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２０１１年１０月調査 

 

慢性疲労症候群（ＣＦＳ）をともに考える会 

〒１７７－００３３東京都練馬区高野台３－１１－１２采明ビル２Ｂ 

℡：０３-６９１５-９２８１ Fax：０３－６９１５－９２８２ Email:cfsnon@gmail.com 

※ 会員の患者や家族の方に、アンケート用紙を送って設問に答えを書き込んでもらい、 

Eメール,ファクス、手紙などで送って頂きました。 

設問は、①年齢、②性別、③症状の重さを表わすＰＳ値、④診断を受けているか否か、 

⑤症状について、⑥医療関係者への要望、⑦厚生労働省への要望 以上です。 
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以下の結果は、設問の④診断を受けているか否かに基づき、診断を受けている方のご回答を前半に、診断を受

けていない方のご回答を後半に示しています。 

 

■診断を受けている方 

 

（１） 

３７歳 ・ 女性 ・ PS 値 ９ ・ 専門医による診断を受けている 

★ 症状の辛さ 

一番症状が重い時は、筋肉を動かすことができず、話すことが難しく、呼吸も苦しく、食事、排泄、入浴、起居

動作すべてにおいて介助が必要であった。とにかく、一日臥床しており、リクライニングをギャッジして起こしても

らっていた。移動は、入院中はストレッチャーであった。とにかく、このまま進行すれば死んでしまうと毎日恐怖で

あった。 

今は、やや症状が改善してきたが、座位保持が１０分から１５分程度、話すことが１０分から１５分程度、またこれ

を行なうと２時間ほど休息を取らないと厳しい。この状況で、社会の支援を受けられない状態ならば、どのように

して生きていく楽しみを見つけたらよいのであろう。 

 

★ 医療関係者への要望 

症状がかなり辛いです。自分が体感する症状は自分の意思とは全く関係なく体が動かなくなります。疲労とい

う言葉があっているのか分からないくらいです。動作は持久力がないと成立しませんが、私の今の状態は持久力

が欠如、もしくは軽減されているため動作に結びつかないのです。 

お医者様もなかなか理解しがたい状況だとは思います。しかし、患者本人は、医師もわからない病気となり、も

っとずっと不安なのです。そんな状況に長く置かれたら精神を病むこともあると思います。まだ未解明な病気で

あっても医師の一言で、救われることがあります。 

どうか、患者の存在を否定しないでください。 

また、専門医の病院を受診することが困難な状況にあります。各県、市町村において慢性疲労症候群のよう

な難病を受診できる医療機関ができることを希望いたします。 

そして、これから研究していただけるということに希望を見出しております。 

 

★ 厚生労働省への要望 

「制度の谷間」を作らないでください。行政の方に相談して、我が家が大変な状況にあるということは、皆さん

理解を示してくれるのですが、医師が手帳申請の書類を書いてくれないことには、福祉サービスが受けられませ

ん。 

ある医師に、「厚労省の方も慢性疲労症候群に理解を示してくださいということを言われています。」と訴えた

ことがあります。すると医師は、「では厚労省の人に診断書を書いてもらってください。」と仰いました。すごく切な

かったです。でも、行政の人が判断して受けられるサービスがあってもいいのではないかな？と思いました。日

常生活を実際に見てもらえるのは、市町村の保健師さんだと思います。また、専門医の病院を受診できない患

者さんが多く、一層手帳までの道のりは長くなります。しかし、現実は手帳社会であり、県や地区単位で慢性疲

労症候群などの難病も手帳の認定できる医療機関があればよいと思います。 

 

福祉用具においても、購入補助やレンタルサービスがあればよいと思います。 
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私は、リクライニングベッド、リクライニング車椅子をレンタル、ポータブルトイレ・シャワーチェアを自費で購入い

たしました。今は、中古のリクライニング車椅子があります。プラス、介護費・医療費がかかり、経済的負担は計り

知れません。 

家族構成としまして、夫と３歳の子供と３人暮らしです。夫は仕事、慣れない育児・介護・家事をこなしてくれて

います。近くに頼れる人もおらず、社会的にも孤立しています。 

２０１１年４月に、状態が悪化したため、今は私のみ実家にいます。夫は、保育園行事や私の付き添いなどで

会社の有休を全て消化しております。家族環境においても、経済状況を加味したサポートサービスがあればあり

がたいと思います。 

病気になったのは私自身ですが、社会的孤立・経済的負担・介護負担・病気への不安を家族もともに背負い、

苦しい状況です。 

どうか、色々な面からの検討をお願いします。 

 

（２） 

患者さんの年齢 ３６歳 ・ 女性 ・ 患者のご家族から 

★長女は小５の秋に、風邪をひいた後、激しい頭痛倦怠感などを訴え、どんな重病になったのかと思いました

が、検査の結果は特に異常はなく、当時騒がれていた（昭和６０年頃）不登校といわれ、親もドクターの言葉を信

じて長女に辛い思いをさせました。 

２０歳の時、当時 CFS の研究班だった〇〇大学の〇〇先生の許を訪問、CFS と診断されました。〇〇先生が

間もなくお亡くなりになったので、それ以後は専門のドクターに言われていません。対症療法だけで１６年きまし

た。症状は徐々に進み、生活の質はほぼ５年毎に大きく退化しています。今はほとんど一日中ベッドの中ですご

し、全てのことに人手が要ります。親は彼女が楽しい思いをすれば、免疫が上がって少しは良くなるのではない

かと思ってきましたが、どんな楽しい経験をしても後がしんどくなるので、免疫のことだけ考えても症状の改善に

はなりません。 

母親の私は不安だらけです。 

その１は、専門医にかかっていないこと（遠くて体力的に行けないのです） 

その２は、症状が進むこと。 

そして、もっと早く対処すればよかったとの思いでいたたまれない気がします。 

患者本人はもちろん、私も非常に孤独な思いがします。 

色々な夢を体力がないために諦めてきた長女（病気に関して）に、ほんの少しでも体力がついて、一つでもやり

たい夢が叶うよう、いつも願っています。 

そのためにも、早くウィルスを調べる研究班ができ、ウィルスが見つかって長女がその治療を受けて、せめて少し

でも普通の生活ができるよう（長女は発病以来、ほとんど家で暮らし、外に出ることはたまの病院以外ありません）、

切望しています。 

長女が絶望的な状況の中でも、明るく暮らしているのは、親の私から見て特筆すべきことと思います。長女は

自分の経験を伝えることで、自分のように全ての夢を諦めなければならない様な人が、一人でも減るよう願って

います。彼女はそれを文章にして残したいと思っていますので、そのための体力がぜひ回復しますよう願ってい

ます。 

 

（３） 

３６歳 ・ 女性 ・ PS 値８～９  専門医による診断を受けている 
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★ 私は１０歳の時に風邪をひいたのをきっかけに CFS を発症し、今年で２６年になります。 

当時の日本の医療現場では、CFS とは判らず、不登校とみなされ非常に辛い思いをしました。 

その後、２０歳のときようやく、CFS の確定診断を受けましたが症状は改善されず、年々少しずつ悪化していま

す。 

発病から１０年もの間ずっと、身体に鞭打って無理に無理を重ねてきたことが大きな原因であり、せめてあと２、

３年早く診断を受けられていたら、ここまで悪くならずに済んだと思います。 

また、２３歳頃から婦人科系の病気、２５歳頃から慢性甲状腺炎、２９歳の時に伝染性紅斑から血管性紫斑病に

なり、特に婦人科系の病気では今も大変苦しんでいます。 

いずれの病気も CFS とは無関係ではなく、健康な女性に比べ、CFS の女性は婦人科疾患にひっかかることが

多いと言う報告が学会でされたことがあるようですし、甲状腺の炎症は CFS の症状の一つです。伝染性紅斑は

CFS で免疫が下がっている為に感染したと思われますので、CFS によって様々な余病まで併発して、体調は

益々悪化している状態です。 

世話をしてくれる人がいなければ、一日も過ごすことができません。 

一年３６５日、極度の疲労感に襲われ続けることだけでも辛いのに、その上多彩な症状に見舞われ続けるのは、

言いようのない苦しみです。 

にもかかわらず、他府県の病院まで行くしかない為、専門医にかかることもできず、大変孤独な闘病生活を送

っています。また、不登校、怠け病とみなされ、十年間精神的にもたくさんの苦痛を味わった心の傷も未だに残

っています。 

 

このように、小児期に CFS を発症した場合、成人の CFS とはまた違う様々な問題を引き起こします。私の場合

は１０歳から殆ど学校へ行くこともできず、進学、仕事、恋愛、結婚、出産、と人並みの人生は諦めざるを得ませ

んでした。 

誕生日を迎える度に、一つ一つ夢の灯を吹き消すようにして生きてきました。今や両親も高齢で、次第に私の

世話が負担になってきています。自分の将来を想像した時、病苦に苛まれながら病床で孤独に生きている姿し

か浮かんでこず、何の希望を抱くこともできません。 

私はそれでも生ある限り、絶望の中を生きて行く覚悟をしていますが、自ら命を絶ってしまう患者さんがいるこ

とも、CFS を取り巻く現状を思えば、無理からぬことと思います。 

今のままでは、かつての私と同じように CFS に苦しむ子供達も私と同じような希望のない人生を歩むことにな

ってしまいます。ですが、今ならまだ間に合います。 

厚生労働省には一日も早く再び研究班を発足させ、患者の実態を把握し、病気の原因を究明して、治療法を

探って頂きたいです。それによって沢山の患者の人生が変わるのです。 

どうか一人でも多くの患者を救ってください。 

私の心からの願いです。 

 

（４） 

５５歳 ・ 女性 ・ PS 値８～９  専門医による診断を受けている 

★ 医者、看護士、保健師、行政の人達に家の中に閉じこもっている事はおかしいでしょ！ 

と、尋ねたが、誰一人おかしいという人はいなかった。何の制度も使えないと言われた。仕方のないことだと言っ

た。 

私は外出手段があれば、買い物にも出かけたいし、コンサートにも出かけたいが、何の支援もなかった。色々
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なボランティアにも電話をした。難病センターにも電話をした。しかし、指定されてないものには相談にものっても

らえなかった。 

すごく孤独だった。 

友達も具合が悪いというと、じゃあ今日は遠慮するねと言って、友人は誰も来なくなった。外出できる方法を考え

てほしい。 

生活費は年金だけではやっていけない。 

夫がいなくなった後、自分で通院も色々な手続きをしてくれる人はいない。 

 

（５） 

５８歳 ・ 男性 ・ 患者のご家族から 

★ 症状の辛さ 

１．この病気は、周囲の理解が得られない（たとえ家族でも）、私の家内は発病後、２０年を過ぎているが、いまだ

に私は症状の把握ができないときの方が多いような気がします。そして、長女が同じ病気を１０年位前に発症し、

家族だけでは２人の患者を支えきれなくなっております。 

２．医療関係者が、慢性疲労症候群に対して、前向きな姿勢で対処してくれず、年々体力が低下し、以前はでき

たことが少しずつできなくなるのを見ているのが辛い。 

 

★ 医療関係者への要望・期待 

１． 医療関係者が慢性疲労症候群に対して、海外の状況等についても把握し、少しでも患者が楽になるように、

患者と共に行政に働きかけていただきたい。 

２． 慢性疲労症候群の原因を調べ、対処方法をできるだけ早く確立して欲しい。 

３． 現在、地域の医療機関では、病気の診断ができない状況が続いており、少しでも早く各県の医療機関にて

診断できるようにして欲しい。 

４． 医療関係者の慢性疲労症候群に対する認識が低く、慢性疲労との区別を明確にして欲しい。 

 

★ 厚労省への要望・期待 

１． 出先機関まで慢性疲労症候群の症状の辛さ・生き辛さを伝達し、患者の身体障害者手帳の発行が容易に

行なえるようにして欲しい。とても家族だけでは患者を支えきれず、支援が必要です。また、支援がなければ

家族も共に倒れてしまいます。 

２． 研究班を立ち上げ、海外情報等も考慮して、慢性疲労症候群の診断基準の確定、原因究明を早急に行な

って欲しい。 

 

（６） 

２８歳 ・ 女性 ・ PS 値８～９  専門医による診断を受けている 

★ １０年ほど前に CFS と診断され、起きていられないほどの倦怠感、脱力感、筋肉痛、頭痛その他の症状を抱

えて生活上、本当に困難を極めています。 

母も２３年前に発症し、２０年前に診断され、母娘で CFS です。共に PS 値は、８～９です。 

去年より妹も、EB ウィルス、サイトメガロウィルスに罹り、今は入院中です。 

諸々の検査に顕著な異常はなく、CFS 様症状があり、一つの家族から３人目が出るのではと 

戦々怖々としています。 
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生活上の困難を打開するため、行政に相談に言っても、CFS の患者が使える制度は皆無といわれ、家族

の自助努力で生活してくださいとの一点張りで、全く公的支援が受けられません。家族の自助努力でと言わ

れても、４人家族中３人が CFS または、入院となった現段階では生活が成り立ちません。家政婦さんをおね

がいしていますが、一ヶ月で十数万は下りません。経済的にも立ち行きません。以上が現状です。 

 

医療関係者には、CFS の患者、家族が置かれている状況を正しく認識して、研究の方向性を正して欲し

いと思います。また、生活上困っている患者が沢山いると思うので、ケースワーカーさんなども相談して欲し

いと思います。 

例えば、 

・ ストレスが CFS の第一義的原因であるとの考え方 

・ 患者の４０％近くが CFS から回復し、治るという考え方 

・ （私は今まで CFS が治ったという患者に出会えたことがありません） 

・ 慢性疲労が続くと、CFS に移行するという考え方 

・ CFS が認知行動療法で認知を変えれば回復するという考え方 

・ 症状が良くならないことに対して、その原因を患者自身のせいにすること 

 

患者会で公開されている欧米の研究と相反する研究が、公然と行なわれていることが残念です。 

厚労省には、一日も早く CFS 研究のための研究班を作り、予算を十分確保して欲しい。 

CFS を器質的疾患と認めてほしい。 

患者に当然の権利を行使できるよう、生活していけるよう、CFS を正しく認識し、公的支援のためのガイドラ

インを作成し、地域差がないように通達してほしい。 

 

（７） 

５５歳 ・ 女性 ・ PS 値８～９  専門医による診断を受けている 

★ 私は診断を受けるまでに３年、診断を受けて２０年になります。 

CFS がわかった時は、すごく医師に期待しました。 

治療法はないと言われましたが、理解はしてくださると信じたからです。 

しかし、その医師にも遠距離は疲れるから大変でしょうと、地元の医師への紹介もなく断られました。せっかくた

どり着いたのに、まるで見捨てられた思いでした。 

この経験から、今の医療は検査結果のみが重んじられ、本人の体の症状は自己表現の様に思われ、医師の

前で言葉が出なくなることもありました。 

この会ができたことで、今は自信を持って医師にも説明できますが、医師自身が耳を傾けることは少ないです。

否定する医師もいます。 

医師が否定することはその医師を取り巻く医療関係者も、社会、行政も同様です。ですから、全国一律に診断

基準を明確に医療関係者に認知していただける方法を、取っていただきたいと思います。 

診断を下された人には、QOLが安定した環境になるよう支援や介護がスムーズに受けられるよう配慮していた

だきたいです。（手帳の交付や年金の受給） 

そして、この病の原因究明と治療法を確立できる体制を作って欲しいです。 

自分の人生を生きている感覚がなくなってしまいます。 
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（８） 

３４歳 ・ 女性 ・ PS 値７～８ 専門医による診断を受けている 

もう２０年以上も、CFS という原因も治療法もわからない病気に苦しめられています。 

大事な時期や楽しいであろうはずの時期なども病気により大きく阻まれ将来を夢見ることも叶わず現在も働くこと

もできず先も全く見えない状態です。 

 現在は数ヵ月に 1 度程度の割合とはいえ診ていただける病院ができましたがそれまではどこの病院でもきちん

と理解してもらえず、偏見に満ちた扱いか逆に何も異常がないのだからと楽観的な捉え方しかしてもらえず病院

に行くのも苦痛でした。こんなわけのわからない病気は病気といえないのでは？と CFS という病気の存在自体を

否定していた時期もありましたが、会ができたことで、CFS という病気と向き合って考えることができ、自身でも

CFS という病気を認めることができたと思います。 

 1 日でも早く原因が特定されて対処療法ではなく根本的な治療法が見つかって私自身も含め CFS で苦しむ人

が希望をもてるようになっていって欲しいと願っています。 

 そして誤解をうみやすい慢性疲労症候群という病名の変更も望んでいます。 

 

（９） 

５５歳 ・ 女性 ・ PS 値 ５～６ ・ 専門医による診断を受けている 

★私は繊維筋痛症と併発していますが、今診ていただいている医師は、リンパ節の腫れがないので、慢性疲労

症候群ではないといいます。ただ症状が強く出た７年ほど前には、リンパ節の腫れがありました。ですから今は当

時と比べれば症状は改善しているわけですが、熱とリンパ節の腫れ以外の症状は相変わらずあります。このこと

を他の医師の方はどう見るのかを知りたいです。 

 

（１０） 

１７歳 ・ 男性 ・ PS 値（主治医は日本でしか使わない PS 値は使わず）・ 診断を受けている 

（未成年の患者さん、回答はお母様） 

 

Ａ：1： 慢性疲労症候群と低線量被ばくの症状が似ていて、とても気になる。 

    隠ぺいしないで真実を教えていただきたい。 

  2： いろんな症状があり病状も様々だが、以下 4 点を望みます。 

    ① 医療面から回復に向けたアプローチ 

    ② 文科省に向けて 厚労省から CFS の子供に対する 

     怠け・単なる不登校扱い等の改善・ 

     病状に応じた適切な対応を求める横の連携 

    ③  病状に応じた進路や就労の確保 

    ④ 病状に応じた福祉支援の確保 

 

（１１） 

４１歳 ・ 女性 ・ PS 値 ７（悪化すると８、食事の介助が必要）・ 診断を受けている 

★たんなる「疲労感」、にとどまらず、実際、風邪などの感染症・下痢を起こしやすく、容易に重症化し、衰弱、臥

床して休まざるを得ない状況に陥ってしまうため、社会生活を送ることもできず、基本的な日常生活にも支障をき

たし始めていること。 
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また、発症時（通常の社会生活が送れなくなった時 点）より、だんだん、悪化し、苦しむ時間・日の方が多くな

る。かなり重篤な病気であるような苦しさが（透析１０年目の友人、舌癌の手術を受けている友人より、身体症状

が重い・生活活動制限が大きいことがいつも驚きである）持続、重層化してゆくことに危機感を覚える。 

 このまま、悪化の一途をたどれば、廃用症候群を併発して寝たきりになるのが予想できるから。 

 

★医療関係者への要望 

一つ一つの症状を軽減し、少しでも良い方向に持っていくよう、長期的に、見守ってほしい。 

たとえ、今は不明な点が多くても、血液検査などで解明の手がかりとなる、あらゆる可能性を探ってほしい。 

 

★厚労省への要望 

多くの難病があるなか、エビデンスが得られていない病気への対応が難しいのは承知しているが身体症状の

重篤さを考慮し、「いのち」「生活」を脅かす他の疾患と同じ対応をお願いしたい。 

（目に見えない疾患だが、手足があっても動けなければ、ないのと同じ） 

障害者手帳を取得し、公的な支援を受けられるようにしてほしい。 

今は、多くの人が家族というセーフティネットで守られているが、高齢化が進めば、それはとても脆弱である。 

 

（１２） 

６０歳 ・ 女性 ・ PS 値 ９ ・ 専門医による診断を受けている 

★医師も含め、この病気を知らない人が多すぎる。 

６月に別の持病で入院したが、看護師も知らなかった。 

外見は何でもなさそうに見えるので、歩行も入浴も「自立」とされ、車いすがなければ疲れ果てて歩けないのに、

もう車いすでなく歩いてくださいと言われ辛かった。 

とにかく CFS という深刻な病気が存在することを、医療関係者や社会に知ってほしい。 

 

 また、慢性疲労症候群という病名は、今すぐにでも変えてほしい。 

入院の時、「慢性疲労症候群」と言ったら、疲れるの？ と看護師に言われた。 

「単なる疲れではなくて、いい知れない疲労に襲われるのだ」と言ったが理解してもらえなかった。 

一見、元気そうに見えるので、ひどく疲れていても、如何に努力して応対しているかが誰にも伝わらない。 

 疲れて疲れてボロ雑巾のようになっているのに、そうせざるを得ない状況にあるので、 

いつも本当に頑張っている。激しい疲労状態にある体を引き摺ってでも、こなさなければならないことはある。

日々生活していれば、家事をしなければならないのに、それができない。 

多少のヘルプはあるが、とても足りなくて、一年半前の洗濯物が残っていたりする（ウールの靴下など、手洗いが

必要なものなど）。 

 日常のヘルプ時間が足りないので、いまどうしてもやらなければならないことが優先となるのです。 

 

症状としては脱力もある。時によっては微熱も出る。激しい疲労に打ちのめされて苦しく、口もきけない時があ

る。心臓（と覚しきところ）と背中が痛い。その他、言い尽くせないほどの症状が、入れ替わり立ち替わり出現する。 

 しかし、それなりに良い時もたまにはある。 

そういう時は、いつも鉛のように体が重いのに、おもりがとれた感じがする。こういう時は 100mぐらいは歩けるので

（その後寝込むのだが）銀行に行ったりできる。だが、体調が良い時もあるということで（本当に、たまになのに）、
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行政にはなかなか理解してもらえない。誰も寝たきりでは過ごしたくないだろう。できれば何でも自分でやりたい。

でも、できない。できないからヘルプが必要なのに、それを理解してもらえないのは精神的に非常に苦痛です。 

 これは、病名のせいもあるし、ひとくくりにはできないCFSの症状の多様さと体調の変動にもよるのでしょうが、と

ても深刻な病気であるということが知られていないからなのでしょう。 

 

★医療関係者には、CFS を否定しないでほしい。 

この病気は確かにあるのです。 

検査をしてもわからないかもしれないけれど、精神的なもの、などと片付けないでもらいたい。 

 

★厚労省には、まず病名変更を望みます。 

そして、CFS 研究班を復活させてほしい。 

そこでは病気の研究を進め、実態調査を行ない、その深刻度を医療機関や社会にも広めていただきたい。 

また、難病指定を強く望みます。 

難病に指定されれば、この病気が確かに存在することが、医療関係者・行政は認めます。 

そうでなければ患者は生きて行かれない。 

 

★これから始められるであろう山野先生や倉恒先生の研究に、すがるような思いで期待しています。何が出ても

出なくてもいい。研究するということが大事だと思います。 

 

（１３） 

37 歳 ・ 女性 ・ PS 値 ６～７ ・ 専門医による診断を受けている 

＜症状＞ 

午前中までは横になっており、午後から少し家事ができております。体調が良ければ、スーパー等へ買い物に

行けますが、レジャーのような長時間の外出は難しい状態です。 

 その中でも知的活動障害（健忘・混乱・思考力の低下・記憶力の低下）が困りものです。 

会話の内容は、聞きながらぼやけていきますし、途中で聞くことすらできなくなります。 

（話を聞くことに集中できません）。話す場合でも同じで、何を話していたのか、何を話そうとしていたのか分らな

くなるので、内容を伝える事が難しいです。 

 

  例えるなら、起きた時に覚えていた夢を忘れていくかのよう。  

記憶がボヤッと あやふやになっていくので、数時間前の出来事も、数日前のことのように感じます。昔の知人に

会った際、顔には見覚えがあっても自分との関係性が分らない場合もよくあります。無理なく本を読んだり、会話

を楽しめるようになれたら嬉しいです。 

もちろん健常者に戻りたいというのが一番の望みですが。 

研究を進めていただきたく思います。 

 

＜認知度＞ 

 発症から８年半。 

社会生活を奪われ、起きて過ごすだけでも精一杯なのに、 

その辛さを理解してもらうのはとても難しいことです。 
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周囲からは怠け者扱いされ、医師からは厄介者扱いされ、 

居場所が見つけられず「私は生きていてよいのか」と自問し続けた時期もありました。 

 

 今はもう通院せず、市販のサプリを使って生活しております。 

まずは医療関係者の方々の間に、CFS の正しい知識を広めていただき、 

それが社会全体へと広がる事を望んでいます。 

よろしくお願い致します。 

 

＜病名＞ 

 偏見を助長させる病名だと思います。 

変更を望みます。 

 

（１４） 

４６歳 ・ 女性 ・ PS 値 ７ ・ 専門医による診断を受けている 

★病名や世間や病院から軽く見られるためか、自分自身でも他の病気の方は何倍も苦しく不自由なのだろうか

と泣き言が吐きだせません。一番追い詰めているのは自分自身かもしれません。ですから知りたいです。 

それまで不自由さを知りませんでしたから尚更です。本当はどうなのでしょうか？ 

疲労の定量化を目指していると聞きました。ＣＦＳの疲労は他の疲労を伴う疾患と比べてどのレベルに当たると

考えられているのか教えて下さい。 

疲労に留まらず痛みや身体による生活全般の不自由さ、頭脳労働の不自由さなど、他の重篤な患者さんた

ちと比べてどの辺りに居るのでしょうか？苦痛と不自由さに関してです。 

 

次に病名の変更は期待できますか？ 

どのような名前になりどの科で診ることになりそうでしょうか？ 

病気の苦痛は当然ながらそれ以外の苦痛も大きいのです。 

病名の変更でたくさんのことが解決します。是非お願いいたします。 

三点目に生活の心配です。人権が保たれる程度には国に助けて頂きたいです。 

今のままではどう考えても将来は生きていけません。出来ることは何でも致します。 

社会に貢献できることがあればさせて頂きたい思いは強いです。 

安心して病気回復に努められるように助けて下さい。 

 

四点目には情報を得たいです。 

二十年前に比べれば手に入りやすくはなりましたが簡単ではありません。 

公平に情報を下さい。知識は助けになります。専門の先生方以外にも知識を得て欲しいです。 

大学で正しい情報を与えてください。お役所にも正しい知識を流して下さい。 

 

最後になりましたが専門の先生方に言い尽くせないほど感謝を致します。本当に有難いです。 

地獄から救ってくださいました。ありがとうございました。 

そしてこれからも宜しくお願いいたします。 

そして篠原さんはじめ患者会の方々にもお礼を伝えたいです。 
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大変でしょうがまだまだ頑張って下さい。宜しくお願いいたします。 

 

（１５） 

４７歳 ・ 男性 ・ PS 値 ７ ・ 専門医による診断を受けている 

★世界のＣＦＳ研究者が一丸になってＣＦＳ患者の神経内分泌免疫系の多くの医学的異常が確認され、Ｃｏ－Ｃ

ｕｒｅでも日々新規情報が配信されている現在、これら情報を正しく理解し、脳や免疫、内分泌系に影響を与える

病気の原因（日本では広義のストレスとしているが誤解を受けやすい）の明確な列挙、医学的異常とその程度に

よるその症状との関連性と現代医学での治療の可能性の明確化と、治療困難であれば、専門の研究班の設立

と、社会保障の充実等の具体的医療の実現を願う。 

 

（１６） 

４５歳 ・ 女性 ・ PS 値４～５ ・ 専門医による診断を受けている 

★症状の辛さ…吐き気やだるさ、体の痛みなどの症状は辛いが、症状そのものより、治療法がないこと、完治す

るかがわからないこと、原因がわからないため、万が一人にうつしてしまうようなことがあったらということがつらい。 

 

★医療関係者への要望…病気の認知以前に、「気のせいではないか、気にしすぎ」「元気を出せばいい」「運動

してみては？」など、根拠のない意見を言うことは控えてほしい。 

 

（１７） 

２７歳 ・ 女性 ・ PS 値 ７ ・ 専門医による診断を受けている 

★発症してから２年８か月の患者です。 

 この病気のため、必死で手にした仕事と健康な体、当たり前の日常を奪われました。身体を起こしていると、体

調が悪化するため、今は２時間ごとに身体を横にしています。医療関係者の皆様には、どうかこの病気について

知っていただき、「病気などではない」と思い込まずに、どこの病院でも診断していただけるようにご理解ご協力

いただきたい。 

厚生労働省の皆様には、難病指定、身体障碍者手帳取得、身体の障害年金取得、就労支援などの確立に

ご協力いただきたい。早急に。 

 

（１８） 

３８歳 ・ 女性 ・ PS 値 ７  

★体調の悪さ、疲労の早さ、極度の長い疲労、発症した者にしか辛さはわからないと思います。 

身内、家族にもわからないはずです。そのような症状になったこともなければ、高熱がでるわけもなく、ただただ

横になってるのですから。早く原因がわかり治り走り回りたいです。原因がわかるまで調べて欲しい・・・研究して

ほしい。 

★ やっと病名がわかっても、原因も治療法も明らかでなく、病院へ行ってもしょうがないので、自分なりに様々

な民間療法等を試した。自分の体を使って、人体実験しているようだった。それらは効果がないばかりか、整

体院でムチウチになるなど、更なる不調に苦しめられた。また、保険が効かないので金銭的にも辛かった。

どんな病気なのかはっきりしないので、気持ちの持って行き方もわからなかった。 
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とにかく病気の原因、治療法を早く解明してほしい。「疲労感」といっても、普通の人の感じる疲労感とは質が

違うようにさえ思う。「慢性疲労症候群」の研究を進めてほしい。また、多大な誤解を招く「慢性疲労症候群」とい

う名称を、何かふさわしい名称に変えてほしい。 

 

■診断を受けていない方 

 

（１） 

５９歳 ・ 女性 ・ PS 値 ７  専門医による診断を受けていない 

★ 私は中程度の症状ですので、身の回りのことは自分で何とかできますが、労働も外出もできません。主婦で

ありながら、もう１０年くらいは、その仕事ができていません。人のために何もできない人生は意味があるのだ

ろうかと時々考えます。病気を理解されないゆえに、友人をなくしていき、家族とも疎遠になり、社会的な活

動から取り残され、ただ生きています。 

体調は悪くなってゆくかもしれません。人の手を借りなければ、自分の髪を洗うこともできない、その時がい

つくるかと思うと不安だらけの日が続きます。 

治療法を見つけてほしい。研究に力を入れて欲しい。体の辛さと周りの人たちに理解されない辛さに耐える

だけの日々に希望の光が欲しいのです。 

 

（２） 

５１歳 ・ 女性 ・ PS 値 不明  専門医による診断を受けていない 

★７年前９月に〇〇病院で、当時勤務していた内科膠原病科の女医により、慢性疲労症候群と診断されました。

症状・・・２、３年前あたりから体調が悪くなると低体温（酷い時は３４度台）となり始めました。関節だけでなく、骨

まで痛くなり  もっと酷くなると筋肉の痙攣も。 

７年前は一年に一度くらいの入院で済んでいたのが、３年前辺りから年に２度の入院に。去年の夏以降数カ

月で約１０㌔体重が減少して以来、たった半年ももたず５ヶ月で入院に。 

動けなくなる？と不安になるし、働けないから収入は主人だけなので、入院回数が増す事で肩身が狭い。以

前の主治医から何度も病気の説明もして貰い理解を求めていましたが、「オマエの旦那は、どう言えば判るかな

ぁ～？」と言わせる程・・・ 

今度の主治医は、つい先日の入院の病名が線維筋痛症と！ 

家庭、病院、将来への不安で胃の症状も悪く、入院中胃カメラの検査をしたら「どうしたら、ここまで酷くなる？ 

単に慢性胃炎なんて言える状態じゃ～ない」と言われました。 

 

（３） 

４７歳 ・ 女性 ・ PS 値 ４ ・ 専門医による診断は受けていない 

★漢方は補中益気湯という風潮はやめていただき、できれば西洋東洋二本立てで診ていただきたいということ。

その方が QOL があがる可能性が大きいです。東洋医学は全く別な医学体系です。 

どのような物が CFS としてとらえられていたのかということを DVD などで医療関係者に広報していただきたい。そ

うすることで一定のタイプが CFS として集められ、研究も進むと思います。 

(言葉が日本に入ってきた当初と、現在とでは疾病のイメージが明らかに違っているので。名前のせいと思いま

す。） 

 厚労省には、誤解を招くような馬鹿な病名を変えましょう。問題は誰もが感じる普通の疲労ではない。これが諸
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悪の根源です。 

大変細かいことで申し訳ありませんが、疾患名ではなくあくまでも症候群であり、明らかなマーカーもないものな

ので、「確定診断」という言葉は強すぎるように思います。 

確定診断はグレーゾーンの一切ない、ものすごく強い言葉なので普通はわざわざあまり使わないです。 

 もし、他の医療関係者の目にとまるようであれば、これは奇異にうつると思うので、アピールするのにはマイナス

ポイントとなる気がしますので、「診断」としてくださった方がいいように思います。 

むしろなんらかのマーカーなりがあって、確定診断できるような疾患であれば誰も病気以外のことで、苦労はして

ないはずです。 

 

（４） 

５０歳 ・ 男性 ・PS 値５～７ ・ 専門医による診断を受けていない 

★症状や治療について 

鹿児島の専門医までは距離的にも遠いので通院して治療やリハビリに通えば治療費もかかるし、仕事が出来

ない状況では満足できる治療もかないません。 

治療法が確立されてない CFS において、病院へ行って治療したとしても症状が回復することも疑問で、通院

するだけで、疲れて症状が悪くなるみたいな感じです。症状は色々あり過ぎて大変ですが、節々が痛く、全身筋

肉痛の時もあれば、症状が軽い時もあります。運動をしないと、代謝も悪くなり症状も悪化します。 

運動をやれば、その後の症状がどうなるか不安でなりません。運動療法として自分でリハビリをやって２年目に

なりますが、それが良い事なのか最近自分でも解らなくなる事があります。歳も歳ですし、運動後の身体の回復

日数も不安定ですし、このまま運動療法を続けるべきかも迷ってます。 昨年はリハビリ量を多くした結果、良い

事も悪い事もありました。 

標準体重に戻り、中性脂肪、コレステロール値も減少、血圧・脈拍数・体温も正常値にちかい状態になりまし

た。しかし体調が悪くなった部分もあり、今年は昨年の 1/3 くらいの量に減らしていますが、それでもいっぱいい

っぱいに感じます。精神的にも情緒不安定で、専門医からは軽いうつ状態だと診断されてますが、気持ち的に

も明るくなれません。  

もっと気楽に病気と向き合えればいいのですが、性格上・・・難しくも感じます。 

発症した時の症状と比較すれば、かなりの回復だとは思いますが、今後・・・薬、サプリメント、食事、運動を含

めた、各症状・各 PS 値状態ごとの治療法の目安になるような生活・治療プログラムでもあればと思います。 

それと確定診断を今、受けた方が良いのか、早期の制度改正が見込まれ、その後に確定診断を受けたほうが

良いのか、どちらが良いでしょうか。 

確定診断書を発行して頂いたとして、各自治体で障害度の認証検査を受けることになると思いますが、本当

に障害者手帳を発行していただけるのでしょうか・・・？ 

それくらい、政府から日本全自治体・全医療機関への認知度の徹底を要望します。 

  

★厚生省への要望   

現在の症状が続けば、収入を得ることも困難な状況が続くと思います。 年金を需給できるまで十数年はかか

ります・・・。 

CFS に限らず、日本中におられるその他の難病者に対する、日本中の医療機関、厚生省、自治体への認知

度の徹底と向上、速やかな障害者手帳の発行と障害者年金の需給、年金需給制度の改正・見直しの徹底を切

に要望致します。 
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超遅れた・・・単純でお粗末な、患者の立場にたって作成されていない厚生省の難病診断制度が、どうみても

理不尽な制度にしかみえません。自治体の担当者の対応も人事みたいな・・・ 

制度優先・事務的な対応で腹が立ちます。誠意もまったく感じられません。 

政治家が動けば渋々動くみたいな・・・厚生省や自治体の体質みたいなものにも憤りを感じます・・・。 

政治家を利用して不正に需給している人もいます・・・。 

誠実に対応している団体や個人に・弱者に対し、厚生省・自治体が誠実に対応される事を希望します。 

様々な難病に対する、政府から研究団体への研究費のバックアップや、医療先進国との交流の促進・ノウハ

ウの導入・制度改正のスピード化を要望します。 

個人や個人団体が国を動かすのではなく、政治が国を動かし制度を改正して下さい・・・。 

宜しくお願いします・・・！ 

   

鹿児島県の専門医の先生から、診断書は書いて頂きましたが、確定診断は受けていません。  

というか・・・現在の医療機関・厚生省の認知度では診断書を発行できる状況ではないとの事でした。慢性疲労

症候群との疑い としか診断書は書けないとのことでしたが、自己破産の裁判の関係でCFSの患者であるとの診

断書を書いて頂きました。 

 

（５） 

４５歳 ・ 男性 ・ PS 値 ４ ・ 専門医による診断を受けていない 

★症状は PS 値４で、厚労省の CFS の診断基準には合致しない(ひどい倦怠感のみ)ですが、 

〇〇病院の先生には CFS と同じ原因かもしれないので同等の治療が良いとのことで、 

治療を受けています。ひどい倦怠感が２年前から発症したため仕事ではマネージャから降格をし、軽微な業

務を続けております。それでもたびたびの体調不良で休むことが多く、会社へ徒歩圏内のアパートで単身赴任

するなど日常に大きな影響が出て、仕事も失う恐れも出てきております。 

 このように CFS の診断基準には満たさないが、明らかに他の精神疾患や慢性疲労などの病気と、異なる患者

は多くいると思います。このような患者のために、診断基準を満たさなくても、病気と診断していただくおよびCFS

と同等の治療の支援をお願いします。 

 

（６） 

７７歳 ・ 女性 ・ PS 値 不明  

★私は２００２年に発症、その全身を覆う異常な疲労感は物凄く、脳脊髄減少症も伴って、その苦痛は、まさに筆

舌に表せないものでした。歩くのが大好きで何処へも歩いて行ったのでしたが、たった５分しか掛からない所もタ

クシーを使わねばなりませんでした。問題は医者達が CFS について全く知らないことです。疲労感といっても単

に「しんどい」ぐらいにしか考えていません。今まで医療関係者で知っていたのは、たった一人です。CFS とのう

脊髄液減少症では、症状がかなり重なる部分があります。一般の人達は、随分大勢に尋ねましたが、両方共誰

もしりませんでした。今は気功、鍼等の治療を続け、漢方薬の『補中益気湯』と SSRI をのんで、大分楽になりまし

た。 

 

（７） 

年齢、性別不明 

★私は発症して間もなく「慢性疲労症候群日記」と言う、実際に罹った人の経験談を読んで、症状が全て一致し
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ていたので、CFS と確信しました。しばらくしてやはり診断を受けたいと東海地方で CFS を診る医者として名前が

ホームページに出ていた名古屋の医師をそれはそれは大変な思いをして訪ねましたが、疲労の度合いを数値

で表す表にも目をとおさず、「SSRI を飲んでいるからあなたはウツ病です。この薬をもっと沢山飲んで、ウツ病を

治しなさい」と言って全くとりあいませんでした。その医師に会う前に一般外来でありとあらゆる検査をして、他日

この医師の下に来るように言われたのですが、彼は CFS について全く知らず、症状も何も聞きませんでした。常

識で考えても、ウツ病の人間が、一人で高山から名古屋へ行けるはずはありませんし、ウツ病の治療も一種類の

薬を沢山のんで治すと言う事はありません。ウツ病に関してもちゃんとは知らなかったのです。 

 

（８） 

３９歳 ・ 男性 ・ PS 値 ６ 

★普通の生活ができない。今現在失業中だが、しっかりとした治療を受けてからでない 

と、たとえ新しい就職先が見つかっても、数か月しか体がもたず、すぐその職場を辞めてしまうだろう。しかし、そ

の治療期間の生活費がない。去年まで働いていた職場でも、耐え難い疲労感で、休みがちだったり、仕事の量

をギリギリまで減らしていたので、当然給料は安かった。 

副業としてのアルバイトもこの体調ではできない。なので貯金らしい貯金ができず、経済的な貯えがない。それ

に加え、周りの人の偏見が激しい。去年まで勤務していた職場の上司や同僚もそうだし、退職して、一度実家へ

帰った後も、家族からひどい扱いを受けた。 

（「なまけもの！」と叱り飛ばされ、家を追い出され、しばらくビジネスホテルに暮らしていた。） 

 

 病院で検査を受けても「異常なし」と言われ、精神的なものと言われた。それでもまだ紳士的な扱いをしてくれ

る医師はよい方で、なかには道徳的な「お説教」を私にしたり、ひどい医師になると、あからさまに見下したような

扱いをする医師もいた。 

 ＣＦＳにご理解のある医療、厚労省の方達への要望は、やはり、このような偏見をなくし、患者が安心して治療

できる環境を整えていただきたいという事でございます。 

 

（９） 

３１歳 ・ 男性 ・ PS 値６～７ ・ 専門医による診断を受けていない 

★私の症状の特徴は「無理すれば頑張れる程度の症状が中心」であることです。 

原因が分からない倦怠感や頭痛が５年以上前から始まっていましたが、一年前に休職するまでずっと気合と根

性で乗り切ってきました。 

気合を入れて取り組めば不思議とあまり症状を感じません。しんどかったのは気のせいだったのかな？と思う

ほどです。でも必ずその後、ひどい揺り戻しの体調悪化に襲われます。 

 

もし、初期の段階で訪ねたいずれかの病院が「原因は特定できないがとにかく仕事を休みなさい」という対応

をとってくれていたら、もしかしたらその後の展開が変わっていたかもしれません。 

 

当時診察を受けた内科医から、検査結果は異常なしと告げられてあっさりと診察を終わられそうになり、それ

でもしつこく症状を訴えていたら、「慢性疲労症候群という病気はあるそうだけど、あなたなんかよりもっとひどい

（働くことが不可能なくらいの）症状の病気だから」と言われ、CFS の専門外来を探すこともできませんでした。 

その数年後に訪ねた疲労の専門外来では、CFS の診断を受けることはできませんでしたが、門前払いされる
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ことはなく、現在の診断基準に当てはまらないけれど、CFS に近い病気であることを否定はしない（要するに分か

らない）という説明を受けました。 

 

診断や治療をしてもらえないという意味では、上記の２つの病院の対応は同じです。 

でも、「分からないこともある」と言って貰えただけ、疲労の専門外来の方が満足度の高い診察でした。 

CFS をはじめとする難病の医学的な研究がもっと進められるべきなのはもちろんですが、それにはそれなりの

時間がかかるでしょう。現在も病気に苦しみもがいている人を早く救うには、「原因不明の病気の患者がこんなに

いるんだ」ということをもっと社会に周知することではないでしょうか。 

 

医師も一般の人も、「病気なら検査をすれば何かの異常が見つかるはず」という思い込みがあるように思いま

す。そして一般の医師は、検査に異常がなければ精神科へ、と流しがちです。 

その先の精神科や心療内科で良心的な医師に巡り合えればまだ救われますが、ただ「抗うつ薬などの服薬と休

息を」というだけの対応では、その治療が効かなければ行き止まりになってしまいます。現状の診療報酬体系で

は精神科や心療内科の多くがパンク状態で、満足な対応ができないことが多いのではないでしょうか。 

 

前述の疲労の専門外来も私が受診した時の予約は 4 カ月待ちでした。CFS と症状が似ているとされる脳脊髄

液減少症を治療している病院も、有名なところは入手困難なイベントのチケットを奪い合うような状況です。 

一部の志のある医師が頑張っていることは本当にありがたいことですが、やはり限界がありますし、そうした人

材を過労で失うようなことがあってはいけないと思います。 

数年間にわたって複数の病院を巡り、今お世話になっている精神科と内科の２名の医師はいずれも私の病気

について「分からない」と言います。その上で、対症療法を含めて対応策を一緒に考えてくれます。直接的な治

療手段がないのはもどかしいですが、「異常なし！」と突き放される医師に比べて天と地の差があるように感じま

す。 

CFS をはじめとして、原因不明で外見から分かりにくい病気がたくさんあるという認識がもっと社会に広まって

欲しいと思います。 

 

（１０） 

６７歳 ・ 女性 ・ PS 値 ７ ・ 専門医による診断を受けていない 

★ 症状の辛さ 

２００４年５月頃より体調不良 

・左まぶたの痙攣・全身の倦怠感と、ムズムズモゾモゾ感 

・頭痛、頭重感（頭がすっきりしない） 

・左首～肩の凝り・眼の疲れ（ドライ感）を自覚して、次第に進行し、 

現在最も辛い症状は、表現はとても難しいが 

 

①下半身優位の重痛さと歩行障害、特に初動時・・・鉛が付いて身体が地面に沈み込む様に重く、腰がふにゃ

ふにゃしてしまい力が入らない。ドスンと腰かけ：ふんばりが利かない：こんにゃくが歩く感じ？歩行はかなりおぼ

つかなくなって来ている。独居生活は無理と考え、2007 年に東京から郷里に戻って以来、独りでの外出は殆ど

出来ていない。 

②臥位では感じないが、立位になると足から頭に走るように感ずる苦痛  
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③全身に及ぶムズムズ、モゾモゾ感、ツッパリ感、フニャフニャ感  

④両眼に、ジャリでも入っている様な異物感～ドライ感。眼を刳り抜いてジャブジャブ洗い感じ  

⑤頭が、絞られた様な不快感～痛み  

⑥睡眠障害・眠気を感じない・長くても計３時間程。しかし、脱くすり以降、改善傾向にある。 

⑦唾液分泌低下、味覚不良、唾液の性状異常（パサパサ、サラサラ） 

  

などなど実に多種多様で、スッキリした日は一日として無い。 

  

その他、今までに 

・両側股関節不調：歩行困難 

・眼が奥まで変・・・破裂寸前の風船？と言った感じ 

・不眠 

・不安感 

・頭がぐらぐら 

・空腹感を感じない 

・便秘・・・副作用？ 

・口喝、唾液分泌低下・味覚鈍化、オブラートでカバーしている感じ？ 唇のざらつき 

・光が眩しい 

・呂律が回らない・・・副作用？ 

・手が震え文字を旨く書けない。・・・副作用？ 

・頭がボーッ！！！集中力低下 

・発汗：特に足が酷い時があった 

  などを自覚。 

 

神経内科、整形外科、整体院、心療内科、精神科など、今までに数え切れない程の、民間療法を含めた医療

機関と治療法を経て来たが、何一つとして、これをやって良かったと言うものに遭遇していない。 

  

★ 医療関係者、厚労省への要望や期待 

① インフォームド・コンセントの徹底を望む： 

要求しなければ服用薬名も知らされず、説明も無い事が多い。 

②疾患（臓器）だけでなく、個人（患者）を診て欲しい。先入観で決め込まず、訴えを聴く耳を持って欲しい。 

③例え診断名が無くても、障害の実態に合った公的支援を欲しい。 

診断名が難病であれば、QOL では遥かに上の方でも様々な福祉サービスや医療費援助を受けている実態に

は不公平を感じる。 

④IT を駆使した遠隔診療の導入を望む：不自由な身体での遠方受診は大変な負担である。 

⑤一般的でない患者自身が,適切な医療機関を探すのは非常に困難である。症状から適切な医療機関に繋が

る仕組みを構築して欲しい。 

⑥一般的でない疾患で保険医療で効果を望めない場合、保険適用範囲を拡大して欲しい。 

 

   アンケートは以上です。 


