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1. はじめに 

慢性疲労症候群（CFS）とは、これまで健康に生活していた人に原因不明の強い全身

倦怠感、微熱、頭痛、筋肉痛、精神神経症状等が起こり、長期にこの状態 が続いて

健全な社会生活が送れなくなるという病気であり、CDC（米国疾病対策センター）によ

り 1988 年に提唱された比較的新しい疾患概念である。 

1999 年、厚生省研究班（班長：木谷照夫）が一般地域住民 4,000 名を対象に疲労に

関する疫学調査を行ったところ、約 1/3 の人が半年以上続く慢性的 な疲労を感じ、

その半数近くの人で作業能力が低下していることが判明、CFS 診断基準を満たす患

者も 0.3％認められた。また、翌年に同一地域の医療機関 受診患者 2,180 人を対象

に行った文部科学省の調査では、慢性疲労は 45％の患者で認められ、そのうち医師

が病名を特定できていたものは約 4 割に過ぎな いことも明らかになった。したがって、

原因不明の慢性疲労の診療は医療機関における重要な課題であるとともに、慢性的

な疲労は医学的観点のみならず大きな 経済的損失という観点からも大きな社会問題

となってきている。  

2. 症例呈示 

患者（男、52 歳、会社員）。主訴：慢性疲労、筋肉痛、関節痛。既往歴：なし。現病歴：

平成 12 年 9 月頃より、しだいに疲労感が増悪、右側腹部から背部に かけての筋肉

痛、両側の肩関節痛、下肢の脱力感、上肢のしびれ感、睡眠障害がみられるように

なった。同年 12 月、近医にて血液検査を受けたが異常なく、翌 年 1 月、慢性疲労精

査目的にて当科を紹介され受診。一般的な臨床血液検査、精神科的な診察の結果

では異常なく、漢方薬とビタミン剤の投与にて経過観察して いたが激しい疲労感が持

続。その後、微熱、全身の脱力感、集中力の低下、睡眠障害（不眠、過眠）などの症

状も認められ、平成 13 年 5 月に慢性疲労症候群と 診断した。診断時に行われた免

疫力の指標である NK活性は E/T 比 10：1 で 15.0％（正常 32.3±11.0％）と低下して

いた。 

3. 鑑別診断 

問診所見、理学的診察所見で慢性的な疲労をきたす明らかな疾病が見つからない場

合は、スクリーニング検査として、内科では以下の検査を行うことがＣＤＣにより推奨

されている。 

（１）血液一般検査 

検血、血沈、ＣＲＰ、糖蛋白、コレステロール、腎機能（クレアチニン、ＢＵＮ）、電解質

（Na, K, Ca）、肝機能（ＡＳＴ、ＡＬＴ、ＬＤＨ、アルカリフォスファターゼ、総ビリルビン）、

筋酵素（ＣＰＫ、アルドラーゼ）、尿酸、甲状腺ホルモン（TSH, Free T3, Free T4）、抗核

抗体 

（２）検尿・検便 

 尿蛋白、尿糖、ウロビリノーゲン、尿沈査、便潜血反応 

（３）胸部レントゲン 

 胸部単純レントゲン（立位） 



（４）心電図 （虚血性心疾患、不整脈などの鑑別） 

（５）頭部ＭＲＩ検査 （脳梗塞や出血、腫瘍、多発性硬化症などの鑑別） 

CFS との鑑別すべき内科的な疾患としては、悪性腫瘍、自己免疫疾患、急性・慢性

細菌感染症、HIV 感染症、慢性炎症性疾患、神経筋疾患、内分泌疾患、呼 吸器、循

環器、消化器などの慢性疾患などがあげられている。上記検査にて、器質的な疾病

が認められない場合は、ＣＦＳを疑い下記診断基準のチェックを行 う。 

 

 

 

 

4．心身医学的な鑑別 

原因不明の慢性的な疲労を診断する場合、ＣＦＳと精神･神経疾患との鑑別が常に問

題となってきた。1988 年、ＣＤＣは原因不明の慢性疲労を訴える患者を 診察する場

合、1 つの診断の指針となる基準を発表したが、ＣＦＳ症状がみられる患者から厳密

に精神疾患の人を除外すると 95％の症例が除外されるとの批判 が直ぐに寄せられ



ている。そこで、ＣＤＣは精神疾患の除外規定を緩和し、「内因性精神病は除外する

が、それ以外については CFS の発病に先立って発症した ものは除外し、同時または

それ以後に発症したものは除外しない」と訂正した。 

現在の厚生省ＣＦＳ診断基準試案は、このＣＤＣ診断基準をもとに作られており、統合

失調症、薬物依存、躁うつ病、精神病性うつ病などの精神疾患は発病の時 期を問わ

ずに除外するとしているが、「上記以外の心身症、神経症、反応性うつ病などは CFS

発症に先行して発症した症例は除外するが、同時または後に発現 した例は除外しな

い。特にうつ病に関しては、両極性うつ病は直ちに除外するが、単極性のものは精神

病性であることが明らかになった時点で除外することと し、それまでの診断不確定の

間は反応性うつ病と同じ扱いとする」と定められている。これは、ＣＦＳの発症と同時

か、それ以降にうつ病態や神経症などが発症 した場合は、ＣＦＳに伴う２次的な脳機

能異常が原因である可能性を考えているためであり、ＣＦＳ＋神経症と診断している。 

尚、精神科的な疾病の合併が予後に影響している可能性を考え、我々が内科的な治

療（主に、漢方薬とビタミン剤投与）を行い２年間以上観察しえた７４名につ いての予

後調査を実施したところ、疲労感を全く感じないか、あるいは疲労感はしばしば感じる

が労働も社会生活も普通にできるレベル（厚生省診断基準ＰＳ１ 以下）まで回復した

者の割合は、精神疾患の診断基準も満たしている群（45 例）と満たさない群（29 例）

では統計学的に有意な差はみとめられなかった（全 体では 16％が回復）。 

ところが、慢性的な疲労症状が発症した時期と抑うつや神経症が出現した時期の時

間的な関係に注目して、ＣＦＳ発症時には精神疾患の診断基準を満たさなかっ た群

（48 例）とＣＦＳ発症時に同時に精神疾患の診断基準も満たしていた群（26 例）に分け

て評価したところ、発症時には精神疾患の診断基準を満たさな かった群は 23％が回

復していたのに対して、ＣＦＳ発症時に同時に精神疾患の診断基準も満たしていた群

は 4％しか回復がみられず、有意に回復率が悪いこと が判明した（フィッシャーの直

接確率：Ｐ＜0.05）。 

したがって、ＣＦＳ発症時に同時に精神疾患の診断基準も満たしていた患者は他の群

とは少し異なった病因による可能性が考えられ、現在大阪大学でＣＦＳ患者 を診療す

る場合は、①ＣＦＳ発症後現在まで精神疾患の診断基準を満たさないⅠ群、②ＣＦＳ

発症時には精神疾患の診断基準を満たさなかったが、その後精神疾 患の診断基準

をみたすようになったⅡ群、③ＣＦＳ発症時に同時に精神疾患の診断基準も満たして

いたⅢ群の 3つに分けて評価し、Ⅰ群の治療は主に内科が担 当、Ⅲ群の治療は主

に精神科が担当し、Ⅱ群の治療は内科と精神科が共観の形で対応している。 

5．治療の方針 

A．内科的治療 

内科的な治療は、主にⅠ群とⅡ群の患者さんを対象に行う。基本治療としては補中

益気湯とビタミン B12、ビタミン C（アスコルビン酸）の投与を行ってい る。補中益気湯

には消化吸収機能賦活や生体防御機能の回復作用がみられることが示されており、

NK 活性の増強作用や手術侵襲に伴うコルチゾールや炎症性サ イトカインの抑制な

ども報告されている。ビタミン B12 はこれまで末梢神経炎などの治療薬として使われ

てきたが、最近では睡眠障害の治療にも有効であるこ とが確認されていて、ＣＦＳ患

者に投与してみましたところ、睡眠障害だけでなく、脱力感と疲労感が取れ、思考力

などの回復がみられる症例を数多く経験して いる。また、ビタミンＣは大量に投与す



ると活性酸素などによる組織障害を減らすことが知られていて、実際この投与にて微

熱の頻度や程度が改善する症例がみ られている。しかし、ビタミンＣは大量の投与で

は胃粘膜障害を引き起こすこともあり、胃痛や胸やけを予防するためにセルベックス

の併用を行っている。 

処方 1 

 補中益気湯（2.5ｇ／包）   ３包／日 毎食前 

（食前で飲み忘れる場合には、食後で処方） 

 メチコバール（500μｇ）   ６Ｔ／日 毎食後  

 アスコルビン酸（1.0ｇ／包） ３包／日 毎食後 

セルベックス（50ｍｇ）  ３包／日 毎食後 

最近のポジトロンＣＴを用いた脳研究により多くのＣＦＳ症例ではセロトニン神経系の

異常も伴っていることが明らかになってきている。実際、我々がＳＳＲＩ を投与した約

1/3 の症例では抑うつ症状の有無にかかわらず全身倦怠感、筋肉痛、関節痛、脱力

感などの症状の改善がみられている。尚、ＣＦＳ患者における ＳＳＲＩ服用の問題点と

しては、服用開始初期に動悸、疲労感の増悪、眠気などの副作用症状がしばしばみ

られることがあげられるが、少量投与を 2週間程度行 うことにより、服用が可能とな

り病状が回復した患者も多い。 

処方２ 

デプロメール（25mg）（SSRI）     ２Ｔ／日 朝夕食後 

       （症状をみながら６Ｔ／日まで増量） 

処方３ 

パキシル（10mg）（SSRI）       1Ｔ／日 夕食後 

       （症状をみながら４Ｔ／日まで増量） 

処方４ 

トレドミン（25mg）（SNRI）     1Ｔ／日 夕食後 

       （症状をみながら４Ｔ／日まで増量） 

Ｂ．精神科治療 

精神科における治療は、主にⅢ群とⅡ群の患者さんを対象に行う。また、ＣＦＳを疑い

疲労外来を受診したが、鑑別診断のところで述べた精神科的な疾病が認め られ、Ｃ

ＦＳから除外された患者も対象となる。治療としては、薬物療法、精神療法が中心に

行われているが、ＳＳＲＩが無効な場合は疲労への効果は多くは期 待できないのが実

情である。また、ＣＦＳ患者には薬物不耐性がありドロップアウトも多く、向精神薬の量

は少量から開始することが多い。 

近年、ＣＦＳに対して認知行動療法と段階的運動療法が有効であるという無作為割り

付け試験の報告が相次いでなされている。初期の報告では、認知行動療法は 無効

とされていたが、その後の研究では認知行動療法と段階的運動療法の有効率は

35％から 73％であり、リラクゼーションによる治療を行った対照群と比べ て有意に患

者の日常活動度や疲労を回復させたという。しかし、これらは回避傾向の強い患者に

適する治療法で、疲労の程度が強い患者に行うべきではないとい う意見もあり、今

後の検証が必要である。 

ＣＦＳの診療においては、ＣＦＳの診断と身体的問題の管理は内科医が担当し、認知

行動療法、段階的運動療法や精神症状に対する薬物療法は精神科医が担当すると



いう役割分担が必要であると思われる。 

6．その後の経過 

その後も漢方薬とビタミン剤の投与にて経過観察していたが、平成 13 年 10 月には

週に数日は会社を休むようになってきたため、パキシル（10ｍｇ/日）の 併用を開始し

た。服用開始当初は動悸と疲労感の増悪などの副作用症状が認められたが 10 日目

頃より軽減、12 月より 20ｍｇ/日に増量したところ激しい疲 労倦怠感は明らかに軽減

し、日常生活の程度もパキシル投与前は厚生省診断基準における Performance 

Status （PS）4（全身倦怠感のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて

休息が必要である）の状態であったものが、平成 14 年 1 月以降は全く休むこと なく

勤務することが可能な状態（PS1）にまで改善した。また、筋肉痛、関節痛などの症状

も軽減し、疲労感、微熱、脱力感、不眠、集中力の低下などの症状 はほとんど消失し

た。平成 14 年 11 月以降はパキシルを 10ｍｇ/日に減量したが症状の増悪はなく、平

成 16 年 7 月現在元気に会社に出勤している。 

７．ポイント・アドバイス 

ＣＦＳの病因・病態 

ＣＦＳでは慢性的な疲労感をはじめとして、多岐にわたる不定愁訴が認められるが、

通常の保険診療で認められている一般臨床検査では異常がみられない。しか し、決

して異常がみられないわけではなく、少し踏み込んだ検査を行うと神経系、免疫系、

内分泌系の異常がみとめられている。最近の研究により、CFS は社 会心理的なスト

レスと遺伝的な要因によって引き起こされた神経・内分泌・免疫系の変調に基づく病

態であり、その本体は異常に産生されたサイトカイン （TGF-βやインターフェロンな

ど）などによる脳･神経系の機能障害であることが明らかになってきている(図)。 



 

 


