伝

子の種類によってグループ分けできます。今回、ME/CFS 患者群と病気でない健康な方と比較

をして、レパートリーの頻度の違いを調べました。 
 

様々な感染症でこうした研究が行われており、COVID-19 に関する論文もすでに出ています。

健康な方に比べて一部の遺伝子のレパートリーが患者群で偏りがあると書かれた論文もありま

す。同じ方法を用いて、自己免疫疾患である血小板減少症紫斑病の患者を対象に BCR レパトア

を調べた研究では、患者さんで 4-28 という遺伝子ファミリーが増えており、この病気と特定の

レパトアと関係があることが分かりました。 
 

今回の研究参加者は 37 名の患者と健常者 23 名でした。平均年齢約 40 歳で、平均で病歴 10 年

位、女性が 7～8 割、発症時に感染症様症状があった方が約半数、免疫系の病気を併せ持ってい

る方も約半分いました。重症度は PS 値約 6 で、調子の良い日は少し動けるけれども、一週間の

内半分以上は自宅で休まなければいけないというレベルで、日常生活を送るのが非常に大変です。 
 

いくつかの遺伝子は患者集団で頻度が高いということが分かり、そうしたものが 6 つ見つかり

ました。6 つのデータだけを見て、患者さんと健常者を見分けることができるかを ROC 解析と

いう統計学的手法で調べ、精度 80％以上というかなり高い確率で診断できることが分かりまし

た。気管支喘息やアレルギー体質などがない患者さんでも同じ結果が得られたことから、

ME/CFS そのものとの関係があると考えます。その後、最初の検討の後に別の患者さん（患者

37 名）に参加していただき、ほぼ同じ結果が得られましたので、再現性があると考えられます。 
 

感染症後に発症した患者が約半数おられ、そうした方と関連のある遺伝子ファミリーは、

IGHV3-30 と 3-30-3 が浮かび上がってきました。この 2 つは相関関係があり、両方高い方が多

く、発症からの年数が比較的短い（10 年以下）方で高いことも分かりました。 
 

プラズマブラストという抗体を盛んに産生する細胞は感染症の後に増えますが、フローサイトメ

ーターを用いて B 細胞の色々な種類を調べたところ、約 2 割の患者さんでプラズマブラストが

非常に増えていることが分かりました。特に重症の方や、発症からの期間が比較的に短い方で増

えていることが分かりました。さらに詳しく調べたところ、患者さんで増えている遺伝子機能の

内の 2 つが Mx1 と IFI16 で、患者さんのプラズマブラストはインターフェロンに反応して活性

化しています。ウイルスとの関係、自己免疫疾患と関係する遺伝子が、抗体を作る細胞において

増えていたという異常を見出したということです。 
 

最後に、「今回の論文で見出したことは、患者さんでは特定の B 細胞受容体ファミリーが血液中

で増えていて、それが診断バイオマーカーとしての可能性があるのではないか。特に感染症のエ

ピソードで発症した方で特に増えている 3-30、3-30-3 というファミリーを見出しました。抗体

産生度の高いプラズマブラストでのインターフェロン誘導遺伝子が増えているという異常を見

出しました」とまとめられました。 
 

 

NCNP における最新の研究の動画制作 
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国立精神・神経医療研究センター(NCNP)の山村先生の研究チー

ムは 2021 年 4 月に、血液検査で 8～9 割以上の精度で筋痛性脳

脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）を診断ができることを示す

論文を発表しました。これは治療法開発にも役立つ成果であり、

NCNP より他にも 2 つの論文が発表されています。NCNP では

ME/CFS の研究が飛躍的に進んでいますので、そのことを広く知

って頂くと同時に、さらに研究が進み、ME/CFS が指定難病になり、治療薬の治験が早期に開

始されることを願って、ショート動画を制作しました。 

※動画の URL : https://www.youtube.com/watch?v=j5Pnu_L8RwI  

 

国際 MECFS 学会での NIH のナス先生の講演 
 

ニュージーランドの ME/CFS 専門医であるロサムンド・ヴァリン

グス先生とセーラ・ダルジール先生が書かれた国際 ME/CFS 学会

学術大会の報告を、少しずつご紹介致します。 
 

8 月 20 日の基調講演  

米国国立衛生研究所・国立神経疾患・脳卒中研究所のナス先生 

「ME/CFS と Long COVID：重複しているか、それとも異なる病態か」 
 

COVID-19 感染は、神経症状を引き起こすことで知られています。嗅覚障害、脳症、脳卒中、

髄膜炎／脳炎、発作、白質脳症、脳幹異常による突然死を含む、急性新型コロナウイルス感染症

の感染に関連する複数の症状が報告されています。COVID-19 で入院した患者の 3 分の 1 は、

精神状態の変容を経験し、平均で 3 倍入院期間が延びています。こうした患者の 3 分の 2 は、

退院時に日常生活動作に支障があります。急性 COVID 脳症の患者の死亡率も増加しています。 
 

英国のデータによると、他のウイルス性疾患に比べ、急性 COVID-19 後には脳出血、虚血性脳

梗塞、認知症、精神疾患を含む神経症状が多いことが示されています。Long COVID は（後遺

症の）表れ方の一つにすぎません。Long COVID の患者は 4 つのグループに分けられます（重

複する症状もあります）。 
 

1．運動不耐と疲労 

2．ブレインフォグー特に言語検索困難 

3．頻脈／体位性頻脈症候群など、低血圧、体温調節障害、胃腸系の症状、末梢血管収縮（多く

の場合、手足のチクチクした痛みとして現れる）を含む自律神経機能障害 

4．関節・筋肉・胸の痛み 
 

ME/CFS と Long COVID には表現型として重複があります。 
 

持続感染、及び又は持続的な免疫活性化の、2 つの病理生理学的メカニズムが提案されています。

両方のメカニズムを裏付ける研究のエビデンスがあります。 
 

脳脊髄液は T 細胞の枯渇と、感染への免疫反応と一致した脱分化した単球を示しており、自然

免疫系の免疫調節障害を示唆しています。COVID-19 の症例による剖検の研究の結果、脳のあ

らゆる部分に炎症性浸潤を示し、特に脳幹において顕著でした。嗅球で血管漏出や白血球浸潤も

見られますが、ウイルスやスパイク蛋白は検出されませんでした。血管壁内の血小板の活性化の

増加が特に内皮細胞の回りで見られ、損傷個所を示唆している可能性があります。死後の MRI

画像は、脳幹の大血管と微小血管損傷、ニューロン損傷を示しています。 
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治療の可能性は、抗ウイルス薬（ウイルスの持続感染が認められる場合）、免疫調節薬、T 細胞

の枯渇を逆転させうる治療法等があります。 

 
国際 ME/CFS学会の報告②ー感染症  

 8 月 19 日～21 日に、国際 ME/CFS 学会主催の学術大会がオンライ

ンで開催されました。第 2 回目の報告です。 
 

米国カルフォルニア州の EV Med Research のジョン・チア先生 

「ME/CFS 患者における COVID-19 感染－予備的調査」 

ME/CFS 患者における COVID-19 感染について考察しました。急性

COVID-19 感染後に、Long-Haul-COVID として今はよく知られる、長期間持続する体を衰弱

させる症状が続きます。この研究では、COVID-19 に感染した場合、既存の ME/CFS がさらに

悪化するかどうかを考察しました。26 名の ME/CFS 患者が研究対象となりましたが、全員がエ

ンテロウイルスにもかかっていました。事前のエンテロウイルスは、胃生検によって診断されま

した。 
 

COVID-19 に感染した患者を、3～6 ヵ月間追跡調査をしました。15 人は軽症でしたが、11 人

はインフルエンザ様症状、疲労、ブレインフォグ等の症状が 2～4 週間続き、寝たきりでした。

26 人中 14 人は、急性感染後数ヵ月間、ME/CFS 症状が悪化しました。その 11 人の内 4 人は入

院しました。1 人は S 状結腸憩室炎の穿孔で、3 人が肺炎で（承認適応症外使用のレムデシビル

とステロイドの治療を受け）入院しました。後者の回復には最高で 3 カ月かかりました。 
 

経過観察中に、13 人の患者の末梢血の白血球からエンテロウイルス蛋白が検出されましたが、

誰も COVID-19 の蛋白が持続してはいませんでした。COVID-19 感染は半数の患者の ME/CFS

症状を非常に悪化させ、4 人が入院する原因となったと結論づけました。レムデシビルが

ME/CFS 症状を著しく改善させましたので、さらなる研究が必要です。 
 

米国イリノイ州シカゴ市のデポール大学教授のレオナード・ジェイソン博士 

「経時的な COVID-19 の症状：Long-Hauler と ME/CFS の比較」 

コロナ以前のパンデミックにおいて、10～20％の人は回復しませんでした。ジェイソン博士は

long-haul COVID 患者を経時的に調査し、ME/CFS 患者と比較しました。278 人の long-haul 

COVID のどの症状がどのように時間とともに変化したかを、別の慢性疾患である ME/CFS の

502 人の症状と比較しました。標準的な症状の質問票を使用し、COVID-19 の症状のリストも

含めました。時間が経過するにつれ、long-halulers は回復のなされない睡眠や労作後の消耗（体

調不良）を含むほとんどの症状が全体的に減りましたが、神経症状は悪化しました。 
 

ME/CFS と比較すると、COVID-19 患者は最初は免疫や起立性の領域の症状をより多く呈して

いました。ME/CFS 患者は胃腸や神経認知領域の機能障害が強かったです。しかし、時間の経

過と共に、起立性の領域以外では、long-halulers は ME/CFS 患者より有意に症状が軽くなった

ことが証明されました。long-halulers は、経過と共にいくつかの神経認知症状が悪化しました

が、他のほとんどの領域では改善していました。異なる症状のパターンのこうした研究により、

両方の疾患の病態生理の理解がより進む可能性があります。 
 

米国カルフォルニア州の EV Med Research のジョン・チア先生 

「ME/CFS の発症機序には脳神経細胞へのエンテロウイルス感染、免疫の活性化と細胞死が関

与している」 
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チア先生は ME/CFS の発症機序と、脳神経細胞へのエンテロウイルス感染、免疫の活性化と細 

胞死との関連について考察しました。彼は、ME/CFS にエンテロウイルスが関与していると、

長い間主張していました。1994 年と 2001 年の研究、及び 2004 年の自分の患者の研究に言及し

ました。動物では、エンテロウイルスが脳神経細胞の持続感染の原因となります。 
 

この研究では、6 か所の異なった領域から脳のサンプルが採取されました。ウイルス性のカプシ

ド蛋白 1 が、異なった脳の領域の神経細胞において見つかり、小脳のプルキンエ細胞中が最も

顕著でした。また、過剰な炎症性細胞やグリアの活性化がなくとも、脳神経細胞の慢性エンテロ

ウイルス感染のエビデンスが見られました。この研究は、ME/CFS における体を衰弱させる神

経症状についての免疫病理学的な説明を提供します。 
 

COVID-19後の ME/CFS緊急アンケートの報告 
 

日本においても COVID-19 を契機として ME/CFS を発症する可能性を調べる

ため、当法人では 2020 年 5 月に WEB 上でアンケート調査を実施し、326 名

から回答を得ました。同年 10 月までに専門医の診察を経て、5 名（PCR 検査

陽性 1名、未検査 4名）がME/CFSの確定診断を受け、日本においてCOVID-19

を契機として ME/CFS を発症する可能性が明らかになりました。 
 
当法人では 2021 年の通常国会に、「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」を提出しました。会期末に請願審議が行われるのに合わせて、WEB 上で 5 月 29 日

～6月6日に緊急のアンケート調査を実施し、簡単なアンケートの内容や数名の患者さんの声を、

6 月 7 日に衆参両議院の厚生労働委員会理事の方々に届けました。そして、16 日には衆参両議

院で請願が採択されました。 
 
アンケートの結果がまとまり、報告の全文は当会の HP からご覧いただけます。アンケートは、

COVID-19 に感染した、又は感染が疑われ、PCR 検査の有無に関わらず、ME/CFS 様の症状が

続いている方を対象とし、合計 141 名から回答を得ました。PCR 検査陽性の方が 42 名（全体

の 29.8％）、陰性の方が 36 名（全体の 25.5％）、未検査の方が 67 名（全体の 47.5％）でした。 
 

【40 代に後遺症が多い傾向】 

回答者の性別は、女性 107 名（75.9%）、男性 32 名（22.7％）、その他 2 名（1.4％）でした。

年齢は 40 代の方が 47 名（33.3%）で一番多く、次いで 30 代が 31 名（22.0%）でした。40 代

（昨年は 33.4％）の次に 30 代（昨年は 26.1％）の方が多い傾向は昨年度と変わりませんでした。 
 

【1 年以上後遺症が続いている方が非常に多い】 

2020 年 1～5 月の 5 か月間に発症された方が約 69％を占め、その内、2～4 月の 3 か月間だけで

約 57％で、1年以上にわたって後遺症が続いている方が非常に多い実態が明らかになりました。 
 

【全国で ME/CFS の診療体制整備を】 

回答者の中で、医師から ME/CFS と診断された方は 29 名（20.6％）、医師から ME/CFS の疑

いと診断された方が 37 名（26.2％）、診断を受けていない方が 71 名（50.4％）で、5 人に 1

人にしか確定診断がおりておらず、全国で診療体制を早急に整備する必要性を強く感じます。 
 
【無症状だった方にも後遺症が】 

COVID-19 感染時は無症状であったものの、後遺症で苦しんでいる方が 6 名（全体の 4.3％）い 

らっしゃり、10 代の方が 3 名、20 代の方が 2 名と若い方が多く、半数の方は医師から ME/CFS 

と診断されていました。このことから、若い方も COVID-19 を契機に ME/CFS を発症する確率 
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が高いことがうかがえます。 
 

【継続している様々な症状】 

多くの方に 10 個近くの症状（10 個以上の

方も）があることもわかりました。患者さ

んは実に様々な症状に悩まされていますが、

見た目ではそれが全く分からず、一般の検

査で異常が見つかりませんので、周囲や医

療関係者の方に患者さんの声に耳を傾けて

いただきたいと思います。 
 

【患者の置かれた深刻な状況】 

仕事や学校に戻ることができない」方が 73.8％、「身の回りのことができない」方が 32.6％、

「寝たきりに近い」方が 25.5％、「基本的動作（飲み込む、歩くなど）を学習する必要がある」

方が 5.7％と、社会生活や日常生活が送れなくなっている深刻な実態も明らかになりました。 
 

【国に望むこと（3 つまで回答）】 

アンケートで、国に望むことを 3 つまで書いていただきました。一番多かったのが「COVID19 

の後遺症患者の社会保障」で 74.5％、「ME/CFS の治療薬開発」が 64.5％、「COVID-19 と 

ME/CFS の研究促進」が 56.7％、「ME/CFS の診療体制」が 49.6％、「COVID-19 後に ME/CFS 

を発症する可能性を調べる実態調査」が 46.1％、「COVID-19 の後遺症の啓発」が 41.8％でし

た。「仕事や学校に戻ることができない」方が 73.8％いらっしゃいますので、社会保障を望む

のは当然の結果です。そして、治療薬の開発を望む声が続きます。 
 

その他、「PCR 検査を受けられなかった患者にも PCR 検査陽性患者と同様の社会保障」「PCR

検査が未検査や陰性だった患者もコロナ後遺症と認めてほしい」「体調不良時に PCR 検査をす

ぐに受けられる体制」など、PCR 検査に関わる希望が多数寄せられました。 
 

【一番困っていること（自由回

答、複数可）】左の表参照 
 

【後遺症患者に社会保障を！】 

2014 年には厚生労働省により

ME/CFS 患者の実態調査が行

われ、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。73.8％の方

が仕事や学校に戻れないと回

答していることを重くみて、早

急に対策を取っていただきた

いと思います。その際には、

PCR 検査を受けられなかった

方や、PCR 検査の時期によっ

て陽性の結果が出なかった患

者さんも、救済の対象にするこ

とを求めます。 
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また長期にわたって学校に通えないと回答された10代の方が2人（2020年2月と11月に発症）

おられ、1 人は専門医から ME/CFS の診断を受け、もう一人は医師から ME/CFS 疑いと診断さ

れています。教育をどう保障していくのかも大きな課題であることが浮かび上がってきました。 
 

【一日も早く研究体制の構築を！】 

2021 年 4 月 27 日に国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所より。血液検査によっ

て客観的に診断できることを示す査読付き論文が発表されました。NCNP の山村隆先生はこの

診断法を使って、すでに約 30 人が COVID-19 関連の ME/CFS と診断されています。 
 

過去の科学的エビデンスを基にすると、COVID-19 の全感染者の 10％が ME/CFS を発症すると

推計され、日本においても数万人規模の新たな ME/CFS 患者が生まれる可能性を示しています。

疑いのある方を含めたら 10 万人以上の人がこの診断法によって、ME/CFS かどうかを診断でき

ることになりますので、実用化に向けた研究を早急に促進していただきたいと思います。それが

全国での診療体制確立につながることでしょう。 
 

【治療薬開発の研究を！】 

B 細胞に異常のある患者さんだけを集めて薬の治験を行うことができるようになりますから、治

療薬の研究も進むことは間違いありません。早期に治療を開始すればするほど、回復率も上がり

ますので、早急に治験を開始していただきたいと思います。 
 

【COVID-19 と ME/CFS との関係に関する実態調査を！】 

厚労省は 2021 年 6 月に後遺症の研究班の実態調査を発表しましたが、研究班には神経免疫の専

門家が関与しておらず、ME/CFS に関する記述はどこにもありません。COVID-19 はウイルス

が原因の感染症ですから、免疫が関与していることは明らかで、神経免疫の専門家が中心になっ

て研究することは当然のことであり、当法人では 2020 年から厚生労働省に海外の情報を提供し

てきました。早急に実態調査を開始していただきたいと思います。 
 

【COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性について啓発を！】 

数万人規模で新たな ME/CFS 患者が生まれる可能性に直面しているのですから、広く国民に啓

発することは当然の責務だと考えます。ME/CFS は早期に診断や適切な治療を受け、安静にす

ることができれば、重症化を防げる可能性があります。COVID-19 を契機として ME/CFS を発

症する可能性について、厚労省の HP などに掲載していただきたいと思います。 
 

このアンケート調査はインターネット上で実施されたため、アンケートにアクセスできた方は限

定的であることを付け加えます。最後に、9 日間という短い間に緊急アンケートにご協力いただ

いた皆様に、心から感謝申し上げます。 
 
 

英国ME 協会のワクチンのアンケート 
 

イギリスの患者団体 The ME Association は、COVID-19 のワクチンに関するア

ンケートを行いました。顧問医師のシェパード先生（ME/CFS 患者）のコメント

と一緒にご紹介致します。 

・・・・・・ 

ME/CFS の方が COVID-19 のワクチンを接種するかどうか決める際に、考慮すべき大事なポイ

ントをいくつかお話しします。 
 

◎COVID-19 は、非常に深刻で命を脅かす感染症で、近い将来に消え去ることはありませんし、

完全に消えることはないかもしれません。 



2021年 9月 No.44 

 

9 

 

◎ME/CFS の方が COVID-19 にかかれば、ME/CFS の症状が非常に悪化するか、再熱するでし

ょう。このことは昨年、当会に寄せられた皆様の経験談から分かっています。 

◎個人的な事情、ウイルスや感染しているかもしれない人と接触する危険性を考慮しましょう。 
 

◎アストラゼネカのワクチンによる非常に稀な血栓や重篤なアレルギー反応を別にすれば、すべ

ての COVID-19 ワクチンは非常に安全です。 

◎どのワクチンでもそうですが、一部の ME/CFS 患者は症状が、特に COVID-19 の副反応と一

般に報告されているものと重なる症状が悪化するでしょう。少数（多分 5～10％）の患者は、 

ME/CFS の症状が激しく悪化した、又は継続していると報告しています。 

◎今のところ、安全性や効果との関連において、英国で現在使われているどのワクチン（アスト

ラゼネカ、モデルナ、ファイザー）が、ME/CFS にとってより良い選択であるかというエビデ

ンスは示されていません。 
 

◎どの程度防げるのか、そしてどのくらい免疫が持続するのかは、まだ明確ではありません。 

◎英国 ME 協会の HP で COVID-19 のワクチンを受けた人々からの経験談を掲載し、定期的に

更新しています。現在までの経験談では、ほとんどの方が対処できており、他のほとんどのワク

チンで起きることが知られている一般的な副反応を短期間経験しているだけです。 

◎しかし、少数とはいえ無視できない数、多分約 10％の方が、もっと重篤な ME/CFS の症状の

再熱や悪化、あるいはもっと顕著は副反応を経験しています。これらの人々が未だに回復してい

なければ、2 回目の接種を受けるかどうかを決める際に、非常に心配すべき状況です。 
 

【英国 ME 協会の 2021 年の WEB 調査結果】 

「COVID-19 のワクチンを受けましたか。受けた方は接種後にどう感じましたか。回答を 3 つ

まで選んでください」と尋ねました。全回答数 1956 
 

・大丈夫だった。数日後も認識できる問題は何もなし。（7％、201 回答） 

・ワクチン後、驚くほど体調が良かった。（2％、70 回答） 

・腕の痛み、疲労感の悪化、頭痛、悪寒、微熱等の副反応があった。（19％、547 回答） 

・上記の症状のいくつかの他に、ME/CFS の症状が悪化した。（12％、351 回答） 

・上記の症状のいくつかだけで、ME/CFS の症状は悪化しなかった。（9％、260 回答） 

・上記の全ての症状の他に、ME/CFS の症状が悪化した。（12％、361 回答） 

・上記の副反応はなかったが、ME/CFS の症状が悪化した。（1％、35 回答） 

・重篤な副反応、及び／又は ME/CFS の症状が大幅に悪化し、医師の診療を受ける必要があっ

た。（4％、118 回答） 

・ワクチン接種から数日内で症状は消えた。（10％、296 回答） 

・ワクチン接種から 1 週間で症状は消えた。（8％、228 回答） 

・症状が消えるのに 1 週間以上かかった。（9％、254 回答） 

・症状は消えておらず、ME/CFS が再熱した。（7％、208 回答） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

2 回目の接種を終えた人々からの経験談は極わずかしか届いておらず、1 回目の接種でひどい反

応があった人々からの回答は、さらに少ししか届いていません。2 回目の接種を受けることで、

明らかにウイルスに対する免疫の防御力の強化や、この免疫力が持続する期間が長くなる可能性

がありますが、症状悪化という代償を払うことになるかもしれません。 
 

1 回目のワクチンで免疫系は、COVID-19 の可能性があると認識したあらゆるもの（すなわち 2

回目のワクチン）に反応するよう準備されますので、2 回目のワクチン後は健常者でも副反応は

さらに起こりやすく顕著である可能性があります。 
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「ミヤネ屋」で COVID-19後の ME/CFS 

 

7 月 12 日に日本テレビの「ミヤネ屋」で、「急増 コロナ後遺症 記

憶障害も～理解進まぬ“取り残された”病」と題して放送されました。

新型コロナの感染者増加とともに増えているのがコロナ後遺症です。国の調査によると、新型コ

ロナで入院した患者に診断から半年後の症状を聞いたところ、21%で疲労感・倦怠感、13%で息

苦しさ、11%で思考力・集中力の低下の症状などが残っていることがわかりました。 
 

後遺症の専門外来を行っている医師によると、診察に訪れた後遺症患者は 20 代と 30 代が全体

の半数近くを占め、倦怠感とブレインフォグが特徴だと言います。ブレインフォグは、脳に霧が

かかったように思考力が落ち、記憶障害、何をしようとしていたかわからない、考えがまとまら

ない、書いてある内容か読み取れないなどが起きます。 
 

神奈川県内に住む 49 歳の女性もブレインフォグに悩まされています。去年 3 月、新型コロナと

みられる症状が出ましたが PCR 検査を受けられず、2 ヶ月後に受けたものの陰性でした。しか

し、この一年間、ひどい倦怠感や全身の痛みに悩まされ、食事の支度も座って行い、1 日のほと

んどを横になって過ごし、外出も必要最低限で、「スーパーで買い物をしたら同じものが 2 個

入っていたり、前の日に着ていた服が自分のものだとわからないとか・・・」と話します。 
 

様々な検査を受けましたが原因がわからず、去年 12 月にコロナ後遺症専門外来で、後遺症で間

違いないし、筋痛性脳脊髄炎（ME/CFS）に移行している可能性が高いと言われました。ME/CFS

は、ウイルスなどの感染症をきっかけに発症するといわれています。実際にこの女性を診察した

国立精神・神経医療研究センターの山村医師は、「全体として ME/CFS の患者さんは、COVID

を発症した方の中の 5％～10％はいらっしゃると推定されると思います」と話します。 
 

悪化すると寝たきりになる可能性もありますが、発症の詳しいメカニズムはわかっておらず、異

常を見つけにくいといいます。「『MRI 検査で異常がないから、すぐ仕事しなさい』と言われ

たことを信じて仕事に行ったら、一週間してすごく悪化して寝たきりになってしまい、はたから

ますます理解されず、患者さんは困っていらっしゃいます」と山村医師。 
 

49 歳の女性も、20 歳の娘が同じく後遺症と診断されました。「娘はその時ほっとして、ちょっ

と泣いてました。後遺症を認めてもらえず、精神的とか結構言われていたらしいので。手伝って

もらわないとどうにもできない体調ですので、家族や職場の理解はとても大事です」と語ります。 
 

ノルウェーで、患者さん 312 人の後遺症をみた結果、軽症・中等症の自宅隔離した 16～30 歳の

半分が後遺症を持っていて、呼吸困難や認知機能の症状など重い症状が出る恐れもあるそうです。 
 

国立精神神・経医療研究センターによりますと、ME/CFS は半年以上にわたって疲労感が続き、

全身の脱力などによって日常生活を送るのが困難になる原因不明の病気だということです。山村

先生によりますと、コロナウイルスが口から入り、気管や肺まで行った場合に脳の免疫に異常を

起こすことがあり、その結果、自律神経を含めた脳のタンパク質に反応する自己抗体が増えるこ

とがあります。これと同時に脳に軽い炎症が起きていることが確認されおり、この因果関係が注

目されているということです。新型コロナ疑いの患者さんの脳の血流を解析した画像では、運

動・認知・学習に関する部分の血流低下が認められるということです。山村先生は、これが MRI

などでは映らないため、気のせいとか心の病などとされ、治療が遅れてしまう取り残された病だ

とおっしゃっていました。 
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スーパーJチャンネルでCOVID-19後のME/CFS 
 

6 月 16 日にテレビ朝日の「スーパーJ チャンネル」で、「コロナ後遺

症に関して国が初の実態調査」と題して放送されました。新型コロナ

で重い後遺症が続くことを示す国の調査結果の中間報告が発表されま

した。比較的重い症状だった患者 512 人への調査で、退院から 3 か月

後も筋力低下や息苦しさ倦怠感といった不調が、多くの人で続いていることがわかりました。ま

た、退院 3 か月後の肺の CT 画像には、半数以上の人に影や炎症性のある変化が見られました。 
 

静岡市の 40 代の男性は、去年 4 月下旬に感染し入院、5 月に退院しました。突然寒気に襲われ

たり肌の痛みが起きたりする症状に悩むようになり、対処法や病名もわからず、仕事にも支障が

出るほどの状態です。つらい症状がずっと続くのではないかと、絶望感に襲われた時期もあった

と明かします。異変が出てから数か月後、精密検査で「筋痛性脳脊髄炎」と診断されました。 
 

国立精神・神経医療センターの山村隆医師は、「一般的な社会の認知度がまだ低いので、コロナ

感染後、どのくらい筋痛性脳脊髄炎（ME/CFS）が広がっているのか、十分に分かっていないと

言えると思います」と語ります。 

   

朝日新聞で COVID-19後の ME/CFS 
 

9 月 15 日付の朝日新聞生活面の「患者を生きる」のコーナーで、「新型

コロナ 強い疲労感」と題してコロナ後の ME/CFS が 4 回の連載で取り

上げられました。 
 

関東地方の男性（40）が新型コロナウイルスに感染したのは昨年 11 月。

「軽症」で 7 日目に退院し、退院後は体のだるさがありましたが、自宅から 3 キロ離れた実家

まで自転車で往復したり、3 キロほど散歩したり、少しずつよくなっている実感がありました。 
 

今年 1 月 4 日未明に突然、ひどい動悸と息苦しさに襲われ、発熱、吐き気、下痢、寒気、目の

焦点も合わない状態で「死ぬかと思った」。夜が明けるころには症状は消え、すぐに病院を受診。

新型コロナへの再感染はなく、検査でも異常は見つからず、病院の記録には「（新型コロナの）

後遺症の疑い」と記されていました。 
 

症状には波があり、だるさや息苦しさ、関節の痛み、高い音が耳に響いたり、光がまぶしかった

り、様々な症状がスイッチが切り替わるよう、あらわれたり治まったりを繰り返しました。2 月

中旬に症状が再び悪化し、「携帯電話すら重くて持ち上げられない」状態になり、実家に戻るこ

とにしました。症状は徐々に悪化し、だるさや息苦しさ、下痢などが一気に出て「体が壊れ、機

能せず、死なない程度に生きている」感覚でした。 
 

国立精神・神経医療研究センターの ME/CFS に関する記事に書かれている症状の多くがあては

まり、3 月 17 日に受診。センターの山村隆特任研究部長は、コロナ感染の後遺症で苦しむ複数

の患者を診ていて、男性を ME/CFS と診断。この病気は免疫が誤って自分を攻撃してしまう自

己免疫疾患と考えられています。 
 

慎重に治療を始め、約 1 ヶ月後の今年 4 月中旬、同様の症状がある患者で効果があったステロ

イドとリウマチの薬を併用する治療を始め、劇的な効果が見られました。男性は「完治できるの

では」と期待し、山村先生は「治療の方向性は見えた」と感じていましたが、治療が順調に進む
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中、男性は「クラッシュ」を起こしてしまいました。 
 

「クラッシュ」とは「労作後の消耗」のことで、症状が良くなったと思って無理をし過ぎると反

動のように一気に症状が悪化することをいいます。治療の過程でよく起き、クラッシュの程度も、

2，3 日寝込む程度で済む場合もあれば、3 カ月もトイレにも行かれない寝たきりの状態になる

場合もあります。クラッシュを繰り返す人もいます。 
 

男性は、日常生活での何げない行為や環境でのストレスの積み重ねでクラッシュしたと考えます。

症状が再び悪化した男性は 7 月、約 1 週間入院し、新たな薬を加えるなどして治療しました。

退院後は症状が 3 割ほど軽くなり、今後はこの治療を続ける予定です。男性は自身の経験を踏

まえ、「後遺症で本当に人生が変わってしまうことを知ってほしい。とにかく感染対策をしてほ

しい」と話します。 
 

米国国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長は昨年 7 月の会見で、後遺症に悩む人の症状

について「ME/CFS の患者にみられる症状に似ている」と話しました。 
 

ME/CFS は、発熱やのどの痛み、嘔吐や下痢などの「風邪症状」を契機に発症することが多い

ため、ウイルスや細菌が関係していると考えられています。2003 年のカナダや香港で流行した

SARS でも、感染後の ME/CFS が報告されています。厚労省は 2014 年度、ME/CFS 患者が何

をきっかけに発症したと考えられるかを調べ、105 人の内、発熱と感染症がそれぞれ 39 人（重

複あり）で最も多かったです。 
 

国立精神・神経医療研究センターは今年 4 月、ME/CFS 患者に共通する免疫異常を発見したと

発表。発症のメカニズムの解明や診断法の確立などにつながると期待されています。 

 

産経新聞に COVID-19後の ME/CFS 
 

9 月 7 日付の産経新聞に、「コロナ後遺症 長期化ケース～感染時軽症 悪化…

寝たきりも」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後、

深刻な後遺症を抱える患者が後を絶ちません。感染時の症状は比較的軽くて

も痛みや倦怠感などが長期間続き、寝たきり状態まで悪化するケースがあり、治療が困難な神経

系疾患との関連も疑われます。 
 

昨春から約１年半にわたり、倦怠感などを抱え、今も仕事を休職している埼玉県の男性会社員

（51）は「職場への完全復帰は難しい」とつらい胸の内を明かします。発症当時、PCR 検査を

受けられず、しばらくすると嗅覚障害や睡眠障害、抜け毛などの症状も表れました。数カ月たっ

ても倦怠感などの症状は改善しないまま、無理を強いて仕事を続けていました。 
 

不安が募り複数の診療科を受診しましたが、異常は見つからず、後遺症外来を昨年 9 月に訪れ、

検査では陰性でも、新型コロナに感染していた可能性が高いと指摘されました。昨年 12 月に別

の医療機関で「筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群（ME・CFS）」と診断されました。 
 

国立精神・神経医療研究センターの山村隆特任研究部長によりますと、ME・CFS はウイルス性

の感染症の流行とともに患者が増えることで知られ、2003 年に SARS の感染者が相次いだカナ

ダでも、患者が確認されたといいます。国外ではすでに新型コロナの感染拡大下で、ME・CFS

が増加しているとの報告もあります。山村氏は「新型コロナへの感染で免疫機能が過剰に反応し、

脳に炎症が起こることで、さまざまな症状が引き起こされているのではないか」と推測します。 
 

発症後、心身に大きな負荷をかけた後に症状が悪化することがあり、介護が必要になるケースも
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あり、「無理をして元の生活に戻したことで起き上がれなくなり、数カ月間オムツをして介護を

受けることになった方もいる」（山村氏） 
 

重症化予防には安静と早期発見が重要ですが、国内に専門医は少なく、患者団体の NPO 法人筋

痛性脳脊髄炎の会によると、医師に症状を訴えても取り合ってもらえず、医療機関を渡り歩く患

者は多いです。篠原理事長は「国は新型コロナが ME・CFS の引き金となる可能性を早急に調

査し、診療体制を整備してほしい」と訴えます。 
 

感染第５波で軽症者の多くが自宅療養を強いられ、一定期間を経ても残る症状が見落とされてい

る恐れもあります。山村氏は「社会復帰に当たっては決して無理をしない。回復後も少しずつ仕

事をこなすなど個々のペースで生活する意識や職場の環境づくりが重要になる」と強調しました。  

 

Care Net に厚労省の後遺症調査報告 
 

7 月 2 日付の Care Net に、「COVID-19 後遺障害に関する実態調査／

厚生労働省」と題する記事が掲載されました。6 月 16 日の第 39 回「新

型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」において、

「COVID-19 後遺障害に関する実態調査等」が報告されました。「中

等症以上を対象とした後遺障害」と「長期合併症の実態把握と病態理解解明」の中間報告と、「嗅

覚、味覚障害の機序と疫学、予後の解明」の最終報告から構成されています。 
 

「中等症以上の後遺障害の実態調査」では、入院した 967 例を調査。退院 3 ヵ月後の肺 CT 画

像所見では 54％に何らかの所見があり、3 ヵ月後に「筋力低下」「息苦しさ」「倦怠感」が顕著

にみられ、「筋力低下」「息苦しさ」は重症度に依存するといいます。 
 

「長期合併症の実態把握」は、PCR 検査か抗原検査陽性で入院した 522 例を調査。疲労感・倦

怠感、息苦しさ、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下、脱毛を退院時までに認めた患者の

3 割以上が、診断 6 ヵ月後でも認めました。前記の遷延する症状が 1 つでもあると、健康に関連

した QOL は低下し、不安や抑うつなどの傾向は強まり、睡眠障害の傾向が強まる一方、診断 6

ヵ月後には約 8 割の対象者は罹患前の健康状態に戻ったと回答しています。 
 

「嗅覚、味覚障害の機序と疫学」は、病院入院中、ホテル療養中の無症状・軽症・中等症の

COVID-19 患者の参加希望者を調査。アンケート回答者の 251 例（内 119 例に嗅覚・味覚検査

を実施）が対象。入院・療養中に「嗅覚・味覚障害あり」が 37％、「嗅覚障害のみ」が 20％、「味

覚障害のみ」が 4％、「嗅覚・味覚障害なし」が 39％でした。1 ヵ月後までの改善率は嗅覚障害

が 60％、味覚障害が 84％であり、海外の報告とほぼ一致しました。 

 

NCNP診療ニュースに新型コロナと ME/CFS  
 

国立精神・神経医療研究センター（NCNP)より、「NCNP 診療ニ

ュース」2021 年 9 月号が発刊され、その 6 ページに「新型コロナ

ウイルスの後遺症と ME/CFS」と題する記事が、山村隆先生の写真と共に掲載されています。 
 

「新型コロナウイルスに罹患したあと、長期間にわたって日常生活に支障を来す患者さんがいら

っしゃいます。一番多い症状は倦怠感や集中力の低下で、仕事や学業を続けられないなどの深刻

な問題が起こっています。以前から筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群（ME/CFS）という病気が

知られていますが、ME/CFS では疲労症状、睡眠障害、痛み、自律神経症状、光や音に対する
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過敏などの多彩な症状がみられます。ME/CFS はウイルス感染後に発症することが多く、新型

コロナ感染でも、一部の患者さんが ME/CFS を発症しているようです。ME/CFS は診断・治療

の難しい病気ですが、脳画像検査や免疫検査（自律神経受容抗体検査、抗体遺伝子検査など）の

結果から、神経と免疫に異常のある病であることが明らかになってきました。私たちは病態の解

明や治療法の開発に向けて診療と研究を進めています。」 
 

また、その下にはコロナ後遺症外来の案内も掲載されており、「当院の総合内科（脳神経内科専

門医）の医師を中心にコロナ後遺症に悩む多くの患者さんやワクチン接種に関連する様々な身体

的・精神的症状に対応していきます」としています。 

 

米国 ME/CFS臨床医連合からの報道発表  
 

米国 ME/CFS 臨床医連合は 8 月 25 日に、「ME/CFS のた

めの臨床的ガイダンス改訂版は、長引く COVID-19 患者に

も役立つ可能性がある」と題して、報道関係者にプレスリリースしました。 
 

米国 ME/CFS 臨床医連合発行の「ME/CFS のための臨床的ガイダンス改訂版」は、軽症の

COVID-19 であった症例でも長引く COVID のために体調不良が続く患者達にも役立つ可能性

があります。米国国立衛生研究所のアンソニー・ファウチ先生は、「長引く COVID は ME/CFS

を強く連想させる」と発言しましが、これは驚くことではありません。何十年にもわたって科学

者たちは、一部の患者は感染に続いて体調不良が長引くことに注意を払ってきました。最近の調

査研究は、10％以上の成人が急性期の COVID-19 に続いて ME/CFS を発症する可能性を示唆し

ています。新しい ME/CFS の多くの症例の出現は、どこの臨床医もこの疾患について学ぶ緊急

の必要性を生み出しました。 
 

米国 ME/CFS 連合による臨床的ガイダンス改訂版は成人に焦点を合わせており、「労作後の消耗

（体調不良）や他の重要な特徴を満たすことが必要な新しい診断基準」「診療の際の質問や身体

検査の結果」「別の疾患の可能性や併存疾患」「薬物療法と非薬物療法」「認知行動療法と段階的

運動療法は有害である可能性」について書かれています。 
 

ME/CFS の米国医薬品局（FDA）承認の治療法はありませんが、適切なケアを受ければ症状の

改善は可能です。著者のベーテマン先生は、「このガイダンスは、ME/CFS の診断基準を完全に

は満たさなくとも、COVID が長引いている患者に役立つ可能性があります」と指摘しています。 
 

ME/CFS は、多くの場合、EB ウイルスや SARS のコロナウイルスを含む、ウイルスや他の感

染症後に発症する、多系統に及ぶ慢性疾患です。昨年来、COVID-19 に罹患した患者達を研究

し、診療にあたっています。 

 

JD機関誌「すべての人の社会」の巻頭言執筆  
  

JD（日本障害者協議会）の機関誌「すべての人の社会」2021 年 8

月号に、「COVID-19 後にも発症する筋痛性脳脊髄炎」と題して巻頭

言を書かせていただきました。 
 

篠原 三恵子（日本障害者協議会理事） 

神経免疫系の難病である筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）の集団発生は、歴史的に
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ウイルス性疾患の流行後に起きており、患者の大多数はウイルス感染が引き金となり発症してい

ます。海外では昨年 3 月頃より多くの専門家が、COVID-19 を引き金に ME/CFS が多発する可

能性を警告してきました。昨年 7 月に米国国立アレルギー・感染症研究所のファウチ所長は、

COVID-19 後に長引く症状は ME/CFS の症状に似ていると発言し、CNN ニュースで取り上げ

られました。 
 

私の法人（筋痛性脳脊髄炎の会）も早速、海外の情報を翻訳して発信し、専門医とも情報交換を

して、昨年 5 月に WEB アンケートを実施しました。326 名から回答を得、同年 10 月の時点で

5 人の COVID-19 後の ME/CFS 発症を確認しました。同時に、厚労省に早期の研究開始を求め

る要望書を提出し、「ウイルス感染を契機として ME/CFS を発症するとの報告は承知しており、

今後も COVID-19 との関連について注視して参りたい」との回答を 7 月に得ました。しかし、

その後の動きは鈍く、厚労省が COVID-19 の後遺症の存在を正式に認めたのは、実態調査の研

究班が今年 6 月に中間報告を発表してからでした。 
 

4 月には国立精神・神経医療研究センター（NCNP）より、血液検査で ME/CFS を診断できる

ことを示す論文が発表されました。これは ME/CFS における感染と免疫病態の関連性の理解に

つながり、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。NCNP ではこの診断法

を使って、すでに約 30 人を COVID-19 関連の ME/CFS と診断しています。 
 

過去の科学的エビデンスによれば、COVID-19 の全感染者の約 10％が ME/CFS を発症すると推

計され、日本でも数万人規模の新たな ME/CFS 患者が生まれる可能性があります。疑いの方を

含めたら10万人以上がこの診断法によって、ME/CFSかどうか診断できるようになりますので、

血液診断法を実用化するための研究を早急に促進していただきたいと思います。 
 

2014 年の厚労省の実態調査で、ME/CFS 患者の約 3 割が寝たきりに近いという深刻な実態が明

らかになっています。私の法人では今年 6 月、COVID-19 後の ME/CFS に関する緊急アンケー

トを行い、141 名から回答を得ました。7 割以上の方が仕事（学校）に戻れないと回答し、国に

望むことで一番多かったのは、社会保障（74.5％）や治療薬開発（64.5％）でした。 
 

今やだれもが ME/CFS を発症する可能性があります。私の法人では、通常国会に「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」を提出し、衆参両議院で採択されました。

一日も早く研究が開始され、患者たちの救済が実現することを願っています。 

 

medRxiv にドイツの COVID-19 とME の論文 
 

 2 月 8 日付の medRxiv に、ベルリンのシャリテー大学医学部より、

「パンデミックのドイツの第一波後の慢性 COVID-19 症候群と

ME/CFS――最初の前向き観察研究」と題する論文が発表されました。 

要約 

目的：中等度から軽症の COVID-19 感染後に症状が継続している患者の臨床的特徴を評価し、

慢性 COVID-19 症候群（CCS）への移行に関連する要因を探る。 
 

対象者：2020 年 7 月～11 月にシャリテー疲労センターにおいて、主に軽症の新型コロナウイル

スに感染 6 ヵ月後に継続した中等度から重症の疲労を訴える 42 名の患者。 
 

結果：対象者は 22～62 歳。女性患者は 29 名、男性は 13 名。急性期の COVID-19 の 6 ヵ月後、

全患者に疲労があった。他に労作後の消耗／体調不良（41 名）、認知症状（40 名）、頭痛（38

名）、筋肉痛（35 名）。ほとんどの患者の日常生活が中程度から著しく支障をきたしており、42
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人中 19 名がカナダの診断基準を満たしていた。これらの患者は診断基準を満たさない患者に比

べ、更に強い疲労、ストレスに対する不耐性、より頻繁で長期に及ぶ労作後の消耗／体調不良、

音・光・温度に対する過敏症を訴えた。健常者に比べ、ほとんどの患者で握力が低下していた。 
 

結論：感染 6 ヵ月後の慢性 COVID-19 症候群は多くの症状を呈し、 しばしば身体を衰弱させる

疾患であり、我々の研究の約半数の患者は ME/CFS の診断基準を満たした。メカニズムや臨床

治験の研究が緊急に必要である。 

 

NHK スペシャルでコロナ後遺症 
 

 8 月 11 日の NHK スペシャルで、「新型コロナ“第５波” 最大の危機を

どう乗り切るのか」 と題する番組が放送されました。 
 

聖マリアンナ医科大学病院では、新型コロナ後遺症外来を開設し半年あま

りで診察した患者は 170 人を超え、患者のほとんどが 20 代から 50 代の働き盛りの世代です。

「70 名近くは、業務(仕事)の内容を変更する必要があったり、なかには休業や退職する方もい

ます」と土田智也医師は語ります。 
 

今年 1 月に感染した 30 代の男性は、専門的な仕事をしてきましたが、仕事のデータが理解でき

なかったり、忘れることが度々起こり、物忘れの後遺症に苦しみ、今年 5 月に退職せざるを得

なくなりました。こうした症状は「ブレインフォグ(脳の霧)」と呼ばれ、世界中で研究が進んで

います。アメリカで後遺症を抱える 150 人を調べたところ、「ブレインフォグ」の人は 8 割以上。 
 

ノースウェスタン大学のイゴール･コラルニク教授は、「神経系にこれほど症状を引き起こすウイ

ルスに出会ったことはありません。今後、後遺症で苦しむ人が世界で数千万人にのぼることにな

れば、世界の労働人口に重大な影響を及ぼしかねません」と語ります。 
 

新型コロナで亡くなった人の脳内にウイルスが存在していないにも関わらず、炎症が起きている

ことがわかりました。新型コロナウイルスが、肺の細胞などで大量に増殖すると、免疫細胞は攻

撃するための物質をたくさん放出し、それが血液にのって脳にも運ばれ、脳の細胞で炎症を引き

起こすと、スタンフォード大学の研究チームは考えています。アンドリュー･ヤン研究員は、「新

型コロナは脳まで傷つけるのです」と語ります。 
 

イギリスで、認知能力の低下の調査が行われ、軽症だった人にも明らかな認知能力の低下が認め

られました。インペリアル･カレッジ･ロンドンのアダム･ハンプシャー准教授は、「自宅で療養し

ていた程度の人にも、測定可能な認知能力の低下がみられた」と語ります。 
 

若者も後遺症のリスクが高いと指摘され、アメリカの研究では、新型コロナの軽症患者でも、実

におよそ 33％の方が後遺症を抱えていたという報告もあります。都立駒込病院感染症科の今村

顕史部長は、「33%とは、感染症の後遺症としては予想以上に多い数字だと思います。ごく軽症

であった若い人にも起こり、まだわからないことも多く、そのほとんどは直接の治療もないので

警戒が必要です」と話します。 
 

新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は、「若い人でも感染すると複数の後遺症、

しかも、かなり厳しい後遺症に長く悩まされるということがわかっています。若い人には、後遺

症に悩まないように気をつけていただきたいというのが、私の心からの願いです」と語ります。 
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朝日新聞に世田谷区のコロナ後遺症調査 
 

9 月 8 日付の朝日新聞に、「コロナ後遺症あり 半数～世田谷区、感染 3710

人回答」と題する記事が掲載されました。 
 

世田谷区は、新型コロナウイルスに感染した区民や区内病院に入院した人を

対象に実施した後遺症に関するアンケートの結果（速報）を公表しました。回答を得た 3710 件

の内容から、様々な後遺症の症状や退院後の不安などに苦しむ姿が浮き彫りになりました。区は

コロナ感染者に郵送とインターネットで 3710 人から回答を得ました。「後遺症がある」と答え

たのは 48.1%、「ない」は 49.3%で、年代別の後遺症の有無の割合では、30、40、50 代で「あ

る」がいずれも半数を超えていました。後遺症の症状別で最も多かったのは嗅覚障害で 971 件。

全身のけんたい感（893 件）、味覚障害（801 件）と続きました。 
 

療養中や療養後に困ったことでは、体調や健康面への不安が 1270 件と最多で、家族への感染の

不安（1169 件）、療養生活での不安やストレス（1033 件）も多く、「自宅待機中の生活」「うわ

さなどへの不安」「風評被害・誹謗中傷」など、経済的な不安もありますが、家族や自身の体調

や周囲からの目への不安を訴える声も目立ちました。 
 

区長は、退院後の受け皿が不十分で、後遺症治療がコロナ治療の延長として必要だとの考えを示

しました。10 月下旬に最終結果をまとめて、区のサイトなどに掲載し、感染予防の啓発活動な

どに役立てたいとしています。 

 
 

ロイター通信に米国大統領の声明 
 

7 月 26 日付のロイター通信に、「バイデン大統領は、COVID-19 後遺症

患者が法律によって守られるよう要求」と題する記事が掲載されました。 
 

バイデン大統領は 7 月 26 日、公共施設、雇用、移動、地域社会での生活において障害を持つ人

が差別されることは違憲であるとする「障害を持つアメリカ人法（ADA）」制定イベントにおい

て、新型コロナウイルス感染症から回復後も重篤で長期的な健康問題に苦しんでいる人々が確か

に守られるよう、米国の各省庁が連携すると語りました。「ウイルスから回復したと思われた多

くのアメリカ人が、呼吸障害、ブレインフォグ、慢性疼痛・疲労などの長引く難題に直面してお

り、こうした健康状態が時には障害のレベルまで達しうる」。 
 

この新しい取り組みは、長期にわたり COVID-19 の症状のある人々が、「ADA 法に基づいて当

然受けられる権利と資源に確実にアクセスできる」ようにすることを目的としています。これは

障害を持つ人がレストランや職場、学校、医療制度において新しく配慮を受けられるよう命じる

ことを含みえます。 

 
 

Care Net に COVID 患者の多様な自己抗体 
 

7 月 15 日付の Care Net に、「COVID-19 患者における多様な自己抗体」と

題して、5月19日にNature誌に“Diverse Functional Autoantibodies in Patients 

with COVID-19”と題して発表された論文の概要が掲載されました。 
 

新型コロナウイルスに対する液性免疫は、中和抗体として感染から防御するために働きますが、
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もう一方で COVID-19 患者において自己免疫疾患における自己抗体のような自己抗体活性が検

出されたという報告が相次いでいます。本論文は、軽度あるいは無症状の COVID-19 患者 172

人と医療従事者 22 人をスクリーニングし、2770 種類の細胞外および分泌タンパク質（エクソプ

ロテオーム）に対する自己抗体を検討したものです。 
 

COVID-19 患者では、非感染者に比べて自己抗体の反応性が劇的に高まっており、サイトカイン、

ケモカイン、補体成分、細胞表面タンパク質などの免疫調節タンパク質に対する自己抗体が高い

割合で存在することが判明しました。これらの自己抗体が、免疫受容体のシグナル伝達を阻害し

たり、末梢の免疫細胞の構成を変化させたりすることで免疫機能を阻害し、ウイルスに対する防

御能を損なわせることが明らかになりました。 
 

同定された組織関連自己抗体の中には、post-COVID 症候群に関与すると考えられるものもあり、

オレキシン受容体に対する自己抗体は、覚醒や食欲の調節に重要な役割を果たしていると推定さ

れ、オレキシンシグナルを阻害する可能性があります。今回の結果は、COVID-19 の病態の原因

に、これまで軽視されていた免疫学的経路が関与していることを示しており、こうした自己抗体

による発症機序を是正する新しい治療法の可能性を提案するものです。 

 
 

Geographicに子どもに多いコロナ後遺症 
 

7 月 2 日付の National Geographic に、「実は子どもにも多い新型コロナ

後遺症、今わかっていることは」と題する記事が掲載されました。サブ

タイトルは「日常生活に深刻な影響が出る例も、英国は対策を本格化」 
 

大人の場合と同様、子どもの新型コロナ後遺症は、感染して中等症以上になった場合だけでなく、

軽症や無症状だった場合にも見られます。ローマの研究者が、新型コロナ検査で陽性と判明して

から 30 日以上経過した 129 人の子どもを追跡調査し、半数以上に少なくとも 1 つの症状が残っ

ており、120 日以上経過した子どものうち 14 人が、3 つ以上の症状に悩まされていました。論文

は 4 月 9 日付けで医学誌「Acta Paediatrica」に掲載されました。 
 

オランダの調査で、57 の病院で計 89 人の子供に 12 週間以上続くコロナ後遺症が見られること

がわかり、医学誌「Pediatric Pulmonology」に 6 月 8 日付けで論文が掲載されました。著者であ

るアムステルダム大学医療センター小児呼吸器科医によると、36％で「強い倦怠感、集中力の低

下、呼吸困難などにより、日常生活に深刻な制限を受ける」ほど重い症状が見られたといいます。 
 

英国の国民医療制度は 1 億ポンド（約 150 億円）の予算を投じ、全国に子どものための治療セン

ターを設立し、新型コロナ後遺症の治療について小児科医に研修を行うと発表しました。子ども

の新型コロナ後遺症の原因としくみを解明するため、米国国立衛生研究所（NIH）は「CARING 

for Children with COVID」という新しい研究プロジェクトを開始すると 3 月に発表しました。 
 

後遺症に苦しむ子どもの親たちが、経験を共有するために連帯し始めています。2020年 10月末、

フェイスブックに、コロナ後遺症の子をもつ親どうしの交流グループ「Long Covid Kids」を立ち

上げ、メンバーは 3000 人を超えましたた。5 月には「Long Covid Kids USA」を立ち上げました。 
 

「Long Covid Kids」は、匿名のオンラインアンケートを実施し、イタリアと英国の科学者がその

結果を分析し「Preprints.org」に 3 月 9 日付けで発表しました。論文によると、アンケートには

症状が 4 週間以上続く子どもをもつ親が回答し、過半数の子どもが、感染してから数カ月後もま

だ 4 つ以上の症状に悩まされており、510 人の子どものうち、活動が以前の水準に戻ったのはわ

ずか 10％でした。 
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ERAdot.に無症状者にもコロナ後遺症 
 

7 月 6 日付の AERAdot.に、「【コロナ後遺症】米 200 万人調査では無症状

の 2 割、ノルウェーでは感染者 6 割に症状」と題する記事が掲載されまし

た。「Long COVID」に関する国内外の調査で、無症状や軽症、若くても

後遺症が起きることなどがわかってきました。 
 

ノルウェーのベルゲン大学などの研究チームが 6 月に医学誌「ネイチャー・メディシン」に発

表した論文によると、感染者の 61％は診断から半年後にも何らかの症状がありました。これは、

ベルゲン市で昨年 2月末～4月初旬の間に新型コロナウイルス感染症と診断された人の 8割以上

にあたる 312 人について調べた結果です。 
 

入院せずに自宅で療養した軽症や中等症、無症状の 247 人でも、55％は診断から半年後に後遺

症がありました。15 歳以下の子どもはほとんど後遺症がなかったものの、16～30 歳の若者では

52％に後遺症がありました。自宅療養した若者に多かった後遺症は味覚・嗅覚異常（28％）、疲

労感（21％）、呼吸困難（13％）、集中力の低下（13％）、記憶力の低下（11％）でした。 
 

研究チームは「入院治療の必要がなかった若者でも、症状が残っているのは心配だ。特に学生に

このような問題が生じれば、学業に支障が出る。若くても感染予防対策をしっかり行い、ワクチ

ンを接種する必要がある」と警告しています。 
 

 

厚生労働省の 4つの課と交渉   
   

8 月 12 日に厚生労働大臣宛の要望書を提出し、ZOOM で話し合

いの時間を取っていただきました。新型コロナウイルス感染症対

策本部 1 名、健康局難病対策課 1 名、年金局事業管理課 2 名、

社会・援護局障害保健福祉部企画課 1 名の方が出席して下さり、

こちらは当会理事の中澤、岡本と家族、篠原が交渉に臨みました。

当日はメディアの方から取材を受けました。 
 

要望書は当会が今年 7 月にまとめた緊急アンケートを基に作成しました。年金課と企画課の方

は、初めて COVID-19 を契機として ME/CFS を発症する可能性について知ったとのことでした

ので、当会の緊急アンケートで 7 割以上の方が仕事（学校）に戻れないと回答していること、

今後、患者さんたちは障害年金や身体障害者手帳が必要になってくることなどを説明致しました。 
 

新型コロナウイルス感染症対策本部が、厚労省のコロナ後遺症の実態調査が担当とのことで、改

めて神経免疫の専門家を中心とした実態調査の実施を求めました。難病対策課では NCNP の血

液診断法につながる研究を高く評価して下さっていますので、今後、引き続き研究費を出してい

ただけるようお願いしました。 
 

最後に難病対策課の方より、当会より最新の論文や知見をお知らせしていることへの御礼、しっ

かり勉強して下さっていること、患者さんへの気遣い、そして今後も意見交換していきたいと言

っていただきました。この問題について、厚労省内の複数の課で共有していただくことができ、

とても有意義な時間を持てたと思います。今後も話し合いを重ねていくつもりです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

要望事項 
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1．新型コロナウイルス感染症の後遺症患者たちに対する社会保障の整備 

①患者が必要な社会保障を受けられる体制を早急に整備して下さい。 

②COVID-19 後遺症に苦しむ学生に対して、教育を受ける権利を保障して下さい。 

2．ME/CFS の治療薬の開発 

①国立精神・神経医療研究センターの研究により、B 細胞に異常のある患者を集めて治験を行う

体制が整い、治療薬の研究も進むことは間違いありません。早急に治験を開始して下さい。 

3．ME/CFS の診断法の研究促進 

①国立精神・神経医療研究センターの血液検査による診断法は、指定難病の要件である客観的診

断法の確立につながるものです。早急にこの診断法を実用化する研究を促進して下さい。 

4．新型コロナウイルス感染症の後遺症、及び ME/CFS の診療体制の整備と啓発 

①COVID-19 後遺症患者の診療体制、及び ME/CFS を全国で診療できる体制を整備して下さい。 

②COVID-19 を契機に ME/CFS を発症する可能性を全国の臨床医に周知して下さい。 

5．COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性を調べる実態調査 

①COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性を調べる実態調査を、神経免疫の専門家を中心に

実施する体制を整備して下さい。 

※PCR 検査陽性の患者に限らず、全ての COVID-19 患者を対象とするよう求めました。 

 
 

初めてオンライン上映会を開催しました  
 

2 月 28 日（日）に、当法人初のオンライン上映会を ZOOM で開催しました。

約 50 名の方に ZOOM の URL をお送りしましたが、上映会後のアンケート

から、一つの画面をご家族や友人など複数の方で共有して参加された方もあ

ったことが分かりました。当日は医師 2 名、メディア 2 名、福祉関係者 2

名の方の他に、コロナ後遺症の患者さんも複数参加して下さいました。 
 

当日の司会は、当会理事の草野紀視子が務め、まず当法人制作のドキュメン

タリー映画「この手に希望を～ME/CFS の真実～」を上映致しました。休

憩後、当会の篠原理事長が「COVID-19 後遺症のアンケート調査からみえて

きたこと」と題して話しました。国立精神・神経医療研究センター（NCNP)

の研究班が訳した臨床医のための手引書、厚労省の患者の実態調査を含めた ME/CFS の説明後、

海外での COVID-19 と ME/CFS 関連の報道、多くの患者はウイルス性疾患を契機に発症するこ

と、COVID-19 後に ME/CFS を発症するメカニズムの仮説、当会の 2020 年のアンケート調査

から分かってきたこと、患者さんから寄せられた切実な声等を紹介した後、COVID-19 と

ME/CFS に焦点を絞った研究促進、PCR 検査拡充、PCR 検査陽性以外で後遺症に苦しんでいる

方の存在、後遺症外来と社会保障の必要性を訴えました。 
 

その後、「COVID-19 後に ME/CFS を発症する可能性を調べる実態調査、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整備」を求める国会請願

の署名活動への協力を訴えるショート動画を見ていただきました。  

  

初めて ME/CFS 啓発イベントを開催しました 
 

5 月 9 日（日）に、当法人初の ME/CFS 啓発デーイベント

を、オンライン（ZOOM）で開催しました。当日は公明党

の高木美智代衆議院議員、日本医学ジャーナリスト協会幹
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事、山梨大学大学院准教授、医師（2 名）・看護師・福祉職員の方を含む、100 名近い方が出席

して下さり、毎日新聞、東京新聞（2 名）、北海道新聞、神戸新聞、福祉新聞、しんぶん赤旗の

方が取材して下さいました。 
 

当日の司会は、当会理事の草野紀視子が務め、まず当法人制作のドキュ

メンタリー映画「この手に希望を～ME/CFS の真実～」を上映致しまし

た。休憩後、国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部部

長の山村隆先生が、「感染後に発症する神経免疫系難病 ME/CFS：

COVID-19 時代の医学常識」と題して講演して下さいました。講演は

ME/CFS の会ニュース No.43 に掲載致しました。 
 

その後、質疑応答の際に、「将来的に病名は変わるのか」「COVID-19 のワクチンを打つべきか。

どんな副反応がでるのか」「病状を悪化させないために日常生活の中でできることは」「妊娠・出

産を絡んで発症した方もいるのか」「ME/CFS はギランバレー症候群の仲間の疾患か」「レパト

ア解析はどこでもできるのか」「自然に回復することもあるのか」等の質問がでました。 
 

第 3 部で交流の時間を持ちました。「山村先生に診て頂けない場合にはどうしたら良いか」

「COVID-19 を契機に ME/CFS を発症。近所の神経内科医は筋痛性脳脊髄炎を知らず、総合内

科医には慢性疲労症候群だと思うからメンタルクリニックへ行ってくれと言われた」「発症して

11 年だが診断がついていない。色々な症状があるため色々な科や病院にかからなければならず

大変だった」「政治家の方に病気のことを伝える時に気を付ける点はあるか」「COVID-19 後に

ME/CFS を発症した可能性を自覚。今は寝たきりで傷病手当をもらっているが、半年後に切れ

たら生命の危機に瀕する」「病気を持ちながら就労したい人をサポートしているが、この病気の

場合には病気を隠している人が多い」「医師だが軽症の ME/CFS 患者が働きたい場合、どのよう

に企業に説明すべきか迷う」などの声が聞かれました。 
 

パンデミックのために、上映会等が開催できない状況が続いていますが、久しぶりに色々な方の

生の声を聴かせていただくことができて良かったです。 
 

 

JD40周年記念連続講座で篠原理事長講演 
 

3 月 13 日（土）に JD(日本障害者協議会)40 周年記念企

画の連続講座「国際障害者年 40 年ー障害者の権利はどこ

まで保障されたのか！～障害者権利条約・基本合意・国

会提言をにぎって離さない新たな運動を！」第 3 回のパ

ネルディスカッションに、篠原理事長がパネリストとし

て登壇しました。当日は約 193 人の方が参加されました。 
 

第 3 回目の連続講座は、「今を生きる障害者ー障害者権利条約を力に！」と題するパネルディス

カッションで、当事者運動連絡協議会北風の会事務局長の土本さん（知的障害）、はらからの家

福祉会ライフパートナーのピアサポーターの寒川さん（精神障害）、NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の

会理事長（難病当事者）が登壇。JD 代表の藤井勝徳さんと JD 常務理事の増田一世さんがコー

ディネーターを務められました。 
 

土本さんは 1996 年に一人暮らしを開始、2010 年に内閣府「障害者制度改革推進会議」構成委

員、2012～14 年に「障害者政策委員会」委員を務められるなど、知的障害者の抱える問題を訴

えて来られました。寒川さんは、子育てをしながら精神障害者地域移行支援ピアサポーター活動、
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市の障害者地域自立支援協議会委員や就労支援事業所の第三者委員も務めていらっしゃいます。 
 

当会の篠原理事長は、脳の血流低下や脳内構造の異常が見つかっ

ている ME/CFS について説明した後、ME/CFS は神経系の難病

であるにも関わらず、一部の医師達があたかも疲労の病気である

かのような情報を未だに流していることにより、患者は身体障害

者手帳の取得が困難であるだけではなく、かえって怠けていると

誤解され、合理的配慮が提供されない状況が長年続いており、差別解消法においてこの問題を解

決しようとしても、相談窓口や紛争解決の仕組みが明確ではなく、現行の差別解消法で具体的な

問題解決を期待するのは極めて厳しいことなどを話しました。また、障害者権利条約第一条目的

には、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保

護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする」と書か

れていることをあげ、ME/CFS 患者の人権が尊重されるように願って活動していることを話し

ました。最後に、COVID-19 を契機として ME/CFS を発症している方が、日本に非常に多くい

る問題についても触れました。 
 

コーディネーターの藤井さんから、「障害を持ってよかったことは何ですか」「10 年後には何を

したいですか」等、打ち合わせになかった質問にドキドキしましたが、他の 2 人のパネリスト

から多くのことを学びました。 

 

きょうされんで篠原理事長講演 
 

8 月 27 日（金）に Zoom にて開催された、きょうされん第 10 回利用者

部会支部代表者会議の中で、篠原理事長が１時間（質疑応答も含む）ほ

ど「『制度の谷間 』 に置かれた難病：ME/CFS」と題して話しました。

当日は北海道から熊本までの障害当事者役員とサポート職員の方 40 名

以上の方が参加されました。 
 

今年 3 月の JD 連続講座で篠原理事長の話を聞いて、「制度を利用できない多くの人がいること

を学びたい」と、講演に招いていただきました。病名のこと、ME/CFS の症状、カナダの診断

基準、厚労省の実態調査、患者の置かれた現状、今までの ME/CFS の研究の問題点、今年 4 月

に発表された研究、指定難病や障害者総合支援法の対象疾患でもなく身体障害者手帳取得も困難

であること、「制度の谷間」に置かれている理由、谷間のない包括的支援の必要性、COVID-19

と ME/CFS、11 月に開催するシンポジウムについて話しました。 
 

１時間続けて話すことは体力的に難しいため、最近制作したショート動画や、ドキュメンタリー

映画「この手に希望を」の予告編を話の途中で見て頂きました。「病気が理解されない中でどう

やって身体障害者手帳を取得したのか」「コロナ以外で発症した人はどのくらいいるのか」「突然、

発症するのか」「診断を受けた時にどのように感じたか」「病気の症状がない時もあるのか」「食

事やお風呂などはどうしているのか」「アメリカでの診断を日本で否定され、どうしたのか」「楽

しみにしていることは何か」等、次から次へと活発に質問が出されました。 

 

厚労省の講演でシンポジウムを開催します 
 

11 月 21 日に「COVID-19 時代の神経免疫系難病：ME/CFS～指定難病や患者の社会保障獲得に

向けて～」と題して、シンポジウムを開催致します。詳しくは HP をご覧ください。  


