
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

  

 

新型コロナ後遺症 

と 

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群 

 

 

Long COVID とME/CFS 
 

NPO法人 筋痛性脳脊髄炎の会 



 

 

はじめに 

 

2019年暮れに初めて報告された新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）は、オミクロン株の流

行以来、感染者が急増しており、 “コロナ後遺症

（世界的に Long COVIDと呼ばれることが多

い）”に関する報道もよく耳にするようになりま

した。ところが、COVID-19を契機に神経免疫系

疾患であるME/CFS（筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労

症候群）を発症する方が少なからずいることは、

日本ではあまり知られていません。 
 

2020年 7月に CNNニュースで、米国国立アレ

ルギー・感染症研究所のアンソニー・ファウチ所

長が、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取り上げら

れ、COVID-19とME/CFSの関連は世界的に認

知されるようになりました。米国スタンフォード

大学の研究チームは同年 5月にいち早く、

COVID-19とME/CFSの関連の研究を開始する

と発表しました。英国国立衛生研究所（NIHR）

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、世界中で 8000人がかかった

2002～2003年の最初の SARSの流行後、回復し

た 369人の患者の 27％が、数年後にME/CFSの

診断基準を満たしたことを一つの研究は示してい

ます。こうした今までの科学的エビデンスを基に

すると、COVID-19の全感染者の約 1割が

ME/CFSを発症すると推計されます。 
 

2020年 3月頃より、欧米のME/CFSの専門医に

よって、COVID-19がME/CFSの引き金になる

可能性があるという警告が発せられてきました。

当法人では日本においても Long COVID患者の

中に、ME/CFSの診断基準を満たす方がいること

を、2020年のWEBアンケートと実際の専門医

による検査・診断によって確認しました。 
 

Long COVID とME/CFSの関連を調べる研究は

進み、国内外の多くの専門家は、ME/CFSの診断

基準を満たす Long COVIDと、パンデミック以

前のME/CFSは同じ病態だと表明しています。

ハーバード大学医学部教授のアンソニー・コマロ

フ先生、米国国立衛生研究所（NIH）の

ME/CFSの主任研究者であるアビンドラ・ナス先

生、イエール大学免疫学部教授の岩崎明子先生、

ドイツのシャリテ医科大学免疫学部教授のカーメ

ン・シャイベンボーゲン先生、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

長の山村隆先生などです。 
 

2022年 4月に発表された「新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）診療の手引き 別冊罹患後

症状のマネジメント第一版」では、米国疾病予防

管理センター（CDC）の暫定ガイダンスにおい

て、罹患後症状の中に、ME/CFSの症状と類似性

を共有するものがある可能性が紹介されていま

す。また、2022年 5月に中外医学社より発行さ

れた「COVID-19神経ハンドブック」の中でも、

運動不耐を伴う Long COVID の症状が半年以上

続く場合、ME/CFSへ移行する可能性が紹介され

ています。 
 

日本では 2015年より NCNP神経研究所免疫研

究部において、神経免疫疾患としてのME/CFS

の研究が行われています。2021年 7月には

NCNP病院にコロナ後遺症外来が開設され、

2022年 8月の段階で 100名以上が COVID-19関

連のME/CFSと診断されています。 
 

ME/CFSは中枢神経に影響を及ぼす複雑な慢性疾

患で、患者の QOLを著しく低下させ、WHOの

国際疾病分類にて神経系疾患（ICD-11 8E49）に

分類される神経免疫系の難病です。2014年の厚

生労働省の実態調査で、ME/CFS患者の 3割は

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。 
 

“コロナ後遺症”の対応にあたられている医療関係

や行政の方々に、ME/CFSという病気を正しく理

解していただき、診療・研究に役立つ資料を提供

するために、Long COVIDとME/CFS関連の情報

をまとめました。ご活用いただければ幸いです。  
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1．筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）とは 

 

【ME/CFS】 

ME/CFS は、中枢神経に影響を及ぼす多系統にわ

たる複雑な慢性疾患で、機能障害は全身に及び、免疫

障害、自律神経系機能障害、認知機能障害、神経機能

障害、睡眠障害等を引き起こし、患者の QOL を著し

く低下させ、寝たきりに近い人も多い重篤な疾患です。

1969 年より世界保健機関の国際疾病分類において神

経系疾患と分類（ICD-11 8E49）され、多くの患者が

ウイルス感染後に発症します。最近、ME/CFSと自律

神経受容体に対する自己抗体との関係が明らかにな

ってきており、2018 年には Autoimmunity Reviews

に、 “Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 

Syndrome – Evidence for an autoimmune disease”

と題する論文 1)が発表されています。免疫系を標的に

した治療薬が効果を示したとする論文も発表されて

おり、ME/CFS が自己免疫疾患であることを示唆し

ます。現在、発症原因やメカニズム解明の研究、有効

な治療法開発の研究が精力的に進められています。 

成人が発症前のレベルの身体機能を取り戻す率は

0～6％との報告があり、国内の患者は約 10 万人と推

定され、子供でも発症します。20～40 代の若い世代

で発症することが比較的多く、男女比では女性の発症

割合が多いことが知られています。一般の検査では異

常が見つからないことも一因となり、多くの患者が診

断すら受けられていません。 

全米医学アカデミー（旧 IOM）は、ME/CFS の

科学的根拠を検証するために専門家委員会を召集

し、過去に出版された ME/CFS に関する 9000 編以

上の論文をレビュー2)しました。2015 年に IOM

は、ME/CFS は生物学的基盤を有する重大で複雑な

疾患であることを明らかにし、精神症状は ME/CFS

発症後に現れる二次的なものであると明言しまし

た。委員会の報告書の最も重要なメッセージは、

ME/CFS は患者の生活にしばしば重大な影響を及ぼ

しうる、慢性的な深刻で複雑な全身性疾患であると

いうことです。ME/CFS患者の多くは、自分の身の

回りのことを行うのが困難で、少なくとも四分の一

の患者はある時期において寝たきりか、家から出ら

れないと報告しています。 

 

【症状】 

 この病気の特徴的症状である労作後の消耗／体調

不良（post-exertional malaise：PEM）は、日常生

活における最小限の活動や簡単な知的作業などによ

ってさえ、著しく急激に症状が悪化して身体が衰弱 

 

し、回復が非常に困難なことです。PEM は無理を

した直後にも起こりえますが、1～2 日後に体調が急

激に悪化し、回復には何日も、何週間も、それ以上

かかる場合もあります。診察時には「元気そう」と 

いう印象をもたれるかもしれませんが、ME/CFS患 

者は病院を受診するために何日も前から徹底的に休

養して体調を整えてから受診します。受診後に体調

を崩して長期にわたって寝込んでしまうことがあり

ますが、その姿を家族以外は見ることがないため、

病気の深刻さを周囲に理解してもらうのは大変困難

です。 

 その他、睡眠障害、思考力・記憶力・集中力低下

（ブレインフォグ）、起立不耐性、光・音・化学物

質などへの過敏性、筋力低下、体温調節障害、繰り

返すインフルエンザ様症状、全身の著しい衰弱（倦

怠感）、頭痛・筋肉痛など症状は多岐にわたりま

す。化学物質過敏症、線維筋痛症、過敏性大腸症候

群等を併発している患者も多く、病状には波があ

り、体調の管理が困難です。 

 

【症状を悪化させないためのペースの調整】 

ME/CFSに無理は禁物であり、わずか5分ほど無理

をして動いただけで、その後1週間動けなくなるこ

とも珍しくなく、寝たきりになってしまうこともあ

ります。頻繁に休憩し、活動に制限を設けることに

よって、クラッシュ（倒れ込み）を防ぐことができ

ますので、自分のエネルギーの限界を知り、その限

界を超えないようにすることが非常に大事です。こ

れはペーシング（ペースの調整）と呼ばれ、たとえ

ば5分動いたら30分休むなど、自分のペースを守っ

て適切な休養をとることが、ME/CFSの症状を悪化

させないために非常に重要です。 

エネルギーの許容量を超えないためには、患者に

よっては活動量を減らす必要があります。「無理し

てクラッシュする」ことを定期的に繰り返すと、体

が回復する機会がありませんので、体調の改善に

は、「エネルギーを節約する」ことが大切です。 

 

【段階的運動療法（GET）と認知行動療法（CBT）】 

2011 年 2 月に「慢性疲労症候群患者に対する適応

ペースの調整療法・認知行動療法・段階的運動療法・

専門医による医療ケアを比較する治験（PACE trial）：

無作為化試験」と題する論文がランセット誌 3）に発

表され、世界中で論争が巻き起こりました。その後、

2016 年に米国医療研究・品質調査機構（AHRQ）は、
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GET と CBT が ME/CFS の効果的な治療法であるこ

とを示すエビデンスは、どこにもないと結論付けまし

た。また、2021 年 10 月には、英国国立医療技術評価

機構（NICE）が ME/CFS のガイドライン最終版 4）

を発表し、「GET は患者に著しい害を与え、治療と

して提供されるべきでない。CBT が病気を回復させ

ることはなく、慢性疾患を抱えて生きるのを助けるこ

とのみに使用すべきである」としました。 

心肺運動負荷試験を行えば、ME/CFS 患者の低エ

ネルギー、スタミナの減少、PEM 等の深刻さを理解

できます。患者は無酸素活動（anaerobic activity）

に耐えられません。患者のほとんどは無酸素閾値に

達するまでに 10 秒～5 分しか運動できず、重症や中

等度の方は、運動することでかえって症状が悪化する

可能性があります。運動はあくまでも体調維持のた

めであり、運動によって体調が回復することはありま

せん。発症時から強制的な休養期間が与えられた患者

の予後が一番良かったとする論文「ME/CFS 患者に

対するワーク・リハビリテーションと医療的理由での

退職：診断戦略のレビューと評価」と題する記事 5）が

発表されています。 

 

【診断基準と診療の手引き】 

 ME/CFS には多くの診断基準が存在しますが、現

在、研究や診療において世界で最も信頼されているの

はカナダ保健省が 2003 年にまとめた「カナダの診断

基準」6）です。当法人では 2011 年に翻訳して小冊子

を発行し、HP において公開(https://bit.ly/3n8xsEC)

していますので、ダウンロードしてご活用下さい。 

 このカナダの診断基準には、「ME/CFS 患者には、

うつ病には一般に見られない関節痛と筋肉痛、激しい

頭痛、繰り返す咽頭痛と上気道炎、リンパ節圧痛、心

肺症状、慢性起立不耐症、頻脈、一群の認知機能障害

のような症状がみられる。ME/CFS 患者の中には、病

態生理学的障害や生活の質の低下により、反応性うつ

病にかかることがあるかもしれないが、多くの客観的

な指標によって、一次性うつ病と ME/CFS を鑑別で

きる」と書かれています。 

また、国際 ME/CFS 学会は「カナダの診断基準」

を使用し、2012 年に「ME/CFS：臨床医のための手

引書」を発行し、2014 年に改訂版を出しています。

2020 年には国立精神・神経医療研究センター（NCNP）

神経研究所の研究班(https://mecfs.ncnp.go.jp/)によ

って翻訳 7）され、研究班の HP に掲載されています

(https://bit.ly/3jV6ZtO)。ME/CFS の専門医でもある

ハーバード大学医学部教授のアンソニー・コマロフ先

生は序文の中で、「本手引書は、多くの経験豊かな臨

床医や臨床研究者の英知の結集であり、ME/CFS の

診断方法や、根治的ではないが有益とされている治療

法に関する助言も記されている」と述べています。 

 

【日本における ME/CFS の研究】 

 2015 年より NCNP 神経研究所免疫研究部におい

て、神経系疾患として本格的な研究が開始されました。

2018 年 11 月には、MRI 拡散イメージング法（DKI

及び NODDI）を用いて脳内構造評価を行い、

ME/CFS 患者の脳に異常が見つかったとの論文

“Brain Abnormalities in Myalgic Encephalo-

myelitis/Chronic Fatigue Syndrome : Evaluation by 

Diffusional Kurtosis Imaging and Neurite 

Orientation Dispersion and Density Imaging”8）が発

表されました。患者に共通して異常が検出された右上

縦束は、複数の研究でワーキングメモリーとの関係が

示されており、同部位の障害が ME/CFS の症状の一

部と関連している可能性が示唆されました。 

2020 年 7 月には、ME/CFS の自律神経受容体に対

する自己抗体に関連した脳内構造ネットワーク異常

を明らかにし、“Altered Structural Brain Networks 

Related to Adrenergic/Muscarinic Receptor Auto-

antibodies in Chronic Fatigue Syndrome”と題する

論文 9）が発表されました。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 及び抗 β2 アドレナ

リン受容体抗体が、ME/CFS 患者の痛みをはじめと

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。 

さらに 2021 年 4 月には、ME/CFS の新たな免疫異

常を発見し、 “Skewing of the B cell receptor 

repertoire in myalgic encephalomyelitis/chronic 

fatigue syndrome”と題する論文 10）が発表されまし

た。リンパ球の一種である B 細胞に着目し、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。 

NCNP ではその他、ME/CFS の免疫表現型の研究

を実施しており、患者の腸内微生物叢の変化について

の論文を近々発表する予定です。また、抗 β2 アドレ

ナリン受容体抗体のより汎用価値の高い検出システ

ムを開発中です。 
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【米国国立衛生研究所における ME/CFS の研究】 

 米国国立衛生研究所（NIH）は 2015 年 10 月に、

ME/CFS の研究を前進させる努力を強化するため、

NIH 臨床センターにおいて、国立神経疾患・脳卒中

研究所（NINDS）の主導で、NIH の多くの研究所か

らなる横断的ワーキング・グループを立ち上げ、

ME/CFS 患者を徹底して研究する研究プロトコール

作成に着手したと発表 11）しました。 

2016 年 2 月には、米国疾病予防管理センター

（CDC）の病例検討会において、NINDS の神経系

の感染セクション部長であり、NIH における

ME/CFS 研究の主任研究者であるアビンドラ・ナス

先生は、「感染後 ME/CFS : NIH における所内研

究」と題して、発症時にウイルス性疾患にかかって

いたことが明確な患者群に焦点をあてた、NIH にお

ける ME/CFS の包括的研究の計画について講演 12）

されました。 

この中でナス先生は、ME/CFS の免疫調整に関す

る論拠として、プロス・ワンに掲載された 2 つの研究

論文（ノルウェーにおけるリツキシマブの第 1 相試

験と第 2 相試験）、 “Benefit from B-Lymphocyte 

Depletion Using the Anti-CD20 Antibody 

Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-

Blind and Placebo-Controlled Study13)” 、 “B-

Lymphocyte Depletion in Myalgic Encephalopathy/ 

Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label Phase 

II Study with Rituximab Maintenance Treatment14)”

をあげています。当法人でナス先生の講演を翻訳した

小冊子 12）を発行しておりますのでご覧下さい。 

 

【2014 年の厚生労働省による実態調査】 

 2014 年に厚生労働省によって ME/CFS 患者の実

態調査 15）が行われ、約 3 割が寝たきりに近い重症患

者であるという、深刻な実態が明らかになりました。

家事が「できない」、「少しだけ」と回答した患者は 7

割近く、これらの 7 割の患者は居宅介護を必要とし

ているものと推察されます。軽症患者でさえも、

86.9％の患者が家事後に症状が悪化し、44.6％が症状

悪化からの回復に 24 時間以上を要し、寝たきりにな

ることがあると回答しています。通院後に寝込む患者

が全体の 76.7％、軽症でも 58.0%と、通院すら困難

である状況で、必要な医療を受ける権利が保障されて

いません。「通院以外の外出がほとんどできない」、「全

くできない」患者は全体の 46.3％、中等度の患者でも

半数近い方が通院以外はほとんど外出できません。 

20 歳未満の発症は全体の 19.1％、6 割弱の就学患

者が就学・通学を継続できず、義務教育の生徒 17 名

中、特別支援教育を受けていた生徒は 2 名、6 名が通

学できなかったと回答しており、義務教育を受ける権

利すら保障されていません。仕事を継続できたのは

2％のみで、重症や中等度の患者のほとんどは働けず、

現在働いている人はパートやアルバイトの方がほと

んどです。何年も寝たきりで経管栄養だけに栄養補給

を頼り、家族以外とは会うことすらできないほど重症

な患者もいます。 

このように深刻な実態が明らかになったにも関わ

らず、ME/CFS は指定難病にも障害者総合支援法の

対象疾患にもなっておらず、身体障害者手帳の取得も

困難であるため、患者が必要な支援を受けられないの

が現状です。この疾患を正しく理解した上で、身体障

害者手帳や障害年金の診断書を書いていただける医

師の方が増えることを願っています。  

 

【病名について】 

 ME/CFS は、世界各地で集団発生を繰り返してお

り、1930 年代の米国カルフォルニア州ロサンゼルス

郡での伝染性神経筋無力症の集団発生が、ポリオとの

類似性から非定型ポリオとして記録されました。この

病気が論文に掲載されたのは、この時が初めてでした。

1956 年夏には英国ロンドンで集団発生し、1956 年の

医学誌「ランセット」の匿名の論説欄で、良性筋痛性

脳脊髄炎と名付けることが提案されました。後に疾患

により重度の身体障害を引き起こす患者が多いこと

から、「良性」を削除して、1988 年に筋痛性脳脊髄炎

（ME）として定義が発表 16）されました。 

 一方、1984～86年の米国ネバダ州での集団発生後、

1988 年に CDC（米国疾病管理予防センター）は、当

時「慢性 EB ウイルス症候群」と呼ばれていた疾患の

症例定義を検討するために、専門家による会合を開催

し、患者たちの反対を押し切って慢性疲労症候群と命

名しました。最近では、世界的に ME/CFS と両名併

記されることが多くなっています。 

 

【当法人制作のドキュメンタリー映画】 

 2018 年に当法人は、ME/CFS 患者の実態を描くド

キュメンタリー映画「この手に希望を～ME/CFS の

真実」（監督：有原誠治）17）を制作しました。ME/CFS

患者は、急性心筋梗塞、心不全、多発性硬化症等の患

者に比べ、著しく機能障害が重い 18）ですが、症状の

辛さは外見からは全くわかりません。このドキュメン

タリー映画をご覧いただければ、よりこの疾患の深刻

さをご理解いただけると思います。ドキュメンタリー

映画は、2018 年当時の日本神経学会代表理事や日本

医師会会長などから推薦をいただきました。
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2．Long COVID と ME/CFS 

 

【歴史的に繰り返されてきた ME/CFS の集団発生】 

 ME/CFS は世界各地で集団発生を繰り返しており、

1934 年の米国ロサンゼルスの例が、記録が残る中で

最も古い集団発生です。その後、米国だけでも 30 ヵ

所近くで集団発生しており、スイス、英国、アイスラ

ンド、ギリシャ、デンマーク、ドイツ、アイルランド、

ノルウェー、カナダ、レバノン、オーストラリア、ニ

ュージーランド、香港、南アフリカ、シエラレオネ等

19）が知られています。 

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 20）、今でも患者の多くはウイル

ス感染を契機に発症します。そのため、COVID-19 が

ME/CFS の引き金になる可能性があると、2020 年春

ごろより多くの専門家は警告しており、欧米では

2020 年から COVID-19 と ME/CFS に焦点を絞った

研究が開始されています。 

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、完全な健康を二度と取り戻せず、最終的

に ME/CFS と診断 21）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、

こ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 22）は示しました。 

 

【海外での論文や報道】 

 2020 年 3 月にはすでに The Canary（英国のネッ

トニュース）が、“The other potential coronavirus 

catastrophe no one is talking about”と題する記事 23)

で、世界中で増大している COVID-19 患者の一部が、

その後 ME/CFS を発症する可能性について報じてい

ます。 

米国国立アレルギー・感染症研究所所長であるアン

ソニー・ファウチ博士が、COVID-19 後に長引く症状

は筋痛性脳脊髄炎の症状に似ていると発言したこと

が、2020 年 7 月 9 日の CNN ニュース 24）で取り上

げられました。その後、同氏は Facebook の CEOや

Medscape の取材の際にも、COVID-19 と ME/CFS

の関連について言及 25)し、世界的に COVID-19 と

ME/CFS の関連が認知されるようになりました。 

2020 年 8 月の米国神経学会誌 Neurology に、NIH

における ME/CFS の主任研究者であり、国立神経疾

患・脳卒中研究所（NINDS）における神経系の感染

セクションの臨床部長であるアビンドラ・ナス博士に

よる、COVID-19 と ME/CFS の研究に関する“Long-

Haul COVID”と題する論文 26）が掲載されました。ナ

ス博士は、「ME/CFS患者の多くは、きっかけはウイ

ルス感染であったと報告するが、症状が発症してから

何年もたってから我々が知ることが多く、様々な症状

の引き金となったかもしれないものが何であるかを

知ることは不可能である。それゆえ、Long COVID は、

ME/CFS の病態生理を研究することで、より広範な

研究へとつながる可能性を秘めた素晴らしい機会で

ある」と述べています。また、「症状の多くは本質的

に神経系症状であり、Long-Haul COVID の管理には

神経学者が役割を果たすべき」とも述べています。 

2020 年 10 月の TIME 誌の “Have We Been 

Thinking About Long-Haul Coronavirus All 

Wrong?”と題する記事 27）で、マサチューセッツ総合

病院外科医のロン・トンプキンス先生は、「新型コロ

ナのパンデミックは、時間がたてば一種の ME のパ

ンデミックを作り出す可能性が非常に高い」と語って

います。同年 9 月 14 日付の Nature の“The lasting 

misery of coronavirus long-haulers”と題する特集記

事 28)では、COVID-19 を契機として ME/CFS を発症

する可能性について触れています。 

2021 年 1 月に Frontiers in Medicine 誌に掲載さ

れた、ハーバード大学のアンソニー・コマロフ教授ら

による“Will COVID-19 Lead to ME/CFS?”と題する

記事 29)には、「2020 年 12 月下旬の時点の COVID-19

の感染者数を基にすると、世界中で 1000 万人を超え

る ME/CFS 患者が発生すると予測される」と書かれ

ています。 

2022 年 1 月 28 日付の Infection Control Today の

“Long COVID Shouldn’t Have Taken Us by 

Surprise”と題する記事 30)には、「米国国立神経疾患・

脳卒中研究所のウォルター・J・コロシェツ所長が、

2021 年 2 月 26 日に開催された米国 NIH と CDC の

研究所間の会議において、『ME/CFS と Long COVID

はあまりにも重複しており、時間の経過とともに全く

同一のものになると考えている』とコメントした」と

書かれています。 

2022年3月17日付のMedscapeの“Covid's 'Silver 

Lining': Research Breakthroughs for Chronic 

Disease, Cancer, and the Common Flu”と題する記

事 31)で NIH のアビンドラ・ナス博士は、「Long 

COVID と ME/CFS は全く同じ疾患であることを研

究は示唆している。Long COVID 患者は原因がどの

ウイルスだか知っている一方、ME/CFS のほとんど

の症例では正確に原因ウイルスは分からないことが、
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主な違いである」と語っています。同年 8 月 8 日付

の WEB マガジン“Knowable Magazine”の「Long 

COVID：同時進行中のパンデミック」と題する動画

32)の中で、米国イエール大学の岩崎明子・免疫学教授

は、「Long COVID 患者が苦しんでいる病気と

ME/CFS は、恐らく同じ病気だと私は信じています。

Long COVID の段階で回復できなければ、ME/CFS

に移行する人がいる可能性があります」と語ります。 

2022 年 8 月 26 日付の CNN ニュースの「コロナ

後遺症で最大 400 万人が働けず 米調査結果」と題す

る記事 33）で、米国シンクタンクのブルッキングス研

究所の報告書を取り上げ、深刻な労働力不足と経済的

損失について言及しています。 

 

【日本での取り組みや報道】 

国立精神・神経医療研究センター（NCNP）病院

は、2021 年 7 月にコロナ後遺症外来を開設し、

2022 年 8 月の段階で 100 名以上が COVID-19 関連

の ME/CFS と診断されています。2021 年夏には

ME/CFS および Long COVID 患者を対象とし、

PET 画像における神経炎症の分布と程度を評価する

神経炎症イメージング研究 34）も開始されていま

す。2022 年 7 月にオンラインで開催された国際

ME/CFS 学会学術大会において、NCNP 神経研究所

免疫研究部室長の佐藤和貴郎先生が講演され、

「Long COVID 患者の約半数で抗自律神経受容体抗

体の異常がみられ、約 40％でプラズマブラストある

いは T 細胞の異常を認めましたが、この頻度は

ME/CFS 患者のそれに匹敵するものでした」35）と

語りました。 

日本でも 2020 年 7 月 21 日付の Care Net の

「COVID-19 の疲労症候群～筋痛性脳脊髄炎／慢性

疲労症候群研究のまたとない機会」と題する記事 36）

や、同年 7 月 28 日には公益社団法人東京都医学総合

研究所のHPの「新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）関連サイト」37）において、COVID-19 を契機に

ME/CFS を発症する可能性が紹介されました。 

日経サイエンス 2021 年 6 月号 38）、2021 年には

TBS テレビ「NEWS23」39)、NHK クローズアップ現

代＋のWEB記事 40）等多数で取り上げられています。

2022 年 4 月発行の「新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）診療の手引き 別冊罹患後症状のマネ

ジメント」第一版 41）や、同年 5 月発行の「COVID-

19 神経ハンドブック」42）において、COVID-19 を契

機に ME/CFS を発症する可能性が紹介されました。 

 

【当法人の取り組み】 

 2020 年春より、海外の COVID-19 と ME/CFS 関

連の情報をいち早く集め、翻訳して HP で公開してき

ました。その後、国内でもこの問題が取り上げられる

ようになり、“コロナ後遺症”の国内外の情報も含め、

HP の「COVID と ME」（https://bit.ly/35XmF86）43)

に非常に豊富な情報を掲載しております。 

2020 年 5 月には、厚生労働大臣に「ME/CFS と

COVID-19 の研究促進を求める要望書」を提出し、

同年 7 月には「ウイルス感染を契機として ME/CFS

を発症するとの報告を承知している」との回答 44）

を得ました。また、2021 年通常国会に「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の

整備」を求めて国会請願をあげ、125 名の超党派の

国会議員に紹介議員を引き受けていただき、衆参両

議院で採択 45）されました。2022 年 1 月には厚生労

働政務官と面談し、「COVID-19 診療の手引き 罹患

後症状のマネジメント暫定版」の早期改訂と

ME/CFS の研究を求める要望書」を提出 46）しまし

た。 

2020 年 5 月に WEB アンケート調査（回答者 326

名）47）を実施し、日本において COVID-19 を契機

として ME/CFS を発症した方を確認しました。

2021 年には COVID-19 感染後に ME/CFS 様の症状

が続く方を対象に WEB アンケート調査（回答者

141 名）48）を実施し、「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％

という深刻な実態を明らかにしました。アンケート

の結果については、26 ページの「当法人の 2 つの

アンケート」で詳細を報告しています。 

7 月 26 日付のロイター通信に、“Biden pushes 

for long COVID sufferers to be protected by law”

と題する記事 49）が掲載され、「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実に守られるよう、米国の各省

庁が連携すると大統領は語った」と報じており、日

本でもそうした取り組みが求められています。 

当法人の働きかけで、2020 年の臨時国会には

「COVID-19 と ME/CFS の研究に関する質問主意

書」50）が参議院に提出されました。また、2021 年

5 月と 6 月 51、52）、2022 年 3 月と 4 月 53、54）に衆・

参議院厚生労働委員会において、2022 年 2 月 55）に

は衆議院予算委員会において、COVID-19 と

ME/CFS の研究について質疑応答 55、56）が行われて

います。さらに同年 10 月には、立憲民主党新型コ

https://bit.ly/35XmF86）43)
https://bit.ly/35XmF86）43)
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ロナウイルス対策本部／障がい・難病 PT／会派 厚

生労働部会の合同会議において、厚労省に「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

拡充を求める要望書」が提出 57）されています。 

 

【米国 ME/CFS 臨床医連合のプレスリリース】 

U.S. ME/CFS Clinician Coalition（ME/CFS 臨床

医連合）は、ME/CFS の専門家である臨床医で構成

され、COVID-19 に罹患した患者たちを研究し、診

療にもあたっています。2021 年 8 月 25 日に発表し

た「『ME/CFSのための臨床的ガイダンス改訂版』は、

Long COVID-19 患者にも役立つ可能性がある」と

題して、下記をプレスリリース 57）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、ME/CFS の

診断基準を完全には満たさなくとも、Long 

COVID 患者たちにも役立つ可能性がある 

・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

性を示唆している 

・COVID-19 のパンデミックによる新しい

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

した 

・ME/CFS には FDA 承認の治療法はないが、

COVID-19 後に ME/CFS を新しく発症した人

を含め、ME/CFS 患者の健康・機能・生活の質

を改善するために、臨床医が行うことのできる

多くの方法がある 

 

3．Frontiers in Medicine に論文のレビュー 2021.1.18 

 

2021 年 1 月 18 日に Frontiers in Medicine に掲載

さ れ た 、 “Will COVID-19 Lead to Myalgic 

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome?”と

題された論文のレビューが、2021 年 2 月 25 日付の

日経メディカルに、「Long-COVID―回復後に起こる

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群」29）と題して掲載

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アンソニー・コマロフ教授らで、

レビュー記事の著者は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。 

 

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）が、PCR

検査陽性だった約 300 人を追跡したところ、3 週間

後に患者のほぼ半数は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、発症から 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 ヵ国

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 ヵ月で、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 型、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、呼吸器症状、発

熱、リンパ節腫脹、筋肉痛などが、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
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になることを意味する。これは世界に当てはめる

と、1000 万人を超える ME/CFS 患者が発生すると

予測される。注意すべきは、COVID-19 パンデミッ

ク前の段階で ME/CFS を有する人を対象とした長期

縦断研究では、ほとんどの患者は何年たっても軽快

しなかったということである。 

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

の論文があるが、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。 

 

※米国 ME/CFS 臨床医連合の HP：

https://mecfscliniciancoalition.org/ 

ME/CFS の情報提供している CDC の HP：

https://www.cdc.gov/me-cfs/ 

ME/CFS の情報提供している NIH の HP：

https://www.nih.gov/mecfs/about-mecfs 

 

 

4．Trends in Molecular Medicine の論文 2021.6.7 

 

2021 年 6 月 7 日付の Trends in Molecular 

Medicine に、ハーバード大学医学部のアンソニー・

コマロフ教授とコロンビア大学（疫学、神経内科学、

病理学）教授のイアン・リプキン教授による、

“Insights from myalgic encephalomyelitis/chronic 

fatigue syndrome may help unravel the 

pathogenesis of postacute COVID-19 syndrome

（ME/CFS から得られた洞察が急性 COVID-19 後症

候群の病因解明に役立つ可能性がある）”と題する論

文 58）が発表されました。 

 

ハイライト 

急性 COVID-19 の後遺症として、COVID-19 後症

候群あるいは Long COVID として知られる、疲労や

認知障害を伴う長引く病気を発症する人々がいる。

COVID-19 後症候群は、他の感染性病原体が誘因と

なる感染後疲労症候群や、感染症のような病気が先行

したと多くの患者が報告する疾患 ME/CFS に類似し

ている。 

ME/CFS は、中枢神経系・自律神経系の根本的異

常、免疫調整異常、エネルギー代謝異常、酸化還元平

衡異常と関連している。同じ異常が COVID-19 後症

候群において同定されるかどうか、これまでのところ

不明である。アメリカや他の先進国は、COVID-19 後

症候群の研究に対して多大な支援を誓っている。 

新型コロナウイルスは、慢性疾患と急性疾患を引き

起こす。急性新型コロナウイルス感染症の後遺症

（PASC）には、様々な症状を生じさせうる肺・心臓・

腎臓・脳の損傷を含む。PASC は、他の急性感染症後

に発症しうる特徴や ME/CFS の特徴を伴う Long 

COVID も含む。ME/CFS と急性期 COVID-19 の発

症機序に関して分かっていることを要約し、COVID-

19 後症候群の一部の患者の発症機序が、ME/CFS の

発症機序と類似している可能性を熟考する。両疾患に

おける疲労と関連症状を説明しうる分子機序を提示

し、ME/CFS と COVID-19 後症候群の研究課題を提

案する。

 

5．New England Journal of Medicine の論文 2021.6.30 

 

2021 年 6 月 30 日付の New England Journal of 

Medicine に、 “Confronting Our Next National 

Health Disaster — Long-Haul Covid（次の公衆衛生

上の国家的大惨事— Long-Haul Covid）”と題する論

文 59）が掲載されました。著者は、ハーバード大学教

授のミッシェル・ウイリアムズ教授らです。 

 

COVID-19 罹患後、10～30％の人々は数ヵ月たっ

https://mecfscliniciancoalition.org/
https://www.cdc.gov/me-cfs
https://www.nih.gov/mecfs/about-mecfs
https://mecfscliniciancoalition.org/
https://www.cdc.gov/me-cfs/
https://www.nih.gov/mecfs/about-mecfs
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ても体を衰弱させる症状が未だに続いており、正常の

状態を取り戻せそうにありません。残念ながら、現在

の感染者数と動向から、Long-Haul Covid あるいは

Long COVID は次の公衆衛生上の国家的大惨事にな

りつつあることを示しています。 

CDC（米国疾病管理予防センター）は、2021 年 3

月までのアメリカ人の COVID-19 の感染者は 1 億

1400 万人以上と推定しており、このパンデミックに

より少なくとも 1500 万人以上の Long COVID 患者

が推定されえます。データはまだ集積中ですが、Long 

COVID 患者の平均年齢は約 40 歳で、大多数は働き

盛りです。この人口構成を考慮すると、Long COVID

はヘルスケアシステムや経済の回復に長期的に影を

落とすことになるでしょう。 

CDC によると、Long COVID とは「COVID-19 に

罹患したどんな人にも起こり得、何週間も何ヵ月も継

続しうる様々な症状」のことです。ウイルス感染の持

続、自己免疫又は炎症性の後遺症、自律神経障害など

に関連した仮説が存在し、それらすべてにある程度の

「生物学的妥当性」がありますが、病態生理もまだ不

明です。 

なぜ Long COVID が迫りくる大惨事を示すかを理

解するためには、類似のウイルス感染後症候群の歴史

的な前例を見れば十分です。ME/CFS、線維筋痛症、

治療後ライム病、慢性 EB ウイルス、さらに 19 世紀

の神経衰弱の診断などは、感染後数ヵ月から数年後の

Long COVID 患者の苦しみをあらかじめ示している

可能性があります。 

患者を中心に支援する統一的指針に基づいて、積極

的にヘルスケア体制や戦略を構築しない限り、何百万

という患者を荒れ狂う海に放置することになるでし

ょう。大多数は女性で、多くは慢性的に身体機能を奪

う健康状態を抱え、何年もヘルスケアシステムを転々

とするでしょう。 

従って、組織的な国家的健康政策戦略と対応が緊急

に必要であり、我々はそれを絶対に不可欠な 5 つの

柱に基づいて構築すべきだと信じます。第一に、根本

的予防です。ワクチン教育のキャンペーンは Long 

COVID の蔓延を避けることを強調し、文化と調和し

たメッセージによって、高リスクでワクチン接種をた

めらっている人々をターゲットにすべきです。 

第二に、Long COVID の原因、メカニズム、最終的

な予防方法や治療を同定するために、非常に優秀で、

資金が豊富な国内外の研究アジェンダを構築し続け

る必要があります。2 月には米国国立衛生研究所

（NIH）が Long COVID 患者の前向きコホートを含

む 11.5 億ドルの予算を拠出しました。WHO は標準

的用語や症例定義を含む、グローバルな研究の取り組

みを調和させるために働いています。多くの国や研究

所が Long COVID を優先事項と見なし、意欲的な臨

床研究や疫学調査に着手しています。 

第三に、広範囲で先行するウイルス感染後症候群の

経験から、学ぶべき貴重な教訓があります。Long 

COVID と ME/CFS の関連について、CDC、NIH、

WHO、ジョージ・バイデン大統領の首席医療顧問で

あり米国国立アレルギー・感染症研究所所長のアンソ

ニー・ファウチ氏によって、焦点が当てられました。

ゆくゆくは、研究によって両方の病態の原因や臨床的

な管理への相補的な洞察が得られる可能性がありま

す。CDC は ME/CFSの臨床的な管理についてのガイ

ドラインやリソースを開発しており、Long COVID

患者にも適用できるかもしれません。 

第四に、これらの患者の複雑な臨床的ニーズに総合

的に応えるために、米国の最も権威あるセンターを含

む、30 以上の米国の病院や医療システムが、複数の

専門にわたる Long COVID クリニックを開設しまし

た。こうした統合的な患者のケアモデルが広がり続け

る必要があります。 

第五に、差し迫る壊滅的状況を改善する、研究・開

発や臨床的管理のアジェンダの究極的な成功とは、医

療従事者が患者を信じて支援的なケアを提供するこ

とです。患者たちに、正当性、臨床的で詳細な調査、

共感が与えられるべきです。 

このウイルス感染後の病状に効果的に対処するこ

とは、罹患している患者たちにとってはもちろん、ヘ

ルスケアシステムや社会にとっても、長期的で複雑な

試みとなることは必至でしょう。まとめると、こうし

た 5 つの相互に関連した取り組みが、増大する Long 

COVIDの犠牲者の苦痛を和らげることに大いに役立

つ可能性があります。 

 

6．国際 ME/CFS 学会学術大会での Dr. Scheibenbogen の講演 2021.8.19 

 

2021 年 8 月 19 日～21 日に、国際 ME/CFS 学会

主催の学術大会 60）がオンラインで開催され、19 日

の専門的ワークショップで、ドイツのシャリテー医

科大学免疫研究所の Dr. Carmen Scheibenbogen

は、“Emerging treatment options for autoimmune 

ME/CFS（自己免疫 ME/CFS のための新たな治療の

オプション）”と題して講演 61）されました。Cort 
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Johnson 氏の Health Rising という HP に掲載され

た、講演の概要をご紹介します。 

 

2010 年からシャイベンボーゲン先生は、ME/CFS

に関する 30 の共著論文を発表し、大きな学際的チ

ームがこの疾患の研究をしていることを提示しまし

た。「自己免疫 ME/CFSのための新たな治療のオプ

ション」と題する発表の中で、感染誘因（多くの場

合は主要な自己免疫疾患の誘因である EB ウイル

ス）、自己免疫の家族歴の増加のエビデンス、様々

な研究結果を示し、少なくとも一部の患者において

ME/CFS の自己免疫的原因の症例を提示しました。 

ドイツの自身の研究室における 2020 年の研究 62）

で、感染性の発症の ME/CFS 患者は、非感染性の発

症や健常対象群より 2 倍も多く、自己免疫に強く関

連する 2 つの遺伝子多型を有する可能性を発見しま

した。2020 年にはノルウェーのフルゲ先生とメラ先

生 63）も、自己免疫に関連する MHC クラス II 分子

の増加を見つけました。 

先生は βアドレナリン受容体、ムスカリン性アセ

チルコリン受容体、ATI 受容体、ETA 受容体に対す

る自己抗体に着目してきました。それらは血管を収

縮させ、血管拡張物質やブラジキニンのような痛み

を強化する物質を放出させ、最終的に筋肉や脳への

血流を減少させ、毛細血管からの漏出や血液量の減

少を引き起こします。最近、先生のグループ 64）

は、これらの自己抗体のレベルが、感染性発症の

ME/CFS 患者の疲労や筋肉痛、認知機能障害、胃腸

症状の重症度と相互関係があることを見出しまし

た。 

内皮の機能を評価した最近の研究 65）は、血管の

問題は共通である可能性を示唆しました。内皮の機

能不全は、筋肉や脳などへの血液の供給の減少を意

味する可能性があります。研究は ME/CFS 患者の約

半数で内皮の機能が低下しており、内皮の機能が低

下している患者は、疾患がより重症であることを示

しました。 

リツキシマブ：先生はノルウェーにおける 3 つの

リツキシマブの治験（最初の 2 つの小規模治験 13、

14）は成功、第 3 相の大規模治験は失敗）についてレ

ビューしました。第 2 相試験 14）は 28 人の患者を

15 ヵ月以上追跡し、18 人が薬に良く応答しまし

た。しかし、151 人の患者を 15 ヵ月以上追跡した第

3 相試験 66）では、リツキシマブ群よりもプラセボ群

に応答した人が多くいました。全体の 3 分の 1 の患

者が応答しましたが、リツキシマブ群（26％）より

もプラセボ群（35％）の応答率が良かったことは問

題でした。 

10～15 ヵ月後に、第 2 相試験において非常に重症

から回復、又はほぼ回復した多くの患者と、第 3 相

試験の結果を比較しました。先生は、第 3 相試験に

おいて維持投与量が削減されたことが、治験の失敗

を決定的なものにした可能性を提案しました。第 2

相試験では、3 ヵ月、6 ヵ月、10 ヵ月、15 ヵ月目の

フォローアップで 500mg／体表面積 1 平方メートル

（最高で 1,000mg）の割合で点滴投与しましたが、

第 3 相試験では、3 ヵ月、6 ヵ月、9 ヵ月、12 ヵ月

目に 500mgを固定投与しました。先生は固定投与

は経済的な問題が原因であったと報告しました。 

先生は、維持投与量が「極めて重要」と呼び、第

3 相試験において B 細胞をたたくのには投与量が少

なかったのではないかと問いました。また、成功と

する診断基準（4.5 疲労スコアが 8 週間）が短すぎ

るのではと問い、第 1 相試験では応答があらわれる

のに 3 ヵ月かかったと指摘しました。さらに、プラ

セボ群の患者は「標準的な」ケアも受け、このケア

によって症状が改善した可能性を指摘しました。 

リツキシマブ群の 26％の患者に「重大な有害事

象」がありましたが、プラセボ群でも 19％の患者に

「重大な有害事象」があったことに留意すべきで

す。ME/CFS 患者に深刻な事象は良く起こります。 

シクロホスファミド：ノルウェーにおける最近の

シクロホスファミドの非盲検第 2 相試験 67）は、

50％以上の患者が応答しており、良い結果でした。

18 ヵ月の長期間の治験（4 年まで期間が延長された

患者もあった）では、一日 6,000 歩以上（一般に推

奨されているよりもかなり少ないですが、6,000 歩

は平均以上）と、活動が増加した患者が約 50％見ら

れました。4 年後に 68％が「寛解」を維持していま

した。研究終了までに、22 人の応答者のうち、9 名

がパート、あるいはフルタイムの仕事又は勉学に戻

ることができました。 

シクロホスファミドは古くからある、より毒性が

強い薬で、吐き気や便秘が良く起こり、研究者たち

は治療期間が「きつい」としています。11 人の患者

が一時、入院しましたが、症状による負荷が高く、

患者の多くが生活の質が低いことを考えたら、毒性

は「許容範囲」であると研究者たちは評価しまし

た。しかし、二重盲検・プラセボ対照試験が明らか

に必要です。 

免疫ブログリン療法（IgG）の治験、“Tolerability 

and Efficacy of s.c. IgG Self-Treatment in ME/CFS 

Patients with IgG/IgG Subclass Deficiency：A 
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Proof-of-Concept Study（IgG/IgG サブクラス欠損

症の ME/CFS 患者における皮下免疫グロブリンの自

己治療の許容性と有効性：概念実証研究）”と題する

論文 68）は、B 細胞介在性免疫機能障害のもう一つ

の証拠を提供しました。12 人のうち 5 人が、12 ヵ

月以内に「臨床的に意義のある応答」を示しました

（健康に戻ったという意味ではありません）。 

皮下免疫グロブリン療法で改善したすべての患者

は、乳酸脱水素酵素のレベルがベースラインで高

く、治療中に下がりました。乳酸脱水素酵素は、エ

ネルギー産生に重要な役割を果たします。免疫グロ

ブリン療法が乳酸脱水素酵素を減少させるのに役立

つと思われるという事実は、免疫系が ME/CFS にお

いてみられるエネルギー産生の問題に関連している

ことを示唆します。 

免疫吸着療法は、先生が追跡調査してきた自己抗

体を含む IgG 抗体を、患者から除去します。小規模

な 5 日間の免疫吸着療法の治験は、10 人のうち 7 名

で速やかな症状の改善が見られ、そのうちの 3 人は

2 年後も改善を維持し、自己抗体も急激に減少しま

した。 

これらの治療的アプローチに共通のことが一つあ

ります。それは自己免疫で最も重要な細胞の一つで

ある B 細胞を異なった方法で標的にしていることで

す。リツキシマブとシクロホスファミドは、メモリ

ーB 細胞を枯渇させます。免疫吸着療法は、血液か

ら自己抗体を除去します。免疫グロブリン療法は、

有用な抗体を患者の血液に満たします。 

先生は、より良い次世代のモノクローナル抗体薬

が開発され、市場に出回ってきていることに言及

し、2019 年の「自己免疫疾患に対する次世代の Fc

受容体を標的としたバイオロジクス」と題する論文

69）を示しました。Long COVID の到来によって、

会社が ME/CFS 患者にこれらの薬を試すことにより

理解を示しやすくすると先生は考えており、一つの

会社と話し合っています。 

先生は、自己免疫療法には感染性の発症の患者だ

けを入れ、カナダの診断基準 6）を使って患者を選別

し、活動基準を使って応答を評価することを提案し

ました。 

 

7．米国 NIH の ME/CFS の主任研究者と NCNP の山村隆先生の対談 2021.10.28 

 

 

2021 年 10 月 28 日に、NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の

会では「Long COVID と ME/CFS」をテーマに、米

国 NIH のアビンドラ・ナス先生と国立精神・神経

医療研究センターの山村隆先生の対談 70）を行いま

した。 
 

Mieko Shinohara（MS）：私は筋痛性脳脊髄炎の会理

事長の篠原三恵子です。1990 年に ME/CFS を発症し

ました。 

簡単にナス先生と山村先生をご紹介致します。ナス

先生は神経ウイルス学がご専門の医師・研究者で、米

国国立衛生研究所（NIH）の国立神経疾患・脳卒中研

究所（NINDS）における神経系の感染セクションの

臨床部長であり、上級研究者です。また、NIH にお

けるウイルス感染後 ME/CFS の研究と、NINDS に

おける 2 つの Long COVID の所内研究、1）新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）後の回復期におけ

る自然経過、2）COVID-19 感染後の神経系機能の観

察研究、の主任研究者です。 

山村先生は神経免疫学がご専門の医師・研究者で、

30 年以上にわたって多発性硬化症の研究をされてこ

られました。日本の国立精神・神経医療研究センター

（NCNP）神経研究所の免疫研究部部長であり、多発

性硬化症センター長で、2015 年に ME/CFS の研究を

開始されました。最近、B 細胞受容体レパトア解析に

基づき ME/CFS の免疫バイオマーカーを発見したと

する論文 10）を発表しています。 

本日は、米国において ME/CFSと Long COVID に

関してどんな研究が行われてきたのか、日本では研究

がどこまで進んでいるのかについてお聞きします。 

ナス先生、2020 年 3 月に Neurology（神経学）に

発表された先生の論文を読みました。Long COVID

の患者さんの診察を開始されたのはいつですか。 
 

Dr. Avindra Nath（AN）：米国では 2020 年 1 月に

パンデミックが始まりました。呼吸器系の感染ですし、

患者は神経症状を呈していましたので、その時点でこ

の患者たちに ME/CFS のような症状が現れるであろ

うとわかっていました。そこで 3 月に私はこの論文

を書きました。その時点ですべてが分かっていたわけ

↑対談の動画
はこちらから 
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ではありませんが、こうした患者を診療することにな

ると予測し、その通りになりました。2020 年中頃に

は ME/CFS と重複する症状を呈していると確認する

患者たちを診療し始めました。 
 

MS：2020 年 6 月のブルームバーグテレビでも、Long 

COVID と ME/CFS の関連についてお話しされてい

ますね。ME/CFS の診断基準を満たす Long COVID

患者を多く診ますか。 
 

AN：はい。この 2 つの病気の症状は本質的に重複し

ています。完全に重複するわけではありませんが、多

くの症状はまったく類似しています。免疫が同じかど

うかは、私たちにはまだわかりません。Long COVID

は確実にウイルスによって引き起こされており、

ME/CFS は複数の誘因がある可能性があります。で

すので、多少の違いはありますが、著しく重複してい

ます。 
 

MS：何パーセントくらいの人が COVID-19 を契機に

ME/CFS を発症すると感じていますか。 
 

AN：イギリスには国民保健サービスがあるため、健

康に関して非常によく記録しています。その国民保健

サービスによって実施された大規模調査の結果がで

ており、3 ヵ月継続して症状がある人を算定していま

す。30％くらいという報告や、50％に達するという報

告もあります。オランダの研究は、5～6 ヵ月たって

も回復しなければ、症状は 1 年以上続くことを示し

ています。こちらも 20～30％としています。 
 

MS：かなり高い数字ですね。なぜ Long COVID の研

究が非常に大事であるか、またそれが ME/CFS の研

究にどのように寄与するのかお話しいただけますか。

患者さんたちは何歳くらいでしょうか。 
 

AN：ほぼどの年齢層の人にも起きえますが、最も多

いのは 30 代と 40 代で、私たちが診ている患者たち

の圧倒的多数です。そして男性より女性に多いです。

影響を受ける患者は、社会において最も生産的な年齢

層で、社会経済的に与える影響は非常に大きいです。 
 

MS：先生の研究において、ウイルス感染後に

ME/CFS を発症するメカニズムが見えてきましたか。

今までの知見から得られた洞察をお話しいただけま

すか。 
 

AN：私たちはまだデータを解析している最中ですが、

患者から多くのデータを集めました。患者数は少ない

ですが、非常に幅広く調査しました。COVID-19 が流

行し始めた時、望んでいた数の患者を十分に募集でき

ていませんでしたが、ME/CFS 患者をはじめ、どんな

患者も NIH に来てもらうことができなくなりました

ので、データの解析を始める時だと決断しました。デ

ータの解析は終わっていませんが、患者に免疫機能障

害があることは非常に明白で、この免疫機能障害の重

要性と、それが他のすべての測定値と相関するのかを

解明しようとしています。ミトコンドリアにも機能的

障害があることを見つけました。これらは恐らく関連

して起きており、すべてをまとめている途中です。 
 

MS：アメリカでは Long COVID の研究に、政府はど

のくらいの予算を拠出していますか。アメリカでは他

にも多くの研究者が、Long COVID と ME/CFS の研

究をしていると聞いています。先生や他の研究者の方

は治療のための治験も実施する計画ですか。 
 

AN：はい。政府が今年、COVID-19 の研究に割り当

てた予算は、全部で 13 億ドルです。巨額の予算で、

ほとんどの研究費は Long COVID 関連の研究に向け

られます。ME/CFS 全般に様々なメリットがあると

思います。そのために大規模な患者群が手配されてい

ます。 

ME/CFS に対しても、Long COVID に対しても、

治験を実施する大規模な計画があります。Long 

COVID に対する治験の方が、恐らく大分早く実施さ

れるでしょうが、そこで学んだことが ME/CFS にも

確実に適用できると考えます。例えば NIH において、

まだ承認されていませんが、現在まとめている途中の

プロトコールのために、患者を登録するつもりです。

ヒドロキシコルチコステロイドあるいは免疫グロブ

リン補充療法を使って患者を治療し、効果を見るため

にプラセボ対照試験を実施したいと思っています。こ

うした背景で免疫についてたくさんの研究を行い、そ

うしたらもっと特異性の高い免疫療法を患者さんに

使えるようになります。これが我々の計画で、米国中

の多くの他の研究グループも、他の様々な治療モダリ

ティを使うことを考えています。すべての情報は知り

ませんが、臨床治験に大きな関心が向けられています。 
 

MS：山村先生、他にナス先生にお聞きしたいことは

ありますか。 
 

Dr. Takashi Yamamura（TY）：はい。今日はありが

とうございます。ZOOM での講演会などの先生の

様々な講演を聞きましたが、いつも素晴らしいです。

先生は神経ウイルス学者だと認識しております。ご専

門や得意分野はウイルスですね。そこでお聞きしたい

のですが、新型コロナウイルスを検出するために、脳

の組織を調べる機会がありましたか。味覚や嗅覚障害
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が起きるメカニズムに特に興味があります。最も簡単

な研究かもしれませんが、患者の検体を使った病理学

的・ウイルス学的な研究結果が得られていますか。 
 

AN：良い質問ですね。私も先生の研究についてフォ

ローしています。素晴らしい研究、注目を集める研究

をされていらっしゃり、お会いしてお話しできて本当

に嬉しいです。先生のおっしゃる通り、私の関心はウ

イルス学で、最初にやりたかったのが、脳の中にウイ

ルスを見つけることでした。そこで剖検の組織を得る

ことができましたが、組織を探すのは非常に大変でし

た。頭蓋骨を切るときに骨粉が出ますし、危険を伴う

からです。感染性があれば、非常に閉鎖的な環境でや

らなければなりません。 

しかし、何とかニューヨークの検視局から約 30 人

の脳をもらい、最初にウイルスを探したのですが、見

つかりませんでした。一生懸命に探し、あらゆること

を試しました。免疫染色法、ポリメラーゼ連鎖反応

（PCR）、インサイチューハイブリダイゼーション、

RNA シーケンスも試しました。脳の中も色々な違っ

た箇所を探しました。嗅球の中なら見つかるはず、脳

幹の柔らかい箇所であれば見つかるはずとか言い合

いましたが、見つかりませんでした。だからと言って、

存在しないという意味ではなく、私たちが見逃した可

能性もあります。少なくともドイツの一つの研究グル

ープは、ウイルスを見つけたと主張しています。もし

ウイルスが潜んでいるとしても、恐らくごく少量でし

ょう。脳の中で高度の炎症はおきておらず、皆が同意

すると思います。 

ですから先生の質問は重要です。嗅覚を失っている

のにウイルスが存在しないとすれば、どうやってこう

したすべての神経症状を発症するのでしょうか。嗅覚

に関して、鼻粘膜を調査し、そこに大量のウイルスが

存在することを示すいくつかの論文が出版されてお

り、疑う余地はありません。実際、感染者は呼吸する

度に恐らく何兆ものウイルスのコピーを吐き出して

います。感染するのは維持される細胞であり、これが

持続的なウイルス増殖・排出細胞となります。鼻粘膜

は感染しますが、嗅神経そのものにウイルスが感染す

ることはありません。ウイルスが鼻から脳へと上って

いくかもしれないと人々は懸念していますが、こうし

た理由でウイルスは篩板をつたって上がっていくわ

けではありません。ウイルスを吐き出すことで広がる

のです。脳への影響のほとんどは免疫が介在している

と考えており、それは全て山村先生のご専門領域です。 

私たちは血管も調べましたが、脳内で血管から漏出

しているのを見つけました。そこに免疫複合体が堆積

していました。また、血管周辺部で多くのマクロファ

ージの浸潤を見つけましたが、T 細胞はほとんど見ま

せんでした。ウイルス性脳炎であれば、ご存じのよう

に、多くの T 細胞の浸潤物が見つかるはずですが、T

細胞は見つからず、マクロファージを見つけました。

血管から漏出しているので、マクロファージは血液か

ら脳へ漏出しているたんぱく質をすべて除去しよう

としているのだと思います。ですから、ほとんどの病

理は脳の中の自然免疫応答によると考えます。血管の

表面では、すべて抗体が介在している可能性がありま

すが、わかりません。 
 

TY：患者における自律神経機能障害や、自律神経系

の病理についての報告をご存じでしょうか。 
 

AN：非常に重要なポイントです。Long COVID の患

者さんには、長期的に多くの自律神経機能障害が見ら

れます。患者が報告しない場合でも、自律神経の検査

をすると正常ではありません。かなり頻繁に頻脈を訴

えますし、低血圧やめまいを訴える方もいます。実際、

Long COVID にかかった神経学者で電気分解治療の

施術者の方と話しましたら、自律神経障害がひどくて、

上半身を起こすことすらできず、横になったまま話さ

なければならなかったそうです。ですから、自律神経

障害は非常に顕著である可能性があります。 
 

TY：非常に重要な情報を共有して下さりありがとう

ございます。 
 

MS：山村先生、今までの先生の研究においてわかっ

たことをお話しいただけますか。 
 

TY：ME/CFS を 5 年以上研究してきました。私たち

は基本的に神経免疫学者ですし、多発性硬化症の分野

の研究をしてきましたので、免疫学的発症機序に非常

に関心があります。ドイツのカーメン・シャイベンボ

ーゲン先生の報告を知ったことは非常に幸運でした。

彼女は抗 β2 アドレナリン受容体抗体あるいは抗 β1

アドレナリン受容体抗体の検出法を開発しました。私

たちはその結果を確認しようと試み、同じ結果を得ま

した。私たちの患者の約 40％が、自己抗体が陽性で

した。この検査には検出感度に改良すべき点があるこ

とを知っていましたので、検出のチャンスを増すため

に、より汎用価値の高い検出システムを開発しており、

データが出るのをとても楽しみにしています。 

私たちは B 細胞受容体レパトア解析も行い、

「Brain, Behavior and Immunity」に発表 10）しまし

た。お気づきかもしれませんが、私たちのデータは、

抗原刺激で駆動される免疫学的なメカニズムが
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ME/CFS の原因となることを支持しています。その

論文の中で、プラズマブラストの機能バイアスも研究

しました。実際、ME/CFS発症初期の患者さんのプラ

ズマブラストには、インターフェロンの過剰発現が見

られました。まとめますと、免疫の研究を継続するこ

とはとてもやりがいがあります。 

また、患者さんはいつも治療を求めていますので、

治療にも関心があります。数名の患者さんでは、副腎

皮質ステロイドや免疫グロブリン補充療法、関節リウ

マチの薬なども使い始め、とても喜んでいる患者さん

もいらっしゃいます。しかし、臨床治験として承認さ

れているわけではありませんので、米国で免疫グロブ

リン補充療法やステロイドの臨床治験が実施される

のを、非常に楽しみにしています。 
 

AN：先生は本当に良いお仕事をされており、発表さ

れた研究に非常に感銘を受けました。先生の論文を読

む機会がありましたが、研究成果は並外れて優れてお

り、正しい方向に向かっていると思います。B 細胞の

異常は非常によく理解できます。適切な患者集団にお

いて比較対象試験を実施し、B 細胞をターゲットにす

ることは、実際に非常に良い可能性があると思います。

非常に勇気づけられます。 

Long COVID の患者の中には、ACE2 に対する抗

体を持っている人がいますので、ACE2 に対する抗体

も興味深いです。それらが病因として重要かどうか、

何をしているのかを調べることも、非常に良いだろう

と思います。実際、それらは抗イディオタイプ抗体で

ある可能性があると聞きました。ACE2 受容体に結び

付き、スパイクタンパク抗体が抗体に対する抗体を発

生させえ、抗イディオタイプ抗体になりますから。な

ぜウイルスが見つからないのに、そこにこれらすべて

の免疫複合体や病理像があるかを説明できるでしょ

う。すべて抗イディオタイプ抗体で説明できるかもし

れません。非常に興味をそそられます。 
 

MS：ナス先生、山村先生に何かお聞きになりたいこ

とはありますか。 
 

AN：次に何を計画されているのか、是非、伺いたい

です。Long COVID の患者さんを研究されています

か。どんな免疫の研究を計画されていますか。また、

私たちがどんな研究をすることを提案されますか。先

生の経験は私たちにとっても非常に価値があります。 
 

TY：他の研究者たちのように、私たちも免疫表現型

の研究を行っています。また、腸内微生物叢の解析も

行っています。患者の腸内微生物叢の変化についての

論文をもうすぐ発表するところで、興味深いです。そ

して、先生のように臨床治験を実施する計画を立てて

います。準備中ですので、お話しできませんが、B 細

胞を標的にしたものです。 
 

AN：非常に理にかなっています。先生が誰よりもよ

くご存じの多発性硬化症において、B 細胞を標的にし

たことは非常に有意義でしたね。B 細胞を標的にすれ

ば T 細胞にも影響がありますから、とても理にかな

っています。やってみる価値がありますね。 
 

MS：山村先生は最近、「Brain, Behavior and 

Immunity」に「ME/CFS における B 細胞受容体のレ

パートリーの偏倚」と題する論文 10）を発表されたこ

とは、すでに話されました。これは ME/CFS のバイ

オマーカーの一つになると思われますか。 
 

AN：はい。非常に重要な発見だと思います。おっし

ゃった通り、ある種の抗原が原因であることを確かに

示唆しています。ある非常に特定の種類の B 細胞が

活性化されており、観測によれば、同定された他の B

細胞受容体の特有のレパトアも示唆されていますか

ら。山村先生、その方法を用いて抗原を同定すること

は可能ですか。複数の抗原があるかもしれませんか。

これらの患者においてモニターすることにも非常に

興味をそそられます。 
 

TY：ご存じのように、抗原のタイプを同定すること

は非常に難しいです。抗原のタイプを同定できたら、

私たちの論文はもっと役に立ち、広まるでしょう。そ

の通りです。この解析の実用的価値もまだまだです。

検査費用がもっと安価になるようカスタマイズする

必要があります。ですからバイオマーカーになる途中

ですが、バイオマーカーは診断だけではなく、疾患活

動性をモニターするのにも役立ちます。この活動性の

モニターには、B 細胞バイオマーカー、エクソソーム

のマイクロ RNA か何かを使うことで、可能です。私

たちは研究結果にとても前向きで、近い将来、誰かが

このバイオマーカーを代替マーカーや臨床治験に使

うでしょう。 
 

AN：それは正しい方向への一歩だと思います。非常

に重要な所見です。 
 

MS：本日は本当にありがとうございました。私たち

はこの神経免疫疾患に対する多大な貢献に大変感謝

しております。いつか治療薬を見つけて下さるよう願

っています。 
 

※対談の動画（日本語字幕付き）70）は 

https://bit.ly/3LmKvOE でご覧いただけます。 

https://bit.ly/3LmKvOE
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8．COVID-19 診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント 2022.4.28

 

2021年12月に「新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント」

暫定版が発行され、2022 年 4 月 28 日に改訂され第

一版が発行 41）されました。そこで、ME/CFS 関連の

部分をご紹介します。 

 

第 2 章「罹患後症状を訴える患者へのアプローチ」 

米国疾病予防管理センター（CDC）の暫定ガイダンス

によると、罹患後症状の中には、他のウイルス性疾患

罹患後にみられる可能性がある症候群〔筋痛性脳脊髄

炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）、体位性頻脈症候群

（POTS）のような自律神経失調症、マスト細胞活性

化症候群（MCAS）など〕の症状と類似性を共有する

ものがあるかもしれないことが記載されている。また、

同様の罹患後症状は、SARS や MERS といった致死

率の高い他のコロナウイルス感染症から回復した患

者にも報告されている。 

 

第 6 章「神経症状へのアプローチ」 

Brain fog はうつ病の部分症状である場合や高齢者

ではアルツハイマー病の早期病態が合併している場

合もある。またICU 退室例では、COVID-19 と無

関係に記憶力や注意力の低下、実行機能の障害、認

知処理速度の低下などを約30～80％に認める。さら

に、筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群(ME/CFS)、

体位性頻脈症候群（POTS）などに類似した症候が

みられる。あるいは患者自身から、ME/CFSではな 

 

 

いかとの訴えがあり、自らがその専門家でない場合

は、地域の実情に応じて速やかに診療経験の豊富な

医師への紹介を行う。またME/CFS と罹患後症状の

疲労感・倦怠感の類似性が指摘され、慢性神経炎症

や免疫異常などの類似した病態機序を指摘する報告

もあるが、現時点で免疫療法のエビデンスはない。 

 

第 11 章「罹患後症状に対するリハビリテーション」 

疲労感・倦怠感も罹患後症状のなかで頻度の高い症状

の一つとして報告されている。疲労感・倦怠感は呼吸

器疾患において呼吸機能や運動耐容能と関連してみ

られることもあり、その場合には呼吸リハビリテーシ

ョンが効果的であることが報告されている。しかし、

罹患後症状としての疲労感・倦怠感は、呼吸器症状と

は独立した症状として報告されることが多く、そのよ

うな症状に対しての運動負荷は症状を悪化させる場

合があることから、介入としてはまず個々の症状に合

わせた日々の活動内容の調整、環境調整による対応を

行うことが複数のガイドラインにおいて推奨されて

いる。運動療法も症状を改善する可能性があるが、適

切なモニタリングのもとで実施することが勧められ

る。特に労作後の症状悪化（Post-exertional symptom 

exacerbation；PESE）がみられる場合は、運動療法

の実施は避け、上記のような活動量や環境の調整を注

意深く実施することに加え、症状に対するセルフマネ

ジメントについての指導を行うことが推奨される。 

 

9．Nature Medicine のレビュー論文 2022.5.18 

 

米国イエール大学の岩崎明子教授（免疫学）らによ

る“Unexplained post-acute infection syndromes（未

解明の急性感染症後症候群）”と題するレビュー論文

71）が、2022 年 5 月 18 日に Nature Medicine に掲載

されました。 

 

ある一定の急性感染症は、少数の患者における未

解明の慢性的障害と長らく関連付けられてきた。こ

うした急性感染症後症候群（PAISs）は、相当な医

療的負担を意味するが、発症機序の理解が不足して

いるため、医療分野における重大な盲点となってい

る。感染症因子に関係なく、ME/CFS と臨床的特徴

がオーバーラップする、個々の PAISs の比較的類似

する症状のプロフィールは、共通の原因病理が関与

している可能性を示唆する。このレビューにおい

て、未解明の PAISs について分かっていることを要

約し、急性新型コロナウイルス感染症の後遺症

（PASC）の背景を提供し、これらの未解明の慢性

疾患群の背後にある発症機序への基礎生物医学的研

究の必要性を詳しく説明する。 

 

サブセットの患者における未解明の COVID-19 後

の慢性的後遺症（PASC 又は Long COVID として知

られる）が注目されるようになり、以前は見過ごさ

れてきた現象が着目され、PAISs の生物医学的研究

の促進を加速させる機会をもたらした。COVID-19

で入院した患者の慢性的な後遺症のリスクはよく認

識されているが、急性期の COVID-19 は軽症であっ

た患者が、症状発症後 6 ヵ月以上にわたる慢性的な
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症状が続くというエビデンスが、いくつかの大規模

コホート研究によって示されている。 

COVID-19 後に起きる PASC が、他の病原性有機

体が引き金となった慢性疾患と、多くの類似点を共

有していることは、特に COVID-19 が軽症や中等度

の場合、注目に値する。これらの PAISs は、労作不

耐、不釣り合いなレベルの疲労感、神経認知機能障

害や感覚機能障害、インフルエンザ様症状、疲労回

復のなされない睡眠、筋肉痛・関節痛、しばしば認

められ著しく変化する非特異的な多くの症状を中心

とした一連の中核症状によって特徴付けられる。こ

れらの類似点は、正しく理解して感染後の慢性的障

害を管理するために、解明される必要のある統一的

な病態生理を示唆している。 

この責務に取り組むにあたり、個々の PAISs に共

通している可能性のある特徴を構成する包括的なテ

ーマや概念を同定するために、文献を詳しく調査し

た。症状の表れ方が著しく一致していると思われ

る、未解明の様々な感染症関連の慢性的障害に焦点

を絞った。このレビューにおいて、それらの共通の

特徴をまとめ、こうした機能障害をもたらす病気を

さらに調べるためのリソースと共に、この未解明の

現象の概観を提供する。 

PAISs は、重篤で生命を脅かす感染性因子に限定

して起きるわけではないことに留意することが大事

である。長期にわたって体を衰弱させる慢性症状は

長らく、EB ウイルスによって引き起こされる伝染

性単核球症の後や、通常、急性の腸疾患の原因とな

る腸内寄生虫であるランブル鞭毛虫の集団発生後な

ど、よくある通常は深刻でない感染症の一部の患者

において報告されてきた。 

健康に関する登録データを使ったいくつかの疫学

調査では、感染症罹患後の慢性的後遺症の代わり

に、登録された感染症罹患後の ME/CFS の診断を探

した。インフルエンザ A 型（H1N1）2009 ウイルス

のパンデミックの感染が、ノルウェーの健康に関す

る登録において、ME/CFS の診断の 2 倍以上の増加

と関連していたことを、一つの研究は示している。

同様に、帯状疱疹ウイルス（VZV）感染と ME/CFS

と診断されるリスクに関連があることを、他の長期

的な登録研究は同定しており、一定の感染症への暴

露と慢性的な後遺症の発症の相互関係は、実際に珍

しくないという概念を裏付けた。 

エンテロウイルスであるコクサッキーウイルス B

群への感染報告後に、2 人の女性と 1 人の男性が

ME/CFS を発症したと、発表された一つの症例シリ

ーズは言及している。しかし、1930 年代～1960 年

代に起きた ME/CFS の初期の集団発生に関与してお

り、エンテロウイルスと PAISs の関連は新しいもの

ではない。 

疲労症候群という用語は、PAISs に典型的に見ら

れる複雑な臨床像を網羅するには還元論的過ぎるに

も関わらず、多くの PAISs は疲労症候群と呼ばれて

きた。PAISs の臨床所見は heterogeneous であり、

長く多様な症状のリストを含む場合が多いが、著し

いオーバーラップが存在し、いくつかの特徴的な症

状群は共通の特徴として特定できる。 

PAISs でしばしば考慮されるのが、ME/CFS の診

断である。この疾患は、主に神経系と免疫系の症状

に現れる全身性の労作不耐によって特徴付けられ、

睡眠や休息によって回復しない疲労を伴う。患者

は、自身が許容できる限界を超えた身体的・知的・

感情的労作後に、様々な症状の悪化を経験する。こ

うした症状悪化のエピソードは、「労作後の消耗

（体調悪化）」又は「労作後の症状の再熱」という

用語で特徴付けられ、数日、数週間、数ヵ月も続く

可能性があり、不可逆的な体調悪化とさえ関連しう

る。ME/CFS によく見られる他の顕著な特徴は、一

般にブレインフォグと呼ばれる神経認知機能障害、

疲労回復のなされない睡眠、疼痛、知覚障害、胃腸

の問題、様々な形の自律神経障害である。 

75％にも達する ME/CFS の症例は、発症前に感

染症様のエピソードを報告している。しかし、他の

症例では、感染症ではなさそうな引き金や、様々な

症状の徐々の積み重ねが反映されたような引き金が

報告されている。様々な病原体が引き金になった

PAISs 患者の一部は、ME/CFS の診断基準を満たす

ことが繰り返し見出されてきた。特に、ME と CFS

の両方の病名はそもそも、この疾患の流行後の発生

を表すために作られたもので、PAISs との概念的オ

ーバーラップを強調している。 

伝染性単核球症と関連した急性感染後の症状を経

験した患者の予後は、ほぼ一貫した結果が報告され

ている。1994 年の米国疾病管理予防センター

（CDC）の ME/CFS の診断基準やその改訂版を使

った、思春期と若年成人世代の横断的研究では、最

初の 30～40％の症例で発症後数週間は症状が持続

し、6 ヵ月後には患者数は 8～14％に減り、12 ヵ月

後には 7～9％になった。 

ウエストナイルウイルス後症状の長期的な推定

は、テキサス州における 8 年間の観察結果から得る

ことができる。同じコホートの異なる研究は、ウエ

ストナイルウイルスへの暴露後少なくとも 6 ヵ月

間、参加者の 31％が感染後疲労を報告し、その
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64％が 5 年後に 1994 年の CDC の ME/CFS の診断

基準を満たしていた。 

オーストラリアのプライマリーケアの前向き調査

研究において、選ばれた 253 名の EB ウイルス、Q

熱、ロスリバーウイルスに感染した参加者の、長期

にわたる結果がモニターされた。3 つの全てのタイ

プの感染で症状が継続した患者数は、1.4、3、6、

12 ヵ月後に 35％、27％、12％、9％へと、時間の経

過と共に減少したことが分かった。6 ヵ月後のフォ

ローアップで ME/CFS の診断基準を適用したとこ

ろ、調査参加者の 11％は症例定義を満たしているこ

とが分かった。 

英国での Q熱の集団発生のコホート（ほとんどが

成人男性）における長期的観察において、発汗の増

加、息切れ、目のかすみなどのＱ熱疲労症候群の典

型的な特徴が、集団発生から 5 年後にも見出され

た。また、142 人の性別と年齢を一致させた対象群

と比較して、71 人の暴露された症例の方が、     

ME/CFS の診断基準を満たす患者が多かった。集団

発生から 10 年後でも、Ｑ熱疲労症候群の疲労関連

の特徴は表れており、対象群の 4.2％と比べ、19.4 

％の症例で ME/CFS の診断基準を満たした。併存疾

患のある患者を除いた同じコホートの別の解析にお

いて、対照群は 0％に対して、症例群では 8.2％が

ME/CFS であった。 

香港における SARS 患者の長期的調査では、急性

感染から 4 年後に 27.1％が ME/CFS の診断基準を

満たしたと報告された。SARS の感染後、合併症に

より仕事に戻れなかった 20 人のカナダの医療従事

者の同様の研究では、これらの患者の症状は

ME/CFS と線維筋痛症の症状とオーバーラップする

と結論づけられた。 

未解明の PAISs は、感染症の領域において一部の

患者に見られる、きちんと認識されていない一病像

のようだ。現在のところ、病態生理学的発症機序や

病因因子の理解は進んでおらず、客観的マーカーや

効果的治療オプションは知られておらず、さらなる

基礎生物医学的研究が必要である。個々の PAISs の

様々な症状や兆候、全体的特徴のオーバーラップ

は、共通の病理学上の経路や、共通の診断マーカー

や統一の病因学的モデルが確立される可能性を示唆

している。 

しかし、いくつかの症状や臨床的特徴は、何が引

き金かによって特異的であり、他の PAISs よりもあ

る PAISs では有病率が高いようなので、感染症の引

き金が十分に証拠付けられたコホートである必要性

を強調している。多くの PAISs の全体的な臨床像

は、感染後 ME/CFS や線維筋痛症の症状とオーバー

ラップすることが多く、他の疲労性の神経系やリウ

マチ障害と似ている。こうした病態に関する現存の

知見を活用することが、将来の科学的発見や臨床ケ

アの進歩を助けうる。 

新型コロナウイルスのパンデミックは、急性感染

後の後遺症に関する知見に著しいギャップがあるこ

とを明らかにし、こうした長期にわたる影響を経験

している患者のための診断のケアや臨床的基盤の必

要性を同定した。基礎生物医学的研究に加え、健康

に関する政策の決定を具現化するのを助けるため

に、診断基準を改善し、これらの病気の有病率や社

会的な負荷をもっと正確に評価するため、さらに多

くのことが実行される必要がある。さらに、統一さ

れた呼び名や急性感染症後の症状についてよりよく

概念化することを求める。 

 

10．COVID-19 神経ハンドブック 2022.5.30         
 

2022 年 5 月 30 日に中外医学社より、「COVID-19 神

経ハンドブック～急性期、後遺症からワクチン副反応

まで～」（編著者：下畑亨良先生）42）が発行されまし

た。基本的に脳神経内科専門医や感染症専門医を対象

に、70 名の医師・研究者によって書かれています 

その中で、ME/CFS に関連した箇所をご紹介しま

す。この箇所の著者は、国立精神・神経医療研究セン

ター神経研究所特任研究部長の山村隆先生です。 

 

5 章 Long COVID と神経・精神症状) ―3. 運動不耐 

 

キーポイント 

 

・COVID-19 感染後慢性期に、“顕著な運動不耐

（exercise intolerance）”が持続することがある。 

・肺炎後の呼吸機能障害では説明できない“運動不耐”

について、正しい理解が必要である。 

・“運動不耐”は、brain fog、起立不耐、疼痛、下痢、

光過敏、化学物質過敏症などの症状を伴うことがあ

り、負荷や作業量の増加によって悪化する。 

・症状が半年以上持続する場合には、筋痛性脳脊髄

炎・慢性疲労症候群（ME/CFS）への移行を考える。 

 

はじめに 

COVID-19 感染の後遺症が問題にされるようになっ
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てから、かなりの時間が経過した。脳神経内科領域で

は NIH の Avindra Nathが最初にNeurology誌で問

題を提起し、同じく NIH の Fauci、Harvard の

Komaroff、ドイツの Scheibenbogen らが、ME/CFS

との類似性について言及した。欧米に比較して

COVID-19 感染患者の絶対数が少なく、また

ME/CFS の概念を理解する専門家の少ない日本にお

いても、徐々に問題の本質が理解されるようになって

きたように思われる。 

 

1．Long COVID の症状としての運動不耐 

呼吸機能低下や併存疾患がない患者であっても、さ

まざまなレベルの運動不耐の症状が生じ、COVID-19

の慢性期症状として記載されている。重篤な場合には

寝たきり状態になることもある。倦怠感のために、勤

務や学業に困難をきたすことが多い。日内変動や週内

の変動も認められる。限度を超えた運動や労作のあと、

寝たきり状態になることもある（post-exertional 

malaise: PEM）。 

COVID-19 感染後期の運動不耐状態が持続する場

合と、感染に関する症状が完全に回復したあとに、新

たに症状が現れて悪化する場合がある。月単位での改

善傾向がみられるが、1 年以上にわたって持続するケ

ースもある。 

 

2．診断のてがかり 

COVID-19 感染の治療が終了したあとも、検査結果

に合致しないような、強い“倦怠感”や日常生活に関

する問題を強く訴えるケースについて、Long COVID 

の“運動不耐”を疑う。中枢神経系の炎症を背景とす

る可能性が考えられる。十分な免疫力の維持される若

い患者にみられることが多く、女性優位の傾向がある。

高度の不眠や倦怠感のために精神的に不安定になっ

ている場合も少なくないが、精神科的治療の対象にな

る例は稀である。症状の回復期に肉体的あるいは精神

的な負荷が加わると、急激に悪化して寝たきり状態に

なることがある（PEM）。 

 

3．ME/CFS との類似点 

ME/CFS において最近、抗自律神経受容体抗体の陽

性例や B 細胞抗原受容体の偏倚などが確認され、自

己免疫の可能性を考える専門家が増えている。Long 

COVID の brain fog については、脳脊髄液

oligoclonal bands 陽性例が多いことが報告され、中

枢神経内での B 細胞クローン増殖の合併が推測され

る。Long COVID と ME/CFS は、同様のメカニズム

（中枢神経炎症）で起こっている可能性がある。 

 

4．想定される病態 

色々な考え方が提示されているが、1）既に罹患して

いる疾患（subclinical ME/CFS）が COVID-19 によ

って顕在化した可能性、2）ウイルスは排除されても、

ウイルスによる組織破壊による症状が持続している

可能性、3）ウイルス感染が持続している可能性、4）

免疫活性化（自己免疫応答）による自己免疫疾患の発

症などが検討に値する。Nath らは、COVID-19 死亡

例の中枢神経内でウイルスを証明することは困難で

あり、持続性ウイルス感染も考えにくいと報告してい

る。PCR で検出できないようなウイルス断片が残存

し、免疫系を持続的に活性化している可能性はある。

B 細胞‐自己抗体産生亢進、マクロファージやミクロ

グリアの活性化などが推定されるが、今後の検証に委

ねられる。 

 

5．治療 

確立した治療はないが、PEM を生じさせないような

生活指導、自己免疫性の炎症を抑制する抗炎症薬治療

（ステロイドなど）、代替医療などが試みられている。 

11．国際 ME/CFS 学会学術大会での佐藤和貴郎先生の講演 2022.7.30

 

2022 年 7 月 27 日～30 日（米国時間）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。 

30 日には国立精神・神経医療研究センター（NCNP）

免疫研究部室長の佐藤和貴郎先生が、“Immune-

related profiles of long COVID patients in the 

Japanese population（日本の Long COVID 患者にお

ける免疫関連プロフィール）”と題して講演 35）されま

した。 

 

 

ME/CFS では、B 細胞の機能や分化、B 細胞受容

体のレパトア（レパートリー）の異常など、様々な B

細胞の異常や自己抗体に関する報告が出ております。

抗 G タンパク質共役型受容体である抗自律神経受容

体抗体が一部の患者で検出されること（ドイツ、スウ

ェーデン、日本）や、抗体と頭部 MRI 画像の脳内ネ

ットワークの異常が関連することを私たちは報告し

ています。さらに、ノルウェーから第二相試験におい

て B 細胞除去療法が有効な患者がいること、抗体を

除去する免疫吸着療法の有効例の報告もあります。 



18 

 

私達は ME/CFS 患者診療を行ってきましたが、病

像が似ているコロナ後遺症患者の診療も行っており

ます。そこで今回、NCNP 病院多発性硬化症センタ

ーを受診した ME/CFS 患者とコロナ後遺症患者につ

いて、B 細胞や抗自律神経受容体抗体について調べる

ことにしました。 

対象患者は、ME/CFS が 254 名（男性 60 名・女性

194 名）で、平均罹病期間は 8.6 年で、ほとんどの患

者が通常の社会生活や労働が困難な ADL でした。コ

ロナ後遺症患者は 70 名（男性 42 名・女性 28 名）で、

平均罹病月は 10.2 ヵ月でした。ほとんどの患者は同

様に社会生活や労働が困難な ADL でした。 

コロナ後遺症患者の一例を提示します（実際の症例

と少し変えています）。25 歳の男性で会社員として働

いていましたが、2020 年 4 月発熱や嗅覚低下があり、

コロナ感染症疑い（当時 PCR 検査は受けられません

でした）となりました。5 月から強い倦怠感とブレイ

ンフォグのため会社に行けなくなり、また微熱が続き

ました。発症から 9 ヵ月後に当院を受診。脳血流シン

チで両側前頭葉の血流低下があり、高次脳機能検査は

正常でしたが、検査後に体調の悪化（労作後の消耗）

を認めました。脳血流改善薬や少量ステロイド治療な

どを行いましたが、徐々に回復され、発症から 2 年 3

ヵ月して会社に通勤できるようになりました。 

ドイツ Celltrend 社が実施している ELISA 法を用

いて、患者血清中の 5 種類の抗自律神経受容体抗体

について調べました。 

その結果、ME/CFS 患者、コロナ後遺症患者とも

に、約 20～30％において個々の抗体が陽性となりま

した。抗β１、抗β２アドレナリン受容体抗体、抗M3、

抗 M4 アセチルコリン受容体抗体のいずれかが陽性

である患者は ME/CFS 患者の 44％、コロナ後遺症患

者の 47％でした。 

次に、B 細胞の一種で抗体産生細胞として知られる

プラズマブラストについて調べました。これまでの研

究で、この細胞が一部の比較的重症で罹病期間の短い

ME/CFS 患者で高い傾向があり、インターフェロン

反応性遺伝子の機能が亢進しているなどの異常を見

出しています。ME/CFS 患者の 15％でこの細胞が増

加していましたが、コロナ後遺症患者では 28％が増

加していました。 

また、自己免疫疾患で広く、その機能が低下してい

る活性化制御性 T 細胞（Treg）について調べたとこ

ろ、ME/CFS 患者の 15％、コロナ後遺症患者の 11％

で低下がみられました。 

最後に、私達は代表的な中枢神経系の自己免疫疾患

である多発性硬化症の研究で見出した Eomes陽性ヘ

ルパーT 細胞についても調べました。この細胞は、多

発性硬化症のなかでも、難治性で神経障害が徐々に進

む「二次進行型」の患者の末梢血中や脳病巣で増加し、

神経細胞障害が推定される細胞です。その結果、

ME/CFS 患者の 15％、コロナ後遺症患者の 14％で同

細胞が増加していることがわかりました。 

以上をまとめますと、今回検討したコロナ後遺症患

者の約半数で、抗自律神経受容体抗体の異常がみられ、

約40%でプラズマブラストあるいはT細胞の異常を、

認めました。この頻度は、ME/CFS 患者のそれに匹敵

するものでした。 

 

12．medRxiv にスタンフォード大学の論文 2022.8.4 

 

2022 年 8 月 4 日の medRxiv に、米国スタンフォー

ド大学医学部より、“Myalgic Encephalomyelitis/ 

Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) is common in 

post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection 

(PASC) : Results from a post-COVID-19 multi-

disciplinary clinic（ME/CFS は急性新型コロナウイ

ルス感染症の後遺症（PASC）によく見られる：

COVID-19 後遺症の集学的クリックの結果）”と題す

る論文 72）が発表されました。 

 

要約 

背景：急性新型コロナウイルス感染症の後遺症

（PASC）の世界的有病率は 0.43 と推定され、

COVID-19 の感染者は 4 億 7000 万人と WHO では

推定しており、Long COVID の症状を経験している

人は約 2 億人に相当する。それにも関わらず、臨床

的特徴は明確に定義されていない。 

 

方法：19 のコロナ後遺症クリニックから、140 名の

PASC 患者の後ろ向きデータを集め、2015 年発表の

米国医学研究所（IOM）の診断基準を使って、

ME/CFS の表現型を決定した。 

 

調査結果：年齢の中央値は 47 歳、59.0％が女性。

白人 49.3％、ヒスパニック 17.2％、アジア系

14.9％、黒人 6.7％。入院患者は 12.7％のみ。72 人

（53.5％）は基礎疾患なし。45 人（33.9％）は著し

く衰弱。症状の持続期間の中央値は 285.5 日、症状

数の中央値は 12。最も多い症状は、疲労

（86.5％）、労作後の消耗 PEM（82.8%）、ブレイ
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ンフォグ（81.2％）、疲労回復のなされない睡眠

（76.6％）、倦怠感（74.6％）。43％は ME/CFSの

診断基準を満たした。 

 

解釈：我々のクリニックにおいて評価したほとんど

の PASC 患者には基礎疾患がなく、急性期の

COVID-19 で入院しなかった。3 分の 1 の患者は機

能状態が著しく低下し、約 43％は ME/CFS のサブ

タイプであった。 

 

13．Medscape に 2022 年国際 ME/CFS 学会の報告 2022.8.5 

 

2022年 8月 5日付のMedscapeに、“Increasing Data 

Link ME/CFS, Long COVID, and Dysautonomia 

（ME/CFS、Long COVID、自律神経障害を関連付け

るデータが増加)”と題する記事 73）が掲載されました。 

 

Long COVID、ME/CFS、自律神経障害は臨床像が

オーバーラップしており、新たなエビデンスにより、

関与する共通の発症機序が明らかにされつつありま

す。国際 ME/CFS 学会のオンライン学術大会におい

て講演者達は、COVID-19 のパンデミック以前に

ME/CFS を発症した人を含め、新型コロナウイルス

に感染した人やしなかった人で、ME/CFS 関連の全

身性の症状を呈する人々における、類似する病態生理

学的異常を示すデータを発表しました。 

ME/CFS と Long COVID は、全身性・神経認知

系・内分泌系・循環器系・肺・筋骨格系・消化器系

を含む身体のほぼ全ての臓器系に影響を及ぼし、個

人差も非常に大きく、特徴的な症状以外にも数多く

の症状を伴います。自律神経障害、特に体位性頻脈

症候群も両方の疾患でよく見られます。 

学術大会の基調講演でイエール大学の岩崎明子博

士 71）は、ME/CFS と Long COVID は、多くのウイ

ルス性病原体（エボラウイルス、SARSウイルス、

EB ウイルス、デング熱ウイルスを含む）や、コク

シエラ・バーネッティ（Q 熱症候群）やボレリア菌

（治療後ライム病症候群）などのウイルス以外の病

原体に関連して発症する、多くの未解明の急性感染

症後症候群の一つだと指摘しました。また、

ME/CFS 患者に関しても書かれたこのトピックにつ

いて、自身が共著者である最近の Nature Medicine

のレビュー論文を引用し、「なぜこうしたタイプの

疾患から回復しない人がいるのか、本当に理解する

必要がある」と強調しました。 

2 人の講演者は、ME/CFS と Long COVID に関す

る免疫系の調節異常について報告しました。国立精

神・神経医療研究センターの佐藤和貴郎博士 35）

は、60 人の long COVID 患者の内 33 人（55％）に

抗 G タンパク質共役型受容体抗体が見つかり、40％

以上に末梢免疫細胞プロファイルの異常があったと

報告しました。これらの知見は、ME/CFS 患者のも

のと類似しており、佐藤博士の研究チームやドイツ

の他の研究者によって発表されています。 

マサチューセッツ大学医学部病理学教授のリイ

サ・セリン博士は、26 人の ME/CFS 患者（8 人は

long COVID 患者）と 24 人の対象群の、末梢血の単

核球の解析データを発表しました。ME/CFS と

Long COVID の患者群において、炎症マーカーの発

現の変化と、CD8 陽性の T 細胞の数と機能の低下を

見出しました。Long COVID 患者において、代償性

に高頻度となった活性化した CD4＋CD8＋T 細胞に

関連する、CD38 と HLA-DR を強く発現した T 細

胞集団が持続的に活性化しているエビデンスを示し

ました。「これらの結果は、慢性のウイルス感染や

腫瘍環境に見られるように、CD8 T 細胞の過活性化

と枯渇に関連した免疫系の調整異常と一致する」と

セリン博士は話します。 

もう一つの基調講演において、ボストンにあるブ

リガム・アンド・ウィメンズ病院の救命医療専門医

であるデービッド・シストロム先生は、Long 

COVID と ME/CFS における運動不耐の病態生理に

関するデータを発表しました。ME/CFS と Long 

COVID 患者に対して侵襲的な心肺運動負荷試験を

実施しました。 

研究チームは以前に、ME/CFS患者は心室充満圧

と筋肉からの酸素抽出に明らかな欠陥があることを

見出しました。ME/CFS 患者では、最大酸素摂取量

に比べ過剰な肺血流量が見られ、末梢の左右短絡を

示唆しています。さらに、こうした末梢血管に欠陥

のある多くの ME/CFS 患者には、生検によって立証

された小径線維ニューロパシーがあることも分かっ

ており、急性の運動不耐は根本に潜む自律神経系の

機能障害を示唆しています。 

COVID-19 から回復後少なくとも 6 カ月以上た

ち、心肺疾患のない 10 人の Long COVID 患者にお

ける侵襲的な心肺運動負荷試験では、年齢と性を

一致させた対象群に比べ、最大有酸素運動能力

（最大酸素摂取量）が有意に低下していることが

明らかになりました。最大酸素摂取量の低下は、
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最大心係数が維持されているにも関わらず、対照

群と比較し、全身の酸素抽出機能障害が関連して

います。 

Long COVID 患者は、さらなる換気非効率性を示

しており、これは「内因性の肺疾患ではなく、過換

気と完全に関連している」とシストロム氏は語り、

急性呼吸促迫症候群後の間質性肺疾患の患者もいる

かもしれないが、Long COVID 患者はそうではない

と付け加えました。「これは絶対に ME/CFS のよう

に見える。全く同じではないにしても、Long COVID

と ME/CFS は恐ろしく類似している」と話しまし

た。 

 
14．Science の記事 2022.8.16 

 

2022 年 8 月 16 日付の Science に、“Blood 

abnormalities found in people with Long Covid

（Long COVID 患者に血液の異常発見）”と題する

記事 74）が掲載されました。 

 

Long COVID 患者の野心的な研究 75）において、

患者の血液から多くの異常が見つかりました。こう

した手がかりは、病気を推進（drive）しているもの

や、試すに値する可能性のある治療法をほのめかす

多くのエビデンスを増加させます。多くの科学者や

患者達が推測したとおり、感染症後に発症すると考

えられているもう一つの疾患 ME/CFS と Long 

COVID は、一定の特徴が共通であることも示唆さ

れました。 

新しい研究が、先週に査読前の論文として発表さ

れました。ほとんどの Long COVID 患者は、非常に

激しい疲労、ブレインフォグや他の様々な症状と闘

っていますが、炎症、グルコース、睡眠サイクル等

を身体が制御するのを助けるストレス・ホルモンで

あるコルチゾールが、低レベルでした。患者の T 細

胞の特徴は、恐らく新型コロナウイルスの蓄積や、

EB ウイルスのような再活性化された病原体など

の、未確認の侵入物と闘っていることを示しまし

た。 

Long COVID 患者を研究している他のグループ

は、長期の呼吸器症状のある患者の低コルチゾール

や、神経学的問題を抱えた患者におけるウイルスの

再活性化について立証した「Cell」の論文（1 月に

発表）を含め、類似した結果を報告しています。新

しい Long COVID のプロジェクトは、イエール大学

の免疫学者である岩崎明子先生と、Long COVID 患

者を診療しているマウントサイナイ医科大学の神経

生理学者であるダビッド・プトリ―ノ先生がチーム

を組み、2020 年の末に開始されました。Long 

COVID 患者、一度も感染したことのない人、

COVID-19 から回復した人を比較したいと思いまし

た。 

Long COVID 患者の低コルチゾールレベル（正常

の半分のレベル）は、全くの驚きではありませんで

した。疲労や筋力低下のような症状は、ホルモンの

低さと関連していますが、原因はなぞのままです。

コルチゾール産生を制御する下垂体によって作られ

るホルモン ACTHは、Long COVID 患者群におい

て正常レベルでした。 

Long COVID 患者の血液サンプルは、一定の発現

マーカーによって識別できる「疲弊」T 細胞のカテ

ゴリ―でもいっぱいでした。このような細胞は、病

原体が持続的に存在するとことで急増し、「Long 

COVID 患者の体は活発に何かと闘っていることを

示している」とプトリ―ノ先生は語ります。 

こうした闘いは慢性炎症を引き起こしますので、

多くの Long COVID の症状と一致します。血液中に

放出されたウイルス蛋白に対する抗体のレベルを計

ることで、この研究は EB ウイルスや他のヘルペス

ウイルスの活性化も指摘しました。これらのウイル

スの遺伝子は、長期間、感染した細胞の中で休眠状

態のままでいることができます。岩崎先生は、T 細

胞の疲弊度を EB ウイルスの再活性化によって確認

できそうなことに関心をそそられましたが、そのウ

イルスだけが原因の可能性であるとは考えません。

新型コロナウイルスが Long COVID 患者の中で残存

しているかもしれないと、岩崎先生や他の人は話し

ます。EB ウイルスの再活性化、低コルチゾール、T

細胞の疲弊はすべて ME/CFS 患者の一部にも見つか

っています。 

プトリ―ノ先生と岩崎先生は、可能性のある治療

法の新しい治験を推進する時であり、それによって

Long COVID の原因や、サブセットの患者に一定の

介入がより効果的であるかどうかを明らかにできる

かもしれないと語ります。岩崎先生が試してみたい

治療のリストは長く、コルチゾール補充、EB ウイ

ルス標的療法、急性期の COVID-19 にも使われてい

る抗ウイルス薬のパクスロビド、自己免疫疾患を治

療し免疫系を鎮めるために使用される B 細胞除去療

法などです。 
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15．Nature Communications の論文 2022.8.30 

 

2022 年 8 月 30 日付の Nature Communications に、

“ A prospective observational study of post-

COVID-19 chronic fatigue syndrome following the 

first pandemic wave in Germany and biomarkers 

associated with symptom severity（ドイツにおける

パンデミック第一波後の COVID-19 後慢性疲労症候

群の前向き観察研究と症状の重症度に関連するバイ

オマーカー）”と題する論文 76）が発表されました。著

者は、ベルリンのシャリテー大学医学部免疫研究所の

カーメン・シャイベンボーゲン先生らです。 

 

要約 

一部の患者に、軽症から中等症の COVID-19 後に

長期にわたって継続する様々な症状が見られる。前向

き観察コホート研究において、COVID-19 感染 6 ヵ

月後に、継続した中等度から重度の疲労・運動不耐の

ある、42 人の COVID-19 後症候群患者（女性 29 名、

男性 13 名、年齢の中央値 36.5 歳）の臨床的指標と検

査値を解析した。さらに、年齢と性を一致させた

COVID-19 以外の感染症後 ME/CFS のコホートと比

較して評価した。COVID-19 後症候群患者のほとん

どは、中程度から著しく日常生活に支障をきたしてい

た。19 人（45％）の COVID-19 後症候群患者は、2003

年発表の ME/CFS のカナダの診断基準を満たしてい

た。疾患重症度や症状による負担度は、COVID-19 後

症候群 ME/CFS と COVID-19 以外の感染症後

ME/CFS で類似している。健常者に比べ、ほとんどの

患者で握力が低下していた。 

COVID-19 後症候群で ME/CFSではない患者にお

けるヘモグロビン、インターロイキン 8、C 反応性タ

ンパク質と握力の関連、COVID-19 後症候群

ME/CFS 患者におけるヘモグロビン、N 末端プロ脳

性ナトリウム利尿ペプチド、ビリルビン、フェリチン

と握力の関連は、病理学的機序の可能性として、低レ

ベルの炎症と血流低下を示している可能性がある。 

 

 

16．Medscape にシャリテー医科大学の論文の記事 2022.9.9 

 

2022 年 9 月 9 日付の Medscape に、“Post-COVID 

Fatigue, Exercise Intolerance Signal ME/CFS 

（COVID-19 後の疲労と運動不耐は ME/CFS を示

唆）”と題する記事 77）が掲載されました。 

 

COVID-19 後に持続的疲労と運動不耐を経験する

少なからぬ数の患者が、ME/CFS の診断基準を満た

すことを示すさらなるエビデンスが、新しい研究によ

って提供されました。持続的疲労と運動不耐を伴う

COVID-19 後症候群（PCS）の 42 名の患者の前向き

観察研究のデータは、大部分の人が、顕著な特徴であ

る労作後の消耗（PEM）を含む ME/CFS の厳しい診

断基準を満たすことを示唆しました。その他の人々も

類似の障害を経験するかもしれませんが、診断基準の

必須条件である継続期間及び／又は重症度に欠けま

す。さらに、COVID-19 後の ME/CFS 患者群と、年

齢と性を一致させた COVID-19 と関連がなく発症し

た 19 人の ME/CFS 患者群では、疾患の重症度や症

状による負担度が類似していることがわかりました。 

「ME/CFSは確かに COVID-19 後症候群のスペク

トラムの一部であり、他の感染症がきっかけで発症し

たことがわかっている ME/CFS と非常に類似してい

ることは、大発見です」と、ベルリンのシャリテー医

科大学免疫研究所所長代理であり論文の上席著者で

ある Dr. Carmen Scheibenbogen は語りました。 

臨床の観点から重要なことは、握力低下と起立不耐

症は全ての患者グループに共通して見られ、いくつか

の臨床検査値も同様であったことであると、8 月 30

日付の Nature Communications にオンラインで発

表された論文 76）のなかで、シャリテー大学の Dr. 

Claudia Kedor らは報告しています。 

6 ヵ月以上続く持続的疲労と運動不耐を伴う PCS

患者 42 人のうち、2003 年に確立され、PEM の他に

も、睡眠障害、持続的で著しい疲労、疼痛、そして神

経／認知・自律神経・神経内分泌、及び免疫のカテゴ

リーの中から 6 ヵ月以上持続するいくつかの他の症

状を必要とする、厳しいカナダの診断基準（CCC）6）

を 19 人は満たしました。 

カナダの診断基準を満たさなかった 23 人のうち

18 人には PEM がありましたが、最近のデータに基

づき必要とされる 14 時間は継続しませんでした。オ

リジナルのカナダの診断基準は、PEM の継続時間を

24 時間と提案しました。8 人は神経／認知症状以外

のカナダの診断基準は全て満たしていました。42 人

全員に重度のうつ病のエビデンスは認められません

でした。 

「COVID-19後症候群には、様々な症候群や病態の

スペクトラムがあります。一部の患者には ME/CFS
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に似た症状があり、より厳しくない診断基準であれば

満たす可能性がありますが、カナダの診断基準は満た

さないことがわかりました。COVID-19 後症候群の

様々なサブセットの患者には、異なった病理学的機序

が存在する可能性がありますので、診断マーカーや治

療法開発において重要なことだと思います」と Dr. 

Scheibenbogen は語ります。 

Dr. Scheibenbogen は、COVID-19 後の初期には炎

症が存在する（未発表）一方、ME/CFS を発症する患

者群では自己抗体や内皮機能障害がより重要な役割

を果たしていることを示唆する、彼女のグループによ

る他の研究を挙げました。「現在のところかなり複雑

で、最終的に一つの病理学的機序だけではないと考え

ていますので、様々な治療戦略を開発する必要がある

と思います。」 

新しいデータについてコメントを求められた、ハー

バード大学医学部のアンソニー・コマロフ教授は、「こ

の論文によって、症状がいつまでも長引いている患者

の半数において、COVID-19 後に ME/CFSの診断基

準を満たす症状を伴う疾患を発症するエビデンスが

加わりました。COVID-19 発症当初は軽症であった

患者にも起こりえ、ME/CFS の診断基準を満たす患

者は、仕事と家庭の両方で機能する能力が著しく損な

われます」と語りました。「Long COVID が多くのビ

ジネスを苦しめる求職者不足の大きな一因となる可

能性がある」という、ブルッキングス研究所の最近の

報告を指摘しました。 

「このパンデミックにより、ME/CFS 患者が劇的

に増加する可能性があることを見込まなければなり

ません。同時に、発症ごく初期の段階で ME/CFS 患

者を同定し、より良い治療効果をもたらすであろうペ

ーシング（ペースの調整）やコーピングなどで早くか

ら介入する、またとないチャンスを提供しています。

さらに、根本的な病理学的機序を理解し、特異的な治

療アプローチの標的の特性を示す、前例のない機会で

もあります」と、Dr. Kedor らは書いています。 

 

17．Long COVID と ME/CFS 関連の論文 

 

Long COVID と ME/CFS 関連の論文、レビュー、

解説記事などをご紹介致します。 

 

Post-viral fatigue and COVID-19： lessons from 

past epidemics20） 

2020 年 6 月 25 日付の Taylor & Francis Online

に、「過去の流行から学ぶウイルス感染後疲労と

COVID-19」と題する論文が掲載されました。著者

は、元国際 ME/CFS 学会副会長で、シカゴのデポ

ール大学教授のレオナード・ジェイソン先生です。

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したもので、流行

後又は感染症後の合併症には激しい疲労の発症が

含まれ、ME/CFS の診断基準を満たした患者がい

たことが書かれています。 

 

Neurology：Long-Haul COVID26） 

2020 年 8 月 11 日付の米国神経学会誌 Neurology

（神経学）に、“Long-Haul COVID”と題する論文

が掲載されました。著者は米国国立衛生研究所

（NIH）におけるウイルス感染後 ME/CFS の包括

的研究の主任研究者であるアビンドラ・ナス先生で

す。「多くの ME/CFS患者のきっかけはウイルス感

染であり、Long COVID は、ME/CFS の病態生理

の研究から広範な研究へとつながる可能性を秘め

た素晴らしい機会である」と述べています。 

Medscape：Research Examines Links Between 

'Long COVID' and ME/CFS78） 

 2020 年 8 月 24 日付の Medscape に、「研究によっ

て Long COVID と ME/CFS の関連性を検討する」

と題する記事が掲載されました。2020 年 8 月に開

催された国際 ME/CFS 学会のオープニング・セッ

ションでの、COVID-19 から回復した患者が、後に

ME/CFS の診断基準を満たす割合の記録や、発症

機序の調査研究について書かれています。 

 

Nature：The lasting misery of coronavirus long-

haulers28） 

 2020 年 9 月 14 日付の Nature に、「新型コロナウ

イルス感染症の long-haulers の持続する苦悩」と

題する特集記事が掲載されました。サブタイトルは

「新型コロナウイルス感染後数ヵ月たっても、激し

い疲労、肺の損傷、他の『Long COVID』の様々な

症状と闘っている人達もいる」です。英国の ME 協

会は、慢性疲労症候群の新しい症例が増えると予期。

研究者達が長期的影響について徹底的な調査を今、

開始することが極めて重要であると語ったことが

紹介されています。 

 

JAMA：As Their Numbers Grow, COVID-19 “Long 

Haulers” Stump Experts79） 

 2020 年 9 月 23 日付の米国医師会誌 JAMA に、「数
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が増えるにつれて、COVID-19 の『Long-Haulers』

は専門家を悩ませる」と題する記事が掲載されまし

た。ME/CFS の研究者でもあるコロンビア大学医

療センター疫学部のマディ・ホーニング先生が、

Long-Haulers や ME/CFS と診断された人、健常

対照群からデータを集めるためにレジストリーと

バイオバンクを開始したことや、NIH のアビンド

ラ・ナス先生が COVID-19 にかかった患者の

ME/CFS タイプの持続症状についての前向き研究

を計画していることが書かれています。 

 

The tragedy of Long COVID80） 

 2020 年 10 月 15 日付のハーバード大学医学部の

HP に、「Long COVID の悲劇」と題する記事が掲

載されました。著者は ME/CFS 研究の第一人者で

あるアンソニー・コマロフ・ハーバード大学医学部

教授です。もし Long COVID 患者のほとんどが

ME/CFS を発症したら、今後 2 年以内にアメリカ

の ME/CFS 患者は 2 倍になるであろうことが書か

れています。 

 

Will COVID-19 Lead to Myalgic Encephalomyelitis/ 

Chronic Fatigue Syndrome?29） 

 2021 年 1 月 18 日付の Frontiers in Medicine に掲

載された、「COVID-19 を契機に ME/CFS を発症

するか」と題された論文のレビューが、2021 年 2

月 25 日付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」と題して掲載されました。本小冊子 6 ページを

ご覧ください。 

 

Chronic COVID-19 Syndrome and Chronic Fatigue 

Syndrome（ME/CFS）following the first pandemic 

wave in Germany – a first analysis of a 

prospective observational study87） 

 2021 年 2 月 8 日付の medRxiv に、「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

掲載されました。著者はドイツのシャリテー医科大

学免疫研究所の Dr. Carmen Scheibenbogen です。

本研究の約半数のLong COVID患者がME/CFSの

診断基準を満たしており、メカニズムや臨床治験の

研究が緊急に必要であると結論づけています。 

 

Medscape ： COVID-19 'Long-Haul' Symptoms 

Overlap With ME/CFS82） 

2021 年 3 月 26 日付の Medscape に、「COVID-19

の長引く症状は ME/CFS と重複する」と題する記

事が掲載されました。COVID-19後に様々な症状が

続く人の中に、ME/CFS の診断基準を満たす人が

いることや、2020 年 12 月に発表された 3762 人の

Long COVID 患者の国際的調査（プレプリント）

によると、COVID-19 発症後 6 ヵ月で最も多かっ

た症状は疲労（78％）で、労作後の消耗（PEM）

が 72％、認知機能障害（ブレインフォグ）が 55％

だったことなどが書かれています。 

 

Adolescent and Young Adult ME/CFS After 

Confirmed or Probable COVID-1983） 

 2021 年 4 月 29 日付の Frontiers in Medicine に、

「COVID-19 への感染が確定又は感染の可能性の

高い思春期および若年成人の ME/CFS」と題する

論文が掲載されました。著者は、ジョンズ・ホプキ

ンズ大学小児科教授のピーター・ロウ先生です。パ

ンデミック初期に診療した COVID-19 への感染が

確定又は可能性の高い 3 名が、半年後に ME/CFS

の診断基準を満たしたことが書かれています。 

  

COVID-19 symptoms over time: comparing long-

haulers to ME/CFS84） 

 2021 年 5 月 5 日付の Taylor Francis Online に、

「経時的なCOVID-19の様々な症状：Long COVID

と ME/CFS の比較」と題する論文が掲載されまし

た。著者は、シカゴのデポール大学教授のレオナー

ド・ジェイソン先生です。ME/CFS と比較し

COVID-19 の様々な症状の重症度は経時的に変化

するが、こうした症状のタイプの違いが、両方の疾

患の病態生理学の理解に役立つ可能性があること

について書かれています。 

 

Insights from myalgic encephalomyelitis/chronic 

fatigue syndrome may help unravel the 

pathogenesis of postacute COVID-19 syndrome58） 

 2021 年 6 月 7 日付の Trends in Molecular 

Medicine に、「ME/CFS から得られた洞察が急性

COVID-19 後症候群の病因解明に役立つ可能性が

ある」と題する論文が掲載されました。著者は、イ

アン・リプキン・コロンビア大学教授（疫学、神経

内科学、病理学）とアンソニー・コマロフ・ハーバ

ード大学医学部教授です。本小冊子 7 ページをご

覧ください。 

 

Chronic post-COVID-19 syndrome and chronic 

fatigue syndrome ： Is there a role for 
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extracorporeal apheresis?85） 

 2021年 6月 17日付けのMolecular Psychiatryに、

「慢性 COVID-19 後症候群と慢性疲労症候群：体

外血液浄化療法の果たす役割はあるのか」と題する

論文が掲載されました。著者はドレスデン（ドイツ）

工科大学医学部のステファン・ボーンスタイン先生

らです。COVID-19 後症候群と ME/CFS は著しく

類似しており、両疾患とも β アドレナリンとムス

カリン受容体に対する神経伝達物質受容体抗体が

重要な役割を果たしている可能性があり、特別なフ

ィルターを使用した体外血液浄化療法によって、こ

れらの抗体を減少させ、CFS 患者の症状を明らか

に軽減できる可能性があることが書かれています。 

 

NEJM ： Confronting Our Next National Health 

Disaster — Long-Haul Covid59） 

 2021 年 6 月 30 日付の New England Journal of 

Medicine に、「次の公衆衛生上の国家的大惨事— 

Long-Haul Covid」と題する論文が掲載されました。

著者は、ハーバード大学のミッシェル・ウイリアム

ズ教授らです。本小冊子 7 ページをご覧ください。 

 

Is Long COVID Really Chronic Fatigue Syndrome 

by Another Name?86） 

 2021 年 8 月 3 日付のコロンビア大学の HP に、

「Long COVID は本当は慢性疲労症候群の別名な

のか」と題する記事が掲載され、同大学医療センタ

ー疫学部のマディ・ホーニング准教授のコメントが

紹介されています。Long COVID と ME/CFS の症

状は著しく類似し本質的に重複しており、Long 

COVID と ME/CFS の重複した症状を研究するこ

とが役立つと書かれています。 

 

PNAS ： Redox imbalance links COVID-19 and 

myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syn-

drome87） 

 2021 年 8 月 24 日付の米国科学アカデミー紀要

（PNAS）に、「酸化還元の不均衡が COVID-19 と

ME/CFS を関連付ける」と題する論文が掲載され

ました。著者は、ソロモン・スナイダー・ジョンズ・

ホプキンズ大学神経内科教授らです。急性期の

COVID-19患者とME/CFS 患者には酸化還元の不

均衡、全身性炎症、神経炎症、ATP 産生障害や他の

異常が共通しており、Long-Haulers が発症する症

候群と ME/CFS は非常に類似しており、急性期の

COVID-19患者とME/CFS 患者にみられる様々な

異常が Long COVID にも見られるかもしれないこ

とが書かれています。 

 

Orthostatic Symptoms and Reductions in 

Cerebral Blood Flow in Long-Haul COVID-19 

Patients : Similarities with Myalgic 

Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome88）  

2021 年 12 月 24 日付の MDPI に、「Long COVID

患者における起立性症状と脳血流低下：ME/CFS

との類似点」と題する論文が掲載されました。著者

は、ジョンホプキンズ大学のピーター・ロウ先生ら

です。研究データより、SARS と同様に、新型コロ

ナウイルスへの感染が ME/CFS の発症の誘因とな

ることが示唆されたと書かれています。 

 

Covid's 'Silver Lining' : Research Breakthroughs 

for Chronic Disease, Cancer, and the Common 

Flu35） 

2022 年 3 月 17 日付の Medscape に、「COVID-19

の“希望の兆し”：慢性疾患・がん・よくあるインフ

ルエンザの研究に関する大発見」と題する記事が掲

載されました。NIH のアビンドラ・ナス先生は、

「Long COVIDとME/CFSは全く同じ疾患である

ことを研究は示唆している。Long COVID 患者は

原因がどのウイルスだか知っている一方、ME/CFS

のほとんどの症例では正確に原因ウイルスは分か

らないことが、主な違いである」と語りました。 

 

Updated ME/CFS prevalence estimates reflecting 

post-COVID increases and associated economic 

costs and funding implications89） 

2022 年 4 月 11 日付の Taylor Francis Online に、

「COVID-19 後の患者数増加とそれに関連した経

済的コストと財源への影響を反映した、ME/CFS

の最新有病率による推定」と題する記事が論文され

ました。著者は、シカゴのデポール大学教授の L・

ジェイソン先生です。予想される COVID-19 後の

ME/CFS 患者の増加の早期解析を考慮に入れた、

ME/CFSのよる経済的な影響と米国NIHの研究費

を 40 倍にすべきことについて書かれています。 

 

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引

き 別冊罹患後症状のマネジメント」第一版 41） 

 令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業の研究班に

よって作成され、2022 年 4 月 28 日に発表されま

した。本小冊子の 14 ページをご覧ください。 

 

The Pathobiology of Myalgic Encephalomyelitis/ 
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Chronic Fatigue Syndrome : The Case for 

Neuroglial Failure90） 

2022 年 5 月 9 日付の Frontiers in Cellular 

Neuroscience に、「ME/CFS の病理生物学：神経グ

リア細胞の機能不全の例」と題する論文が掲載され

ました。著者は、ドイツのハイデルベルグ大学の研

究者らです。労作後の消耗（PEM）と脳血流量低下

という ME/CFS の重要な特徴は一部の Long 

COVID 患者にも見られ、ME/CFS に共通する多彩

な病態生理は神経機能障害に起因する可能性があ

ると書かれています。 

 

Unexplained post-acute infection syndromes70） 

2022 年 5 月 18 日付の Nature Medicine に、「未解

明の急性感染症後症候群」と題するレビュー論文が

掲載されました。著者は、米国イエール大学の岩崎

明子教授（免疫学）らです。本小冊子 14 ページを

ご覧ください。 

 

COVID-19 神経ハンドブック 42） 

 2022 年 5 月 30 日に、「COVID-19 神経ハンドブッ

ク～急性期、後遺症からワクチン副反応まで～」が

発行されました。Long COVID 患者で運動不耐が

半年以上持続する場合に、ME/CFS に移行する可

能性が書かれています。この箇所の著者は、国立精

神・神経医療研究センター神経研究所特任研究部長

の山村隆先生です。本小冊子 16 ページをご覧くだ

さい。 

 

Orthostatic Challenge Causes Distinctive 

Symptomatic, Hemodynamic and Cognitive 

Responses in Long COVID and Myalgic 

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome91） 

2022 年 6 月 23 日付の Frontiers in Medicine に、

「起立性のチャレンジは Long COVIDとME/CFS

において独特の症候的・血行力学的・認知的応答を

引き起こす」と題する論文が掲載されました。著者

は、ハーバード大学のコマロフ先生やコロンビア大

学のリプキン先生です。診療室で簡単にできる起立

負荷試験等などで、Long COVID や ME/CFS の起

立不耐症やブレインフォグを客観的に立証できる

ことが書かれています。 

 

Serum of Post-COVID-19 Syndrome Patients with 

or without ME/CFS Differentially Affects 

Endothelial Cell Function In Vitro92）  

 2022 年 8 月 2 日付の MDPI に、「ME/CFS を発症

した COVID-19 後症候群患者と発症しなかった患

者の血清の内皮細胞機能に対する影響はインビト

ロにおいて異なる」と題する論文が掲載されました。

著者は、シャリテー医科大学免疫研究所の Dr. 

Scheibenbogen らです。ME/CFS を発症した

COVID-19 後症候群患者と発症しなかった患者の

血清では、抗内皮細胞抗体の内容物と内皮細胞に対

する機能的影響が異なることが書かれています。 

 

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 

Syndrome (ME/CFS) is common in post-acute 

sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC) : 

Results from a post-COVID-19 multidisciplinary 

clinic72） 

2022 年 8 月 4 日付の medRxiv に、米国スタンフ

ォード大学医学部より、「ME/CFS は急性新型コロ

ナウイルス感染症の後遺症（PASC）によく見られ

る：COVID-19後遺症の集学的クリ二ックの結果」

と題する論文が発表されました。本小冊子 18 ペー

ジをご覧ください。 

 

Increasing Data Link ME/CFS, Long COVID, and 

Dysautonomia73） 

2022 年 8 月 5 日付の Medscape に、「ME/CFS、

Long COVID、自律神経障害を関連付けるデータが

増加」と題する記事が掲載されました。本小冊子 21

ページをご覧ください。 

 

Long Covid : A parallel pandemic32） 

2022 年 8 月 8 日付の WEB マガジン“Knowable 

Magazine”で、「Long COVID：同時進行中のパン

デミック」と題する動画が配信されました。米国イ

エール大学の岩崎明子・免疫学教授は、「Long 

COVID と ME/CFS は恐らく同じ病気だと私は信

じています。Long COVID の段階で回復できなけ

れば、ME/CFS に移行する人がいる可能性があり

ます」と語っています。 

 

Blood abnormalities found in people with Long 

Covid74） 

2022 年 8 月 16 日付の Science に、「Long COVID

患者に血液の異常発見」と題する記事が掲載されま

した。本小冊子 20 ページをご覧ください。 

 

A prospective observational study of post-COVID-

19 chronic fatigue syndrome following the first 

pandemic wave in Germany and biomarkers 
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associated with symptom severity76） 

2022 年 8 月 30 日付の Nature Communications

に、「ドイツにおけるパンデミック第一波後の

COVID-19 後慢性疲労症候群の前向き観察研究と

症状の重症度に関連するバイオマーカー」と題する

論文が掲載されました。本小冊子 21 ページをご覧

ください。 

 

Understanding myalgic encephalomyelitis - 

Myalgic encephalomyelitis and Long Covid have 

overlapping presentation93） 

  2022 年 9 月 8 日付の Science に、「筋痛性脳脊髄

炎の理解：ME と Long COVID の症状はオーバー

ラップする」と題する論文が掲載されました。著者

は、オーストラリアの Griffith University 教授・

国立神経免疫学・新興疾患センター長らです。神経・

免疫・胃腸・ミトコンドリアの障害を伴い、労作後

の神経免疫系の極度の消耗に特徴付けられる深刻

な疾患である ME/CFS と Long COVID の症状の

オーバーラップについて書かれています。 

Medscape ： Post-COVID Fatigue, Exercise 

Intolerance Signal ME/CFS77）  

 2022 年 9 月 9 日付の Medscape に、「COVID-19

後の疲労と運動不耐は ME/CFS を示唆」と題する

記事が掲載されました。本小冊子の 21 ページをご

覧ください。 

 

Genetic Risk Factors for ME/CFS Identified using 

Combinatorial Analysis94） 

 2022 年 9 月 9 日付の medRxiv に、「組み合わせ解

析により同定された ME/CFS の遺伝的危険因子」

と題する論文が掲載されました。著者は、英国の

PrecisionLife Ltd.の研究者らです。ゲノムワイド

解析（GWAS）と PrecisionLife 組み合わせ解析プ

ラットフォームを使用して解析し、ME/CFS の症

例の 91％に深く関連する 14 の遺伝子にまたがる

199 個の SNPs を明らかにし、これらの遺伝子が多

発性硬化症と Long COVID に関連する遺伝子に類

似していることに気づいたと書かれています。 

18．当法人の 2 つのアンケート調査 
 

当法人では、2020 年に COVID-19 回復後も様々

な症状が続いている方を対象に、2021 年には

COVID-19 回復後に ME/CFS 様の症状が続いてい

る方を対象に、WEB 上でアンケート調査を行いま

した。調査結果の概要をご紹介します。 

 

【2020 年の WEB アンケート調査】47） 

急性期の COVID-19 から回復後も様々な症状が続

いている方が、ME/CFSを発症する可能性を調べ、

COVID-19 と ME/CFS に焦点を絞った研究の早期

開始を促すデータを国に提供するために、当法人で

は WEB 上でアンケート調査を実施しました。調査

は 2020 年 5 月 31 日より開始し、当初は PCR 検査

陽性の方のみを対象としていましたが、PCR 検査を

受けられなかった方や、PCR 検査は陰性だったけれ

ども体調不良が続いているという声が多く寄せら

れ、7 月初めより PCR 検査が未検査の方や陰性の方

も対象に含めました。8 月末日にアンケートを締め

切り、回答者は、PCR 検査陽性の方が 27 名（全体

の 8.3％）、陰性の方が 82 名（全体の 25.2％）、未

検査の方が 217 名（全体の 66.6％）、合計 326 名で

した。 

 

日本でも COVID-19 を契機に ME/CFS を発症する

可能性を確認 

326 人の回答者の内、ME/CFS様の症状を呈した

方は全体の 27.9％（91 名）でした。PCR 検査陽性

の方が 6 名（陽性患者全体の 22.2％）、陰性の方が

26 名（陰性患者全体の 31.7％）で、未検査の方が

59 名（未検査患者全体の 27.2％）で、3 つの患者グ

ループにおいて ME/CFS 様症状を呈した患者の割合

に、大きな差は認められませんでした。その後の専

門医による ZOOM 面談や実際の診察を経て、2020

年 10 月の段階で、5 名（PCR 検査陽性 1 名、未検

査 4 名）の方が ME/CFS の確定診断を受け、日本に

おいても COVID-19 を契機に ME/CFS を発症する

可能性が明らかになりました。 

 

PCR 検査と抗体検査の問題 

未検査の方（未回答の方 4 名を除く 213 名）が

PCR 検査を受けられなかった理由（複数回答）を尋

ねたところ、98％の方が、「熱が 37.5 度以下」

「保健所に拒否」「渡航歴がなく濃厚接触者でな

い」「医師による判断」「CT・レントゲン・血液検

査で異常なし」「肺炎症状なし」などの理由によ

り、検査を受けたくても受けられず、中には後に受
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けた抗体検査において陰性の結果が出た方も多くい

ることがわかりました。 

調査に PCR 未検査の方や陰性の方を含めました

ので、COVID-19 でない方も含まれた可能性は否定

できません。しかし、調査結果を比較した時に、

ME/CFS の発症率や生活の困難さにおいて有意な差

は認められず、日本では PCR 検査が抑制されてい

ましたし、PCR 検査のタイミングが遅れた影響も大

きいことから、検査で陽性の結果が出なかったから

といって、COVID-19 に感染していないと切り捨て

るべきでないと考えます。COVID-19 患者の実態調

査をする際に、PCR 検査陽性の方に限定すると、重

要な情報が失われる可能性があると思います。 

また、抗体検査の正確性を裏付ける質の高いエビ

デンスはほとんどなく 95）、当時の日本での PCR 検

査数は国際的に非常に低く、抗体検査陰性の結果を

もってして、COVID-19 に感染していなかったと判

断することはできないと思います。 

 

【2021 年の COVID-19 後の ME/CFS の緊急

アンケート】48） 

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」45）を提出し、会期末に請願審議が行われるの

に合わせて、2021 年 5 月 29 日～6 月 6 日に WEB

上で緊急アンケート調査を実施しました。 

アンケートは、COVID-19 に感染、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 40 名（全体の

28.4％）、陰性の方が 36 名（全体の 25.5％）、未

検査の方が 65 名（全体の 46.1％）でした。 

 

40 代に後遺症が多く、1 年以上後遺症が続いている

方が非常に多い 

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。2020 年 1 月～5

月の 5 ヵ月間に発症された方が約 69％を占め、1 年

以上にわたって後遺症が続いている方が非常に多

く、また、COVID-19 感染時は無症状だった方も、

後遺症で苦しんでいることがわかりました。 

 

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 人しか確定診断がお

りておらず、全国で ME/CFS の診療体制を早急に整

備する必要性を強く感じます。 

 

  

ME/CFS の様々な症状 

 

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

わからず、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。 

0% 50% 100%

運動できない

すぐ疲れ回復に時間がかかる

集中力・記憶力・思考力低下

強い倦怠感

数時間から数日たって体調悪化

筋肉痛・その他の疼痛

微熱・悪寒

体温調節がうまくできない

よく眠れないなどの睡眠障害

息切れ、胸痛、肺機能低下

音・光・におい・薬物等に過敏

不安や恐怖

経験したことのない頭痛

下痢・食欲不振等の消化器不調

味覚・嗅覚障害

継続している症状
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患者の置かれた深刻な状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

国に望むこと（3 つまで回答） 

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） 

 

0% 20% 40% 60% 80%

仕事や学校に戻れない

見の回りのことできない

寝たきりに近い

基本動作を学習する必要

患者さんの置かれた深刻な状況

0 5 10 15 20 25 30 35 40

仕事に戻れない
けん怠感

適切な診療や治療が受けられない
経済的困窮

筋肉痛・疼痛
筋力低下・歩行困難
日常生活が送れない

微熱
周囲の無理解

思考力・集中力低下
通院や外出困難

うつ・不安
以前のように働けない

家事ができない
身の回りのことができない
社会保障が受けられない

家族に後遺症患者が複数（介護が大変）
めまい

将来の見通しが持てない
睡眠障害

頭痛
動悸・息苦しさ
寝たきりに近い
体調が戻らない
学校に戻れない

一番困っていること

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

後遺症患者の社会保障

ME/CFSの治療薬開発

COVID-19とME/CFSの研究促進

ME/CFSの診療体制

COVID-19とME/CFSの実態調査

COVID-19の後遺症の啓発

国に望むこと
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後遺症患者に社会保障を！ 

2014 年に厚生労働省により ME/CFS 患者の実態

調査 15）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。今回のアンケートでも

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。 

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、もう一人の方は医師から 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（B 細胞

受容体レパトア解析）によって客観的に診断できる

ことを示す査読付き論文 10）が発表されました。

NCNP の山村隆先生らは、すでに 100 人以上

（2022 年 8 月現在）の患者を 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 21、22、29）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したから、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 COVID-19 後遺障害に関

する実態調査の中間集計報告 96）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

59）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

とは政府の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、重症化を防ぐことができ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。 

両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、ご協力いただいた皆

様に、心から感謝申し上げます。 

 

※アンケートの全文は下記からご覧いただけます。 

2020 年のアンケート 95) 

https://bit.ly/3jQ2mP0 

2021 年のアンケート 96)  

https://bit.ly/3QUeAGC  

 

 

  

 

  ※本小冊子は当法人のホームページ（https://bit.ly/3dXyvag）でも公開しております。 

 

※本小冊子中の英語の論文・記事等の翻訳は、NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の会理事長の篠原三恵子が行い、

NPO法人医療制度研究会理事の平岡諦先生に監修していただきました。  

 

https://bit.ly/3jQ2mP0
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COVID-19を契機にME/CFSを発症する可能性を知ってください  
 

新型コロナウイルス感染症を契機に、筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）を発症する方が

急増していることは世界的に注目を集めていますが、日本ではほとんど知られていません。ME/CFS

は 2014年の厚生労働省の実態調査において、約 3割の患者が寝たきりに近いという深刻な実態が明

らかになっており、今後の社会的影響は計り知れません。この度、2022年 3月に発行した「COVID-19

とME/CFS」の小冊子に最新の情報を大幅に加筆し、タイトルも「Long COVID とME/CFS」に変

更し、第二版を発行致しました。一日も早く患者の方々が診断や治療を受けられるようになり、

COVID-19を契機にME/CFSを発症する可能性を調べる実態調査が実施され、COVID-19とME/CFS

に焦点を絞った研究や治療法の開発が、神経免疫の専門家を中心に行われるようになることを心から

願っております。 

NPO法人 筋痛性脳脊髄炎の会 
    

新型コロナ後遺症と筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群  
Long COVID とME/CFS 
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