
 「10・23 ともに挑もう！慢性疲労症候群シンポジウムの感想アンケート」 

 

 

男性 52歳 CFSについて「聞いたことがあった」 

①FMS との類似的及び決定的な相違点 

②FMSの診断法は CFSにも使用できますか 

※東洋医学的治療法が有効と聞き、私も参加したいと思います。大泉の〇〇（鍼灸師） 

 

男性 41歳 CFSについて「はじめて知った」 

私 も病気は違いますが薬剤治りょうしております。薬の中には本人には強すぎて、集中力が低下し

たり、脱力感や突然貧血になったようなテンションの下がり方 等。これは良し、これはダメとはすぐ決

めず、その人の生いたち、育ったかんきょうによっても個々によって違ってきますし、すぐ発生する人も

いれば、徐々に 発生し何かが原因で突然発生する人もいます。アメリカの資料は貴重ですが、日本

人の体でどうなのかという所をはんれいとして、たくさんの人たち、細かな所 を調べて年齢どうこうで

なくて、ポジティブに取りくんでくれる事を願います。 

CFS迄いかなくても、うつ病とこの病気の中間のような精神障害の病気を最近聞きます。この中間の

ような病気も研究対象にして下さい。 

頑張れ！！ 

 

男性 64歳 CFSについて「聞いたことがあった」 

日 本でも一時期話題になった（とは言えメディアで大きく取り上げられる事はなかったが）CFSにつ

いて学習する機会を得た事はありがたいことでした。私の家 族や友人も病名は異なりますが、原因不

明で治療法の確立していない難病に悩まされています。海外の難病患者の実情や治療の取り組みを

知る事は、参考になる 面が多いと思います。 

CFS がこれ程重篤な症状を呈するとは正直認識不足なところがありました。今後は情報収集と告知

に努め、少しでも多くの人々に理解される様に微力ながら助力した いと思います。良い機会を与えて

いただき感謝いたします。併せて患者とご家族、支援の会の目標が達成される事を祈ります。 

 

女性 46歳 CFSについて「くわしく知っている」 

患者です。入会してから 2度目の映画上映会になります。 

  自身来日され感動致しました。 

社会活動をこのように行うことにより知名度 UPや研究がすすんで欲しいと心から思います。 

キム監督にもっとたくさん話がききたかったです。 

時間配分があまりうまくいってないように思えました。また会の焦点が広すぎるように思われます。もち

ろん患者として国に対する私も要望はたくさんありますが。しかし初めての試みなので十分だと思いま

す。 

 

女性 60歳 CFSについて「（くわしく）知っている」 



ふとしたきっかけで今回のシンポジウムを知り参加致しました。娘が慢性疲労症候群と診断されて 6

年、見守る家族も手探りの状態です。どのような治療を受けさせれば良いのか、どのように生活のレベ

ルを維持していけばよいのか、わからないことだらけです。 

今回このような患者の会があることを知り、少し心強く感じました。今後の診断基準の確立、治療方法

の確立、そして、CFSについて誰れでもが知っている世間の実現を願っています。 

 

女性 42歳 CFSについて「くわしく知っている」 

大変貴重な情報をありがとうございました。 

CFS という診断を受けていませんが、ほぼほとんどの症状に当てはまり、17～18年それらの症状を

抱えて生活しているような状況です。しかし、診断出来る医師がどこに居るのか分からない事や、

Clinic、病院へ行っても（誤診）され、結局何も改善する事が出来ません。 

これら症状のために様々なことが上手くいかず、人生目標を達成することが出来ず困っております。 

多くの人、特にまず医療従事者への情報を個々の病院や医師会、看護協会などに発信することが大

切だと感じました。又、一般への認知はマスコミの力が大きいと思います。 

 

女性 31歳 CFSについて「はじめて知った」 

今日は医療ガバナンスのメルマガで知り参加させて頂きました。 

とても多くの先生方がご活躍なさり大変感動致しました。 

それから、経験的な内容とこれからの課題は重要だと感じさせて頂きました。それが、医療と社会の問

題なんだなと気付け大変貴重な時間を過ごすことができました。CFSを含めて、全世界の人々が幸せ

であって欲しいと願います。 

早期発見できるような診断基準が望まれるのかなと思い、今回、この CFS という病気を知っていきた

いと存じます。 

 

男性 35歳 CFSについて「くわしく知っている」 

CFSの患者さんが穀物菜食、食事療法、自然療法を試してほしいと感じた。 

 

女性 -- 歳 CFSについて「（くわしく）知っている」 

ようやく暗闇から脱しつつある？患者です。 

午前の映画について、一言では書けませんが… 

病気になってから人と接することができない期間が長くなると、自分はどういう人間だったかも分からな

くなってきます。自分の考え、価値観、存在価値、評価等は全て、人との交わりの中で見出していくも

のなんだと実感し、人の輪の中に入りたいと願います。 

その一方、人と比べてみじめになったり、誤解されることへの怖れから、人と会うことに臆病になってい

きます（体がしんどいことはもちろんですが）。 

今日映画を見て、そのように感じること自体、自分自身が病気に対して偏見を持っているのかもしれな

いと感じました。時間はかかるかもしれませんが、もう少し堂々としていきたいと思いました。 

キ ム監督に伺いたいのですが、映画製作から 10年経ち、患者以外の方々の理解が変化してきたと



いう手応えを少しでも感じられますか？日本でもいい変化が生ま れたらいいなと思います。（ ）又、映

画の中の高校生は現在はどうしてらっしゃいますか？彼をみて、私も頑張らないとと思いました。応援

してます。 

キム監督も篠原さんも、しんどい中自分のできることをされていて、頭が下がります。 

他の関係者の方もみなさん頭が下がります。 

貴重な体験をありがとうございました。 

 

女性 60歳 CFSについて「知っている」 

第一歩としての希望が与えられたと思いました。 

いろいろありますが実態調査に是非協力したいと思います。 

家族が 21才のとき感染症になりその後 CFSの状態です。現在 30才です。 

 

女性 38歳 CFSについて「くわしく知っている」 

以前、「アイリメンバーミー」の上映会に参加したが、その時に比べて、貴会の活動範囲も広がり、社会

における認知度も徐々に高まってきているのではないかと感じている。 

患者同士だけでなく、医療関係者、自治体・行政、メディアなど多くの人を巻き込んで積極的に継続的

に活動を展開している点に共感している。 

今後も多くの賛同者とともに、（病患）の啓発と（研市）活動をあきらめずに頑張っていただきたい。 

 

男性 59歳 CFSについて -- 

私は内科医師ですが、今まで何例かみのがして、うつ病と診断して、精神科に紹介したり、SSRIを処

方したのではないかと、心配しています。 

もっと地域の医師会で講演会をして、医師会を通して、病態を地道に広めていくことが必要だと思う。 

会場や会の構成がよかった。 

 

女性 37歳 CFSについて「詳しく知っている」 

遅れて 15：45頃に来たので残念ながらほとんど拝見することができませんでした。可能であれば、

ustなどで配信していただければありがたいです。 

会場自体は 18 号館は見やすく座りやすいので良いかと思うのですが、やはり東大は駅が不便なのと、

東大構内がわかりにくいので、せめて構内に案内図を立てていただければ助かります。 

 

女性 24歳 CFSについて「詳しく知っている」 

 「I Remember Me」について  

途 中泣き出しそうになるほど心を動かされる映画でした。私も CFS と診断されていますが、まだ原

因がわかっておらず、自分だけでなく多くの人を苦しめている 病気なんだなということがわかりました。

病気になる前と後で私は良い方向にも良くない方向にも変わりました。素質もあったのかなあと思いま

す。映画でも出 てきましたが、患者が自殺することにより一番悲しむのは家族なんだなと思いました。



また、スティーブン君のように友人の支えがあって希望を持ち続けること により、夢が叶うこともあるん

だということを知った。 

私 の場合、インフルエンザウイルスの感染や器質的疾患など全くなく、この病気にかかってしまっ

た。いろんな人に対し怒りを感じたり逆に感謝したりなど様々な 感情が私の中にあります。なぜ自分

がこの病気になってしまったのかどうしても納得がいかないこともあります。でもこれも個性であり、神

様からの贈り物なの かなと思ったりします。 

今 回のシンポジウムで私はなんらかの答えを求めて来ました。病気について単なる情報だけでなく、

今後どのように生きて行けばいいのか、人生の答えを求めてい ました。しかし答えは明確でなく、ます

ます難しく考えてしまいますが病気の人を救おうと人の優しさ、温かさに触れることができてとてもよか

ったです。 

 

女性 55歳  

 米国の患者会に研究費への資金援助を行う団体があるとのこと。主なスポンサーは誰なのか？資

本規模は？援助の際の評価基準は？海外では一般的なのか？ 

 

女性 31歳 CFSについて 聞いたことがあった 

感想 高校生がある日突然寝たきり、胃ろう？は厳しい。映画に出てきた人たちは今どうしているの

か？新宿溝口クリニックのブログに慢性疲労症候群について栄養アプローチが良いケースがあると

2008年に記事になっていました。私は低血糖症でかかっています。 

 

女性 33歳 CFSについて「詳しく知っている」 

感想 最初の各挨拶が、文章を読み上げているだけで、入力されづらい。もう少しスムーズなスピーチ

とわかりやすいパフォーマンスが今後必要だと思う。心に響かない。せっかく丁寧にスピーチしてらっし

ゃるのに。篠原氏はわかりやすく伝わり易かった。 

私は現在PS7ですが、家族親戚に「うつ病」「偏頭痛」が多くおり、症状はむしろCFSではないかと感じ

ます。遺伝的要因も多く関与するのではないかと調べていただきたいです。期待しています。 

 

男性 22歳 CFSについて 「初めて知った」 

 認識を改められました。ありがとうございました。 

さまざまな視点から勉強でき学べました。 

マイクの質が悪すぎる。 

 

女性 71歳  

リメンバーミーは、１回目は怖くて心騒ぎましたが、今回は沢山の患者さんがこの映画を通し、希望

をもつことができると確信しました。 

患者家族、篠原さんやスタッフの皆様に心より感謝致します。 

このことを通して治療が解明されるように切に願っております。 

日本の医療関係者全員が CFSを理解してください。治療法を見つけてください。 



 

男女など記載なし 

 山野先生 

慢性疲労症候群、線維筋痛症を見ていらっしゃるとのことですが、治療は具体的になにをされていらっ

しゃるのでしょうか？天野先生のように漢方とかビタミンですか？ 

 

女性 24歳 CFSについて 「詳しく知っている」 

CFSにおいてはっきりとした遺伝的異常はあるのでしょうか？ 

オーダーメイド医療が実現されることを楽しみにしています。 

また、和温療法が有効であることを知り、非常に良かったです。 

社会保障の申請の仕方について、これほど詳しく教えてもらったのも初めてです。 

 

女性 69歳 CFSについて 「聞いたことがあった」 

東久留米市から始まった運動、私もどうなるのかと思っていました。たいしたお手伝いもできず申し

訳ありませんが、今日沢山の人の参加で大きく前進しているのを目の当たりにして、すばらしさに感激

しています。 

これからの発展に微力ながらやっていきたいと思います。 

今日はありがとうございました。 

男性 49歳 CFSについて「初めて知った」 

このような病気があるのに、社会的に救済される仕組みができていないことを知り、いきどおりを感

じました。給付をしぼったとしてもこのような疾患を対象としていかないのであれば、介護保険、障がい

者福祉とはなんなんだと思いました。 

CFSを考える会の皆様、頑張ってください！ 

 

女性 59歳 CFSについて 「聞いたことがあった」 

①難病指定あるいは障がい者認定などの支えができることを願っています。 

②近くにも似たような症状の方がいらっしゃいます。何かサポートできればと思っております。まずビデ

オをその方にお届けしたいと思い、求めさせて頂きました。入会用紙も添えてお届けする予定です。

(CFSの病名はついていない方ですが、、、) 

③お辛い中にある方々が少しでも慰められますように思っています。どうぞお大事に。 

④病気の解明を願っています 

⑤細田先生の社会保障を得るための( )参考になりました。(障がい者認定、難病認定がなくても可能

なのかもしれないと、、、) 

 

女性 33歳 ＣＦＳについて「くわしく知っている」 

私 は、ＣＦＳ患者の１人です。現在私は３３歳、ＣＦＳを発症して１７年となりました。長い闘病、道の

りでしたが、今日、このように「ＣＦＳのシンポジウム」 を開催できるまでになった事、本当に嬉しいです。



この様な機会を、もっともっと増やしてゆけるようにと、思います。皆で勉強し、本当に「共に考えてゆき

た い」そう思いました。 

今日ここに来ることが出来なかった患者さん、御家族とも、ともに共有できることを願います。 

 

女性 59歳 ＣＦＳについて「くわしく（ある程度）知っている」 

アイリメンバーミーはＤＶＤで観ていました。 

直接キム・スナイダー監督の声を聞くことで、更に身近になりました。 

現在はお元気そうに見えますので、この病気が決して良くならない病気ではないという希望を持てまし

た。（私の従妹が患者でとても苦しんでいます。） 

原因究明、治療法の確立もさることながら、患者をとりまく社会の差別から患者を救い出す制度を作り

上げることがまず第一歩であると、痛感しています。 

様々の分野の方々の協力により、少しずつ病気に対する理解を広めることが始まり、誤診を含め、ま

だ埋もれている患者さん達が安心して暮らせる時が一刻も早くくることを願っています。 

 

女性 年齢記入なし ＣＦＳについて「聞いたことがあった」 

私自身、化学物質過敏症（ＣＳ）患者で、ＣＦＳと症状が重なる部分が多く、ＣＦＳの詳細を知りたかっ

たため、今日、参加し、様々な専門の方のお話をきくことができて、とても参考になりました。 

ＣFＳも、いまだに、精神的なものという偏見と、医療関係者の無理解がぬぐえませんが、一緒に少

しずつ歩いていきたいと思います。 

 

男性 （  ）歳 ＣＦＳについて「くわしく知っている」 

ＢＵＴＳＳ（バッツ症候群）を提唱してきましたが、今日の話をきいて感じたこと。 

平 成元年から、夏のクーラーの害を調べている間に、ＣＦＳを（Ｎｅｗｓｗｅｅｋで）知った。日本では、早

期のことであり、ＣＦＳの原因としては、夏の Ｃｏｏｌｅｒで、身体を冷すこと（２~３年ではなく、１０~３０年

間）から、年中風邪をひいた状態になり、これから始まるＣＦＳソックリなもので、程度の 低いものから、

ＣＦＳを完全に合致するものまであります。 

約５０００名以上のＢＵＴＳＳ。そのうちの約１０名が、ＣＦＳに合致する患者さんがおりました。 

丁度今日の発表をされた内容で、自律神経の症状を説明出来ることが多くありました。 

丁度良い時期にＣＦＳをのぞき見えて、有難かった！！！ 

 

女性 年齢記入なし ＣＦＳについて 「少しは知っている」 

午前中の映画は、ＣＦＳの病状が良くわかり、大変勉強になりました。自分の知識が広がりました。又、

午後からは、医師の方から現状をお聞きすることが出来、ＣＦＳについての理解も深まりました。時間

が短く、残念でしたが、充実していた映画上映シンポジウムでした。 

カナダの合意文書概要も入手でき、これを（  ）って、詳細の認定基準を知ることが出来ました。 

皆様のご苦労で、貴重な一日を過ごすことができました。ありがとうございました。 

 

女性 46歳 ＣＦＳについて「２０年以上前にＣＦＳと診断されたことがあった」 



すばらしいドキュメンタリーだ。Ｋｉｍ氏に感謝したい。 

疾病が周囲に周知されるまでの過程で生じるｓｔｉｇｍａに患者が２重にも苦しみ、医師を含む科学者た

ちが誠実さを欠いていく流れは、ＣＦＳのみに限ったことではない。 

そういった意味においてこのドキュメンタリーは社会学的にも多くの示唆に富んだものになっていると

感じた。 

私は中学校高等学校の教員だが、是非とも生徒たちとこのドキュメンタリー作品を共有したいと感じ

た。 

 

女性 67歳 ＣＦＳについて「はじめて知った。」 

会 場の中に病気（『慢性疲労症候群』）の方が１０名くらいおられました。「仲間がいることが力とな

る」。この世になくって良いものはなにもない。マイナスは プラスへと進むものなのです。すべて良い方

へ心を向ければそこから明りがあります。がんばっておられる方達と出会えたことに「ありがとう」と思

います。 

  病気とは、まちがい人生をきずかせるためにある。社会悪とか、自分の無知なところとか、ひふみ神

示（ふで）を声に出して７０回読んで、いろんなことを見えない所までも、かんしゃなのです。楽しい人生

はこれからです。１／３になり平和にみちた未来です。 

 

女性 ５０歳 ＣＦＳについて「くわしく知っている」 

娘が１４才（現在１８才）の時からＣＦＳと思われる症状で苦しんでいます。 

（ＰＳレベル：７）ですので受験もできず高校へはいっていません。 

主人はアメリカ人で、主人のいとことその娘がＣＦＳで認定され、国からの支援を受けています。 

今回のシンポジウムを知り、参加することができ、大変励まされました。色々な意味で苦しんでいる

多くの人々にとって大きな助けとなり、希望を与え、知識を高めるものであったと思います。 

考える会の皆様に、心から感謝し、これからも続けてできる限りの支援をさせて頂きたいと思います。

（娘以外の家族全員で参加しました） 

 

男性 46歳 ＣＦＳについて「くわしく知っている」 

１９９７年から発症し、いくつもの病院で治療をしましたが、結局完治せず、ある程度状態が改善した

ので、通院もやめ、ＣＦＳに対する情報収集もおこたっていました。 

本日の会により、最近の情報が収集でき、とても有意義でした。 

 

（性別記入なし） ２０歳 ＣＦＳについて「聞いたことがあった」 

・社労士のことなど、制度面で現実的にできることがあるということを学ぶことができた。 

・明らかにされていないだけで、実際には非常に多数の患者がいる、と知れてよかった。 

 もっと、関心を持って社会に目を向けよう、と思わされた。 

 

女性 58歳 ＣＦＳについて「くわしく知っている」 

篠原さん、有原さん、みなさん、今日は私も強く感動させていただきました。 



数年のうちに、ここまで実現されたこと、言葉がありません。社会学、公共哲学など、学ぶことがたくさ

んありました。（大きなスペースではありませんが記事にします。） 

 

男性 31歳 ＣＦＳについて「くわしく知っている」 

シンポジウムの成功、おめでとうございます。 

少人数の手探りで活動されてきた会が、こんなにたくさんの人々の協力と反響を起こすことができたこ

とに、驚嘆しています。 

キム監督とのお話を映画の上映後にしていただいたことや、お昼の休憩時間を長めに設定していた

だいたことで、体調に不安を持つ者にとって、参加しやすいシンポジウムだと思いました。 

事務局のみなさま、ありがとうございました。 

 


