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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の比率Ｒ１と第２の比率Ｒ２との差（Ｒ１−Ｒ２）が正である、
第１の比率Ｒ１と第３の比率Ｒ３との差（Ｒ１−Ｒ３）が正である、
第１の比率Ｒ１と第４の比率Ｒ４との差（Ｒ１−Ｒ４）が正である、
第１の比率Ｒ１と第５の比率Ｒ５との差（Ｒ１−Ｒ５）が正である、
第２の比率Ｒ２と第３の比率Ｒ３との差（Ｒ２−Ｒ３）が正である、
第２の比率Ｒ２と第４の比率Ｒ４との差（Ｒ２−Ｒ４）が正である、
第２の比率Ｒ２と第５の比率Ｒ５との差（Ｒ２−Ｒ５）が正である、
第３の比率Ｒ３と第４の比率Ｒ４との差（Ｒ３−Ｒ４）が正である、および
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第４の比率Ｒ４と第５の比率Ｒ５との差（Ｒ５−Ｒ４）が正である
の少なくとも１つの条件が成立するか否かを判定する工程
を包含し、
第１の比率Ｒ１は、被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値の、健常
者から得た生体サンプル中の平均グルコース濃度に対する比率であり、
第２の比率Ｒ２は、被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値の、健常者
から得た生体サンプル中の平均クエン酸濃度に対する比率であり、
第３の比率Ｒ３は、被験者から得た生体サンプル中のｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定
値の、健常者から得た生体サンプル中の平均ｃｉｓ−アコニット酸濃度に対する比率であ
り、
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第４の比率Ｒ４は、被験者から得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度の測定値の、健
常者から得た生体サンプル中の平均イソクエン酸濃度に対する比率であり、
第５の比率Ｒ５は、被験者から得た生体サンプル中のコハク酸濃度の測定値の、健常者
から得た生体サンプル中の平均コハク酸濃度に対する比率である、健常者と慢性疲労症候
群の患者とを識別する方法。
【請求項２】
被験者から得た生体サンプル中の、グルコース濃度の測定値、クエン酸濃度の測定値、
ｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定値、イソクエン酸濃度の測定値、およびコハク酸濃度の
測定値からなる群より選択される少なくとも２つを得る工程、ならびに
クエン酸濃度の上記測定値のグルコース濃度の上記測定値に対する比率、ｃｉｓ−アコ
ニット酸濃度の上記測定値のクエン酸濃度の上記測定値に対する比率、およびイソクエン
酸濃度の上記測定値のｃｉｓ−アコニット酸濃度の上記測定値に対する比率、あるいは、
クエン酸濃度の上記測定値のグルコース濃度の上記測定値に対する比率、イソクエン酸濃
度の上記測定値のクエン酸濃度の上記測定値に対する比率、およびコハク酸濃度の上記測
定値のイソクエン酸濃度の上記測定値に対する比率を、判別分析、Partial Least Square
、またはSupport Vector Machineの分析に供する工程
を包含する、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する方法。
【請求項３】
目的とする代謝物質の、被験者から得た生体サンプル中の濃度の測定値と、該測定値を
用いた、決定木数理モデルに基づく解析によって得た閾値とを比較する工程、および
上記測定値が上記閾値よりも小さいという条件が成立するか否かを判定する工程
を包含し、
上記代謝物質が、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸濃度からなる群
より選択される少なくとも１つである、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する方法
。
【請求項４】
上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記測定値と上記閾値とを比較する工程が、
上記代謝物質がコハク酸である場合の上記測定値と上記閾値とを比較する工程に引き続い
て行われる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
上記代謝物質がｃｉｓ−アコニット酸である場合の上記測定値と上記閾値とを比較する
工程が、上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記測定値と上記閾値とを比較する工
程に引き続いて行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
目的とする代謝物質の、被験者から得た生体サンプル中の濃度の測定値の、健常者から
得た生体サンプル中の平均濃度に対する比率を得る工程、
上記比率を、上記測定値を用いた決定木数理モデルに基づく解析によって得た閾値と上
記平均濃度との比率である参照値と比較する工程、および
上記比率が上記参照値よりも小さいとの条件が成立するか否かを判定する工程
を包含し、
上記代謝物質が、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸濃度からなる群
より選択される少なくとも１つである、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する方法
。
【請求項７】
上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記比率を得る工程が、上記代謝物質がコハ
ク酸である場合の上記比率を得る工程に引き続いて行われる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
上記代謝物質がｃｉｓ−アコニット酸である場合の上記比率を得る工程が、上記代謝物
質がイソクエン酸である場合の上記比率を得る工程に引き続いて行われる、請求項７に記
載の方法。

10

20

30

40

50

(3)

JP 5811545 B2 2015.11.11

【請求項９】
被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値と健常者から得た生体サンプ
ル中の平均グルコース濃度との間で実質的な差異がない場合に行われる、請求項６〜８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
目的とする代謝物質の、被験者から得た生体サンプル中の濃度を測定するための試薬を
備えており、
上記代謝物質が、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸濃度からなる群
より選択される少なくとも１つである、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するため
のキット。
【請求項１１】
グルコース濃度を測定するための試薬をさらに備えている、請求項１０に記載のキット
。
【請求項１２】
目的とする代謝物質の、被験者から得た生体サンプル中の濃度の測定値の、健常者から
得た生体サンプル中の平均濃度に対する比率を示す呈示部を備えており、
上記代謝物質が、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸濃度からなる群
より選択される少なくとも１つである、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するため
のキット。
【請求項１３】
被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値の、健常者から得た生体サン
プル中の平均グルコース濃度に対する比率を示す呈示部をさらに備えている、請求項１２
に記載のキット。
【請求項１４】
被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット
酸濃度、イソクエン酸濃度およびコハク酸濃度の測定値からなる群より選択される少なく
とも２つの測定値を受容する測定値受容部、
健常者から得た生体サンプル中の平均グルコース濃度、平均クエン酸濃度、平均ｃｉｓ
−アコニット酸濃度、平均イソクエン酸濃度および平均コハク酸濃度を、上記測定値に対
応する、少なくとも２つの基準値として格納した基準値格納部、
上記測定値受容部からの上記測定値と上記基準値格納部からの上記基準値を受け取って
、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するための情報を生成する演算部、および
上記演算部からの上記情報を受け取って、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する
評価部
を備えた、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するためのシステムであって、
上記演算部が、
グルコース濃度の、上記測定値の上記基準値に対する第１の比率Ｒ１、
クエン酸濃度の、上記測定値の上記基準値に対する第２の比率Ｒ２、
ｃｉｓ−アコニット酸濃度の、上記測定値の上記基準値に対する第３の比率Ｒ３、
イソクエン酸濃度の、上記測定値の上記基準値に対する第４の比率Ｒ４、および
コハク酸濃度の、上記測定値の上記基準値に対する第５の比率Ｒ５
からなる群より選択される少なくとも２つの比率を算出し、
上記評価部が、
第１の比率Ｒ１と第２の比率Ｒ２との差（Ｒ１−Ｒ２）が正である、
第１の比率Ｒ１と第３の比率Ｒ３との差（Ｒ１−Ｒ３）が正である、
第１の比率Ｒ１と第４の比率Ｒ４との差（Ｒ１−Ｒ４）が正である、
第１の比率Ｒ１と第５の比率Ｒ５との差（Ｒ１−Ｒ５）が正である、
第２の比率Ｒ２と第３の比率Ｒ３との差（Ｒ２−Ｒ３）が正である、
第２の比率Ｒ２と第４の比率Ｒ４との差（Ｒ２−Ｒ４）が正である、
第２の比率Ｒ２と第５の比率Ｒ５との差（Ｒ２−Ｒ５）が正である、
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第３の比率Ｒ３と第４の比率Ｒ４との差（Ｒ３−Ｒ４）が正である、および
第４の比率Ｒ４と第５の比率Ｒ５との差（Ｒ５−Ｒ４）が正である
の少なくとも１つの条件が成立するか否かを判定する、システム。
【請求項１５】
被験者から得た生体サンプル中の、グルコース濃度の測定値、クエン酸濃度の測定値、
ｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定値、イソクエン酸濃度の測定値、およびコハク酸濃度の
測定値からなる群より選択される少なくとも２つの測定値を受容する測定値受容部、
上記測定値受容部からの上記測定値を受け取って、健常者と慢性疲労症候群の患者とを
識別するための情報を生成する演算部、および
上記演算部からの上記情報を受け取って、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する
評価部
を備えた、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するためのシステムであって、
上記演算部が、クエン酸濃度の上記測定値のグルコース濃度の上記測定値に対する比率
、ｃｉｓ−アコニット酸濃度の上記測定値のクエン酸濃度の上記測定値に対する比率、お
よびイソクエン酸濃度の上記測定値のｃｉｓ−アコニット酸濃度の上記測定値に対する比
率、あるいは、クエン酸濃度の上記測定値のグルコース濃度の上記測定値に対する比率、
イソクエン酸濃度の上記測定値のクエン酸濃度の上記測定値に対する比率、およびコハク
酸濃度の上記測定値のイソクエン酸濃度の上記測定値に対する比率を、判別分析、Partia
l Least Square、またはSupport Vector Machineの分析を実行する、システム。
【請求項１６】
目的とする代謝物質の、被験者から得た生体サンプル中の濃度の測定値を受容する測定
値受容部、
該測定値を用いた、決定木数理モデルに基づく解析によって得た閾値を格納した閾値格
納部、
上記測定値受容部からの上記測定値と上記閾値格納部からの上記閾値を受け取って、健
常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する演算部、および
上記演算部からの情報を受け取って、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する評価
部
を備えた、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するためのシステムであって、
上記演算部が、上記測定値を用いた決定木数理モデルに基づく上記解析を実行し、
上記評価部が、上記測定値と上記閾値とを比較し、
上記代謝物質が、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸濃度からなる群
より選択される少なくとも１つである、システム。
【請求項１７】
上記演算部において、上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記比較が、上記代謝
物質がコハク酸である場合の上記比較に引き続いて行われる、請求項１６に記載のシステ
ム。
【請求項１８】
上記演算部において、上記代謝物質がｃｉｓ−アコニット酸である場合の上記比較が、
上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記比較に引き続いて行われる、請求項１７に
記載のシステム。
【請求項１９】
目的とする代謝物質の、被験者から得た生体サンプル中の濃度の測定値を受容する測定
値受容部、
上記代謝物質の、健常者から得た生体サンプル中の平均濃度を基準値として格納した基
準値格納部、
上記測定値受容部からの測定値と上記基準値格納部からの基準値を受け取って、健常者
と慢性疲労症候群の患者とを識別するための情報を生成する演算部、および
上記演算部からの情報を受け取って、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別する評価
部
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を備えた、健常者と慢性疲労症候群の患者とを識別するためのシステムであって、
上記演算部が、上記測定値の上記基準値に対する比率を算出し、さらに、上記測定値を
用いた決定木数理モデルに基づく解析を実行して閾値を算出し、
上記評価部が、上記比率と上記閾値とを比較し、
上記代謝物質が、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸濃度からなる群
より選択される少なくとも１つである、システム。
【請求項２０】
上記演算部が、上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記比率を算出した後に上記
代謝物質がコハク酸である場合の上記比率を算出する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
上記演算部が、上記代謝物質がｃｉｓ−アコニット酸である場合の上記比率を算出した
後に上記代謝物質がイソクエン酸である場合の上記比率を算出する、請求項２０に記載の
システム。
【請求項２２】
上記評価部が、被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値と健常者から
得た生体サンプル中の平均グルコース濃度との間で実質的な差異があるか否かを判定する
、請求項１９〜２１のいずれか１項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、疲労を評価するバイオマーカーおよび該バイオマーカーを用いた疲労の評価
および診断に関する。
【背景技術】
【０００２】
日本国における疫学調査によれば、一般大衆の約６０％が疲労を自覚しており、その半
数以上が６ヶ月以上続く疲労（すなわち慢性疲労）に悩まされている。また、慢性疲労を
感じている人の約半数が、仕事または学業の能率低下を訴えている。このような慢性疲労
による経済的損失は１兆２千億円にも上るとされている。さらに、慢性疲労を感じている
人の中には、強い疲労感を主症状とする、未だ原因が十分解明されていない慢性疲労症候
群（chronic fatigue syndrome）の患者も含まれている。
【０００３】
これまでの疲労診断の多くは、患者の主観に基づくものであるため、疲労を客観的に診
断するための指標の確立が望まれている。特許文献１には、免疫力低下の原因の１つとし
て挙げられているウイルス感染に着目し、ウイルス感染を疲労度の指標として評価する技
術が開示されている。非特許文献１には、疲労を加速度脈波によって客観的に測定／評価
する試みが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７−３３０２６３号公報（公開日：２００７年１２月２７日）
【特許文献２】特開平９−７７６８８号公報（公開日：１９９７年３月２５日）
【特許文献３】特開平９−５９１６１号公報（公開日：１９９７年３月４日）
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「疲労の生理学的計測：加速度脈波」 山口浩二ら、医学のあゆみ 特
集「最新・疲労の科学−日本発：抗疲労・抗過労への提言」 Vol.228, No.6, 646-653 (2
009)
【非特許文献２】「疲労の生化学的バイオマーカー」 梶本修身、医学のあゆみ 特集「
最新・疲労の科学−日本発：抗疲労・抗過労への提言」 Vol.228 No.6, 659-663 (2009)
【非特許文献３】「Mental and physical fatigue-related biochemical alterations」

10

20

30

40

50

(6)

JP 5811545 B2 2015.11.11

Nozaki S. et al. Nutrition 25，51-57 (2009)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
生体内には、恒常性（ホメオスタシス）を維持させるメカニズム、すなわち乱れたホメ
オスタシスを回復させようとするメカニズムが、本来備わっている。生体が本来有してい
るメカニズムに則して疲労を客観的に評価する技術の開発が望まれている。具体的には、
生体サンプルに含まれる化学物質の濃度に基づいて、生体情報を数値化または定量化し得
る生体指標（バイオマーカー）の同定が期待されている。
【０００７】
特許文献１記載の技術は、被験者の体液を採取し、体液中のヒトヘルペスウイルスの量
を測定し、疲労度との関係を評価している。しかし、この技術は、ヒト（宿主）に感染し
たウイルスの挙動を観察するものであり、ヒトにおける疲労のメカニズムを反映したバイ
オマーカーを測定するものではない。そのため、特許文献１記載の技術では、個々の被験
者の疲労状態を評価したり、治療法または予防法を提供したりすることができない。また
、非特許文献１記載の技術は、非侵襲的に実施され得るという利点があるが、特殊な機器
による指尖容積脈波の測定、および特殊な原理に基づくデータ処理が必要であり、汎用性
に乏しい。さらに、非特許文献２には、血液、唾液、尿にて評価し得る、疲労の生化学的
マーカー候補が列挙されており、これらの因子が、疲労および疲労感と関連深い旨が記載
されている。また、非特許文献３には、種々の生体サンプルにおけるいくつかの因子が、
精神的疲労および肉体的疲労に関連してその量を変動させることが記載されている。しか
し、非特許文献２および３に記載の因子には、一時的な負荷による疲労を反映したものが
多く、特に、日常生活の中で長期間持続している疲労の診断および評価はまだ実現されて
いない。
【０００８】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、客観的かつ簡便な
疲労の診断および評価を可能にするバイオマーカーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明にかかる第１の疲労評価方法は、（１）被験者から得た生体サンプル中のグルコ
ース濃度の測定値（第１の測定値）の、第１の基準値に対する第１の比率を得る工程、（
２）被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値（第２の測定値）の、第２の
基準値に対する第２の比率を得る工程、（３）被験者から得た生体サンプル中のｃｉｓ−
アコニット酸濃度の測定値（第３の測定値）の、第３の基準値に対する第３の比率を得る
工程、（４）被験者から得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度の測定値（第４の測定値
）の、第４の基準値に対する第４の比率を得る工程、（５）被験者から得た生体サンプル
中のコハク酸濃度の測定値（第５の測定値）の、第５の基準値に対する第５の比率を得る
工程、（６）被験者から得た生体サンプル中のリンゴ酸濃度の測定値（第６の測定値）の
、第６の基準値に対する第６の比率を得る工程、および、（７）被験者から得た生体サン
プル中の乳酸濃度の測定値（第７の測定値）の、第７の基準値に対する第７の比率を得る
工程、からなる群より選択される少なくとも２つの工程を包含することを特徴としている
。
【００１０】
慢性疲労症候群の診断において、診断されるまでの測定項目の多さ、長期間にわたる観
察（測定）時間、経済的な負担、医師の判断基準の個人差などが問題となる。上記構成を
有することによって、本発明にかかる方法は、生体サンプル中の特定の代謝物を測定する
ことのみによって客観的な診断を下すためのデータを提供し得るので、疲労についての、
迅速かつ低コストな、そして客観的な診断を可能にする。すなわち、本発明にかかる方法
は、疲労の診断基準または判定基準を提供する方法でもあり得る。また、グルコース、ク
エン酸およびｃｉｓ−アコニット酸はエネルギー産生に深く関係しているので、本発明に
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かかる方法は、疲労全般（慢性疲労、蓄積疲労、慢性疲労症候群を含む。）の診断にも利
用可能である。
【００１１】
本明細書中にて使用される場合、用語「生体サンプル」は、被験体から採取された任意
の組織（血液等の体液を含む。）または細胞が意図され、これらから調製された組織切片
または細胞溶解物もまた生体サンプルに包含され得る。本発明に用いるに好ましい生体サ
ンプルとしては、血液、唾液、尿、間質液、汗、およびこれらからの調製物（例えば、血
清、血漿など）などが挙げられるがこれらに限定されない。なお、サンプル取得の第一段
階として組織または細胞をヒト被験体から直接取り出す工程は、医師によるものであり、
本発明の範囲外である。また、本発明の方法によって得られた結果を用いて、疲労（慢性
疲労、蓄積疲労、慢性疲労症候群を含む。）であるか否かの判定を医師が下す工程もまた
、本発明の範囲外である。
【００１２】
本明細書中にて使用される場合、第１〜第７の基準値は、それぞれ、複数の健常者から
得た生体サンプル中の平均グルコース濃度、平均クエン酸濃度、平均ｃｉｓ−アコニット
酸濃度、平均イソクエン酸濃度、平均コハク酸濃度、平均リンゴ酸濃度、および平均乳酸
濃度であることが好ましいが、平均値に限定されず、二項分布等から得られる最頻値であ
ってもよい。なお、第１〜第７の基準値は、予め規定された値であっても、被験者からの
サンプリングと同時に健常者のサンプリングを行い、得られた生体サンプル中の各代謝物
質の濃度に基づいて算出された値であってもよい。また、第１〜第７の基準値は、第１〜
第７の測定値を得る際に用いた測定方法と同一の測定方法によって得られることが好まし
い。
【００１３】
本発明にかかる第１の疲労評価方法は、上記少なくとも２つの工程によって得られた少
なくとも２つの比率において、少なくとも一対を比較する工程をさらに包含してもよく、
好ましくは、本発明にかかる第１の疲労評価方法は、上記（１）〜（５）の工程からなる
群より選択される少なくとも２つの工程を包含している。少なくとも一対を比較する工程
における比較は、２つの値の差を得ても、比率を得てもよい。
【００１４】
１つの局面において、本発明にかかる第１の疲労評価方法は、（ａ）第１の比率と第２
の比率とを比較する工程、（ｂ）第２の比率と第３の比率とを比較する工程、および（ｃ
）第１の比率と第３の比率とを比較する工程、の少なくとも１つをさらに包含し、（Ｉ）
第１の比率が第２の比率よりも大きい、（ＩＩ）第２の比率が第３の比率よりも大きい、
および（ＩＩＩ）第１の比率が第３の比率よりも大きい、の少なくとも１つの条件が成立
するか否かを判定する工程をさらに包含してもよい。
【００１５】
さらなる局面において、（ｄ）第１の比率と第４の比率とを比較する工程、（ｅ）第２
の比率と第４の比率とを比較する工程、および（ｆ）第３の比率と第４の比率とを比較す
る工程、の少なくとも１つをさらに包含し、（ＩＶ）第１の比率が第４の比率よりも大き
い、（Ｖ）第２の比率が第４の比率よりも大きい、（ＶＩ）第４の比率が第３の比率より
も大きい、の少なくとも１つの条件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含しても
よい。上記（４）の工程を包含する場合、本発明にかかる第１の疲労評価方法は、上記（
５）の工程をさらに包含することが好ましく、この場合、本発明にかかる疲労評価方法は
、（ｇ）第１の比率と第５の比率とを比較する工程、（ｈ）第２の比率と第５の比率とを
比較する工程、（ｉ）第３の比率と第５の比率とを比較する工程、および（ｊ）第４の比
率と第５の比率とを比較する工程の少なくとも１つをさらに包含し、（ＶＩＩ）第１の比
率が第２の比率よりも大きい、（ＶＩＩＩ）第２の比率が第４の比率よりも大きい、（Ｉ
Ｘ）第５の比率が第４の比率よりも大きい、の少なくとも１つの条件が成立するか否かを
判定する工程をさらに包含してもよい。
【００１６】
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コハク酸もまた、グルコース、クエン酸およびｃｉｓ−アコニット酸と同様にエネルギ
ー産生に深く関係しているので、疲労全般の診断にも利用可能である。ｃｉｓ−アコニッ
ト酸は不安定であるのでサンプル中の濃度の測定が容易でないが、サンプル中のコハク酸
の濃度を用いれば本発明の実行をより簡便に行うことができる。
【００１７】
上記（ａ）〜（ｊ）の工程において比率が得られる場合は、本発明にかかる第１の疲労
評価方法は、得られた比率の少なくとも１つを用いて、判別分析、Partial Least Square
、Support Vector Machine等の分析を行う工程をさらに包含してもよい。また、（６）お
よび（７）によって得られた第６の比率および第７の比率は、上述した第１〜第５の比率
と同様に用いられ得る。リンゴ酸および乳酸もまた、グルコース、クエン酸、ｃｉｓ−ア
コニット酸およびコハク酸と同様にエネルギー産生に深く関係しているので、疲労全般の
診断にも利用可能である。
【００１８】
上記構成を有することによって、本発明にかかる方法は、慢性疲労についての客観的な
診断を迅速かつ低コストにて提供し得る。さらに、本発明による診断結果が病態そのもの
を表すため、本発明を用いれば治療方針を立てることも可能である。すなわち、本発明を
用いれば、被験者が疲労状態にあるのか否かだけでなく、慢性疲労に陥っているのか否か
、さらには、患者が慢性疲労症候群に属するか否か、を判定する（あるいは、判定するた
めのデータを提供する）ことができる。
【００１９】
本発明にかかる第２の疲労評価方法は、上記（２）〜（７）の工程からなる群より選択
される少なくとも１つの工程を包含することを特徴としている。本発明にかかる第２の疲
労評価方法は、第２の比率〜第７の比率について、得られた比率を該比率に対応する参照
値と比較する工程をさらに包含してもよく、具体的には、上記工程（２）〜（７）に対応
して、（ｋ）第２の比率を該比率に対応する参照値と比較する工程、（ｌ）第３の比率を
該比率に対応する参照値と比較する工程、（ｍ）第４の比率を該比率に対応する参照値と
比較する工程、（ｎ）第５の比率を該比率に対応する参照値と比較する工程、（ｏ）第６
の比率を該比率に対応する参照値と比較する工程、および（ｐ）第７の比率を該比率に対
応する参照値と比較する工程、の少なくとも１つをさらに包含してもよい。なお、参照値
は、測定値を用いた決定木数理モデルに基づく解析によって得た閾値と、基準値との比率
として得られるものであり、具体的には、（閾値／基準値）×１００（％）として算出さ
れる値である。この場合、上記工程（ｋ）〜（ｐ）に対応して、（Ｘ）第２の比率が、第
２の比率に対応する参照値よりも小さい、（ＸＩ）第３の比率が、第３の比率に対応する
参照値よりも小さい、（ＸＩＩ）第４の比率が、第４の比率に対応する参照値よりも小さ
い、（ＸＩＩＩ）第５の比率が、第５の比率に対応する参照値よりも小さい、（ＸＩＶ）
第６の比率が、第６の比率に対応する参照値よりも小さい、（ＸＶ）第７の比率が、第７
の比率に対応する参照値よりも小さい、の少なくとも１つの条件が成立するか否かを判定
する工程をさらに包含することが好ましい。
【００２０】
医師は、上記（Ｘ）〜（ＸＶ）の少なくとも１つの条件が成立する場合に、上記生体サ
ンプルを提供した被験者が慢性疲労症候群に属する可能性があると判定することができる
。
【００２１】
また、後述する疲労評価システムでは、判定部が同様の判定を行うことができる。なお
、本発明にかかる第２の疲労評価方法は、第１の測定値と第１の基準値との間で実質的な
差異がない（すなわち、上記工程（１）で得られた第１の比率が実質的に１に等しい）場
合に用いられることが好ましい。本明細書中において、上記工程（１）を用いることなく
第１の測定値と第１の基準値との間で実質的な差異がないと客観的に判断することもまた
、上記工程（１）を用いて第１の比率が実質的に１に等しいと判断することに包含される
。
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【００２２】
１つの局面において、本発明にかかる第２の疲労評価方法は、第３の比率を得る工程、
第４の比率を得る工程、および、第５の比率を得る工程の少なくとも１つを包含すること
が好ましい。図３および５に示すように、第３〜第５の比率は、健常者と慢性疲労症候群
患者との間で明らかに差異がある。また、後述する実施例に示すように、ｃｉｓ−アコニ
ット酸、イソクエン酸およびコハク酸は、単独であっても、被験者が慢性疲労症候群患者
であるか否かを、９５％の確率で判定するマーカーとなり得る。これらの中で、コハク酸
がマーカーとして最も好ましく、次いで、イソクエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸の順に好
ましい。すなわち、本発明にかかる第２の疲労評価方法において、第５の比率を得る工程
が好ましく、第４の比率を得る工程が第５の比率を得る工程に引き続いて行われることが
より好ましく、第３の比率を得る工程が第４の比率を得る工程に引き続いて行われること
が最も好ましい。
【００２３】
また、本発明にかかる疲労評価方法は、（１ ）被験者から得た生体サンプル中のグル
コース濃度の測定値と第１の閾値とを比較する工程、（２ ）被験者から得た生体サンプ
ル中のクエン酸濃度の測定値と第２の閾値とを比較する工程、（３ ）被験者から得た生
体サンプル中のｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定値と第３の閾値とを比較する工程、（４
）被験者から得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度の測定値と第４の閾値とを比較す
る工程、（５ ）被験者から得た生体サンプル中のコハク酸濃度の測定値と第５の閾値と
を比較する工程、（６ ）被験者から得た生体サンプル中のリンゴ酸濃度の測定値の第６
の閾値とを比較する工程、および（７ ）被験者から得た生体サンプル中の乳酸濃度の測
定値の第７の閾値とを比較する工程、の少なくとも１つを包含することを特徴としており
、好ましくは、上記（３ ）〜（５ ）の工程の少なくとも１つを包含し、少なくとも（
５ ）の工程を包含することがより好ましく、（５ ）の工程の次に（４ ）の工程を行
うことがより好ましく、引き続いて（３ ）の工程を行うことがさらに好ましい。本実施
形態にかかる疲労評価方法は、（１ ）〜（７ ）において、測定値が対応する閾値より
も小さいという条件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含してもよく、被験者が
慢性疲労症候群であるか否かを９５％以上の確率で判定し得る観点から、（３ ）〜（５
）において、測定値が対応する閾値よりも小さいという条件が成立するか否かを判定す
る工程をさらに包含することが好ましい。この場合、少なくとも１つがそれぞれに対応す
る閾値よりも小さいという条件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含してもよい
。医師は、上記条件の少なくとも１つが成立する場合に、上記生体サンプルを提供した被
験者が慢性疲労症候群に属する可能性があると判定することができる。また、後述する疲
労評価システムでは、判定部が同様の判定を行うことができる。
【００２４】
本発明にかかる第３の疲労評価方法は、基準値を用いずに、被験者から得た生体サンプ
ル中の、第１の測定値〜第５の測定値からなる群より選択される少なくとも２つにおいて
、少なくとも一対の比率を得る工程を包含することを特徴としている。上記得られた少な
くとも一対の比率を、判別分析、Partial Least Square、またはSupport Vector Machine
の分析に供する工程をさらに包含することが好ましい。本発明にかかる疲労評価方法は、
例えば、被験者から得た生体サンプル中の、第２の測定値の第１の測定値に対する比率、
第３の測定値の第１の測定値に対する比率、第３の測定値の第２の測定値に対する比率、
第４の測定値の第１の測定値に対する比率、第４の測定値の第２の測定値に対する比率、
および第４の測定値の第３の測定値に対する比率の少なくとも１つを用いて分析を行うこ
とが好ましく、上記構成を有することによって、本発明にかかる方法は、９０％以上の正
確さで慢性疲労症候群患者を判別することができる。また、例えば、被験者から得た生体
サンプル中の、第２の測定値の第１の測定値に対する比率、第４の測定値の第１の測定値
に対する比率、第４の測定値の第２の測定値に対する比率、第５の測定値の第１の測定値
に対する比率、第５の測定値の第２の測定値に対する比率、および第５の測定値の第３の
測定値に対する比率の少なくとも１つを用いて分析を行うことがより好ましく、上記構成
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を有することによって、本発明にかかる方法は、９０％以上の正確さと９５％以上の感受
性／特異性で慢性疲労症候群患者を判別することができる。
【００２５】
なお、本発明において、生体サンプル中のグルコース、クエン酸、ｃｉｓ−アコニット
酸、イソクエン酸、コハク酸、リンゴ酸および乳酸の濃度を測定する工程（第１〜第７の
測定値を得る工程）は必須ではなく、得られるべき「測定値」は、本発明の実行者が自ら
取得および／または算出しても、第三者によって取得および／または算出された値が、本
発明の実行者に提供されてもよい。
【００２６】
本発明にかかる第１のキットは、疲労を評価するために、コハク酸濃度を測定するため
の第５の試薬を備えていることを特徴としている。本発明にかかる第１のキットは、イソ
クエン酸濃度を測定するための第４の試薬をさらに備えていてもよく、さらに、グルコー
ス濃度を測定するための第１の試薬、クエン酸濃度を測定するための第２の試薬、ｃｉｓ
−アコニット酸濃度を測定するための第３の試薬、リンゴ酸濃度を測定するための第６の
試薬、および、乳酸濃度を測定するための第７の試薬からなる群より選択される試薬の少
なくとも１つを備えていてもよい。本発明にかかるキットは、グルコース、クエン酸、ｃ
ｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸、コハク酸、リンゴ酸および乳酸の濃度の各々の基準
値が表示された指示書をさらに備えていることが好ましい。
【００２７】
本発明にかかる第２のキットは、疲労を評価するために、第５の比率を示す第５呈示部
を備えていることを特徴としている。本発明にかかる第２のキットは、第４の比率を示す
第４呈示部をさらに備えていてもよく、さらに、第１の比率を示す第１呈示部、第２の比
率を示す第２呈示部、第３の比率を示す第３呈示部、第６の比率を示す第６呈示部、およ
び、第７の比率を示す第７呈示部からなる群より選択される呈示部の少なくとも１つを備
えていてもよい。
【００２８】
上記構成を有することによって、本発明にかかるキットは、実際の医療現場にて簡便に
使用することができるので、より速く、安く、客観的な、疲労の評価方法および慢性疲労
症候群の診断方法を提供し得る。
【００２９】
本発明にかかる第１の疲労評価システムは、第１〜第７の測定値からなる群より選択さ
れる少なくとも２つの測定値を受容する測定値受容部、第１〜第７の基準値からなる群よ
り選択される少なくとも２つの基準値を格納した基準値格納部、測定値受容部からの測定
値と基準値格納部からの基準値を受け取って、疲労を評価するための情報を生成する演算
部、および、演算部からの評価情報を受け取って、疲労を評価する評価部、を備えており
、上記演算部が、第１の比率〜第７の比率からなる群より選択される少なくとも２つの比
率を算出することを特徴としている。
【００３０】
本発明にかかる第１の疲労評価システムは、上記演算部が、上記少なくとも２つの比率
において、少なくとも一対の比較を実行してもよい。好ましくは、本発明にかかる第１の
疲労評価システムは、上記測定値受容部が、第１〜５の測定値からなる群より選択される
少なくとも２つの測定値を受容し、上記基準値格納部が、第１〜第５の基準値からなる群
より選択される少なくとも２つの基準値を格納し、上記演算部が、第１の比率〜第５の比
率からなる群より選択される少なくとも２つの比率をさらに算出し、上記少なくとも２つ
の比率において、少なくとも一対の比較を実行する。上記少なくとも一対の比較は、２つ
の値の差を得るものであっても、比率を得るものであってもよい。例えば、本発明にかか
る第１の疲労評価システムにおいて、評価部は、（Ｉ）第１の比率が第２の比率よりも大
きい、（ＩＩ）第２の比率が第３の比率よりも大きい、（ＩＩＩ）第１の比率が第３の比
率よりも大きい、（ＩＶ）第１の比率が第４の比率よりも大きい、（Ｖ）第２の比率が第
４の比率よりも大きい、（ＶＩ）第４の比率が第３の比率よりも大きい、（ＶＩＩ）第１
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の比率が第２の比率よりも大きい、（ＶＩＩＩ）第２の比率が第４の比率よりも大きい、
（ＩＸ）第５の比率が第４の比率よりも大きい、の少なくとも１つの条件が成立するか否
かを判定することが好ましい。上記少なくとも一対の比較において比率が得られる場合は
、上記演算部は、得られた比率に基づいて、判別分析、Partial Least Square、またはSu
pport Vector Machineの分析を実行してもよい。また、得られた第６の比率および第７の
比率は、上述した第１〜第５の比率と同様に、本発明にかかる第１の疲労評価システムに
て処理され得る。
【００３１】
本発明にかかる第２の疲労評価システムは、上記演算部が、第１の比率を算出するとと
もに、第２〜第７の比率からなる群より選択される少なくとも１つの比率を算出すること
を特徴としている。本発明にかかる第２の疲労評価システムは、上記基準値格納部が、第
２の比率〜第７の比率に対応する参照値からなる群より選択される少なくとも１つの参照
値を格納していてもよく、この場合、上記演算部が、該基準値格納部からの該参照値を受
け取って、算出された比率と該比率に対応する参照値との比較を実行することが好ましい
。なお、参照値は、測定値を用いた決定木数理モデルに基づく解析によって得た閾値と、
基準値との比率として得られるものであり、具体的には、（閾値／基準値）×１００（％
）として算出される値である。この場合、上記評価部は、第２の比率が、第２の比率に対
応する参照値よりも小さい、第３の比率が、第３の比率に対応する参照値よりも小さい、
第４の比率が、第４の比率に対応する参照値よりも小さい、第５の比率が、第５の比率に
対応する参照値よりも小さい、第６の比率が、第６の比率に対応する参照値よりも小さい
、第７の比率が、第７の比率に対応する参照値よりも小さい、の少なくとも１つの条件が
成立した場合に、上記生体サンプルを提供した被験者が慢性疲労症候群に属すると判定す
る。好ましくは、本発明にかかる第２の疲労評価システムは、上記演算部が、第３の比率
〜第５の比率の少なくとも１つを算出する。この場合、上記演算部が、上記第４の比率に
引き続いて上記第５の比率を算出することが好ましく、上記第５の比率に引き続いて上記
第３の比率を算出することがより好ましい。また、本発明にかかる第２の疲労評価システ
ムは、上記判定部が、第１の比率が実質的に１であるか否かを判定することが好ましい。
上記構成を有することによって、本発明にかかるシステムは、９０％以上の正確さと９５
％以上の感受性／特異性で慢性疲労症候群患者を判別することができる。
【００３２】
また、本発明にかかる疲労評価システムは、上記演算部が、第１〜第７の測定値と第１
〜第７の測定値の各々に対応する閾値とを比較することを特徴としている。本発明にかか
る疲労評価システムは、上記基準値格納部が、第１〜第７の測定値の各々に対応する閾値
からなる群より選択される少なくとも１つの閾値を格納していてもよく、この場合、上記
演算部が、該基準値格納部からの該閾値を受け取って、測定値と該測定値に対応する閾値
との比較を実行することが好ましい。特に、第３〜第５の測定値についての比較を実行す
ることが好ましく、第５の測定値についての比較を優先して行うことがより好ましく、次
いで第４の測定値についての比較を行い、さらに第３の測定値についての比較を行うこと
がなお好ましい。上記判定部は、被験者が慢性疲労症候群であるか否かを９５％以上の確
率で判定し得る観点から、（３ ）〜（５ ）において、測定値が対応する閾値よりも小
さいという条件が成立するか否かを判定することが好ましい。この場合、少なくとも１つ
がそれぞれに対応する閾値よりも小さいという条件を満たした場合に、上記生体サンプル
を提供した被験者が慢性疲労症候群に属すると判定する。
【００３３】
本発明にかかる第３の疲労評価システムは、第１〜第５の測定値からなる群より選択さ
れる少なくとも２つの測定値を受容する測定値受容部、測定値受容部からの測定値を受け
取って、疲労を評価するための情報を生成する演算部、および、演算部からの評価情報を
受け取って、疲労を評価する評価部、を備えており、上記演算部が、該少なくとも２つの
測定値において、少なくとも一対の比較を実行して、少なくとも一対の比率を得ることを
特徴としている。本発明にかかる第３の疲労評価システムにおいて、上記演算部は、上記
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得られた少なくとも一対の比率に基づいて、判別分析、Partial Least Square、またはSu
pport Vector Machineの分析を実行することが好ましい。上記構成を有することによって
、本発明にかかるシステムは、９０％以上の正確さで判別することができる。
【００３４】
好ましい局面において、本発明にかかる第３の疲労評価システムは、被験者から得た生
体サンプル中の、第３、第４および第５の測定値の少なくとも１つを用いて疲労の評価を
行う。本発明にかかる疲労評価システムは、第３、第４および第５の測定値の少なくとも
１つを受容する測定値受容部、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度およびコハ
ク酸濃度のそれぞれに対応する第３、第４および第５の基準値の少なくとも１つを格納し
た基準値格納部、測定値受容部からの測定値と基準値格納部からの基準値を受け取って、
疲労を評価するための情報を生成する演算部、および、演算部からの評価情報を受け取っ
て、疲労を評価する評価部、を備えており、演算部が、第３の比率、第４の比率、および
第５の比率の少なくとも１つを算出する。この場合、演算部が、第５の比率を算出するこ
とが好ましく、第５の比率に引き続いて第４の比率を算出することがより好ましく、さら
に、第４の比率に引き続いて第３の比率を算出することが最も好ましい。本発明にかかる
第３の疲労評価システムにおいて、上記基準値格納部は、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イ
ソクエン酸濃度およびコハク酸濃度のそれぞれに対応する参照値の少なくとも１つを格納
していてもよく、この場合、上記演算部が、該基準値格納部からの該参照値を受け取って
、算出した比率と該比率に対応する参照値との比較を実行することが好ましい。また、上
記演算部は、例えば、第３の比率、第４の比率および第５の比率の少なくとも１つを用い
た分析を行ってもよい。
【００３５】
本発明にかかる疲労評価システムは、グルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニ
ット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハク酸濃度、リンゴ酸濃度、および乳酸濃度のそれぞ
れを測定する第１〜第７の測定部をさらに備えてもよく、この場合、第１〜第７の測定部
にて得られた値が測定値受容部に入力される。
【００３６】
上記構成を有することによって、本発明にかかるシステムは、従来公知の簡便な技術に
よって取得され得る測定値を独自の手順に従って処理するので、従来得ることができなか
った客観的かつ信憑性の高い判定結果を、迅速かつ低コストにて提示することができる。
【発明の効果】
【００３７】
本発明は、疲労の評価および慢性疲労症候群の診断を客観的かつ簡便に行うことを可能
にする。本発明はさらに、疲労の治療に有用な技術を提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】健常者および慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の患者の血漿中に含まれている種々の代
謝物の濃度を示す図である。
【図２】解糖系およびクエン酸回路を形成する代謝物について、代謝物と代謝物との相関
、および代謝物とパフォーマンス・ステイタス（ＰＳ）との相関を調べた結果を示す図で
ある。
【図３】健常者および慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の各患者の血漿中に含まれている、候補
物質の量の結果を示す図である。健常者のそれぞれの候補物質の量の平均値を１００とし
、その比率で示した。
【図４】健常者および慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の各患者の血漿中に含まれている、グル
コース、クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸およびイソクエン酸について、それぞれの比率
を３軸上に示した図である。
【図５】健常者および慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の各患者の血漿中に含まれている、候補
物質の量の結果を示す図である。健常者のそれぞれの候補物質の量の平均値を１００とし
、その比率で示した。
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【図６】健常者および慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の各患者の血漿中に含まれている、グル
コース、クエン酸、イソクエン酸およびコハク酸について、それぞれの比率を３軸上に示
した図である。
【図７】血漿サンプル中の代謝物質の測定値を含めた全てのパラメータを用いてランダム
フォレスト（Random Forest）プログラムを実行した結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
〔１〕疲労
現在、疲労・倦怠感を主症状として医療機関へ訪れる患者の数は、痛みを主症状とする
患者の数に次いで２番目に多い。しかしながら、疲労を客観的に評価する方法は、これま
でに開発されていない。疲労感および倦怠感は、ヒトが日常的に経験する感覚であり、生
体のホメオスタシスの乱れを知らせる重要な生体シグナルである。しかし、疲労感はあく
までも主観的なものであり、疲労度を客観的に示すものではない。乳酸が疲労の原因物質
であると考えられた時期もあるが、乳酸レベルの変動は、運動の指標になり得るが、疲労
状態の指標にはならないということもわかってきている。さらに、疲労に効果的な治療法
も見出されておらず、抗疲労成分として、カフェインやタウリン、アスコルビン酸などが
知られているに過ぎない。
【００４０】
アメリカ疾病予防管理センター（ＣＤＣ）が、「慢性疲労症候群」という、原因不明の
強い疲労を呈する疾患を１９８８年に報告してから、そのメカニズムの解明、バイオマー
カーの探索、および治療予防法の開発を中心とした、種々の研究がなされてきた。しかし
、慢性疲労症候群の発症メカニズムは未だ解明されておらず、客観的バイオマーカーにつ
いても開発されていない。現在においても、ＣＤＣが１９９４年に発表した、症状および
身体所見の基準を用いて慢性疲労症候群の診断がなされている。
【００４１】
一方、これまでに、ウイルス活性化または自律神経異常を指標とした疲労バイオマーカ
ーが提案されている。しかし、これらはヒトの疲労の原因やそのメカニズムに則したもの
ではないため、疲労（特に慢性疲労、慢性疲労症候群）に特異的なバイオマーカーとはい
いがたい。さらに、これらは、ホメオスタシスの維持／回復のメカニズムの間接的な指標
であっても直接的な指標ではないため、具体的な治療法の提供にまで発展させることは試
行錯誤が必要である。
【００４２】
疲労負荷モデル動物において、血中アミノ酸量の変動（特に分枝鎖アミノ酸量の増加）
が見出された。そこで、本発明者らは、疲労患者の血液を用いて同様の検査を行ったが、
同様の結果は見出せなかった。この結果を検証するために、本発明者らは、種々の代謝物
を網羅的に解析することができるメタボローム解析を、慢性疲労症候群患者の血漿を用い
て行った。しかし、上述した分枝鎖アミノ酸に関しては、健常者と慢性疲労症候群患者と
の間において量的な差異を見出せなかった。
【００４３】
また、モデル動物を用いた研究において、肝臓や筋肉組織のＡＴＰの減少、脳内サイト
カインの活性化などが、これまでに示されているが、このような知見をヒトにおける診断
および／または治療に適用することは、倫理的な観点から困難である。このようにモデル
動物から得られた知見は、まだまだ疲労患者に適用することができず、疲労の原因や疲労
が生成される機序は未だ解明されていない。
【００４４】
〔２〕本発明のバイオマーカー
本発明者らは、健常者および慢性疲労症候群の患者の血漿における代謝物の変動をさら
に解析し、得られた測定値に対してさらに独自の手法を組み合わせることによって、疲労
のバイオマーカーを見出し、本発明を完成するに至った。
【００４５】
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後述する実施例に示すように、本発明にかかるバイオマーカーは、生体サンプル中のグ
ルコース、クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸、コハク酸、ｃｉｓ−アコニ
ット酸、リンゴ酸、および乳酸の濃度に基づくものである。近年、種々のサンプルを、種
々の項目について網羅的に解析する技術が開発されている。本発明者らが採用したメタボ
ローム解析もまたその一つである。ただし、図１に示すように、生体サンプル中の濃度が
被験者のものと健常者のものとの間で有意に異なる化合物（代謝物）は多く存在し、上記
のうちの少なくとも２種（必要に応じて全種類）の選択を明確に動機付ける知見は、当該
分野に存在しない。本発明者らは、生体サンプル中の濃度が被験者のものと健常者のもの
との間で有意に異なる代謝物を、ＰＳと有意な相関を示すものに絞り込み、さらに種々の
数理モデル解析手法に供した。このような手順を行うこともまた、本発明者ら独自の観点
である。なお、パス解析に供する化合物として、メタボローム解析から得られたもの以外
にグルコースを選択したこと、およびグルコースと他の代謝物とを関連付けたこともまた
、本発明者ら独自の観点である。さらに、上記代謝物質を用いた場合（すなわち、少なく
とも２つのバイオマーカーを用いた場合）、９０％を超える正確さで健常者と慢性疲労症
候群の患者とを識別し得るという、格別優れた結果を提供する。
【００４６】
なお、クエン酸を疲労と関連付ける報告がこれまでになされている（例えば、特許文献
２および３参照）。しかし、いずれの報告に基づいても当業者は本発明に想到し得ない。
【００４７】
本発明においては、生体サンプル中の代謝産物（グルコース、クエン酸、ｃｉｓ−アコ
ニット酸、イソクエン酸、コハク酸）の、健常者の測定値に対する被験者の測定値の比率
を算出し、いずれか１つの代謝産物の比率と他の代謝産物の１つの比率との差がバイオマ
ーカーとして用いられる。例えば、本発明において、被験者から得た生体サンプル中のグ
ルコース濃度（測定値Ｍ１）と、グルコースに関する基準値（第１の基準値Ｂ１）との比
（第１の比率Ｒ１）を算出し、被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度（測定値Ｍ
２）と、クエン酸に関する基準値（第２の基準値Ｂ２）との比（第２の比率Ｒ２）を算出
し、被験者から得た生体サンプル中のｃｉｓ−アコニット酸濃度（測定値Ｍ３）と、ｃｉ
ｓ−アコニット酸に関する基準値（第３の基準値Ｂ３）との比（第３の比率Ｒ３）を算出
し、これらＲ１〜Ｒ３を比較することによって、本発明のバイオマーカーが得られる。
【００４８】
第１実施形態において、本発明のバイオマーカーは、Ｒ１とＲ２との差Ｑ１、Ｒ２とＲ
３との差Ｑ２であり得る。
【００４９】
バイオマーカーＱ１＝Ｒ１−Ｒ２
バイオマーカーＱ２＝Ｒ２−Ｒ３
として得られたバイオマーカーＱ１およびＱ２の少なくとも一方が正（Ｑ１＞０またはＱ
２＞０）の場合に、「疲労あり」と評価され、バイオマーカーＱ１およびＱ２のいずれも
が負（Ｑ１＜０かつＱ２＜０）の場合に、「疲労なし」と評価される。なお、生体サンプ
ル中のイソクエン酸の、健常者の測定値に対する被験者の測定値の比率を算出し、イソク
エン酸の比率とｃｉｓ−アコニット酸の比率との差がバイオマーカーとして用いられても
よい。すなわち、被験者から得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度（測定値Ｍ４）と、
イソクエン酸に関する基準値（第４の基準値Ｂ４）との比（第４の比率Ｒ４）を算出し、
これらに基づいて、
バイオマーカーＱ３＝Ｒ４−Ｒ３
として得られたバイオマーカーＱ３も、バイオマーカーＱ１およびＱ２とともに用いられ
てもよく、この場合、バイオマーカーＱ１〜Ｑ３の少なくとも一つが正（Ｑ１＞０、Ｑ２
＞０またはＱ３＞０）の場合に、「疲労あり」と評価され、バイオマーカーＱ１〜Ｑ３の
いずれもが負（Ｑ１＜０かつＱ２＜０かつＱ３＜０）の場合に、「疲労なし」と評価され
る。
【００５０】
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このような実施形態は、後述する実施例（例えば、図３）にて実証されている。ここで
、バイオマーカーＱ１〜Ｑ３と同様に、
バイオマーカーＱ４＝Ｒ１−Ｒ３
バイオマーカーＱ５＝Ｒ１−Ｒ４
バイオマーカーＱ６＝Ｒ２−Ｒ４
もまた、本発明のバイオマーカーであり、バイオマーカーＱ１〜Ｑ３と同様に疲労の評価
に用いられ得ることを、本明細書を読んだ当業者は容易に理解する。
【００５１】
ｃｉｓ−アコニット酸は不安定であるのでサンプル中の濃度の測定が容易でない。この
ような場合には、グルコース、クエン酸およびイソクエン酸とともにコハク酸を用いれば
よい。コハク酸もまた、グルコース、クエン酸およびｃｉｓ−アコニット酸と同様にエネ
ルギー産生に深く関係している。サンプル中のコハク酸の濃度を用いれば本発明の実行を
より簡便に行うことができる。すなわち、第１実施形態において、被験者から得た生体サ
ンプル中のグルコース濃度（測定値Ｍ１）と、グルコースに関する基準値（第１の基準値
Ｂ１）との比（第１の比率Ｒ１）を算出し、被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃
度（測定値Ｍ２）と、クエン酸に関する基準値（第２のＢ２）との比（第２の比率Ｒ２）
を算出し、被験者から得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度（測定値Ｍ４）と、イソク
エン酸に関する基準値（第４の基準値Ｂ４）との比（第４の比率Ｒ４）を算出し、被験者
から得た生体サンプル中のコハク酸濃度（測定値Ｍ５）と、コハク酸に関する基準値（第
５の基準値Ｂ５）との比（第５の比率Ｒ５）を算出し、これらＲ１，Ｒ２，Ｒ４およびＲ
５を比較することによって、本発明のバイオマーカーを得ることが好ましい。この場合、
本実施形態のバイオマーカーは、Ｒ１とＲ２との差Ｑ１ａ、Ｒ２とＲ４との差Ｑ２ａ、Ｒ
４とＲ５との差Ｑ３ａであり得る。
【００５２】
バイオマーカーＱ１ａ＝Ｒ１−Ｒ２
バイオマーカーＱ２ａ＝Ｒ２−Ｒ４
バイオマーカーＱ３ａ＝Ｒ５−Ｒ４
として得られたバイオマーカーの少なくとも１つが正（Ｑ１ａ＞０、Ｑ２ａ＞０またはＱ
３ａ＞０）の場合に、「疲労あり」と評価され、バイオマーカーのいずれもが負（Ｑ１ａ
＜０かつＱ２ａ＜０かつＱ３ａ＜０）の場合に、「疲労なし」と評価される。
【００５３】
このような実施形態は、後述する実施例（例えば、図５）にて実証されている。ここで
、バイオマーカーＱ１ａ、Ｑ２ａ，Ｑ３ａと同様に、
バイオマーカーＱ４ａ＝Ｒ１−Ｒ４
バイオマーカーＱ５ａ＝Ｒ１−Ｒ５
バイオマーカーＱ６ａ＝Ｒ２−Ｒ５
もまた、本発明のバイオマーカーであり、バイオマーカーＱ１、Ｑ２ａ，Ｑ３ａと同様に
疲労の評価に用いられ得ることを、本明細書を読んだ当業者は容易に理解する。
【００５４】
被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値と基準値との間で実質的な差
異がない場合（すなわちＲ１≒１）、Ｒ２〜Ｒ５がバイオマーカーとなり得る。また、被
験者から得た生体サンプル中のリンゴ酸濃度（測定値Ｍ６）と、リンゴ酸に関する基準値
（第６の基準値Ｂ６）との比（第６の比率Ｒ６）を算出し、被験者から得た生体サンプル
中の乳酸濃度（測定値Ｍ７）と、乳酸に関する基準値（第７の基準値Ｂ７）との比（第７
の比率Ｒ７）を算出し、これらＲ６〜Ｒ７をＲ１〜Ｒ５とともに用いてもよい。すなわち
、第２実施形態において、本発明のバイオマーカーは、Ｒ２〜Ｒ７でもあり得る。本発明
のさらなるバイオマーカーは、
バイオマーカーＱ７＝第２の比率Ｒ２
バイオマーカーＱ８＝第３の比率Ｒ３
バイオマーカーＱ９＝第４の比率Ｒ４
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バイオマーカーＱ１０＝第５の比率Ｒ５
バイオマーカーＱ１１＝第６の比率Ｒ６
バイオマーカーＱ１２＝第７の比率Ｒ７
として提供される。バイオマーカー（Ｑ７〜Ｑ１２）は、決定木数理モデルにより解析さ
れた結果、何れも９０％以上の感受性と特異性を示している。後述する実施例に示すよう
に、図７に挙げた項目を用いて解析した場合は、バイオマーカーＱ７〜Ｑ１２の少なくと
も１つが条件（Ｒ２＜７９．１％、Ｒ３＜６９．３％、Ｒ４＜６６．０％、Ｒ５＜６６．
６％、Ｒ６＜８３．７％、およびＲ７＜７４．３％）を満たした場合、「疲労あり」と評
価され、バイオマーカーＱ７〜Ｑ１２の全てが上記の条件を満たさない場合、「疲労なし
」と評価される。
【００５５】
後述する実施例にて示すように、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸
は、健常者と患者とを区別する際に、他の因子と組み合わせることなく単独で利用可能で
ある。このような非常に優れた機能は、当業者が予測し得ない、格別顕著なものである。
【００５６】
上述したバイオマーカーによって得られた知見に基づけば、生体サンプル中のグルコー
ス、クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸の濃度の測定値自体
もまた、疲労の診断基準／判定基準（例えば、疲労を診断または判定するためのデータ）
を提供し得、被験者から得た生体サンプル中の代謝産物の濃度の測定値Ｍ２〜Ｍ７もまた
バイオマーカーとなり得る。すなわち、本発明のさらなるバイオマーカーは、
バイオマーカーＱ７ａ＝第２の測定値Ｍ２
バイオマーカーＱ８ａ＝第３の測定値Ｍ３
バイオマーカーＱ９ａ＝第４の測定値Ｍ４
バイオマーカーＱ１０ａ＝第５の測定値Ｍ５
バイオマーカーＱ１１ａ＝第６の測定値Ｍ６
バイオマーカーＱ１２ａ＝第７の測定値Ｍ７
として提供される。バイオマーカー（Ｑ７ａ〜Ｑ１２ａ）は、決定木数理モデルにより解
析された結果、何れも９０％以上の感受性と特異性を示している。特に、Ｑ８ａ〜Ｑ１０
ａが好ましく、バイオマーカーＱ８ａ〜Ｑ１０ａの少なくとも１つがそれぞれに対応する
閾値よりも小さいという条件を満たした場合、「疲労あり」と評価され、バイオマーカー
Ｑ８ａ〜Ｑ１０ａの全てが上記の条件を満たさない場合、「疲労なし」と評価されてもよ
い。バイオマーカーＱ８ａ〜Ｑ１０ａは、Ｑ９ａが優先して用いられることが好ましく、
次いでＱ８ａが用いられ、さらにＱ１０ａが用いられることが好ましい。これによって、
被験者が慢性疲労症候群であるか否かを９５％以上の確率で判定し得る。
【００５７】
後述する実施例にて示すように、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸
は、健常者と患者とを区別する際に、他の因子と組み合わせることなく単独で利用可能で
ある。このような非常に優れた機能は、当業者が予測し得ない、格別顕著なものである。
【００５８】
またさらに、本発明において、被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度（測定
値Ｍ１）と、クエン酸濃度（測定値Ｍ２）と、ｃｉｓ−アコニット酸濃度（測定値Ｍ３）
と、イソクエン酸濃度（測定値Ｍ４）と、コハク酸濃度（測定値Ｍ５）とを比較すること
によって、本発明のバイオマーカーが得られる。第３実施形態において、本発明のバイオ
マーカーは、
バイオマーカーＱ１３＝Ｍ２／Ｍ１
バイオマーカーＱ１４＝Ｍ３／Ｍ２
バイオマーカーＱ１５＝Ｍ４／Ｍ３
バイオマーカーＱ１６＝Ｍ３／Ｍ１
バイオマーカーＱ１７＝Ｍ４／Ｍ１
バイオマーカーＱ１８＝Ｍ４／Ｍ２
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として提供され、同様に用いられ得る。このような実施形態は、後述する実施例（例えば
、図４）にて実証されている。図４に示すような、それぞれを３軸上に示した場合に、正
常群と慢性疲労症候群とを差別化し得る。例えば、後述する実施例にて示すように、Ｑ１
３〜Ｑ１５を用いて、
（ａ＊Ｑ１３＋ｂ＊Ｑ１４＋ｃ＊Ｑ１５）＋ｄ ・・・（Ａ）
の数値ａ，ｂ，ｃ，ｄを判別分析によって演算したところ、９０％以上の正確さで慢性疲
労症候群患者を判別し得た。ここで、ｄ＞０の場合が正常群を示し、ｄ＜０の場合が慢性
疲労症候群を示す。また、判別分析の代りにPartial Least Square、Support Vector Mac
hine等の分析を行った場合であっても、同様の結果を得られた。
【００５９】
また、本実施形態において、イソクエン酸を、グルコース、クエン酸およびコハク酸と
ともに用いた場合、本発明のバイオマーカーは、
バイオマーカーＱ１３ａ＝Ｍ２／Ｍ１
バイオマーカーＱ１４ａ＝Ｍ４／Ｍ２
バイオマーカーＱ１５ａ＝Ｍ５／Ｍ４
バイオマーカーＱ１６ａ＝Ｍ４／Ｍ１
バイオマーカーＱ１７ａ＝Ｍ５／Ｍ１
バイオマーカーＱ１８ａ＝Ｍ５／Ｍ２
として同様に提供されかつ用いられ、図６に示すような、それぞれを３軸上に示した場合
に、正常群と慢性疲労症候群とを差別化し得る。例えば、後述する実施例にて示すように
、Ｑ１３ａ〜Ｑ１５ａを用いて、
（ａ＊Ｑ１３ａ＋ｂ＊Ｑ１４ａ＋ｃ＊Ｑ１５ａ）＋ｄ ・・・（Ａ ）
の数値ａ，ｂ，ｃ，ｄを判別分析によって演算したところ、９０％以上の正確さと９５％
以上の感受性／特異性で慢性疲労症候群患者を判別し得た。ここで、ｄ＞０の場合が正常
群を示し、ｄ＜０の場合が慢性疲労症候群を示す。また、判別分析の代りにPartial Leas
t Square、Support Vector Machine等の分析を行った場合であっても、同様の結果を得ら
れた。
【００６０】
なお、グルコース、クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸およびコハク酸が
、健常者と患者とを区別する際に非常に有用な因子であることは、本発明を完成すること
によって十分に裏付けられた事実である。すなわち、これまでに知られていた知見に基づ
いて、健常者と患者との区別に利用可能な因子であることを見出すことは、当業者が容易
になし得ることではなかった。
【００６１】
このように、本発明のバイオマーカーは、客観的かつ簡便な、疲労の評価および診断を
可能にする。さらに、本発明のバイオマーカーを用いれば、慢性疲労症候群の診断法およ
び治療法を開発し得る。
【００６２】
〔３〕本発明のバイオマーカーの利用
本発明は、上述したバイオマーカーに基づいた、疲労を評価するための方法、キットお
よびシステムを提供する。
【００６３】
〔３−１〕疲労評価方法
上述した第１実施形態におけるバイオマーカーＱ１〜Ｑ６のうち少なくとも２つ（また
はバイオマーカーＱ１ａ〜Ｑ６ａのうち少なくとも２つ）を用いることによって、被験者
の疲労状態を評価することができる。例えば、バイオマーカーＱ１およびＱ２は
Ｑ１＝第１の比率Ｒ１−第２の比率Ｒ２
Ｑ２＝第２の比率Ｒ２−第３の比率Ｒ３
として提供され、「疲労あり」の評価は
Ｑ１＞０またはＱ２＞０
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として提供され、「疲労なし」の評価は
Ｑ１＜０かつＱ２＜０
として提供されるので、
Ｒ１＝Ｍ１／Ｂ１
Ｒ２＝Ｍ２／Ｂ２
Ｒ３＝Ｍ３／Ｂ３
として得られた第１〜第３の比率（Ｒ１〜Ｒ３）に基づいてＱ１およびＱ２を算出するこ
とによって、被験者の疲労状態が評価され得る。なお、Ｑ１およびＱ２は少なくとも一方
が正であればよいので、一方を算出するだけで被験者の疲労状態が評価され得る場合があ
る。すなわち、Ｒ１とＲ２を比較するか、またはＲ２とＲ３を比較するだけで、被験者の
疲労状態が評価され得る場合がある。
【００６４】
このような観点から、一実施形態において、本発明にかかる疲労評価方法は、（１）被
験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値の、第１の基準値に対する第１の
比率を得る工程、（２）被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値の、第２
の基準値に対する第２の比率を得る工程、および（３）被験者から得た生体サンプル中の
ｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定値の、第３の基準値に対する第３の比率を得る工程、を
包含し、第１の比率と第２の比率とを比較する工程、および第２の比率と第３の比率とを
比較する工程の少なくとも一方をさらに包含することを特徴としている。本実施形態にか
かる疲労評価方法は、（Ｉ）第１の比率が第２の比率よりも大きい、（ＩＩ）第２の比率
が第３の比率よりも大きい、および（ＩＩＩ）第１の比率が第３の比率よりも大きい、の
少なくとも１つの条件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含してもよい。
【００６５】
なお、本発明にかかる疲労評価方法を用いることにより、疲労を評価し、治療法を提案
し得るだけでなく、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）の判断基準を提供するこ
とができるので、疲労の状態であるか否かの診断が容易になる。すなわち、本発明にかか
る疲労評価方法は、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）の診断基準または判定基
準を提供する方法（例えば、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）を診断または判
定するためのデータを取得する方法）でもあり得る。
【００６６】
上述したように、バイオマーカーＱ３もまた、被験者の疲労状態を評価するために有用
である。バイオマーカーＱ３は
バイオマーカーＱ３＝第４の比率Ｒ４−第３の比率Ｒ３
として提供され、バイオマーカーＱ１およびＱ２と組み合わせた「疲労あり」の評価は
Ｑ１＞０、Ｑ２＞０、またはＱ３＞０
として提供され、バイオマーカーＱ１およびＱ２と組み合わせた「疲労なし」の評価は
Ｑ１＜０かつＱ２＜０かつＱ３＜０
として提供されるので、
Ｒ４＝Ｍ４／Ｂ４
として得られた第４の比率（Ｒ４）とすでに得られている第３の比率（Ｒ３）とに基づい
て算出したＱ３を用いることによって、Ｑ１およびＱ２を用いる場合と同様に、被験者の
疲労状態が評価され得る。すなわち、本発明にかかる疲労評価方法は、（４）被験者から
得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度の測定値の、第４の基準値に対する第４の比率を
得る工程をさらに包含してもよく、この場合、第１の比率と第４の比率とを比較する工程
、第２の比率と第４の比率とを比較する工程、および、第３の比率と第４の比率とを比較
する工程、の少なくとも１つをさらに包含することが好ましく、例えば、第２の比率の、
第１の比率に対する比率、第３の比率の、第２の比率に対する比率、および第４の比率の
、第３の比率に対する比率の少なくとも１つを用いて、判別分析、Partial Least Square
、Support Vector Machine等の分析を行う工程をさらに包含することがより好ましい。
【００６７】
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本実施形態においてイソクエン酸に関する第４の比率Ｒ４が用いられる場合、上述した
ように、グルコースに関する第１の比率Ｒ１、クエン酸に関する第２の比率Ｒ２、および
コハク酸に関する第５の比率Ｒ５とともに用いられることが好ましい。すなわち、
バイオマーカーＱ１ａ＝第１の比率Ｒ１−第２の比率Ｒ２
バイオマーカーＱ２ａ＝第２の比率Ｒ２−第４の比率Ｒ４
バイオマーカーＱ３ａ＝第５の比率Ｒ５−第４の比率Ｒ４
として提供され、この場合の「疲労あり」の評価は
Ｑ１ａ＞０、Ｑ２ａ＞０、およびＱ３ａ＞０の中、少なくとも一つを満たすこ
と、
として提供され、「疲労なし」の評価は
Ｑ１ａ＜０かつＱ２ａ＜０かつＱ３ａ＜０
として提供されるので、
Ｒ１＝Ｍ１／Ｂ１
Ｒ２＝Ｍ２／Ｂ２
Ｒ４＝Ｍ４／Ｂ４
Ｒ５＝Ｍ５／Ｂ５
として得られた第１、第２、第４および第５の比率（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４およびＲ５）に基
づいてＱ１ａ〜Ｑ３ａを算出することによって、被験者の疲労状態が評価され得る。なお
、Ｑ１ａ〜Ｑ３ａもまた少なくとも１つが正であればよいので、いずれか１つを算出する
だけで被験者の疲労状態が評価され得る場合がある。
【００６８】
このような観点から、好ましい実施形態において、本発明にかかる疲労評価方法は、（
１）被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値の、第１の基準値に対する
第１の比率を得る工程、（２）被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値の
、第２の基準値に対する第２の比率を得る工程、（３）被験者から得た生体サンプル中の
イソクエン酸濃度の測定値の、第４の基準値に対する第４の比率を得る工程、（４）被験
者から得た生体サンプル中のコハク酸濃度の測定値の、第５の基準値に対する第５の比率
を得る工程、を少なくとも２つ包含し、第１の比率と第２の比率とを比較する工程、第２
の比率と第４の比率とを比較する工程、および第４の比率と第５の比率とを比較する工程
の少なくとも１つをさらに包含することを特徴としている。本実施形態にかかる疲労評価
方法は、（Ｉ）第１の比率が第２の比率よりも大きい、（ＩＩ）第２の比率が第３の比率
よりも大きい、（ＩＩＩ）第４の比率が第３の比率よりも大きい、の少なくとも１つの条
件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含してもよく、（ＩＶ）第１の比率が第２
の比率よりも大きい、（Ｖ）第２の比率が第４の比率よりも大きい、（ＶＩ）第４の比率
が第５の比率よりも小さい、の少なくとも１つの条件が成立するか否かを判定する工程を
さらに包含してもよい。
【００６９】
また、上述した第２実施形態におけるバイオマーカーＱ７〜Ｑ１２を用いることによっ
て、慢性疲労症候群であるか否かを評価（診断または判定）することができる。上述した
ように、バイオマーカーＱ７〜Ｑ１２は、決定木数理モデルにより解析された結果、何れ
も９０％以上の感受性と特異性を示している。被験者から得た生体サンプル中のグルコー
ス濃度の測定値が基準値と実質的に等しい場合に、後述する実施例に示すように、図７に
挙げた項目を用いて解析した場合は、バイオマーカーＱ７〜Ｑ１２の少なくとも１つが条
件（Ｒ２＜７９．１％、Ｒ３＜６９．３％、Ｒ４＜６６．０％、Ｒ５＜６６．６％、Ｒ６
＜８３．７％、およびＲ７＜７４．３％）を満たした場合、「疲労あり」と評価され、バ
イオマーカーＱ２１〜Ｑ２６の全てが上記の条件を満たさない場合、「疲労なし」と評価
される。
【００７０】
このような観点から、好ましい実施形態において、本発明にかかる疲労評価方法は、（
１）被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値と、第１の基準値とを比較
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する工程を包含し、（２）被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値の、第
２の基準値に対する第２の比率を得る工程、（３）被験者から得た生体サンプル中のｃｉ
ｓ−アコニット酸濃度の測定値の、第３の基準値に対する第３の比率を得る工程、（４）
被験者から得た生体サンプル中のイソクエン酸濃度の測定値の、第４の基準値に対する第
４の比率を得る工程、（５）被験者から得た生体サンプル中のコハク酸濃度の測定値の、
第５の基準値に対する第５の比率を得る工程、（６）被験者から得た生体サンプル中のリ
ンゴ酸濃度の測定値の、第６の基準値に対する第６の比率を得る工程、および（７）被験
者から得た生体サンプル中の乳酸濃度の測定値の、第７の基準値に対する第７の比率を得
る工程、の少なくとも１つをさらに包含することを特徴としている。工程（１）において
、グルコース濃度の測定値と第１の基準値との間で実質的な差異がない場合に、本実施形
態にかかる疲労評価方法は、（２）〜（７）において得られた比率が所定の割合よりも小
さいという条件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含してもよい。なお、後述す
る実施例に示すように、図７に挙げた項目を用いて解析した場合は、上記所定の割合は、
（２）〜（７）についてそれぞれ７９．１％、６９．３％、６６．０％、６６．６％、８
３．７％および７４．３％である。これによって、被験者が慢性疲労症候群であるか否か
を９５％以上の確率で判定し得る。
【００７１】
さらに、上述したバイオマーカーＱ７ａ〜Ｑ１２ａを用いることによって、慢性疲労症
候群であるか否かを評価（診断または判定）することができる。上述したように、バイオ
マーカーＱ７ａ〜Ｑ１２ａは、決定木数理モデルにより解析された結果、何れも９０％以
上の感受性と特異性を示している。特に、Ｑ８ａ〜Ｑ１０ａを用いることが好ましく、バ
イオマーカーＱ８ａ〜Ｑ１０ａの少なくとも１つがそれぞれに対応する閾値よりも小さい
という条件を満たした場合、「疲労あり」と評価され、バイオマーカーＱ８ａ〜Ｑ１０ａ
の全てが上記の条件を満たさない場合、「疲労なし」と評価されてもよい。
【００７２】
このような観点から、好ましい実施形態において、本発明にかかる疲労評価方法は、（
１ ）被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値と、第１の閾値とを比較
する工程を包含し、（２ ）被験者から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値と、
第２の閾値とを比較する工程、（３ ）被験者から得た生体サンプル中のｃｉｓ−アコニ
ット酸濃度の測定値と、第３の閾値とを比較する工程、（４ ）被験者から得た生体サン
プル中のイソクエン酸濃度の測定値と、第４の閾値とを比較する工程、（５ ）被験者か
ら得た生体サンプル中のコハク酸濃度の測定値と、第５の閾値とを比較する工程、（６
）被験者から得た生体サンプル中のリンゴ酸濃度の測定値の、第６の閾値とを比較する工
程、および（７ ）被験者から得た生体サンプル中の乳酸濃度の測定値の、第７の閾値と
を比較する工程、の少なくとも１つをさらに包含することを特徴としており、好ましくは
、上記（３ ）〜（５ ）の工程の少なくとも１つを包含し、少なくとも（５ ）の工程
を包含することがより好ましく、（５ ）の工程の次に（４ ）の工程を行うことがより
好ましく、引き続いて（３ ）の工程を行うことがさらに好ましい。本実施形態にかかる
疲労評価方法は、（１ ）〜（７ ）において、測定値が対応する閾値よりも小さいとい
う条件が成立するか否かを判定する工程をさらに包含してもよい。これによって、被験者
が慢性疲労症候群であるか否かを９５％以上の確率で判定し得る。
【００７３】
また、上述した第３実施形態におけるバイオマーカーＱ１３〜Ｑ１８の少なくとも１つ
（またはバイオマーカーＱ１３ａ〜Ｑ１８ａのうち少なくとも１つ）を用いて、判別分析
、Partial Least Square、またはSupport Vector Machine等の分析を行うことによって、
基準値を用いることなく、慢性疲労症候群であるか否かを評価（診断または判定）するこ
とができる。例えば、バイオマーカーＱ１３〜Ｑ１８のいずれか３つ（例えば、Ｑ１３〜
Ｑ１５）を判別分析、Partial Least Square、またはSupport Vector Machine等の分析に
供することによって、より高度な判別を行い得る。特に、代表的な判別解析を行い、上述
したように、式（Ｂ）
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（ａ＊Ｍ２／Ｍ１＋ｂ＊Ｍ３／Ｍ２＋ｃ＊Ｍ４／Ｍ３）＋ｄ ・・・（Ｂ）
にＭ１〜Ｍ４の全てを入力して得られた結果に基づいて慢性疲労症候群であるか否かを判
定することが好ましい。また、バイオマーカーＱ１３ａ〜Ｑ１８ａのいずれか３つ（例え
ば、Ｑ１３ａ〜Ｑ１５ａ）を判別分析、Partial Least Square、またはSupport Vector M
achine等の分析に供することによって、より高度な判別を行い得る。特に、代表的な判別
解析を行い、上述したように、式（Ｂ ）
（ａ＊Ｍ２ａ／Ｍ１ａ＋ｂ＊Ｍ４ａ／Ｍ２ａ＋ｃ＊Ｍ５ａ／Ｍ４ａ）＋ｄ ・・・
（Ｂ ）
にＭ１ａ、Ｍ２ａ、Ｍ４ａおよびＭ５ａの全てを入力して得られた結果に基づいて慢性疲
労症候群であるか否かを判定することが好ましい。
【００７４】
このような観点から、好ましい実施形態において、本発明にかかる疲労評価方法は、（
１）被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度の測定値を得る工程、（２）被験者
から得た生体サンプル中のクエン酸濃度の測定値を得る工程、（３）被験者から得た生体
サンプル中のｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定値を得る工程、（４）被験者から得た生体
サンプル中のイソクエン酸濃度の測定値を得る工程、および（５）被験者から得た生体サ
ンプル中のコハク酸濃度の測定値を得る工程、を少なくとも３つ包含することを特徴とし
ており、得られた測定値を分析する工程をさらに包含することが好ましい。
【００７５】
本発明にかかる疲労評価方法を、本発明のバイオマーカーの第１実施形態および第２実
施形態に従って説明したが、本発明にかかる疲労評価方法はこれらに限定されず、例えば
、基準値を用いずに、被験者から得た生体サンプル中の、グルコース濃度の測定値、クエ
ン酸濃度の測定値、および、ｃｉｓ−アコニット酸濃度の測定値（必要に応じて、イソク
エン酸濃度の測定値、リンゴ酸濃度の測定値、および乳酸濃度の測定値）を用いて疲労を
評価する方法や、被験者から得た生体サンプル中の測定値と、それぞれの基準値とを比較
して疲労を評価する方法もまた、本発明にかかる疲労評価方法の範囲内であることを、本
明細書を読んだ当業者は容易に理解する。
【００７６】
本発明にかかる疲労評価方法は、被験者から得た生体サンプル中のグルコース濃度、ク
エン酸濃度およびｃｉｓ−アコニット酸濃度を測定する工程をさらに包含してもよく、必
要に応じて、イソクエン酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度を測定する工程をさらに包
含してもよい。すなわち、本発明にかかる疲労評価方法は、予め測定されたグルコース濃
度、クエン酸濃度およびｃｉｓ−アコニット酸濃度（および必要に応じてイソクエン酸濃
度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度）に基づいて実行されてもよく、グルコース濃度、クエ
ン酸濃度およびｃｉｓ−アコニット酸濃度（および必要に応じてイソクエン酸濃度、リン
ゴ酸濃度および乳酸濃度）を被験者から得た生体サンプルから測定する段階から開始され
てもよい。
【００７７】
本発明にかかる疲労評価方法において、第１〜第３の基準値が、それぞれ、複数の健常
者から得た生体サンプル中の平均グルコース濃度、平均クエン酸濃度および平均ｃｉｓ−
アコニット酸濃度であることが好ましいが、平均値に限定されず、二項分布等から得られ
る最頻値であってもよい。もちろん、第４〜第７の基準値についてもまた、複数の健常者
から得た生体サンプル中の平均イソクエン酸濃度、平均コハク酸濃度、平均リンゴ酸濃度
および平均乳酸濃度であることが好ましいが、平均値に限定されず、二項分布等から得ら
れる最頻値であってもよい。また、これらの値は、予め規定された値であっても、被験者
からのサンプリングと同時に健常者のサンプリングを行い、得られた生体サンプル中の各
代謝物質の濃度に基づいて算出された値であってもよい。
【００７８】
本発明を実行するに際し、生体サンプル中の代謝物質の濃度（グルコース濃度、クエン
酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハク酸濃度、リンゴ酸濃度お
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よび乳酸濃度）を測定する必要がある。当該分野において、グルコース、クエン酸、ｃｉ
ｓ−アコニット酸、イソクエン酸、コハク酸、リンゴ酸または乳酸を基質とする酵素反応
がよく知られている。このことは、このような技術を用いた測定キットが市販されている
ことからも明らかである。すなわち、当業者は、このような種々の技術を任意に利用して
、生体サンプル中の代謝物質の濃度測定を首尾よく行い得る。
【００７９】
〔３−２〕疲労評価キット
上述したような疲労評価方法を実施するために用いられる試薬を併せ持つキットもまた
、本発明の範囲内である。すなわち、本発明にかかる第１のキットは、疲労を評価するた
めに、コハク酸濃度を測定するための第５の試薬を備えていることを特徴としており、必
要に応じて、イソクエン酸濃度を測定するための第４の試薬をさらに備えていてもよく、
さらに、グルコース濃度を測定するための第１の試薬、クエン酸濃度を測定するための第
２の試薬、ｃｉｓ−アコニット酸濃度を測定するための第３の試薬、リンゴ酸濃度を測定
するための第６の試薬、および、乳酸濃度を測定するための第７の試薬からなる群より選
択される試薬の少なくとも１つをさらに備えていてもよい。
【００８０】
第１のキットは、コハク酸の濃度の基準値が表示された指示書をさらに備えていること
が好ましく、必要に応じて、該指示書には、イソクエン酸、さらにはｃｉｓ−アコニット
酸、なおさらにはグルコース、クエン酸、リンゴ酸および乳酸の濃度の基準値が表示され
ていてもよい。
【００８１】
当該分野において、当該分野において、グルコース、クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸
、イソクエン酸、コハク酸、リンゴ酸または乳酸を基質とする酵素反応がよく知られてい
る。すなわち、当業者は、このような種々の技術を任意に利用して、生体サンプル中の濃
度測定を首尾よく行い得る。例えば、第１の試薬は、グルコースを基質とする酵素Ｇｌｕ
ｃｏｓｅ ｏｘｉｄａｓｅ，ｐｅｒｏｘｉｄａｓｅであってもよく、その場合、好適な発
色試薬として酸化還元反応によって発色するもの（例えばｏ−Ｄｉａｎｉｓｉｄｉｎｅ）
が本発明のキットに備えられていればよく、第２の試薬は、クエン酸を基質とする酵素Ｃ
ｉｔｒａｔｅ Ｌｙａｓｅ，Ｍａｌｉｃ ｄｅｈｙｄｒｏｇｅｎａｓｅであってもよく、
その場合、好適な発色試薬としてβ−ＮＡＤＨが本発明のキットに備えられていることが
好ましく、第３の試薬は、ｃｉｓ−アコニット酸を基質とする酵素Ａｃｏｎｉｔａｓｅ，
Ｃｉｔｒａｔｅ Ｌｙａｓｅであってもよく、その場合、好適な発色試薬としてβ−ＮＡ
ＤＨ，ｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒａｚｉｎｅが本発明のキットに備えられていることが好まし
く、第４の試薬は、イソクエン酸を基質とする酵素Ｉｓｏｃｉｔｒａｔｅ Ｌｙａｓｅで
あってもよく、その場合、好適な発色試薬としてｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒａｚｉｎｅが本発
明のキットに備えられていることが好ましい。さらに、第５の試薬は、コハク酸を基質と
する酵素Ｓｕｃｃｉｎｙｌ ＣｏＡ Ｓｙｎｔｈｅｔａｓｅ、Ｐｙｒｕｖａｔｅ Ｋｉｎ
ａｓｅ、Ｌａｃｔａｔｅ Ｄｅｈｙｄｒｏｇｅｎａｓｅであってもよく、その場合、好適
な発色試薬としてβ−ＮＡＤＨが本発明のキットに備えられていることが好ましく、第６
の試薬は、リンゴ酸を基質とする酵素Ｍａｌａｔｅ Ｄｅｈｙｄｒｏｇｅｎａｓｅであっ
てもよく、その場合、好適な発色試薬としてＮＡＤ＋が本発明のキットに備えられている
ことが好ましく、第７の試薬は、乳酸を基質とする酵素Ｌａｃｔａｔｅ Ｄｅｈｙｄｒｏ
ｇｅｎａｓｅ、Ｇｌｕｔａｍｉｃ Ｐｙｒｕｖｉｃ Ｔｒａｎｓａｍｉｎａｓｅであって
もよく、その場合、好適な発色試薬としてＮＡＤ＋が本発明のキットに備えられているこ
とが好ましい。
【００８２】
また、上述したような疲労評価方法によって得られるバイオマーカーＱ１〜Ｑ７を、目
視にて検出する構成を有するキットもまた、本発明の範囲内である。すなわち、本発明に
かかる第２のキットは、疲労を評価するために、第５の比率を示す第５呈示部を備えてい
ることを特徴としており、第４の比率を示す第４呈示部をさらに備えていてもよく、さら
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に、第１の比率を示す第１呈示部、第２の比率を示す第２呈示部、第３の比率を示す第３
呈示部、第６の比率を示す第６呈示部、および、第７の比率を示す第７呈示部からなる群
より選択される呈示部の少なくとも１つ、をさらに備えていてもよい。本発明にかかる第
２のキットは、第１〜第７呈示部がそれぞれ設けられた別個の部材を備えていてもよく、
第１〜第７呈示部の全て設けられた単一部材を備えていてもよい。
【００８３】
第２のキットにおける第１〜第７呈示部はそれぞれ、測定値に応じて目視可能な色調を
呈示する構成を有していることが好ましく、呈示された色調と比較されるべき参照が記載
された指示書をさらに備えていることが好ましい。第１呈示部ではＲ１に基づいて第１色
Ｃ１が呈示され、第２呈示部ではＲ２に基づいて第２色Ｃ２が呈示され、Ｃ１およびＣ２
ならびに参照を比較することによって、バイオマーカーＱ１（すなわち、Ｃ１とＣ２との
差異に基づく値）を得ることができる。また、第３呈示部ではＲ３に基づいて第３色Ｃ３
が呈示され、Ｃ２およびＣ３ならびに参照を比較することによって、バイオマーカーＱ２
（すなわち、Ｃ２とＣ３との差異に基づく値）を得ることができる。このように、本発明
にかかる第２のキットを用いて得られたバイオマーカー（Ｑ１およびＱ２）を利用して、
被験者の疲労状態を評価することができる。また、必要に応じて、第４呈示部ではＲ４に
基づいて第４色Ｃ４が呈示され、Ｃ３およびＣ４ならびに参照を比較することによって、
バイオマーカーＱ３（すなわち、Ｃ３とＣ４との差異に基づく値）を得ることができるの
で、バイオマーカーＱ３をバイオマーカーＱ１およびバイオマーカーＱ２とともに利用す
ることもできる。本願明細書を読んだ当業者は、第５呈示部〜第７呈示部を同様に設けて
利用することができる。このような第１〜第７呈示部には、グルコース、クエン酸、ｃｉ
ｓ−アコニット酸、イソクエン酸、コハク酸、リンゴ酸、乳酸を基質とした酵素を利用し
た酵素−発色法を利用することができる。
【００８４】
本明細書中において使用される場合、用語「キット」は、特定の材料を内包する容器（
例えば、ボトル、プレート、チューブ、ディッシュなど）を備えた包装が意図されるが、
組成物としての一物質中に材料を含有している形態もまた、用語「キット」に包含される
。キットは、各材料を使用するための指示書を備えていることが好ましい。本明細書中に
おいてキットの局面において使用される場合、「備えた（備えている）」は、キットを構
成する個々の容器のいずれかの中に内包されている状態が意図される。また、本発明に係
るキットは、複数の異なる組成物を１つに梱包した包装であり得、溶液形態の場合は容器
中に内包されていてもよい。本発明に係るキットは、その複数の構成要素を同一の容器に
混合して備えていても別々の容器に備えていてもよい。「指示書」は、紙またはその他の
媒体に書かれていても印刷されていてもよく、あるいは磁気テープ、コンピューター読み
取り可能ディスクまたはテープ、ＣＤ−ＲＯＭなどのような電子媒体に付されてもよい。
本発明に係るキットはまた、希釈剤、溶媒、洗浄液またはその他の試薬を内包した容器を
備え得る。さらに、本発明に係るキットは、生体サンプルを採取するために必要な器具お
よび試薬を備えていてもよい。また、本発明に係るキットは、生体サンプルから目的の調
製物を調製するために必要な器具および試薬を備えていてもよい。
【００８５】
上記構成を有することによって、本発明にかかるキットは、実際の医療現場にて簡便に
使用することができるので、疲労をより速く、安く、客観的な診断を提供し得る。
【００８６】
なお、本発明にかかるキットを用いれば、疲労を評価し、治療法を提案し得るだけでな
く、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）の判断基準を提供することができるので
、疲労の状態であるか否かの診断が容易になる。すなわち、本発明にかかるキットは、疲
労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）の診断基準または判定基準を提供するためのキ
ット（例えば、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）を診断または判定するための
データを取得するためのキット）でもあり得る。
【００８７】
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〔３−３〕疲労評価システム
上述したような疲労評価方法を実行するために用いられるシステムもまた、本発明の範
囲内である。下記実施形態では、本発明に係る疲労評価システムを構成する各部材が、「
ＣＰＵなどの演算手段がＲＯＭやＲＡＭなどの記録媒体に格納されたプログラムコードを
実行することによって実現される機能ブロックである」場合を例にして説明するが、同様
の処理を行うハードウェアによって実現してもよい。また、処理の一部を行うハードウェ
アと、当該ハードウェアの制御や残余の処理を行うプログラムコードを実行する上記演算
手段とを組み合わせて実現することもできる。さらに、上記各部材のうち、ハードウェア
として説明した部材であっても、処理の一部を行うハードウェアと、当該ハードウェアの
制御や残余の処理を行うプログラムコードを実行する上記演算手段とを組み合わせて実現
することもできる。なお、上記演算手段は、単体であってもよいし、装置内部のバスや種
々の通信路を介して接続された複数の演算手段が共同してプログラムコードを実行しても
よい。
【００８８】
本発明にかかる疲労評価システムは、その機能ブロックとして、測定部１１、格納部１
２、ＣＰＵ１３、および表示部１４を備えている。測定部１１は、グルコース濃度、クエ
ン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハク酸濃度、リンゴ酸濃度
および乳酸濃度を測定する測定部１１ａ〜１１ｇとしての機能を有しており、格納部１２
は、グルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コ
ハク酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度の測定値Ｍ１〜Ｍ７を受容する測定値受容部１
２ａ、およびグルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸
濃度、コハク酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度の基準値Ｂ１〜Ｂ７を格納した基準値
格納部１２ｂとしての機能を有しており、ＣＰＵ１３は、疲労を評価するための情報を生
成する演算部１３ａ、および演算部１３ａからの評価情報を受け取って疲労を評価する評
価部１３ｂとしての機能を有しており、表示部１４は、評価部１３ｂによる評価結果を表
示する評価結果表示部１４としての機能を有している。なお、この機能ブロックは、ＣＰ
Ｕ１３が格納部１２に格納されたプログラムを実行し、図示しない入出力回路などの周辺
回路を制御することによって実現される。
【００８９】
第１実施形態にかかる疲労評価システムでは、グルコースについて以下のステップ１１
〜１６が実行される。測定部１１ａがサンプル中のグルコース濃度を測定し、グルコース
濃度測定値Ｍ１を取得する（Ｓ１１）。測定部１１ａが、取得したグルコース濃度測定値
Ｍ１を測定値受容部１２ａへ出力する（Ｓ１２）。演算部１３ａが、測定値受容部１２ａ
に格納されたグルコース濃度測定値Ｍ１を読み出す（Ｓ１３）。また、演算部１３ａが、
基準値格納部１２ｂに格納されたグルコース濃度基準値（第１の基準値）Ｂ１を読み出す
（Ｓ１４）。演算部１３ａが、Ｍ１のＢ１に対する比率（第１の比率）Ｒ１を算出する（
Ｓ１５）。演算部１３ａが、第１の比率Ｒ１を評価部１３ｂへ出力する（Ｓ１６）。
【００９０】
第１実施形態にかかる疲労評価システムでは、クエン酸について、上記ステップ１１〜
１６にそれぞれ対応するステップ２１〜２６が実行されて、演算部１３ａが、第２の比率
Ｒ２を評価部１３ｂへ出力し、ｃｉｓ−アコニット酸について、上記ステップ１１〜１６
にそれぞれ対応するステップ３１〜３６が実行されて、演算部１３ａが、第３の比率Ｒ３
を評価部１３ｂへ出力し、イソクエン酸について、上記ステップ１１〜１６にそれぞれ対
応するステップ４１〜４６が実行されて、演算部１３ａが、第４の比率Ｒ４を評価部１３
ｂへ出力する。
【００９１】
続いて、評価部１３ｂは、演算部１３ａによって出力された第１〜第４の比率Ｒ１〜Ｒ
４を受け取り、第１の比率Ｒ１を第２の比率Ｒ２とを比較する（Ｓ５１）。評価部１３ｂ
は、第１の比率Ｒ１が第２の比率Ｒ２よりも大きい（Ｒ１＞Ｒ２）と判定した場合に、「
疲労あり」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ５２）。評価
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部１３ｂは、第１の比率Ｒ１が第２の比率Ｒ２よりも小さい（Ｒ１＜Ｒ２）と判定した場
合に、第２の比率Ｒ２を第３の比率Ｒ３とを比較する（Ｓ５３）。評価部１３ｂは、第２
の比率Ｒ２が第３の比率Ｒ３よりも大きい（Ｒ２＞Ｒ３）と判定した場合に、「疲労あり
」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ５４）。評価部１３ｂ
は、第２の比率Ｒ２が第３の比率Ｒ３よりも小さい（Ｒ２＜Ｒ３）と判定した場合に、第
３の比率Ｒ３を第４の比率Ｒ４とを比較する（Ｓ５５）。評価部１３ｂは、第４の比率Ｒ
４が第３の比率Ｒ３よりも大きい（Ｒ４＞Ｒ３）と判定した場合に、「疲労あり」と評価
して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ５６）。評価部１３ｂは、第４
の比率Ｒ４が第３の比率Ｒ３よりも小さい（Ｒ４＜Ｒ３）と判定した場合に、「疲労なし
」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ５７）。
【００９２】
このような第１実施形態においては、ステップ４１〜４６が実行されてもされなくても
よく、Ｒ４が疲労の評価に用いられなくてもよい。この場合、ステップ５４の後に、評価
部１３ｂは、第２の比率Ｒ２が第３の比率Ｒ３よりも小さい（Ｒ２＜Ｒ３）と判定した場
合に、「疲労なし」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力すればよい（
Ｓ５８）。
【００９３】
上述したステップ５１〜５８については、Ｒ１とＲ２との比較を優先的に行う態様を例
に挙げて説明したが、Ｒ２とＲ３との比較、あるいはＲ３とＲ４との比較を優先的に行っ
てもよい。また、４つのステップ群（すなわち、ステップ１１〜１６、ステップ２１〜２
６、ステップ３１〜３６、およびステップ４１〜４６）が同時に実行されることによって
、Ｒ１〜Ｒ４の全てが取得されている場合を例に説明したが、Ｒ１〜Ｒ４の取得は同時に
行われなくてもよい。また、グルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度
およびイソクエン酸濃度を例に挙げて本実施形態を説明したが、コハク酸濃度、リンゴ酸
濃度および乳酸濃度を用いる場合も同様の処理が行われる。
【００９４】
本発明にかかる疲労評価システムにおいて、Ｒ１〜Ｒ７の差を用いて疲労を評価するよ
りもむしろ以下の処理が優先して実行されてもよい（第２実施形態）。第２実施形態にお
いて、格納部１２は、測定値受容部１２ａ、基準値格納部１２ｂ、ならびにグルコース濃
度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハク酸濃度、リン
ゴ酸濃度および乳酸濃度の参照値ｔ１〜ｔ７を格納した参照値格納部１２ｃとしての機能
を有している。演算部１３ａは、第１の比率Ｒ１を評価部１３ｂへ出力する（Ｓ１６）と
ともに、測定値受容部１２ｃに格納されたグルコース濃度の参照値（第１の参照値）ｔ１
を読み出して、評価部１３ｂへ出力する（Ｓ１１６）。評価部１３ｂは、第１の比率Ｒ１
および第１の参照値ｔ１を受け取り、両者を比較する（Ｓ１５０）。評価部１３ｂは、第
１の比率Ｒ１が第１の参照値ｔ１とほぼ等しい（Ｒ１≒ｔ１）と判定した場合に、引き続
いて、評価部１３ｂは、第５の比率Ｒ５および第５の参照値ｔ５を受け取り、両者を比較
する（Ｓ１５１）。評価部１３ｂは、第５の比率Ｒ５が第５の参照値ｔ５よりも小さい（
Ｒ５＜ｔ５）と判定した場合に、「疲労あり」と評価して、その評価結果を評価結果表示
部１４へ出力する（Ｓ１５２）。評価部１３ｂは、第５の比率Ｒ５が第５の参照値ｔ５よ
りも大きい（Ｒ５≧ｔ５）と判定した場合に、引き続いて、評価部１３ｂは、第４の比率
Ｒ４および第４の参照値ｔ４を受け取り、両者を比較する（Ｓ１５３）。評価部１３ｂは
、第４の比率Ｒ４が第４の参照値ｔ４よりも小さい（Ｒ４＜ｔ４）と判定した場合に、「
疲労あり」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ１５４）。評
価部１３ｂは、第４の比率Ｒ４が第４の参照値ｔ４よりも大きい（Ｒ４≧ｔ４）と判定し
た場合に、引き続いて、評価部１３ｂは、第３の比率Ｒ３および第３の参照値ｔ３を受け
取り、両者を比較する（Ｓ１５５）。評価部１３ｂは、第３の比率Ｒ３が第３の参照値ｔ
３よりも小さい（Ｒ３＜ｔ３）と判定した場合に、「疲労あり」と評価して、その評価結
果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ１５６）。評価部１３ｂは、第３の比率Ｒ３が第
３の参照値ｔ３よりも大きい（Ｒ３≧ｔ３）と判定した場合に、「疲労なし」と評価して
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、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する（Ｓ１５７）。コハク酸濃度、イソクエ
ン酸濃度およびｃｉｓ−アコニット酸濃度を例に挙げて本実施形態を説明したが、グルコ
ース濃度、クエン酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度をさらに用いる場合も同様の処理
が行われる。もちろん、確率の高いｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度および
／またはコハク酸濃度のみに基づいて疲労が評価され得る。
【００９５】
本発明にかかる疲労評価システムにおいて、以下の処理が優先して実行されてもよい。
本実施形態において、格納部１２は、測定値受容部１２ａ、基準値格納部１２ｂ、ならび
にグルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハ
ク酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度の閾値Ｔ１〜Ｔ７を格納した閾値格納部１２ｄと
しての機能を有している。演算部１３ａは、第５の測定値Ｍ４を評価部１３ｂへ出力する
とともに、測定値受容部１２ｄに格納されたコハク酸濃度の閾値（第５の閾値）Ｔ５を読
み出して、評価部１３ｂへ出力する。評価部１３ｂは、第５の測定値Ｍ５および第５の閾
値Ｔ５を受け取り、両者を比較する。評価部１３ｂは、第５の測定値Ｍ５が第５の閾値Ｔ
５よりも小さい（Ｍ５＜Ｔ５）と判定した場合に、「疲労あり」と評価して、その評価結
果を評価結果表示部１４へ出力する。評価部１３ｂは、第５の測定値Ｍ５が第５の閾値Ｔ
５よりも大きい（Ｍ５≧Ｔ５）と判定した場合に、引き続いて、評価部１３ｂは、第４の
測定値Ｍ４および第４の閾値Ｔ４を受け取り、両者を比較する。評価部１３ｂは、第４の
測定値Ｍ４が第４の閾値Ｔ４よりも小さい（Ｍ４＜Ｔ４）と判定した場合に、「疲労あり
」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する。評価部１３ｂは、第４の
測定値Ｍ４が第４の閾値Ｔ４よりも大きい（Ｍ４≧Ｔ４）と判定した場合に、引き続いて
、評価部１３ｂは、第３の測定値Ｍ３および第３の閾値Ｔ３を受け取り、両者を比較する
。評価部１３ｂは、第３の測定値Ｍ３が第３の閾値Ｔ３よりも小さい（Ｍ３＜Ｔ３）と判
定した場合に、「疲労あり」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する
。評価部１３ｂは、第３の測定値Ｍ３が第３の閾値Ｔ３よりも大きい（Ｍ３≧Ｔ３）と判
定した場合に、「疲労なし」と評価して、その評価結果を評価結果表示部１４へ出力する
。
【００９６】
また、基準値格納部１２ｂが存在しない場合、あるいは基準値格納部１２ｂに第１〜７
の基準値Ｂ１〜Ｂ７が格納されていない場合もまた、本発明にかかる疲労評価システムは
、疲労の有無を評価し得る（第３実施形態）。演算部１３ａは測定値受容部１２ａに格納
された測定値Ｍ１〜Ｍ７を読み出すとともに評価部１３ｂへ出力する。演算部１３ａは測
定値受容部１２ａに格納された測定値Ｍ１〜Ｍ７を読み出すとともに評価部１３ｂへ出力
する。続いて、評価部１３ｂは、演算部１３ａによって出力された第１〜第７の測定値Ｍ
１〜Ｍ７を受け取り、Ｍ１〜Ｍ７４の大小を比較する（Ｓ６１）。例えば、評価部１３ｂ
は、受け取ったＭ１〜Ｍ４から得られるＭ２／Ｍ１、Ｍ３／Ｍ２、Ｍ４／Ｍ３、Ｍ３／Ｍ
１、Ｍ４／Ｍ１、Ｍ４／Ｍ２の値を再度演算部１３ａへ出力する（Ｓ６２）。演算部１３
ａでは、例えば、入力されたＭ２／Ｍ１、Ｍ３／Ｍ２、Ｍ４／Ｍ３の値を用いた分析（例
えば、判別分析、Partial Least Square、Support Vector Machine等）を実行する（Ｓ６
３）。演算部１３ａから出力された分析結果を受容した評価部１３ｂは、カットオフ値に
基づいて慢性疲労症候群患者であるか否かの判別結果を評価結果表示部１４へ出力する（
Ｓ６４）。グルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度およびイソクエン
酸濃度を例に挙げて本実施形態を説明したが、コハク酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃
度をさらに用いる場合も同様の処理が行われる。
【００９７】
グルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハ
ク酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度を測定部１１が測定し、測定部１１にて得られた
値が測定値受容部１２ａに入力される態様を用いて、本発明を説明したが、予め取得され
たグルコース濃度、クエン酸濃度、ｃｉｓ−アコニット酸濃度、イソクエン酸濃度、コハ
ク酸濃度、リンゴ酸濃度および乳酸濃度が、直接測定値受容部１２ａに入力される態様で
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あってもよく、この場合は、本発明にかかる疲労評価システムは、測定部１１を備えてい
なくてもよい。
【００９８】
なお、本発明にかかるシステムを用いれば、疲労を評価し、治療法を提案し得るだけで
なく、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）の判断基準を提供することができるの
で、疲労の状態であるか否かの診断が容易になる。すなわち、本発明にかかるシステムは
、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）の診断基準または判定基準を提供するため
のシステム（例えば、疲労（慢性疲労、慢性疲労症候群を含む。）を診断または判定する
ためのデータを取得するためのシステム）でもあり得る。
【００９９】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【０１００】
健常者２０名（男女比＝１：１、平均年齢＝３６．１０歳；大阪市立大学附属病院から
提供）、慢性疲労症候群２０名（男女比＝１：１、平均年齢＝３６．１５歳；大阪市立大
学附属病院から提供）を対象とした。血漿中の代謝物の測定には、キャピラリー電気泳動
−質量分析器が用いられた。血糖値の測定には、Glucose analysis kit II（Biovision）
を用いた。統計解析には、SPSS 17.0およびAmos 18.0を用いた有意差検定、相関検定、お
よびパス解析を採用した。
【０１０１】
健常者および慢性疲労症候群（ＣＦＳ）の患者から採取した血液から血漿サンプルを調
製した。前処理した血漿サンプル中の代謝物質の測定を、慶応義塾大学先端生命科学研究
所に依頼した。その結果、分岐鎖アミノ酸を含む代謝物の大多数において、健常者とＣＦ
Ｓ患者との間に量的な差異を見出せなかったが、いくつかの代謝物の量が、ＣＦＳ患者群
にて有意に低下していることを見出した。図１には、健常者とＣＦＳ患者との間に量的な
差異が見られた、解糖系およびクエン酸回路を形成する代謝物を挙げた。
【０１０２】
次いで、疲労の有無に対応して血漿中の量が有意に変動した代謝物質と、パフォーマン
ス・ステイタス（ＰＳ）と相関を調べた。ＰＳは、疲労の主観的重症度の尺度であり、数
値が高いほど重症であることを示す。結果を図２に示す。調べた代謝物質のうちのいくつ
かが、ＰＳと有意な相関を示すことがわかった。
【０１０３】
さらに、疲労の有無に基づいて血漿中における量が有意に変動し、かつＰＳと有意な相
関を示した代謝物質について、因果関係を予想するパス解析にて詳細に解析した。なお、
これまでの結果に基づいてＣＦＳの患者における解糖系およびクエン酸回路に異常が生じ
ていることを推測し、同一サンプルにおける血糖値を別途測定し、同様にパス解析に供し
た。その結果、調べた代謝物のうちの３種類（グルコース、クエン酸、ｃｉｓ−アコニッ
ト酸）の血漿中の量に基づいてＣＦＳ患者を健常者と識別し得ることがわかった（図３）
。図３は、健常者とＣＦＳ患者との間での代謝物の比較を示す。図中、健常者における平
均値を１００としている。また、さらにもう１種類（イソクエン酸）の血漿中の量を用い
れば、ＣＦＳ患者を健常者とより判別しやすくなることがわかった（図３）。
【０１０４】
また、判別分析に基づいて、これらの代謝物の測定値を用いて、クエン酸／グルコース
比率、ｃｉｓ−アコニット酸／クエン酸比率、イソクエン酸／ｃｉｓ−アコニット酸比率
を３軸にて同時に評価することによって、正常群と慢性疲労症候群患者をほぼ完全に分け
ることに成功した（図４）。図３に示されたクエン酸／グルコースの勾配およびｃｉｓ−
アコニット酸／クエン酸の勾配と比較して、イソクエン酸／ｃｉｓ−アコニット酸の勾配
が緩やかであることから、正常群と慢性疲労症候群患者との判別には、イソクエン酸が他
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の３つの代謝物よりも重要でないかもしれないと考えられたが、図４に示された結果は、
このような予測を大きく超えていた。なお、この解析は、判別分析だけでなくPartial Le
ast Square、Support Vector Machineなどを用いた場合であっても、９０％以上の正確さ
でＣＦＳ患者を判別し得ることがわかった（データは示さず）。
【０１０５】
さらなる代謝物についても調べたところ、コハク酸もまた、血漿中の量に基づいてＣＦ
Ｓ患者を健常者と識別するに有用であることがわかった（図５）。ｃｉｓ−アコニット酸
は不安定であるのでサンプル中の濃度の測定が容易でないが、サンプル中のコハク酸の濃
度を用いれば本発明の実行をより簡便に行うことができる。また、判別分析の結果、クエ
ン酸／グルコース比率、イソクエン酸／クエン酸比率、コハク酸／イソクエン酸比率を３
軸にて同時に評価することによって、正常群と慢性疲労症候群患者をほぼ完全に分けるこ
とに成功した（図６）。なお、この解析もまた、判別分析だけでなくPartial Least Squa
re、Support Vector Machineなどを用いた場合であっても、９０％以上の正確さでＣＦＳ
患者を判別し得ることがわかった（データは示さず）。
【０１０６】
血漿サンプル中の代謝物質の測定値を解析ソフトＲ（フリーソフト、バージョン2.11.1
）に入力してランダムフォレスト（Random Forest）プログラムを実行した。Random Fore
stは識別、回帰、クラスタリングに用いられるアルゴリズムである。図７に示すように、
健常者と慢性疲労患者とを分類する際に、複数の測定項目の中で、イソクエン酸、コハク
酸およびＣｉｓ−アコニット酸が非常に重要であること、そして、イソクエン酸、コハク
酸およびＣｉｓ−アコニット酸のいずれかの１つを測定することによって被験者が慢性疲
労症候群であるか否かを判定し得ることがわかった。
【０１０７】
血漿サンプル中の代謝物質（図７に挙げた化合物）の測定値を解析ソフトＲに入力して
樹木モデル（tree-based model）プログラムを実行した。このプログラムは、決定理論の
分野において、計画を立案して目標に到達するために用いられる。表１に示すように、健
常者と慢性疲労患者とを分類する際に、複数の測定項目の中で、コハク酸が最も重要な因
子であること、そして、コハク酸測定値が閾値Ｔ２（１４．５６μＭ）よりも低くなると
、被験者が慢性疲労症候群であると９５％の確率で判定し得ることがわかった。次いで、
コハク酸測定値を除く残りの測定値を解析ソフトＲに入力して樹木モデルプログラムを実
行した。その結果、表１に示すように、健常者と慢性疲労患者とを分類する際に、コハク
酸を除く複数の測定項目の中で、イソクエン酸が最も重要な因子であること、そして、イ
ソクエン酸測定値が閾値Ｔ１（７．４６μＭ）よりも低くなると、被験者が慢性疲労症候
群であると９５％の確率で判定し得ることがわかった。さらに、コハク酸測定値およびイ
ソクエン酸測定値を除く残りの測定値を解析ソフトＲに入力して樹木モデルプログラムを
実行した。
その結果、表１に示すように、健常者と慢性疲労患者とを分類する際に、コハク酸および
イソクエン酸を除く複数の測定項目の中で、ｃｉｓ−アコニット酸が最も重要な因子であ
ること、そして、ｃｉｓ−アコニット酸測定値が閾値Ｔ３（１０．６６μＭ）よりも低く
なると、被験者が慢性疲労症候群であると９５％の確率で判定し得ることがわかった。
【０１０８】
コハク酸測定値、イソクエン酸測定値およびｃｉｓ−アコニット酸測定値を除く残りの
測定値を解析ソフトＲに入力して樹木モデルプログラムを実行した場合は、被験者が慢性
疲労症候群であると判定する確率が８０％を下回った。リンゴ酸をグルタミン酸およびイ
ソロイシンとともに測定することによって、被験者が慢性疲労症候群であると判定し得る
確率が９５％以上になり、乳酸をクエン酸およびクレアチンとともに測定することによっ
て、被験者が慢性疲労症候群であると判定し得る確率が９５％以上になる。しかし、複数
の物質の血漿中の量を測定することが必要になるので、あまり好ましくないといえる。
【０１０９】
このように、被験者の血漿中のイソクエン酸、コハク酸およびｃｉｓ−アコニット酸の
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いずれか１つを測定することによって、被験者が慢性疲労症候群であると９５％の確率で
判定し得ることがわかった。特に、コハク酸が最も重要であり、次いで、イソクエン酸、
ｃｉｓ−アコニット酸の順に重要であるので、単一の代謝物を用いて慢性疲労症候群の判
定を行う場合は、コハク酸の測定を行うことが最も好ましく、複数の代謝物を用いて慢性
疲労症候群の判定を行う場合は、コハク酸、イソクエン酸の順、あるいはコハク酸、イソ
クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸の順に測定を行うことが最も好ましい。
【０１１０】
なお、測定値を得る方法が異なることによって算出される閾値が異なる可能性がある。
この可能性を考慮して、ｔ１、ｔ２、ｔ３のいずれかが最小値よりも小さいという条件を
満たす場合に慢性疲労症候群であると判定することが好ましい。なお、本実施例における
ｔ１〜ｔ３はそれぞれ、被験者からのイソクエン酸、コハク酸およびｃｉｓ−アコニット
酸の測定値と、イソクエン酸、コハク酸およびｃｉｓ−アコニット酸の健常者の平均値と
の比率（％）を示す。また、参照値は「ｔ＝（閾値Ｔ／健常者の平均値）×１００％」に
よって得られる値であり、本実施例にて用いた解析対象化合物および解析ソフトウエアに
おいて、イソクエン酸、コハク酸およびｃｉｓ−アコニット酸に関する参照値はそれぞれ
６６．０％、６６．６％および６９．３％である。
【０１１１】
【表１】

【０１１２】
本発明を用いれば、簡便なキットでの疲労診断が可能になる。さらに、本発明を用いた
診断結果に基づいて、効果的な治療法を見出す可能性がある。例えば、強い疲労感や長期
にわたる疲労感を訴える患者に対して、本発明を適用することによって、疲労度の客観的
評価ができ、さらには慢性疲労症候群か否かの判別ができる。本発明による疲労度の評価
は、疲労に関する高度な知識を必要としないので、一般の医療施設においても実施可能で
ある。また、本発明を用いれば、生体内のエネルギー（ＡＴＰ）産生代謝系のどの部分に
異常があるかを推測することができるので、患者の生活指導に活かせるだけでなく、原因
と考えられる代謝系を促進する食薬、あるいは代謝異常下であってもエネルギー産生を促
進できる食薬を提供することが可能となる。
【０１１３】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
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得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
本発明を用いれば、疲労の評価および診断を客観的かつ簡便に行うことが可能となる。
本発明はさらに、疲労の治療に有用な技術を提供し得る。疲労は、非常に重大な健康問題
であるので、疲労の評価、診断および治療が実現することは、あらゆる産業にわたって大
いに貢献する。

【図１】

【図２】

(31)

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】
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