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疲労によるダメージと回復力を d-ROMs・BAP
の酸化ストレス / 抗酸化力測定で見ています

（図２） 東日本大震災被害者と山口県一般住人における
（図2）
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（図3） 東日本大震災被害者と山口県一般住人における

抗酸化値（BAP）の比較 (山口大学 教授 野島順三先生)
（図2）

酸化ストレス
（d-ROMs）の比較（山口大学 教授 野島順三先生）

慢性疲労症候群における脳機能の低下と脳内炎症
慢性疲労症候群患者における脳内炎症を、PET を用いて世界で
はじめて発表したナカトミファティーグケアクリニック院長中
富康仁先生に、疲労と酸化ストレスについてお話を伺いました。
ナカトミファティーグケアクリニック 院長
大阪市立大学医学部 疲労クリニカルセンター
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症状と炎症の程度をプロットしていくと、CFS患者さん
疲労の把握と対処法
における認知機能障害、疼痛、抑うつなどの症状の強さは、
まず、実際に疲労を訴える患者さんを診るときに気をつ
関連した脳部位での炎症と相関しました（図６）。
けなければならないことは、患者さんのその時の症状だけ
特にCFS患者さんでは中脳のあたり、覚醒度にかかわる
ではなく経過です。元来、病弱であったり、ストレス脆弱
領域に強い炎症が見られました。炎症が強いと疲労度を示
す主観得点は高く、認知機能も悪くなりま
（図6） CFS患者における症状と[11C](R)-PK11195結合度
す。脳内の炎症はアルツハイマー、パーキ
ンソン、統合失調症、発達障害等でもみと
められますので、慢性疲労症候群に特化し
たものではありませんが、いずれにしても
慢性疲労症候群は脳の免疫機能に問題があ
ると言うことが明確となりました（図７）。

セロトニンと回復系システム
疾患に繋がる重要なファクターとなる疲労
――現在、新型コロナウイルス感染症の後遺症やワクチン接
種後の副反応をきっかけに慢性疲労を訴える方が増えてい
ると聞きますがいかがでしょうか？

――酸化ストレス測定を導入されていますが、疲労と酸化ス
トレスについてお聞かせいただけますか？
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では次に、慢性疲労症候群についてですが、疲労が慢性
的に取れないだけでなく、微熱、頭痛、喉の痛み、リンパ
節の腫れ、関節痛、筋肉痛、頭の働きが鈍るなどの症状が
持続する状態を言います。1994年にＣＤＣ（米国疾病予
防センター）によって定義づけられました。何らかの感染
症を契機にその症状が持続する状態と考えられました。現
在、新型コロナウイルスの後遺症による慢性疲労症候群に
関しても同様と考えられています。筋痛性脳脊髄炎（ME）
という病名もあることから、現在は筋痛性脳脊髄炎／慢性
疲労症候群（ME/CFS）と併せて表記されます。
私の研究の紹介になりますが、PETを用いて脳内のミク
ログリアという炎症を担当する細胞の動きを見ています
（図４）。実際に脳の炎症の程度を見ていくと、健常者と
比較して、CFS患者さんでは脳のさまざまな部位で炎症の
程度が高くなっていました（図５）。

（図4） Translocator protein(TSPO)に結合、
ミクログリア細胞活性化の指標

次の図では脳の中のセロトニン輸送体密
度を見ています（図８）。セロトニンは睡
眠をはじめ身体のリズムを安定させる機能
と関連していますが、疼痛の抑制経路でも
あります。実際にCFS患者さんと健常者で
セロトニンの働きを比較すると、CFS患者
さんでは前帯状回、扁桃体、線条体-島で密
度が低下していることがわかります。
CFS患者さんの「疲労が回復しない」と
いう病態は、感染をはじめとする様々なダ
メージによって、脳の炎症が持続してしま
い、その結果として、脳の安定系、回復系
のシステムであるセロトニン神経の働きが
落ちてしまっていることが本体ではないか
と私は考えています。

（図7） 慢性疲労症候群／筋痛性脳脊髄炎における脳内炎症

（図9） 受診時の症状だけではなく程度と経過の把握が重要

←

海外ではプライマリーケアにおける24〜30%の患者さ
んに深刻な疲労や倦怠感を伴っているとする報告がありま
す。疲労はおもに感染症、心疾患、内分泌疾患、血液疾患
などの随伴症状によって鑑別されますが、検査で異常が見
かなり増えています。コロナ後遺症外来を行っている病
つからなければ、放置されがちです。ところが、疲労は蓄
院と連携して、私のクリニックでも検査で原因を捉えにく
積すると過労死、ヘルペスなどの感染症、高血圧、胃潰瘍、
い倦怠感やウイルス感染後疲労症候群、慢性疲労症候群な
うつ病の発症に繋がる場合があり、疲労を訴える透析患者
どについて、患者さんをフォローしています。
さんは予後が悪いという報告もあります。
疲労は疾患に繋がる重要なファクターでありながら、数
――疲労のクリニックを立ち上げられたきっかけは？
値化や評価が難しいと考えられてきました。疲労の研究に
より、疲労は生体のダメージと回復力で決まることがわか
もともと脳科学で出発して、大阪市立大学で疲労分野の
ってきました。ダメージと回復力の客観的な指標の一つと
研究に携わり、全国から来る慢性疲労症候群の疑いがある
して酸化ストレスマーカーがあげられます。細胞がエネル
患者さんを診てきました。大学には医療機関を転々として
ギーを産生して酸化ストレスが多くなるとタンパクや細胞
ようやく辿り着いた患者さんが多く、疲労を専門に診る医
レベルでダメージが進み、それに対して体の回復力である
療機関の必要性を感じて2014年にクリニックを開設しま
した。クリニックには全国から患者さんが来院されますが、 抗酸化力が備わっていれば、細胞を修復するシステムが働
きます。抗酸化力が低ければ、回復できずに疲労が蓄積し
オフィス街にありますので、慢性疲労で来院するビジネス
ていくことになります。
マンの休復職に関する判断を下したり、労務管理を通した
これは山口大学 教授 野島順三先生が示された疲労の状
企業の生産性向上に関する相談にも乗ったりしています。
態と酸化ストレス・抗酸化力を表した図です（図１）。疲
れが溜まり始めた急性疲労では、酸化ストレスが上昇し、
回復力である抗酸化力も上がります。その状態が続くと亜
（図１） 酸化ストレス値／抗酸化力値による種々の疲労状態の鑑別
（山口大学 教授 野島順三先生）
急性疲労となり、酸化ストレスは上昇したまま、抗酸化力
が消耗されて上がらなくなります。さらに進んで慢性疲労
になると、回復力が追い付かなくなり、抗酸化力が低下し
たままの状態となります。
東日本大震災被害者と山口県の一般住人の酸化ストレス
値（d-ROMs）の比較データでは、震災被害者は酸化スト
レス値が高い傾向にあり（図２）、また回復力を示す抗酸
化力値（BAP）は低い傾向にあります。BAP値が極端に落
ちている一群がおられました（図３）。持続的なストレス
や消耗が続くと、回復力（抗酸化力）が落ちて疾患に至る
ので、野島先生は抗酸化力値が極端に落ちた方たちをフォ
ローすることが大切ではないかと言われています。

慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の脳内炎症

性が高い方、発達障害などによる感覚過敏を持つ方などは
注意が必要です。どのような生活環境やきっかけで体調を
崩しているか、疲労によりどの程度生活レベルが低下した
かを聞き取りすることが必要となります。
次に、睡眠で回復しているかどうかを確認します。疲労
回復に最も重要で基本的な要素は睡眠です。ところが、日
本人の睡眠時間は世界で一番短いと言われ、平日6時間ぐ
らいの方が結構いらっしゃいますが、実際には成人の睡眠
としては7.5時間ぐらいが妥当です。短い方はおおむね休
日に長くとっておられるため、平均するとそのくらいが必
要となります。また、毎日同じリズムで必要な睡眠時間を
確保すると確実に日中のパフォーマンスが向上します。
疲れが溜まってくると抗酸化力が落ちていきます。ビタ
ミンなど、抗酸化力のある食品をしっかりと摂取すること
が重要になります。疲労を回復させる物質を研究すると疲
労回復効果が高いものは抗酸化作用を持つ物質であること
がわかりました。サプリメントの成分としては、イミダゾー
ルジペプチドやユビキノール（還元型コエンザイム Q 10）
などの物質がこれにあたります。
ある程度疲労が蓄積してしまい、脳機能が落ちてしまっ
た段階では、ＳＳＲＩなどの抗うつ作用を持つ薬剤により
セロトニン分泌能を助けることで回復します。ＳＳＲＩに
は新しい神経ができるように助ける神経新生という作用が
ありますが、ただし、セロトニン神経系を助けられる期間
にもおそらく限りがあり、休息や治療もなく、さらに体に
鞭を打ち続けてしまうと慢性疲労症候群のフェーズに入り
ます。さらにその期間が継続することで筋肉量の低下を起

（図8）

（図8） セロトニン輸送体密度[11C]PDASB

（図５）脳内炎症：[11C](R)-PK11195
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こしフレイルの状態となります（図９）。適切な治療は、
疲労がどの段階にあるかを把握することから始まります。
また適切な治療を開始するまでの期間が長ければ長いほど、
背景に複雑な事情を抱えているほど、回復させるための治
療も困難となる傾向にあります。何事も早めの対応が重要
です。
疲労の対処を考えるうえで、「疲労」と「疲労感」の違
いを理解することも重要です。全身の「疲労」の情報は、
酸化ストレスによるダメージや免疫や内分泌のシステムの
異常として、最終的に、脳で判断されることになります
（図１０）。ただし、脳で感じる「疲労感」という感覚は
麻痺することがあり、火事場の馬鹿力という言葉があるよ
うに、リミッターが外れてしまうことがあります。リミッ
ターが外れると、結果として回復できないほどのダメージ
を負ってしまうことになります。集中している時や達成感
を感じる時、また、栄養ドリンクに含まれるカフェインの
作用でも麻痺しますので注意が必要です。海外の若者では
エナジードリンクによる死亡例も報告されています。緊張
が解けて、ひと休みしたときに感じる「疲労感」。これが
本来の「疲労」の程度をあらわしています。自身の疲労の
程度を把握することが、疲労をコントロールする出発点
です。
――患者さんへのフィードバックとして、酸化ストレス測定を
どのように説明されているのでしょうか？
明らかに患者さんは疲れが取れないのに、医療機関を
様々受診しても、検査では異常が見つからなかったという
経験をされていることが多いため、当院では疲労を数値化
して見てみたいという要望は多いです。その際に酸化ス
トレスを測っています。結果のフィードバックの際に、先
に説明したダメージと回復力のバランスの話や、急性と慢
性の疲労の違いを説明すると、皆さま、理解しやすいよう
です。
――ダメージと回復力を客観的に評価しましょうと言うと患
者さんたちも納得しやすいですね。本日はお忙しいところあ
りがとうございました。

（図10） 疲労と疲労感の違い

ナカトミファティーグケアクリニック
大阪市中央区高麗橋４-５-１２ TERASOMA ビル 2 階
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マンの休復職に関する判断を下したり、労務管理を通した
これは山口大学 教授 野島順三先生が示された疲労の状
企業の生産性向上に関する相談にも乗ったりしています。
態と酸化ストレス・抗酸化力を表した図です（図１）。疲
れが溜まり始めた急性疲労では、酸化ストレスが上昇し、
回復力である抗酸化力も上がります。その状態が続くと亜
（図１） 酸化ストレス値／抗酸化力値による種々の疲労状態の鑑別
（山口大学 教授 野島順三先生）
急性疲労となり、酸化ストレスは上昇したまま、抗酸化力
が消耗されて上がらなくなります。さらに進んで慢性疲労
になると、回復力が追い付かなくなり、抗酸化力が低下し
たままの状態となります。
東日本大震災被害者と山口県の一般住人の酸化ストレス
値（d-ROMs）の比較データでは、震災被害者は酸化スト
レス値が高い傾向にあり（図２）、また回復力を示す抗酸
化力値（BAP）は低い傾向にあります。BAP値が極端に落
ちている一群がおられました（図３）。持続的なストレス
や消耗が続くと、回復力（抗酸化力）が落ちて疾患に至る
ので、野島先生は抗酸化力値が極端に落ちた方たちをフォ
ローすることが大切ではないかと言われています。

慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の脳内炎症

性が高い方、発達障害などによる感覚過敏を持つ方などは
注意が必要です。どのような生活環境やきっかけで体調を
崩しているか、疲労によりどの程度生活レベルが低下した
かを聞き取りすることが必要となります。
次に、睡眠で回復しているかどうかを確認します。疲労
回復に最も重要で基本的な要素は睡眠です。ところが、日
本人の睡眠時間は世界で一番短いと言われ、平日6時間ぐ
らいの方が結構いらっしゃいますが、実際には成人の睡眠
としては7.5時間ぐらいが妥当です。短い方はおおむね休
日に長くとっておられるため、平均するとそのくらいが必
要となります。また、毎日同じリズムで必要な睡眠時間を
確保すると確実に日中のパフォーマンスが向上します。
疲れが溜まってくると抗酸化力が落ちていきます。ビタ
ミンなど、抗酸化力のある食品をしっかりと摂取すること
が重要になります。疲労を回復させる物質を研究すると疲
労回復効果が高いものは抗酸化作用を持つ物質であること
がわかりました。サプリメントの成分としては、イミダゾー
ルジペプチドやユビキノール（還元型コエンザイム Q 10）
などの物質がこれにあたります。
ある程度疲労が蓄積してしまい、脳機能が落ちてしまっ
た段階では、ＳＳＲＩなどの抗うつ作用を持つ薬剤により
セロトニン分泌能を助けることで回復します。ＳＳＲＩに
は新しい神経ができるように助ける神経新生という作用が
ありますが、ただし、セロトニン神経系を助けられる期間
にもおそらく限りがあり、休息や治療もなく、さらに体に
鞭を打ち続けてしまうと慢性疲労症候群のフェーズに入り
ます。さらにその期間が継続することで筋肉量の低下を起

（図8）

（図8） セロトニン輸送体密度[11C]PDASB

（図５）脳内炎症：[11C](R)-PK11195
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こしフレイルの状態となります（図９）。適切な治療は、
疲労がどの段階にあるかを把握することから始まります。
また適切な治療を開始するまでの期間が長ければ長いほど、
背景に複雑な事情を抱えているほど、回復させるための治
療も困難となる傾向にあります。何事も早めの対応が重要
です。
疲労の対処を考えるうえで、「疲労」と「疲労感」の違
いを理解することも重要です。全身の「疲労」の情報は、
酸化ストレスによるダメージや免疫や内分泌のシステムの
異常として、最終的に、脳で判断されることになります
（図１０）。ただし、脳で感じる「疲労感」という感覚は
麻痺することがあり、火事場の馬鹿力という言葉があるよ
うに、リミッターが外れてしまうことがあります。リミッ
ターが外れると、結果として回復できないほどのダメージ
を負ってしまうことになります。集中している時や達成感
を感じる時、また、栄養ドリンクに含まれるカフェインの
作用でも麻痺しますので注意が必要です。海外の若者では
エナジードリンクによる死亡例も報告されています。緊張
が解けて、ひと休みしたときに感じる「疲労感」。これが
本来の「疲労」の程度をあらわしています。自身の疲労の
程度を把握することが、疲労をコントロールする出発点
です。
――患者さんへのフィードバックとして、酸化ストレス測定を
どのように説明されているのでしょうか？
明らかに患者さんは疲れが取れないのに、医療機関を
様々受診しても、検査では異常が見つからなかったという
経験をされていることが多いため、当院では疲労を数値化
して見てみたいという要望は多いです。その際に酸化ス
トレスを測っています。結果のフィードバックの際に、先
に説明したダメージと回復力のバランスの話や、急性と慢
性の疲労の違いを説明すると、皆さま、理解しやすいよう
です。
――ダメージと回復力を客観的に評価しましょうと言うと患
者さんたちも納得しやすいですね。本日はお忙しいところあ
りがとうございました。

（図10） 疲労と疲労感の違い

ナカトミファティーグケアクリニック
大阪市中央区高麗橋４-５-１２ TERASOMA ビル 2 階
https://tukare.jp
Vol.85 -4

Vol.85 -5

Vol.85 -6

インタビュー

Interview





疲労によるダメージと回復力を d-ROMs・BAP
の酸化ストレス / 抗酸化力測定で見ています

（図２） 東日本大震災被害者と山口県一般住人における
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（図3） 東日本大震災被害者と山口県一般住人における

抗酸化値（BAP）の比較 (山口大学 教授 野島順三先生)
（図2）

酸化ストレス
（d-ROMs）の比較（山口大学 教授 野島順三先生）

慢性疲労症候群における脳機能の低下と脳内炎症
慢性疲労症候群患者における脳内炎症を、PET を用いて世界で
はじめて発表したナカトミファティーグケアクリニック院長中
富康仁先生に、疲労と酸化ストレスについてお話を伺いました。
ナカトミファティーグケアクリニック 院長
大阪市立大学医学部 疲労クリニカルセンター
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症状と炎症の程度をプロットしていくと、CFS患者さん
疲労の把握と対処法
における認知機能障害、疼痛、抑うつなどの症状の強さは、
まず、実際に疲労を訴える患者さんを診るときに気をつ
関連した脳部位での炎症と相関しました（図６）。
けなければならないことは、患者さんのその時の症状だけ
特にCFS患者さんでは中脳のあたり、覚醒度にかかわる
ではなく経過です。元来、病弱であったり、ストレス脆弱
領域に強い炎症が見られました。炎症が強いと疲労度を示
す主観得点は高く、認知機能も悪くなりま
（図6） CFS患者における症状と[11C](R)-PK11195結合度
す。脳内の炎症はアルツハイマー、パーキ
ンソン、統合失調症、発達障害等でもみと
められますので、慢性疲労症候群に特化し
たものではありませんが、いずれにしても
慢性疲労症候群は脳の免疫機能に問題があ
ると言うことが明確となりました（図７）。

セロトニンと回復系システム
疾患に繋がる重要なファクターとなる疲労
――現在、新型コロナウイルス感染症の後遺症やワクチン接
種後の副反応をきっかけに慢性疲労を訴える方が増えてい
ると聞きますがいかがでしょうか？

――酸化ストレス測定を導入されていますが、疲労と酸化ス
トレスについてお聞かせいただけますか？
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では次に、慢性疲労症候群についてですが、疲労が慢性
的に取れないだけでなく、微熱、頭痛、喉の痛み、リンパ
節の腫れ、関節痛、筋肉痛、頭の働きが鈍るなどの症状が
持続する状態を言います。1994年にＣＤＣ（米国疾病予
防センター）によって定義づけられました。何らかの感染
症を契機にその症状が持続する状態と考えられました。現
在、新型コロナウイルスの後遺症による慢性疲労症候群に
関しても同様と考えられています。筋痛性脳脊髄炎（ME）
という病名もあることから、現在は筋痛性脳脊髄炎／慢性
疲労症候群（ME/CFS）と併せて表記されます。
私の研究の紹介になりますが、PETを用いて脳内のミク
ログリアという炎症を担当する細胞の動きを見ています
（図４）。実際に脳の炎症の程度を見ていくと、健常者と
比較して、CFS患者さんでは脳のさまざまな部位で炎症の
程度が高くなっていました（図５）。

（図4） Translocator protein(TSPO)に結合、
ミクログリア細胞活性化の指標

次の図では脳の中のセロトニン輸送体密
度を見ています（図８）。セロトニンは睡
眠をはじめ身体のリズムを安定させる機能
と関連していますが、疼痛の抑制経路でも
あります。実際にCFS患者さんと健常者で
セロトニンの働きを比較すると、CFS患者
さんでは前帯状回、扁桃体、線条体-島で密
度が低下していることがわかります。
CFS患者さんの「疲労が回復しない」と
いう病態は、感染をはじめとする様々なダ
メージによって、脳の炎症が持続してしま
い、その結果として、脳の安定系、回復系
のシステムであるセロトニン神経の働きが
落ちてしまっていることが本体ではないか
と私は考えています。

（図7） 慢性疲労症候群／筋痛性脳脊髄炎における脳内炎症

（図9） 受診時の症状だけではなく程度と経過の把握が重要
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きます。抗酸化力が低ければ、回復できずに疲労が蓄積し
オフィス街にありますので、慢性疲労で来院するビジネス
ていくことになります。
マンの休復職に関する判断を下したり、労務管理を通した
これは山口大学 教授 野島順三先生が示された疲労の状
企業の生産性向上に関する相談にも乗ったりしています。
態と酸化ストレス・抗酸化力を表した図です（図１）。疲
れが溜まり始めた急性疲労では、酸化ストレスが上昇し、
回復力である抗酸化力も上がります。その状態が続くと亜
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です。
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が解けて、ひと休みしたときに感じる「疲労感」。これが
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慢性疲労症候群における脳機能の低下と脳内炎症
慢性疲労症候群患者における脳内炎症を、PET を用いて世界で
はじめて発表したナカトミファティーグケアクリニック院長中
富康仁先生に、疲労と酸化ストレスについてお話を伺いました。
ナカトミファティーグケアクリニック 院長
大阪市立大学医学部 疲労クリニカルセンター
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症状と炎症の程度をプロットしていくと、CFS患者さん
疲労の把握と対処法
における認知機能障害、疼痛、抑うつなどの症状の強さは、
まず、実際に疲労を訴える患者さんを診るときに気をつ
関連した脳部位での炎症と相関しました（図６）。
けなければならないことは、患者さんのその時の症状だけ
特にCFS患者さんでは中脳のあたり、覚醒度にかかわる
ではなく経過です。元来、病弱であったり、ストレス脆弱
領域に強い炎症が見られました。炎症が強いと疲労度を示
す主観得点は高く、認知機能も悪くなりま
（図6） CFS患者における症状と[11C](R)-PK11195結合度
す。脳内の炎症はアルツハイマー、パーキ
ンソン、統合失調症、発達障害等でもみと
められますので、慢性疲労症候群に特化し
たものではありませんが、いずれにしても
慢性疲労症候群は脳の免疫機能に問題があ
ると言うことが明確となりました（図７）。

セロトニンと回復系システム
疾患に繋がる重要なファクターとなる疲労
――現在、新型コロナウイルス感染症の後遺症やワクチン接
種後の副反応をきっかけに慢性疲労を訴える方が増えてい
ると聞きますがいかがでしょうか？

――酸化ストレス測定を導入されていますが、疲労と酸化ス
トレスについてお聞かせいただけますか？
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では次に、慢性疲労症候群についてですが、疲労が慢性
的に取れないだけでなく、微熱、頭痛、喉の痛み、リンパ
節の腫れ、関節痛、筋肉痛、頭の働きが鈍るなどの症状が
持続する状態を言います。1994年にＣＤＣ（米国疾病予
防センター）によって定義づけられました。何らかの感染
症を契機にその症状が持続する状態と考えられました。現
在、新型コロナウイルスの後遺症による慢性疲労症候群に
関しても同様と考えられています。筋痛性脳脊髄炎（ME）
という病名もあることから、現在は筋痛性脳脊髄炎／慢性
疲労症候群（ME/CFS）と併せて表記されます。
私の研究の紹介になりますが、PETを用いて脳内のミク
ログリアという炎症を担当する細胞の動きを見ています
（図４）。実際に脳の炎症の程度を見ていくと、健常者と
比較して、CFS患者さんでは脳のさまざまな部位で炎症の
程度が高くなっていました（図５）。

（図4） Translocator protein(TSPO)に結合、
ミクログリア細胞活性化の指標

次の図では脳の中のセロトニン輸送体密
度を見ています（図８）。セロトニンは睡
眠をはじめ身体のリズムを安定させる機能
と関連していますが、疼痛の抑制経路でも
あります。実際にCFS患者さんと健常者で
セロトニンの働きを比較すると、CFS患者
さんでは前帯状回、扁桃体、線条体-島で密
度が低下していることがわかります。
CFS患者さんの「疲労が回復しない」と
いう病態は、感染をはじめとする様々なダ
メージによって、脳の炎症が持続してしま
い、その結果として、脳の安定系、回復系
のシステムであるセロトニン神経の働きが
落ちてしまっていることが本体ではないか
と私は考えています。

（図7） 慢性疲労症候群／筋痛性脳脊髄炎における脳内炎症

（図9） 受診時の症状だけではなく程度と経過の把握が重要

←

海外ではプライマリーケアにおける24〜30%の患者さ
んに深刻な疲労や倦怠感を伴っているとする報告がありま
す。疲労はおもに感染症、心疾患、内分泌疾患、血液疾患
などの随伴症状によって鑑別されますが、検査で異常が見
かなり増えています。コロナ後遺症外来を行っている病
つからなければ、放置されがちです。ところが、疲労は蓄
院と連携して、私のクリニックでも検査で原因を捉えにく
積すると過労死、ヘルペスなどの感染症、高血圧、胃潰瘍、
い倦怠感やウイルス感染後疲労症候群、慢性疲労症候群な
うつ病の発症に繋がる場合があり、疲労を訴える透析患者
どについて、患者さんをフォローしています。
さんは予後が悪いという報告もあります。
疲労は疾患に繋がる重要なファクターでありながら、数
――疲労のクリニックを立ち上げられたきっかけは？
値化や評価が難しいと考えられてきました。疲労の研究に
より、疲労は生体のダメージと回復力で決まることがわか
もともと脳科学で出発して、大阪市立大学で疲労分野の
ってきました。ダメージと回復力の客観的な指標の一つと
研究に携わり、全国から来る慢性疲労症候群の疑いがある
して酸化ストレスマーカーがあげられます。細胞がエネル
患者さんを診てきました。大学には医療機関を転々として
ギーを産生して酸化ストレスが多くなるとタンパクや細胞
ようやく辿り着いた患者さんが多く、疲労を専門に診る医
レベルでダメージが進み、それに対して体の回復力である
療機関の必要性を感じて2014年にクリニックを開設しま
した。クリニックには全国から患者さんが来院されますが、 抗酸化力が備わっていれば、細胞を修復するシステムが働
きます。抗酸化力が低ければ、回復できずに疲労が蓄積し
オフィス街にありますので、慢性疲労で来院するビジネス
ていくことになります。
マンの休復職に関する判断を下したり、労務管理を通した
これは山口大学 教授 野島順三先生が示された疲労の状
企業の生産性向上に関する相談にも乗ったりしています。
態と酸化ストレス・抗酸化力を表した図です（図１）。疲
れが溜まり始めた急性疲労では、酸化ストレスが上昇し、
回復力である抗酸化力も上がります。その状態が続くと亜
（図１） 酸化ストレス値／抗酸化力値による種々の疲労状態の鑑別
（山口大学 教授 野島順三先生）
急性疲労となり、酸化ストレスは上昇したまま、抗酸化力
が消耗されて上がらなくなります。さらに進んで慢性疲労
になると、回復力が追い付かなくなり、抗酸化力が低下し
たままの状態となります。
東日本大震災被害者と山口県の一般住人の酸化ストレス
値（d-ROMs）の比較データでは、震災被害者は酸化スト
レス値が高い傾向にあり（図２）、また回復力を示す抗酸
化力値（BAP）は低い傾向にあります。BAP値が極端に落
ちている一群がおられました（図３）。持続的なストレス
や消耗が続くと、回復力（抗酸化力）が落ちて疾患に至る
ので、野島先生は抗酸化力値が極端に落ちた方たちをフォ
ローすることが大切ではないかと言われています。

慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の脳内炎症

性が高い方、発達障害などによる感覚過敏を持つ方などは
注意が必要です。どのような生活環境やきっかけで体調を
崩しているか、疲労によりどの程度生活レベルが低下した
かを聞き取りすることが必要となります。
次に、睡眠で回復しているかどうかを確認します。疲労
回復に最も重要で基本的な要素は睡眠です。ところが、日
本人の睡眠時間は世界で一番短いと言われ、平日6時間ぐ
らいの方が結構いらっしゃいますが、実際には成人の睡眠
としては7.5時間ぐらいが妥当です。短い方はおおむね休
日に長くとっておられるため、平均するとそのくらいが必
要となります。また、毎日同じリズムで必要な睡眠時間を
確保すると確実に日中のパフォーマンスが向上します。
疲れが溜まってくると抗酸化力が落ちていきます。ビタ
ミンなど、抗酸化力のある食品をしっかりと摂取すること
が重要になります。疲労を回復させる物質を研究すると疲
労回復効果が高いものは抗酸化作用を持つ物質であること
がわかりました。サプリメントの成分としては、イミダゾー
ルジペプチドやユビキノール（還元型コエンザイム Q 10）
などの物質がこれにあたります。
ある程度疲労が蓄積してしまい、脳機能が落ちてしまっ
た段階では、ＳＳＲＩなどの抗うつ作用を持つ薬剤により
セロトニン分泌能を助けることで回復します。ＳＳＲＩに
は新しい神経ができるように助ける神経新生という作用が
ありますが、ただし、セロトニン神経系を助けられる期間
にもおそらく限りがあり、休息や治療もなく、さらに体に
鞭を打ち続けてしまうと慢性疲労症候群のフェーズに入り
ます。さらにその期間が継続することで筋肉量の低下を起

（図8）

（図8） セロトニン輸送体密度[11C]PDASB

（図５）脳内炎症：[11C](R)-PK11195
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こしフレイルの状態となります（図９）。適切な治療は、
疲労がどの段階にあるかを把握することから始まります。
また適切な治療を開始するまでの期間が長ければ長いほど、
背景に複雑な事情を抱えているほど、回復させるための治
療も困難となる傾向にあります。何事も早めの対応が重要
です。
疲労の対処を考えるうえで、「疲労」と「疲労感」の違
いを理解することも重要です。全身の「疲労」の情報は、
酸化ストレスによるダメージや免疫や内分泌のシステムの
異常として、最終的に、脳で判断されることになります
（図１０）。ただし、脳で感じる「疲労感」という感覚は
麻痺することがあり、火事場の馬鹿力という言葉があるよ
うに、リミッターが外れてしまうことがあります。リミッ
ターが外れると、結果として回復できないほどのダメージ
を負ってしまうことになります。集中している時や達成感
を感じる時、また、栄養ドリンクに含まれるカフェインの
作用でも麻痺しますので注意が必要です。海外の若者では
エナジードリンクによる死亡例も報告されています。緊張
が解けて、ひと休みしたときに感じる「疲労感」。これが
本来の「疲労」の程度をあらわしています。自身の疲労の
程度を把握することが、疲労をコントロールする出発点
です。
――患者さんへのフィードバックとして、酸化ストレス測定を
どのように説明されているのでしょうか？
明らかに患者さんは疲れが取れないのに、医療機関を
様々受診しても、検査では異常が見つからなかったという
経験をされていることが多いため、当院では疲労を数値化
して見てみたいという要望は多いです。その際に酸化ス
トレスを測っています。結果のフィードバックの際に、先
に説明したダメージと回復力のバランスの話や、急性と慢
性の疲労の違いを説明すると、皆さま、理解しやすいよう
です。
――ダメージと回復力を客観的に評価しましょうと言うと患
者さんたちも納得しやすいですね。本日はお忙しいところあ
りがとうございました。

（図10） 疲労と疲労感の違い
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