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慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎）と循環
器異常＊

三 羽 邦 久＊＊
要

旨

労作後の極度の消耗，遷延する疲労感を特徴とし，多彩な症状を呈する慢性疲労症候群
（chronic fatigue syndrome：CFS）の 原 因 と し て，2011 年， 筋 痛 性 脳 脊 髄 炎（myalgic
encephalomyelitis：ME）による中枢神経系の機能調節障害が国際委員会（International
Consensus Panel）より提唱された．本症の成因に循環器的異常が密接に関連することが，
近年明らかにされた．
本症患者には small heart 例が多い．すなわち，やせ型の若年女性に多く，低血圧や起
立性低血圧をしばしば認め，胸部 X 線像上，心胸郭比は小さい．心エコー検査でも左室拡
張末期径が小さく，1 回拍出量，心拍出量は低値となる．左室収縮性の指標の低下は認め
ない．
強度の疲労，めまい，集中力低下，身震い，悪心などの症状により立位維持困難を訴え
る起立不耐症（orthostatic intolerance：OI）は，CFS 患者の立位時症状としてもよくみら
れ，QOL，労働能力を低下させ，生活機能障害を規定する最重要因子となっている．公表
された診断基準には，心血管系症状として OI が含まれた．OI の病態生理は，立位時の脳
血流不足であり，交感神経系の高度緊張も症状に関わる．CFS 患者では循環血液量の減少
から前負荷の低下による低心拍出量状態を認めるにもかかわらず，血漿レニン活性の上昇
はなく，血漿アルドステロン系および抗利尿ホルモン（ADH）濃度は健常人より低値であ
る．OI の病態には，レニン‒アルドステロン系および ADH 系の活性化不全も関係してい
るようである．
前負荷の低下による低心拍出量状態を十分認識することが，本症患者の診療の重要な手
助けになるとともに，本症研究の進展の breakthrough になるであろう．

はじめに

CFS は，労作後遷延する消耗感に

性疲労のほか，多彩な症状を伴い，日常活動や労

よって特徴づけられ，長期にわたって継続または

働能力を顕著に低下させる1～3）．経済的損失も大

反復し，休養によっても十分回復しない極度の慢

きく社会的にもきわめて重要な健康問題であるに
もかかわらず，病因，危険因子，病態生理が不明

＊
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Circulatory impairment in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis
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であり，有効な診断・治療および予防戦略は，い
まだ確立していない．若年者，とくに女性に多く
発症し，発症率は 0.4～1.0％，患者の約 4 分の 1 は
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重症で寝たきりに近い生活を余儀なくされてい
4）

心拍出量となっている．左室収縮性の指標の低下

る ．近年，CFS の症状の成因に循環器的異常が

は認めない．左室拡張能の異常も認められていな

密接に関連することが明らかになった．CFS の原

い．CFS/ME の症状は，低心拍出量症候群のそれ

因として，2011 年に ME による中枢神経系の機能

に類似している．実際，同症患者の症状の寛解，

4）

調節障害が国際委員会より提唱された ．ME は，

増悪は左室径の変化による心拍出量の増大，低下

中枢神経系および免疫系の重篤な調節障害，細胞

と密接に関連している10）．下痢，食欲不振，発汗

のエネルギー代謝およびイオン輸送の機能障害，

過多などによる脱水傾向は，心拍出量のさらなる

心臓血管系の異常を伴う複雑な疾患と定義され

低下を介して症状を悪化させる．

る．公表された診断基準には，心血管系症状とし
て起立不耐症が含まれた．

2003 年，Peckerman らはインピーダンス心臓
図検査を行い，重症 CFS 患者では，対照例および

従来の CFS による診断基準では真の CFS 例以

軽症 CFS 患者に比し，仰臥位，立位いずれにおい

外に紛れ込みやすかったうつ病などの精神疾患や

ても心拍出量が有意に低下していると報告し

軽症例を，新たな ME の診断基準（表 1）では排除

た11）．2008 年，筆者らは，CFS 群患者では心胸郭

4）

可能となった ．しかしながら，多くの患者で CFS

比 42％以下，左室拡張末期径 42 mm 以下という

と ME が重複診断され，CFS 患者で培われた多く

small heart に該当する例が多いことを初めて報

の研究成果が全体として ME 患者にも適用可能と

告した7）．低心拍出量は病歴の長さとは関連せず，

考えられるため，両者を一括して CFS/ME また

その原因を廃用性筋萎縮としては説明しにくい．

は ME/CFS と総称するようになった．

Hurwitz らは，重症 CFS 患者においては対照者よ
り心エコー法による評価から心容積の減少を，ま

small heart と低心拍出量

た，二重タグ血液量評価法により総血液量，血漿

体格に比し，心臓が小さ過ぎて心機能不全に陥

量，赤血球量の低下を報告した12）．多くの CFS 患

りやすいという概念，
“small heart syndrome”
は，

者は低心拍出量状態であり，結果としての循環不

胸部 X 線像上，心陰影が小さい若年者の神経循環

全から日常活動が困難になりやすくなっている．

無力症として 1944 年に Master によって提唱され

実際，CFS 患者は，胸痛，動悸，呼吸困難や息切

た5,6）．やせ型の若年女性に多く，低血圧または起

れ，足先の冷感，めまい，ふらつきなどのさまざ

立性低血圧をしばしば認め，全身倦怠感，易疲労

まな症状を訴え，これらの症状は心血管系の機能

感，めまい，ふらつき，動悸，呼吸困難，胸痛，

調節異常に由来する可能性が考えられる13）．

頭重感，四肢末端の冷感を訴える．内臓下垂や遊

起立不耐症

走腎，直背，扁平胸郭，僧帽弁逸脱症候群を伴い
やすい．Master は，このような症状は先天的かつ

OI は，強度の疲労，頭重感，顔面蒼白，疲労

体質的な小心臓による心拍出量の低下に起因した

感，虚弱感，めまい，集中力低下，身震い，悪心

ものであるとの仮説を提唱したが，低心拍出量症

などの症状のため，立位維持困難を訴える病態で

候 群 を 発 症 し や す い 心 臓 疾 患 と し て の small

あ り， 立 位 時 に 頻 拍 や 血 圧 低 下 を 伴 い や す

heart の病態生理学的意義は十分には認められ

い14～16）．重症例では，食事，入浴，軽い運動でも

ず，疾患概念は確立されなかった．CFS の病名は

症状が悪化し，基本的な日常行動すら制限される．

1988 年に提唱されたが，同患者には small heart

OI は，CFS/ME 患者の立位時症状としてもよく

syndrome に該当する例が少なくない．すなわち，

みられ，QOL，労働能力を低下させることから生

CFS/ME 患者では健常人に比し，一般に胸部 X 線

活機能障害を規定する最重要因子となってい

像上心胸郭比は小さく，心エコー検査でも左室拡

る17～19）．OI，CFS/ME は，多くの若年者，とく

張末期径が小さく，したがって 1 回拍出量は低値

に女性が多く罹患することでも共通する．立位時

6～9）

となる

．明らかな心拍数の増加はみられず，低
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表1

筋痛性脳脊髄炎：国際的合意に基づく診断基準

筋痛性脳脊髄炎は，複雑で広範な機能障害を伴う後天性神経系疾患であり，細胞のエネルギー代謝とイオン輸送障害を
伴う，神経，免疫，および内分泌系の病的調節障害を特徴とする
，神経系機能障害の少なくとも 3 つのカテゴリーに 1 つ以上の症状がある
患者は，労作後の神経免疫系の極度の消耗
（A）
こと（B）
，免疫系/胃腸器系/泌尿生殖器系の機能障害の少なくとも 3 つのカテゴリーに 1 つ以上の症状があること（C）
，
エネルギー代謝/輸送の機能障害に少なくとも 1 つの症状があること
（D）
という診断基準を全て満たす必要がある

A ．労作後の神経免疫系の極度の消耗
（post‒exertional neuroimmune exhaustion：PENE）
：必須
主として神経免疫系に関連した顕著な症状を伴い，必要を満たす十分なエネルギーを作り出す能力が病的に欠如してい
る．特徴は下記の通りである
1 ．日常生活での活動や簡単な知的作業のような軽労作によって起こる急激な身体的または認知疲労が，身体を衰弱さ
せ，症状の再発を引き起こす
2 ．労作後の症状の悪化
3 ．労作後の極度の消耗は，活動直後にも，また，数時間から数日間遅れて起こることもある
4 ．回復までの期間が長引き，通常 24 時間以上要する
5 ．身体的および精神的疲労
（スタミナの欠如）
が増幅されるとによって，活動レベルが大きく低下する
注釈：筋痛性脳脊髄炎と診断するには，患者の発症前の活動レベルが著しく低下していなければならない．軽症
（発症前
の活動レベルのおおよそ 50％以下）
，中等症
（ほとんど家から出られない）
，重症
（ほぼ寝たきり）
，または最重症
（まった
く寝たきりで，ごく身の回りのことにも助けが必要）
．症状の重症度はその日によって，時間によって著しく変動しうる

B ．神経系機能障害
以下の 4 つの症状カテゴリー中の少なくとも 3 つのカテゴリーに 1 つ以上の症状がある
1 ．神経認知機能障害

a ．情報処理障害：思考の鈍化，集中力低下，失見当識，決断力低下，ゆっくりとしかしゃべれない，失読症，短期
記憶の喪失，言語検索障害，情報回想力低下，作業記憶の低下

2 ．疼痛

a ．頭痛：眼や眼後部，後頭部の痛みをしばしば伴う．偏頭痛，緊張性頭痛
b ．激しい痛みを筋肉，筋腱接合部，関節，腹部や胸部に感じる．非炎症性の性質をもち，しばしば移動する．線維
筋痛症の診断基準を満たす場合もある

3 ．睡眠障害

a ．睡眠リズム障害：不眠症，過眠，昼夜逆転，中途覚醒，早朝覚醒，鮮明な夢/悪夢
b ．疲労回復のない睡眠：睡眠時間に関係なく覚醒時に極度の疲労を感じる，日中の眠気
4 ．神経感覚，知覚および運動障害

a ．神経感覚，および知覚：視覚の焦点が合わない．光，騒音，振動，臭気，味覚，触覚に対する過敏性．奥行きの
認識力低下

b ．運動感覚：筋力低下，痙攣，協調運動の低下，立位での不安定感，運動失調
注釈：睡眠障害は，急性期には過眠，慢性期には睡眠が昼夜逆転する．運動障害は軽症例では明瞭ではないが，重症例
では継ぎ足歩行の異常や Romberg 試験陽性が認められる

C ．免疫系，胃腸器系，泌尿生殖器系の機能障害
以下の 5 つの症状カテゴリーの中の少なくとも 3 つのカテゴリーに 1 つ以上の症状がある
1 ．インフルエンザ様症状が繰り返され，慢性化する，労作によって悪化する
2 ．ウイルスに罹患しやすく，回復期間が長引く
3 ．胃腸管：嘔気，腹痛，腹部膨満，過敏性腸症候群
4 ．泌尿生殖器：尿意切迫感または頻尿，夜間頻尿
5 ．食物，薬物，臭気，または化学物質に対する過敏性

D ．エネルギー産生/輸送の機能障害：少なくとも一つの症状がある
1 ．心血管系：背中を直立位にした姿勢に耐えられない（起立不耐症）
，神経調節性低血圧，体位性起立頻脈症候群，動
悸，頭のふらつき感/めまい
2 ．呼吸器系：空気飢餓感，努力呼吸，胸壁筋の疲労
3 ．恒温調節不全：低体温，著明な日内変動，発汗現象，微熱や熱感の反復，四肢冷感
4 ．温度変化に対する極度の不耐性

［文献 4）より引用］
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起立頻拍
（postural orthostatic tachycardia）
は，
OI
15,20～22）

ることもあり，脳循環の自動調節能の障害も OI の

．このほか，即時

成立機序に含まれる．CFS/ME 患者では OI の合

性または遅発性起立性低血圧や心拍数の減少を伴

併の有無にかかわらず，対照者に比し収縮期およ

う神経調節性低血圧が，簡易起立試験や head‒up

び拡張期血圧が低いことが認められている30,31）．

tilt 試験により症状を伴って検出される．OI の症

OI 患者の立位時の血行動態的変化として，体位

状の多くは，詳細な機序は明らかではないが，脳

性起立頻拍のほか，遅発性起立性低血圧や神経調

血流減少に関係していると想定されており，右心

節性低血圧などがあげられる．一般に頻拍の改善

への不十分な体静脈還流から生ずる 1 回拍出量の

は OI 症状の改善を伴うことが多いが，逆に症状

患者の多数に認められる

20,23,24）

低下に関係している

．下半身への過度の静

の悪化を伴うこともある．実際，CFS/ME 患者で

脈血滞留による，遅発性起立性低血圧などを伴う

は体調に波があり，“good day”と“bad day”の簡

脳血流低下が，CFS/ME 患者の立位時の疲労の機

易起立試験の結果を比較すると，
“bad day”では

25）

26）

序として重要である ．Fu ら は，体位性起立頻

体位性起立頻拍の悪化，すなわち頻拍の程度がよ

拍症候群患者の MRI 検査と血液量計測から，非活

り強くなっている例が多いが，逆に“bad day”に

動性健常対照者よりも心臓のサイズが小さく，心

頻拍が明らかに改善している例も少なからず認め

筋量も少ないことを見出した．本症患者における

られている32）．安静時にすでに交感神経の緊張亢

顕著な起立性頻拍は，1 回拍出量の低下に対する

進が強いと立位時にさらなる緊張亢進を生じえ

生理的代償反応であると考えられ，運動訓練療法

ず，逆に活性化不全を伴うこともあると考えられ

はほとんどの患者において本症の改善をもたらし

る．起立時，著明な頻拍例では，左室充満時間を

26）

た ．下肢筋肉ポンプ機能の強化から静脈還流が

確保し，有効な左室充満を回復させる意図から，

増加したためと考えられる．立位時における代償

少量の交感神経β受容体遮断薬や洞結節抑制薬に

レベルを超えた過剰の交感神経緊張を伴う自律神

よる治療の有効性が報告されているものの33～35），

経機能異常が，症状をもたらす主要な機序である

交感神経活性化不全状態では有効性は必ずしも期

14,20～23,27）

と提唱している研究者は少なくないが

，

待できない．

Fu らの筋交感神経圧反射および心臓迷走神経圧

OI の病態生理は，立位時の脳血流不足であり，

反射の評価では，本症候群患者の自律神経機能に

代償性の交感神経系の高度緊張も症状に関わる．

は異常はみられなかった26）．すなわち，本症候群

また，過度の頻拍や血圧の著明な低下を伴わずに

患者にみられる交感神経緊張を伴う自律神経変化

OI を生じることもあり，脳循環自動調節能の破綻

は原発性の異常ではなく，循環血液量減少からの

の可能性も想定されている．パニック発作から過

代償性の二次的反応として理解できる．

呼吸を生ずる患者が少なからずみられるが，脳循

最近，XenonCT 血流検査の研究から，健常者

環自動調節能の破綻に伴う低酸素になりやすい脳

に比し CFS 患者では，脳皮質全般，とくに両側の

の状態が過呼吸を起こしやすい背景として考えら

中大脳動脈領域における絶対的な血流低下を伴

れる．CFS/ME 患者は，頭に霧がかかったような

28）

う，脳全体の循環不全があることが示された ．

状態（brain fog）にたとえられる，集中力低下，短

OI を伴う若年 CFS 患者の起立試験中の，near‒

期記憶障害，注意力散漫，情報処理能力低下，と

infrared spectroscopy（近赤外線分光光度計）を用

くに言語認識，対応能力の低下をしばしば訴える．

いた脳の酸素化ヘモグロビン濃度の持続的測定所

これは前頭葉，とくに前頭前野の活動低下と関係

見から，脳血流減少による脳の酸素化障害が，起

し て お り， 同 部 位 の 血 流 低 下 が 観 察 さ れ て い

立直後より遷延して生じていることが示され

る36,37）．

29）

た ．立位時，血圧や心拍数の変化からは，一見，

起立不耐症の治療

正常血行動態と考えられるにもかかわらず，脳の
酸素化ヘモグロビン濃度の低下を伴う OI を訴え
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となく，脳血流量を無理なく増大させることが，

同患者では循環血液量の減少から前負荷の低下に

有効な治療に必要であろう．交感神経α1受容体刺

よる低心拍出量状態を認めるにもかかわらず，血

激薬 phenylephrine の静脈内投与が，末梢動静脈

漿レニン活性の上昇はなく，血漿アルドステロン

の強力な収縮作用の結果，OI を改善したとの報

濃度はむしろ健常人より低値である（renin‒aldo-

33）

告 はあるが，単純に血管収縮薬を投与しても，

43,44）
sterone paradox）
．また，患者例は対照例に

脳血管抵抗の上昇により脳血流の増加を招来しな

比し ADH 濃度も有意に低値であり，循環血液量

い．塩分摂取や fludrocortisone 投与による体液量

調節に関わるレニン‒アルデステロン系，ADH 系

の増加は，循環血液量の増加から OI の治療とな

はいずれも活性化不全が認められ，OI の病態に関

り，CFS の 症 状 も 改 善 す る 可 能 性 が あ

係しているようである44）．なお，血中，尿中コル

る16,17,19,23,24）．衝撃耐性軍服ズボンや弾性ストッキ

チゾール濃度は，多くの CFS/ME 患者では低値

ングの着用は，
下肢の圧迫から静脈還流を促進し，

であり，CRF テストや ACTH テストでもコルチ

その結果，心拍出量を増加させるので，有効な治

ゾール濃度の上昇反応は鈍いと報告されてい

25）

療法になりうる ．CFS 患者は，苦痛の増強から

る45）．したがって，脳下垂体‒副腎皮質系の活性化

運動を制限しがちではあるが，段階的運動療法の

不全があると考えられる．これらのホルモン，神

有効性を支持する報告がある

26,38～40）

．食欲不振，

経体液性因子の活性化不全または down‒regula-

下痢，多量の発汗などの種々の増悪因子は，脱水

tion には中枢神経系レベルでの調節異常の関与が

により 1 回拍出量および心拍出量を減少させ，そ

推察される．中枢神経系レベルでの循環血液量調

の結果，体，脳循環を悪化させ，症状を増悪させ

節障害が加わるとき，体質的な小心臓者では低心

4）

る．しばしば合併する下痢型過敏性腸症候群 の

拍出量症状が発現しやすくなると考えられる．

治療を通して脱水を予防することも有効な治療と

慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎），

なる．合成抗利尿ホルモン薬 desmopressin の経

起立不耐症の性差

口投与は，とくに低尿浸透圧例において体液量を
増加させるので，OI 症状を改善させ，日常生活を
41）

CFS/ME の発症頻度は人口の 0.4～1.0％であ
4）

向上させる ．

り ，決して珍しい疾患ではない．男女比は 1：2～
3 と女性に多い4）．OI では 1：3～4 と女性の比率

低血圧，夜間低血圧

がさらに高い16～18）．女性に多い理由は不明であ

Newton ら42）は，24 時間携行血圧測定装置を用

る．男性に比し，女性に small heart が多いこと5），

いて，CFS 患者では収縮期および平均血圧が低い

筋肉量が少なく下肢筋肉ポンプの働きが弱いこと

ことを確認し，低血圧，とくに血圧の日内変動の

が立位時の低心拍出量から脳循環不全をきたしや

開大を伴う夜間低血圧が本症の重症例で多いこと

すくなると想定され，理由として考えられる．

を報告した．夜間低血圧は，朝，起き出しにくい
という症状にも関係しているようである．塩分，

慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎）における
循環器異常の占める役割

水分の十分な摂取，
朝食摂取の励行が勧められる．
また，食後低血圧から食後に倦怠感などの症状が

1988 年，Holmes ら46）が初めて CFS の病名と診

悪化する例もあり，コーヒーの飲用が有効な場合

断基準を提唱した．診断基準は 1994 年に Fukuda

がある．

ら2）により改変された．いずれの診断基準にも循
環器系異常をとくに意識した項目はなく，循環器
異常の占める役割は大きなものとは考えられてい

循環血液量調節異常

なかった．2011 年に国際委員会から，新たに CFS

OI を伴う CFS/ME 患者では，左室拡張末期径，
1 回拍出量係数，心係数は顕著に低値である

30,31）

．

に代えて ME の診断名と新たな診断基準が提唱さ
れた
（表 1）4）．小基準の一つに OI が採用され，本
内科

© Nankodo Co., Ltd.

Vol. 119 No. 2（2017）

349

文中には small heart についても記載され，循環

成抗利尿ホルモン薬 desmopressin が有効な場合

器異常が具体的に認識されるようになってきた．

もある41）．

米国において保健福祉省（HHS）からの要請によ

本症が直接の死因となることはないが，ADL，

り米国医学研究所（IOM）は 2015 年 2 月，新たに

QOL には多大な悪影響を及ぼす．患者の約 4 分の

委員会を設立し CFS/ME の簡素化された新たな

1 は寝たきりに近い生活を余儀なくされる．ただ，

診断基準を提唱した．次の 3 症状，① 6 ヵ月以上

必ずしも生涯にわたって進行性というわけではな

にわたって持続する原因不明の疲労感があって，

く，約 70％の症例では若干症状が改善した部分寛

過労が原因ではなく休息によっても十分な回復が

解期を迎えるようである4）．病歴が長期になると

得られず，結果として職業的，教育的，社会的あ

症状の改善はかなり困難であるが，短期例では急

るいは個人的な活動が大きく制約された状態，②

速に改善することもある．

労作後の強度の消耗感，
③ 睡眠障害
（unrefreshing
sleep）
を必須項目としており，加えて，④ 認知機

おわりに

原因不明とされていた CFS の原

能障害
（集中力低下や短期記憶障害など）
，
⑤ OI の

因として，ME による中枢神経系の機能調節障害

少なくともいずれか 1 つを認めることを診断条件

が提唱されている．本疾患は身体疾患として位置

47）

とした ．この報告では，さらに，診断名を CFS/

づけられており，身体疾患として扱われるべきで

ME か ら 全 身 性 労 作 不 耐 病（systemic exertion

ある．不定愁訴としての扱いを受けがちな症状を

intolerance disease：SEID）
に変更することを推奨

多く訴えるが，これらに対して神経学的に，内分

している．

泌学的に，消化器学的に，また循環器学的に真正
面から向き合うことは可能である．とくに循環機

治療と予後

能異常は病態に大きく関わり，OI などの症状発現

CFS/ME に対する確立された治療法はない．臨

に重要な役割を果たしている．多くの循環器医が

床の現場では試行錯誤が繰り返される．いわゆる

この問題に積極的に興味を抱き，診療に関与して

good medical care が基本となる．過度の消耗を避

いくことが望まれる．OI 患者では低心拍出量を伴

ける，夜更かしをしない，三食を食べる，感染を

う小左室が高頻度かつ顕著にみられる．前負荷の

予防する，リラックスする時間をもつ，過敏性の

低下による心機能障害を伴う small heart は，CFS

ある食物や薬を避ける，などを心掛けるよう患者

と OI の治療のための重要な標的として考慮すべ

に指導する．症状改善の目的で頻回に試みられる

きである．

薬剤としては，coenzyme Q10，補中益気湯など
の漢方薬，ビタミン C の大量投与，EPA 製剤な
どがあげられる．合併する線維筋痛症の疼痛緩和
には神経障害性疼痛としての薬物治療（ロキソニ
ン，ノイロトロピン，サインバルタ，リリカ，ト
ラムセットなど）
を行う．
労作後の消耗が激しいの
で，頑張り過ぎないようコントロールが必要であ
る．患者本人のみならず，医療関係者，家族，職
場や学校を含めた社会全体の疾患に対する理解が
重要である．循環器的治療としては，塩分，水分
の十分な摂取がきわめて重要である．下肢筋肉ポ
ンプによる静脈還流を増やすため，弾性ストッキ
ングの着用のほか，運動や筋肉トレーニングも可
能な限り勧められる．循環血液量を増加させる合
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