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２０１２年４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性別 

②年齢 

③診断を受けているか否か 

④疲労学会の先生方に知って頂きたいこと です。 
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以下の結果は、設問の③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)  

① 女性 

② 20代前半 

③ 診断を受けている（大阪市立大学附属病院にてＣＦＳの診断） 

④ いつも体調が不安定で、前もって予約が必要な歯科など受診することが出来ませ 

ん。予約をしていても当日、キャンセルしなくてはいけないほど体調が悪く、そうなると病院に大変迷惑になり、

次回の予約がなかなか出来ません。 

(2)  

① 女性 

② 40歳 

③ 診断を受けている 

④ 困っている事。 

生活苦なのに働けない、毎月の薬代の支払いが困難、外出が月に何度か重なると扁桃炎になりインフルエンザ

の症状におそわれる、疲労感が人には家族にすら伝わらない。まだまだ一杯ありますがきりがなくこの変にいた

します。 

(3)  

① 女性 

② 22歳 

③ 診断されています 

④ ★診断してもらうまでいくつもの医療機関をまわった事や診断されているのに対 

処療法のために別の病院に行くと病気の理解がなく心無い言葉を掛けられたことなど 

から病気の認知がされていない現実。 

★病名からくる偏見を受けたことがあり、病名変更を強く望んでいます。 

★行政の福祉を受けられない人がいる。 

(4)  

① 女性 

② 39歳 

③ 現在、診断を受けております 

④ ・人並みの生活がしたい。 

・一日半分は睡眠時間に費やし、本当に最低限度の事しか出来ない。 

・主人が家事の半分をしており、身体を壊さないか不安。 

・電車に乗ったり、人ごみに月に数回出ると風邪等の菌をもらう。 

・疲労、のどの痛みや耳の痛み、筋肉痛、関節痛、脱力感、筋肉の一部の痙攣（これ は本人にしかわからない

と思います）。 

・一番の心配は、子供が同じ事にならないか？ 

・もしできる事なら、無料で脳の MRI等の色々な検査や、遺伝子を調べる等の特殊な検査をしてほしいです。 
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・問診だけでは自分の身体の異常には納得できなくて、色々な検査を受けたいのですが、金銭的に将来が不

安です。 

(5)  

① 女性 

② 30代半ば 

③ 診断は受けています 

④ 私が受診している病院では診察待ちの予約が混雑しているため診察していただけるのは年に 2回～3回しかあ

りません。そのうえ待ち時間も長いため余程体調が良い時でないとその少ない診察に行くこと自体を断念せざる

えなくなることもあります。できることならばもっとこの病気を診察していただけるお医者様を増やしていただいて、

それらの問題を解決していただけたらと思います。 

あと体調の問題で他の病院に行くこともままならない状況ですので、出来れば色々な他の症状などにも対応し

ていただいて、お薬などもいただけたら有難いです。体調を整えて半年近く診察を待ってようやく受診しても、病

気に関する進展も情報もないという状況ばかりですので診察を受けた後に又数ヵ月ただ苦痛に耐える日々が続

くと思うととても落ち込みます。出来ることならば少しでも何らかの進展や情報をいただけると嬉しいです。 

(6)  

① 男性 

② 50歳 

③ 受けている 

④ いろいろ困りごとはありますが、今の私にとって と前置きして２点プラスαで挙げさせていただきます。 

一つ目は会話です。 

会話の目的は意思の伝達です。先生等との意思疎通を図るには、それなりの声の大きさが必要ですし、どうして

も感情の高ぶりが起こります。 

健康な人には受診時の会話ごときで何で疲れて気分まで悪くなるのかが理解されません。 長年一緒に生活し

ている両親でさえ小さな声で語りかけると「聞こえん」 「普通にしゃべって」となります。診察時にはもっとしゃべっ

て訴えたいのですが、「ここでしゃべって気分を悪くしてしまうと帰宅時が・・・」となり、どうしても制限せざるおえ

なくなります。（頑張って意思を伝えたとしても、解決方法が無いこともあって・・・）解決策としては、症状等を記し

ておいて、診察の前に読んでおいてもらえると、診察時の負担軽減になると思います。 

 

二つ目は診察の待ち時間の過ごし方です。 

診察を受けるためには、家を出てから自宅に戻ってくるまでの間、体を横にすることが出来ません。出来れば診

察の前の待ち時間に、横にならせてもらえる場所があれば有難いです。長椅子やストレッチャーでも構いませ

ん。 

この２点については比較的簡単に出来るのではないでしょうか。 

プラスαとして 

ただもっと深刻なことは、この先一人となった場合、一人では生きていけないことでしょう。今のところ介護までは

必要無いにしても、家事等は出来ません。もし一人生活となると、宅配のお弁当・お手伝いさんをお願いするこ

とになり、それなりの費用が必要になりますし、急な体調悪化で、人に来ていただきたいときは電話（会話）となり

ますが、体調の悪い時はこれが非常に負担になります。私に限った事かもしれませんが、体調の悪い時にそれ

なりの声を出すと、最悪の場合、全身の筋肉硬直発作が起こってしまいます。これだけは防ぎたいので、気分が

悪くなったら、薬（精神安定剤）を飲んで、横になって安静を保ちます。こんな感じなので、介護付きホームまで

とは言いませんが、一つ屋根の下にどなたか居ていただけるような施設があると、それだけでも非常に助かりま

す。 
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(7)  

① 女性 

② 55歳 

③ 診断は受けている 

④  

1) 慢性疲労が悪化するとあたかも慢性疲労症候群になるかのような発表を続けるのはやめてもらいたいです。

日本の疲労学会の医師の発表で用いられる慢性疲労症候群の症例は、ほとんどが過労の症例にしか思え

ません。また、テレビ、新聞等で紹介される診断基準の中にリンパ節の腫大、咽頭痛というウィルス感染を

示唆する項目がありながら、その横に“慢性疲労症候群になりやすい性格”という項目も併記してあることが

多いのですが、“個々人の性格”においてウィルス感染するとは全く理解できません。 

2) 疲労学会の発表によると４割の患者が治ると言われていますが、海外では“寛解を保てる患者”が数％～十

数％だと聞いています。さらに完治と寛解では意味が違うと思います。 日本の診断基準のもとになってい

るフクダ基準ではうつ病の患者との鑑別がきちんとできないとの指摘もありますが、うつ病の患者が含まれる

可能性のある診断基準において診断された患者群に対しての治療成績では本当に慢性疲労症候群の治

療成績なのか甚だ疑問です。また、その疑問に思う治療成績の数字によって、あたかも慢性疲労症候群が

治療可能な病気と思われ、治らない患者は例外のように思われてしまい誤解を生む一因ではないかと思い

ます。 

(8)  

① 女性 

② 29歳 

③ 診断を受けている 

④   

1) 以前、ある医師が“患者が病院に来なくなったのは症状がなくなったからだ”と言っていたのを聞いたことが

ありますが、慢性疲労症候群の患者は、病院に行くために何日も何日も体調を整えるために休息していま

す。重症者ほど病院に行くことは困難です。なので病院に来ないというこは、必ずしも症状の軽減のみを指

すものではありません。そして病院に行くことができた患者も病院から帰れば、病院に行くという行為の身体

的代償を労作後の極度の消耗、疼痛、その他の症状によって数日から数週間または数か月という単位で

必ずあがなっています。 

2) １）と関連しますが、身体的代償を払わなくてすむようになるべく負担の少ない生活を患者は望んでいます

が、公的支援をなかなか受けられない中で、車椅子、ヘルパー、その他必要なものを自費で用意するのは

金銭的によほど余裕がないとほとんど不可能です。ましてや患者は大多数が働けず金銭的に困窮していま

す。そのため身体的代償を払うのを覚悟で通院やその他の必要最低限の日常生活を送っていることを本

当の意味で理解していただきたい。患者に負担のない生活を送らせるためには公的支援も含めた福祉的

な面もセットで考えなくては患者の症状が悪化していくと思います。 

3) ウィルス感染によって引き起こされることや免疫系統にも異常があるのではと言われながらも、いまだに認

知行動療法での治療法が提唱されていることが納得できません。臨床心理士からは、今現在の私個人の

状態において慢性疲労症候群に認知行動療法の効果があるとは思えないと言われています。考え方を変

えれば慢性疲労症候群が治ると言っているように聞こえます。このことによって慢性疲労症候群が精神的な

ものと誤解され、患者が二重の苦しみを与えられているように思います。 

(9)  

① 男性 

② 51歳 
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③ 診断を受けている 

④ ちょっとした精神的・肉体的ストレスで体調が崩れる恐怖と日々向き合い戦っております。ちょっとしたストレスと

は？ 明日の天気は大丈夫かなぁ？ とか・・・そんなわずかな事からでもストレスを感じます。 免疫力が下がっ

ていなければ、軽い運動や軽作業を行っても問題はありませんが、免疫力が下がっていれば突然・・・発作やイ

ンフルエンザ状態、自律神経異常の状態により情緒不安定になったり・臓器不全（機能亢進・不能）で急に下痢

になったり、狭心症になったり、頻尿・多尿で脱水症状になったりします。眼や甲状腺にも異常があり視力が急

に落ちたり、脈拍数が急に上がったり、低血が急に下がることも日々あります。 めまいや身体の震えなど etc・・・。 

肉体的には、日々身体の痛みと戦っています。 関節痛・筋肉痛はもちろん・・・血流も悪くなれば、肉離れも頻

繁におこします。 

そんな症状の中、生活することの辛さは、健康な人達（医者も含む）には理解してもらえないでしょうね！！！ 

社会からは偏見の目でみられ、扱われ・・・仕事もできず無収入で、障害者認定も受けることもかなわず、障害者

年金も受給できず・・・悩み苦しむ辛さは精神的に堪えます。病気で苦しむ人達のために医者をされているなら

ば、もっともっと人の為になるような・・・人の痛みのわかるお医者様になっていただきたいと思っております。 

疲労学会という、茶番な学会なんていうものは・・・無くしてしまったら良いと思います。もっと・・・CFS/ME及びそ

れと類似した病気と真剣に取組んでもらえる、向き合ってもらえるお医者さんが増える事を祈り・・・希望致してお

ります。 

(10)  

① 男性 

② 40代 

③ 診断を受けている 

④ 腕や脚を切り落としたいと思う程、毎日苦しんでいます。対処療法も効果がほとんどなく、いつまで我慢できるか

不明です。お金もないため、診察は受けていますが、治療や薬も省かざるを得ません。苦痛に耐えて生きる

か？自滅するか？の選択肢しか今は考えられません。せめて、尊厳死の選択肢も入れていただきたいです。^ 

(11)  

① 男性 

② 45歳 

③ 九州大学病院、心療内科、主治医：岡孝和 

④ 治療はもちろんですが、医師の CFSに関する認知度の向上。患者の私生活に関する問題点。 

(12)  

① 女性 

② 28歳 

③ 大阪市立大学附属病院疲労クリニカルセンターにて確定診断 

④ 私はまだ罹患して５年の者で、ＣＦＳと診断されて２年ほどですので、あまり研究のことや、疲労学会のことなどに

ついて詳しくありませんが、数年前発行された「 医学のあゆみ・疲労特集」読みました。それしか疲労学会に関

与する先生方の学術的論文は拝見してませんが、その医学のあゆみの特集はすべて拝読しました。 

さて、疲労学会の皆様に知ってほしいこと・・・と言っても、患者として何をお伝えするべきか、恐れ多いことだと

思います。ただ、死なない病気と言われていますが、あらゆる場面で、呼吸困難や脳貧血状態で動けなくなるこ

とがあり、それが緊急避難できる場所が近くにない場合、命の危険を感じることもあります 

そして、寝たきりで、生命を維持していくのが精一杯で生きていくことが困難な状況に患者が置かれています。

「特に重度の患者は生命の危機を感じている」ということは常に念頭に置いていただきたいと思います。 

あと、いまだに CFSを勘違いしている医師をはじめ医療従事者が多いこと。研究されている皆様にとっては、こ

れだけやってるのにという思いかもしれませんが、患者は「ＣＦＳ」という病名を病院で口にしただけで、辛辣な暴
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言が、冷ややかな視線が飛んできます。そのような場面はもう慣れましたが、これだけ病状で苦しんでいるのに、

情けなくなることがあります。 

もっと医学界に発信してほしい。どんどんメディアに出ていってほしい。CFSについても広めてほしい。そう思い

ます。 

そして、大変言いづらいですが・・・私たち患者は、疲労の研究の成果ではなく、CFSの深刻さを社会に広めて

ほしいのです。一般人向け、企業向けの疲労研究の発展ではなく、CFSの患者の１人１人のQOL向上に協力

してほしい。疲労研究と慢性疲労症候群の研究はやはり区別して、できればＣＦＳ独立研究グループができてほ

しい。 

患者として、とても違和感があります。病態は明らかに疲労以外のものもたくさん含まれているのですから。慢性

疲労症候群という名前だけで、疲労単体の研究とごっちゃにするのはややこしいのでやめてほしいです。 

(13)  

① 女性 

② 47歳 

③ 2006年に診断を受けています 

④ 2008年に少し具合が良くなった時に仕事をしなくては、とハローワークに行った際フルタイムはできない理由とし

て病名を言ったところ「そんな病気があるのか？お元気そうだしどこが具合悪いんですか？」と怪訝なな顔をされ

ました。そのことがあり、就職活動において「持病があるので月１回通院で休みたい」とお願いした時に病名を聞

かれましたがまたあの顔をされるのがいやだったので、「内臓系の病気だが薬を飲んでいれば大丈夫」と嘘をつ

いてしまいました。嘘をついた自分が情けなかったです。なんとか週３日パートとして、しばらく働けましたが、そ

の後悪化し、現在は無職で貯金を使っての生活です。 

将来のことは金銭面が非常に不安です。区役所の相談窓口で都営住宅に入れないか相談に行きましたが、高

齢者、障害者、母子家庭の順だから、と取り合ってもらえず。病気のことを話してみたのですが、やはりここでも

「そんな病気があるんですか、あなたも大変ね」と面倒くさそうな対応をされがっかりしました。通院している病院

で、精神疾患の医療費公費負担の話が出たのですが、「ＣＦＳで申請したことないしなぁ・・・」とお医者様も困っ

てしまい私自身もうつではないし無理に申請してくれなくていい、と答えました。同じ病院のソーシャルワーカー

にも相談してみましたが、ＣＦＳのことを知らず、日頃の体調を聞いていただいて終わってしまいました。本当にＣ

ＦＳを知らない方がほとんどなのではないでしょうか。 

これからは一人でも多くの方にＣＦＳを知っていただきたいです。職を失うほどの倦怠感です。会社の上司方々

へ、この倦怠感をどのように伝えたら 良いか、アドバイスいただけたらうれしいです。 

(14)  

① 女性 

② 40代前半 

③ 他の病名の選択肢がない、ということで CFS と診断 

④  

 もっとも辛いことは極度のQOLの低さ。またそれに起因する、日常生活の困難・経済的な困窮。（食べて、

眠って、毎日生きているのが精一杯の毎日） 

 ガン患者を対象とした「精神腫瘍科」に相当するものを、ＣＦＳ患者（他の難病患者も含め）も受診できたら。 

 少しでもQOLを上げるための、具体的な支援プログラム（筋力・体力アップ） 

31才の時に発症（発熱後、ひどい疲労感で寝たきりに。微熱は 1年以上続く）、発症直後よりは回復したもの

の、発症前の体力を１０とすると、現在は１ないし２程度の体力ゆえ、昨年より、アルバイト（週２日）も辞めざるを

得ない状況となっている。一日にできることが限られているため（動ける時間が４－５時間）生きるための最低限

度の活動（食事、身の清潔を保つなど）で手一杯。（買い物に出ることも大変なので、もっぱら、宅配、通販生活。
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スーパーの中を歩きまわることも危険を伴う←後から、疲労で倒れる。カートが、歩行に楽であることに 30代で気

付く） 

通院（現在は、大学病院）もかなりの負担（下痢などで体調が悪化すると、通院すらできない）。体力の低さか

らいえば、後期高齢者よりも、悪い。たまたま親しい友人にガン、透析の人がいるがかれらの方が、ＧＷに海外

旅行にでかけたり、フルタイムで働けたり、QOLが高いことにいつも驚く（自分より深刻な病気なのに）この極度

のＱＯＬの低さが一番辛い。 

経済的にも、精神的にも追い詰められる（様々な自己啓発本などで、深刻に考えないようにしているが）ＱＯＬ

さえ上がれば、全ての問題は解決される。知名度が上がり、さすがに、精神疾患を疑われることはなくなったが、

CFSについて、かかりつけの医師（内科など）に意見を求めると、一様に、否定的・懐疑的な見方を示される。

（そういう病態が存在しても、エビデンスがないので、CFSは同一疾患とはいえない、単なる症候群に過ぎない、

と） 

「疲れないよう、無理しないようにしてくださいね」と優しいお言葉をかけてくださるが、忙しい医療現場で、そ

れ以上を望めないことも患者は痛感しているし「治療法のない、訳の分からない病気で、先生を困らせてはいけ

ない」と思うため、あっさり診察は終わるが、患者の「とても困った」生活は、生きている限り続く。精神科では、う

つや、他の本当の精神疾患の患者さんがメインであるので一般の精神科とは別に、ガン患者などを対象にした

「精神腫瘍科」のようなところでＣＦＳ患者（他の、特に生活に困難を来す難病患者も含め）も支援して頂くことを

検討いただけたら。 

また、原因・根本的な治療の解明はもちろんだが、そのようなQOLの低さを少しでも上げるための自助努力を

支援する、実践的な治療プログラムがあったらとても助かると思う。（たとえば、アメリカ・イギリスなどでは、「受動

運動プログラム」などの体力アップトレーニングがあるときいている） 

(15)  

① 女性 

② 35歳 

③ 診断を受けています 

④  

1) 重度の患者の治療法を早くみつけて欲しい。毎日苦しい中、生活しています。インターネットで調べると、学校

に行かなくてはならないような子供も罹患していることがあります。大人でもわけのわからない苦しみの中にい

るのに、自己を表現する手段のない子供は、どんなに苦しいだろうと思います。一刻も早く、研究を進めて、治

療法を見つけてほしい。 

2) 慢性疲労と慢性疲労症候群は病気も治療法も違うということを全国の医師に流布して欲しい。 「薬をやめてよく

運動する」「疲れても精神的に悪いから外に出る」など、一般的な病気に「良い」とされる治療をして、悪化。。。

「先生、それはあまりよくないかもしれません」と言っても、「そんなことはない」と言われることもありました。大半

の先生は誠意をもって、自分のできる限りのことをしてくれようとしています。悪気どころか、誠意を持っていま

す。その分、こちらも悪いと思いつつ、「医師の思い込み」を解くことから始めなければいけません。会話をす

るのも精いっぱいの時もあるのに。最近は、雑誌などにも載って、随分と話も通じやすくなりましたが。。。もっ

と、治療法を流布させて。もっと前は、慢性疲労症候群の話をすると、怒り出す先生もいらっしゃるので、まず、

「先生の怒りをなだめること」から治療を始めることもしばしば。。。苦しいのに。。。 

3) 物事が前に進まなくて困る。 病院に行く前に１週間ほど体調を整え、病院から帰ってくると１週間ほど体調を整

える。ただでさえ活動時間が少ないのに、必要最低限の義務をするだけで、終わってしまいます。必要最低

限のことができないときもありますが。 

4) この病気は、治療が確立して始めて治るということを認識して欲しい。ちょっとよくなっても、また、悪くなる人が多

いと思います。少し快方に向かっても、「よくなってきた」とか、安心しないで欲しい。「お医者様自体が安心し
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たいだけなのでは」と思うことがあります。治せない患者を目の前にするのも辛いだろうし、治らないと患者に

責められるのも辛いだろうけど、こちらは、先生が悪いのではなく、「治療法が確立してない」から、治らないと

いうことは、分かっているから。それでも、状況を理解し、気持ちに沿ってくれる先生は、自分の要求に従わせ

ようとする先生よりも、快適に過ごせます。 

5) 患者の言葉を信用して欲しい。 「精神的なものではないかもしれませんよ」と言ったり、 「今は外出は避けた方

がいいかもしれませんよ」とこちらが言っても、「そんなことはない」と言われたこともあった。付き添っている、家

の人が言うと、「そうですか」と納得する。どうして、患者の言葉を一回は「そうなのかもしれない」と受け止め、

様子を見て、検討してみないのか、不思議だと思うことがありました。先生は、家の人と人間関係を築くことも

大事だけど、患者である私と人間関係を築くことも大事。そのためには、不調で、多少客観性に欠けているか

もしれないけど、患者の言葉も聞き入れてもいいかもしれません。 

6) 医師は気持ちをわかろうと思いすぎなくてもいいと思うこともある。同じ状況にあっても、思うこと、考えること、気

持ちは人ぞれぞれだと私は思っています。「よくなってきたね」と言われ「嬉しい」と思う人もいれば「どこが？私

のこと分かってくれてない」と思う人もいる。昔、苦しみの中にいる人に、本当の苦しみは、その当人にしか分

からないと言われたことがあります。医師は、「気持ちが分かる」のも大事だと思いますが、たとえ、「気持ちが１

００パーセント分からなくても」「状況を理解し、少しでもいい方向に進ませ、患者に沿い、やれることをやって

いって欲しい」と思うことがあります。ただし、自分が行き詰っても、「暴言」は吐かないで。「気持ちが分からな

くても、状況を理解していれば、そんなことは起こりませんが」 

(16)  

① 女性 

② 30歳 

③ 済み 

④ 生活評価を充実してほしい。このことは患者の可能性を広げる。 

患者生活のこと知らない医師もいるのが現実でないかと思う。私はパートの仕事を何とか続けている。 

これまで、先生が診療を終了されたり等の理由で何回か主治医が変わった。なぜか医師によって様々。例にあ

げてみると 

A医師 

「仕事できるなら CFS じゃないんじゃ、うつでしょう」 

B医師 

「働いているのはすごいこと。それが対処療法になっているから辞めないで続けていけるように。」 

C医師 

「無理して働いてもいいことない、休む方法も考えては、この病気にはそれが必要」 

 

どちらの先生のアドバイスも私は聞いてきた。10年かかってわかったのは細かく１日、1週間の生活スケジュール

を伝えて初めてCFS患者の生活アドバイスが受けられるということ。24時間、365日、私たちはCFS患者だから。 

いま、集中力の続く 6時間×4日でパート勤務中。家事は月に一回、食事は買ってくるため食費かさみ、旅行に

いくお金や元気もないけれど、社会とつながれているから満足している。働けていなかったら本当にうつになっ

ていた。 

患者のためを思ってくださる先生が増えてうれしいこと。 

治療手段は限られていますが、諦めずどうかよろしくお願いします。 

(17)  

① 女性 

② 40歳 
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③ 専門医による診断を受けている 

④ 質問 ：うつ病ではコルチゾールが高く、CFSでは低いといいますが、併発している場合はどうなのでしょうか？

CFS という病気の存在自体、日本の医学界では異端なのでしょうか？ 

(18)  

① 男性 

② 32歳 

③ 慢性疲労症候群の診断 

④ 疲労学会の医師の方々に知っていただきたい事は、「病名の付かない辛さ」です。 私の場合、身体の変調を感

じ始めてから、診断を得るまで 5年程かかり、9カ所の医療機関を回りました。大阪市立大学附属病院の疲労外

来も訪ねましたが、診断基準に合わずに病名はつかず、その後症状の変化もあり、他の医療機関で CFSの診

断を得ました。初めての医師に会うことは、慣れない病院で問診票を記入したり、初診料を負担したりと、患者に

とっては大変な行為です。そして耐えがたいほど症状が辛いことを訴えても、検査結果に異常がないからと門前

払いされることが何よりも辛かったです。決め手となる治療法のない現状で、患者にとって大切なのは、病院めぐ

りよりも早く仕事や学校を休んで静養することだと思います。専門分野や診療科にとらわれず、地域の内科や精

神科等ともっと連携して、患者が病院をさまよわずに済むような体制作りに取り組んでいただくことを望みます。 

(19)  

① 女性 

② 30代後半 

③ 受けている 

④ それまでは元気に普通に仕事もしていましたが、発熱、風邪のような症状から発病いたしました。約 2年後、やっ

と慢性疲労症候群と診断され、ほっとしたものの、原因も治療法もわからないため、ドクターショッピングを繰り返

す生活は続きました。内科・心療内科・整形外科・婦人科などをめぐり、「異常なし」「気のせい」など、理解のな

い扱いをされ、医者不信になりました。仕方なく針・マッサージ・サプリメントなどを試しましたが、どれもあまり効

果はありませんでした。新しい治療法を試す度、期待をしては裏切られ、経済面でも精神面でも辛い思いをしま

した。 

お医者様に望むことは、 

・早い段階で、この病気を疑っていただきたいこと。 

・全国どこででも、診察が受けられるようになること。 

・原因を解明し、治療法を確立してほしいこと。 

(20)  

① 女性 

② 40代後半 

③ 受けている 

④ 疲労学会の先生方に知って頂きたいこと 

[困っていること] 

 家族の理解が得られない。 

 生活できるだけの収入がない。 

 身の回りの世話をしてくれる人が必要。(部屋はぐちゃぐちゃ、ひとりでは満足な食事も取れない) 

 車椅子があればでかけられても、車椅子がない、押してくれる人がいない。(外出・人との交流を断念) 

 医師に大変さが伝わっていかないように感じます。どうしたら大変な状況だとわかってもえるのか悩みます。 

 病名を変えて。 

 病気を紹介したり説明してくれるのはありがたいがメンタルな病気と並べて紹介するのはやめてほしい。 
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[してほしいこと] 

 医師から家族にきちんと病気のことを説明してほしい。症状が悪化したとき CFSに無理解な家族が医師に

症状を説明しなければならず、適切な処置も受けられず家族関係もこじれてしまう。 

 通院回数をできるだけ少なくなるようにしてほしい。 

 医療費、特に薬代がバカにならないので新しい薬を試すときは数日分にしてほしい。薬が合わずに廃棄す

るのはお金も資源もムダなので。 

[知ってほしいこと] 

 私は週に１日だけ仕事をしています。仕事ができるなら症状も軽く家事も少しはできるだろうと思われがちで

すが、全く違います。 

 普段の生活で疲れて遅刻早退欠席もよくありますし、就業時間より前に具合が悪くなり息も絶え絶えに帰路

につきます。その他の日はほとんど寝たきりで家事はできない状態です。 

 毎晩寝る前にこのまま目が覚めずに寿命がつきていたらいいなと思っています。 

 楽しもうとすると、回りからずるいと非難されたり、詐病の証拠だと言われたりと、前向きな気持ちを維持する

には大変な力がいる病気です。 

(21)  

① 女性 

② 40歳代（発病歴約 20 年） 

③ 診断有 PS 夏 6～7 冬 7～8 

④  

1) 完治した人の詳しい情報が知りたい：今まで病院の勧めやネット情報などを頼りに、いろんな薬や治療法を試し

ました。お陰様で二割ほど回復しました。とても個人差がある病気で、効く薬も人によって違うようですね。完

治した人としない人ではどういう差があるのでしょうか。PSはどれ位で主にどういう症状があったのか、どんな

治療を何か月くらいしたのか。経過はどうだったのか。そういった情報の公開があると有難いです。現在特効

薬は無いわけだから、自分に合いそうなものから試して、もう一度元気になりたい。 

2) 社会生活が困難な PSの高い患者を救済してほしい：知り合いの患者で新興宗教に入っていった人を何人か知

っている。あまり良いとは思わないが、すがるものがないとやっていけないくらい辛いのは理解できる。生活に

困窮している人も少なくない。頼りの親も要介護者となり、先に他界してゆく。難病認定や障害者認定が容易

になって、もう少し社会的に自立出来、生きやすくなってほしい。 

3) 正しい診断が全国で出来るようになってほしい：症状が重いにも関わらず近くに専門医が見つからずに自宅療

養している患者を知っている。努力はしているが十数年大きな改善は見られない。かといって疲れていると訴

える人を誰でも安易に CFS と診断してほしいとは思わない。研究により血液検査等の客観的な診断が可能に

なりつつあるのはすばらしい。先生方のご尽力に感謝しております。ちなみに私が周囲に理解されるようにな

ったのは、テレビで CFSが報道されはじめ専門医に NK活性値を測っていただいて明らかに低いと分かった

6年目位からでした。それまでは半信半疑で大変でした。正確な診断と質の良い診療が全国で可能になるこ

とを願っています。 

4) 疲労研究と慢性疲労症候群の研究が何故一緒になっているのか知りたい：労働による疲労とこの病気の根源は

違うものと感じている。確かに提案された疲労の改善法は症状の改善にも役に立つことが多いのも事実だが。

どういう形であれ CFS の研究が続いていることは、患者にとって暗闇の中の唯一の希望の光なっていると思う。

一方、治療法の確立を願い続けて 20年になあるが、残念なことに特効薬は見つかっていない。失礼ながら原

因は薬害かなにかで、外圧のせいで公表出来ないのではと憶測してしまうことさえある。それほど渇望してい

るのです。更なる研究と治療薬（法）の開発を心から望んでおります。 
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ご承知かと思いますが、PSが高いと非常に辛く、孤独、深刻な病気です。個人差が大きかったり波も大きく、

診断も難しい厄介な病気ですが、頑張って克服してゆきたいと思いますので、これからもどうぞ宜しくお願いし

ます。 

(22)  

① 女性 

② 40代 

③ 慢性疲労症候群・線維筋痛症との診断 

④ この病気では、ほとんどの患者が介護や障害者福祉などのセーフティネットの網目から零れ落ちています。私は

ＰＳ８前後で、長年働けない為、自費でヘルパーを頼むことも難しく、日常生活全般を老親に頼らざるをえない

状況です。研究が進み「ＣＦＳが治療できる病気」になるまで、何とか生きていくには、福祉の手助けが必要です。

福祉制度利用への道を開く為にも、病因・病態の解明が進むことや、病気の正しい認知が広まることが助けにな

ると思います。 

また、専門医でなくとも、ＣＦＳに関して、ある程度の知識と理解をもってくださる医療関係者が増えることを望み

ます。他の病気で医療機関を受診すると、ＣＦＳを知らない（病名だけで中身を知らない）方々が多くいらっしゃ

います。 

・通院が困難 

・リハビリ体操や運動を勧められても出来ない 

・検査等の際、痛み等の症状で求められる姿勢がとれない 

・薬の副作用がでやすい 

・風邪など、その病気自体が軽症でも、体調が著しく悪化する 

ことなどを伝えると「大げさ、文句が多い、治療を拒んでいる」などと医師に誤解され、辛い思いをする事がよくあ

ります。患者が心身の負担少なく、医療を受けられるようにと願っています。 

(23)  

① 女性 

② 37歳 

③ はい 

④  

1) 認知度。ME/CFSが、単なる疲労でもなく、普通の慢性疲労でもない、深刻な器質的病気であることの認知

度が、全国の医療機関ではまだまだ低いと感じます。東京のエリートの病院の殆どでは、病気の存在すら

認めていないことが現状です。病気への認知が低いため、かかりつけの医者（内科、眼科、婦人科）には、

精神的な病気を抱えているひとと誤解を招かないために、あえて ME/CFSのことについては黙っている方

がいいくらいです。比較的に病気のことを一応知っているのは心療内科のようですが、その心療内科の中

でも、精神的な病状が殆どないにも関わらず、精神的な病気として治療や処方する先生方も少なくありませ

ん。できれば心療内科ではなく、内科の先生方に病気のことをもっと知っていただき、内科の先生に治療を

受けられる様に努力をしていただきたいです。 

2)  研究／治療について。いわゆる普通の慢性的な疲労と医学的に重なるところはあるとしても、ME/CFSに

関しては、より厳しい診断基準を満たす ME/CFSを、別の病気として研究や治療を行っていただきたいで

す。今、日本で受けられる治療は、ビタミン剤や漢方のみで、cognitive behavioral therapy等が、どんな病

気にもあてはまる常識ではなく、本当の治療だと受けとめられていることが、効く治療への研究や進歩を遅

らせている印象があります。ME/CFSの診断基準をより厳しく絞り、研究をより効率よく進めていただきたい

です。 
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(24)  

① 女性 

② 34歳 

③ 診断を受けています 

④ 私は、ＰＳ値７～８の患者です。実際に自分が活動できるエネルギーは、健康な人の２５％程度ではないかと感

じています。家の中では、自分の足でトイレに行ったり階段を昇ったりする事は出来ますが、家事（掃除、洗濯、

料理、炊事）は、やりたくても自分で全く行う事が出来ません。自分でやりたい、やらなければならないと思って

いますが、どうしても行動に結びつきません。その為、家事は家族に全てやって貰って生活しています。入浴は

一人で出来ますが、毎日は入ることが出来ず、週に１～２回程の入浴です。その中でも、入浴しても髪を洗う事

が出来なかったり、体を洗う事が出来ないなど、どうしても行動に結びつかない時もあります。本や新聞は、読み

たいとは思うのですが、長く読む事が出来ません。少し読んでいると、これ以上はもう出来ないという感じになりま

す。メールなど、文章を書いたり返信などをする時も、やりたいと思っても、なかなか行動に移す事が出来ず、時

間もかかってしまいます。例えば、健康な時でも、何か物事を根をつめてやっている時に、疲れてきて「もうやり

たくないな、出来ないな。」となってしまう時がありますが、その状態のもっと酷い状態の様な、根をつめなくても、

少しの事でももう体が無理だと言って、行動出来なくなる感じです。外出は、自分の足で歩く事は出来ますが、

無理をする事が出来ない為、家族の車とタクシーを利用しています。バスよりも、車とタクシーを利用する事が多

いです。ただ黙々と歩く事は出来ますが、例えばウインドウショッピングなど、思考力を使うような行動は、すぐに

疲れてしまいあまり出来ません。周囲からみたら、怠けてグダグダしているようにしかみえないと思います。でも、

本当に出来ないのです。 

今は両親が健在な為、家族に依存して生活していますが、両親が亡くなった場合、私は一人で生活をしていか

なければなりません。しかし、介護などの福祉サービスを受けられなければ、生活していく事が出来ない為、親

が死んだ時が、私も死ぬ時なのかなと思う時もあります。 

私の場合、現在は家族の助けで年に２回、大阪市大で診察を受けられていますが、将来、一人では病院へ通う

事も難しくなると思います。その為、地方でも、この病気を診る事の出来る医師を育てて頂きたいと思います。そ

れから、この病気は、一般的な血液検査からは異常がみつからないので、特殊な検査を設定してもらい、全国

何処にいても、同じ統一した検査を受けられるように、確立して頂きたいと思います。  

(25)  

① 女性 

② 38歳 

③ 2年前に一度診断を受けた 

④  

（１）患者の現状 

①誤った治療法は、病気を悪化させてしまいます。 

最初はＥＢウイルスに感染、かかりつけ内科へ通院しました。半年経過してウイルスが消滅しても体調が戻

らないため、１年強、鍼灸院へ通院しました。２年が経過したころ、他の病院へ通い始めました。自分の体

力のすべてをその日に合わせるよう細心の注意と管理をして出かけました。 

しかし、医師からある処方を受けて以来、外光と部屋の蛍光灯に耐え難いほどの眩しさと著しい目の渇きを

覚え、部屋の中でもサングラス無しで目を開けることができなくなりました。常に眠りは浅く、身体中の痛

みが増し、起きていることが苦痛になり、寝たきりの生活になりました。 

 

②病院に行けるのは症状が軽い患者です。 

重症になって以来、治療を受けたくても、こちらから出向けないので病院とつながるすべがありません。診
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察には往診が不可欠です。 

人と話しをするだけで激しく体力を消耗します。通院から帰った後で間違いなく訪れる体調の悪化を考える

と、病院へ出かけ、長い待ち時間を過ごし、医師と話をすることは、想像しただけでも緊張感と不安が高ま

ります。 

私が希望する治療は、保険が適用される電話診療です。薬も郵送していただければ、体調（体力）に合わせ

た受診が可能です。今の自分が唯一、病院とつながることができる方法だと思います。 

 

（２）先生方へお願い 

過去に様々な病院で、身体の脱力感とだるさや痛みの症状を話しても、気持ちの問題と言われ、何度も谷底

に突き落とされたような絶望感を味わいました。医師の先生方には、事実としてこのような病があることを

理解していただきたいのです。まずは最後まで患者の話しに耳を傾けていただき、現状をきちんと受け止め

てほしいのです。苦しみを理解してもらえるだけでもこちらの気持ちは楽になります。信頼できるお医者様

と出会えることを心から願っています。 

(26)  

① 女性 

② 47歳 

③ 初診時の医師からは受けたが再診時の医師からは違うと 

大阪市大附属病院 

④ 再診患者でも状況が変わる 

毎回きちんとした診察をすべき 

血液検査をしていないのに主治医にしたと偽った診療情報が提供された 

*線維筋痛症、*身体表現性障害 

大阪 行岡病院にて確定診断 

10年の時を経過してしまった 

大阪市大附属 

医師の出入りが激しすぎる 

カルテにきちんと記載されていない 

3年後受診 

決めつけて診断しようともしなかった、 

信頼関係が構築できない 

散々病院ショッピング 

ドクハラ 

医療拒否 

あー風邪の人ねと看護師に言われ 

たらい回し 

ここがどうにかなれば 

10年の時を無駄に過ごさなくて済んだだろう 

奈良で線維筋痛症の相談窓口を開設したいと考えています 

この冬はとても越冬しにくい寒さでした 

寒暖の差 

1日でも気温の変化が激しく 

今日は温か明日は真冬並みが繰り返されました 
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（２７） 

① 男性 

② 26歳 

③ 沖縄から三ヶ月に一回、大阪市立大学医学部付属病院に通院中 

④  

 ドクターショッピングを繰り返し、断られたらもう後が無い状態で受診しているため、どの程度正直に話してよ

いのか医師に対しても疑心暗鬼になってしまっている。 

 ＣＦＳの病名を知る前、身体表現性障害として二年ほど心療内科に通院。さまざまな抗鬱薬を藁にもすがる

思いで試したが、回復しなかった。一通りの種類を無理して服用していたが、最終的に医者からは「もっと

飲まないと治らない」と言われた。その後、このままでは殺されるとの思いから自分でＣＦＳの病名を見つけ、

現在治療を続けている。この経験から、抗鬱薬を使った治療には抵抗がある。先の見えない体調の不安か

ら憂鬱にもなりがちだが、精神面での治療は慎重に行ってほしい。 

 自分の場合は体調の差が激しく、たまにしかないが良い時は半日ぐらいなら少し無理をすれば一般の人並

に活動することができる。又、栄養ドリンクで体調を五時間程なら誤魔化すこともできる。栄養ドリンクは切れ

た後、どっと疲れが来て二日ほどは確実に体調が悪化するので、なるべく飲まないようにしている。このよう

な場合だと、体調面の記載をどの様にすればよいか悩む。医師からは“平均値”で、と言われてるが、それ

だとまともに身動きすらとれない程に体調が悪い時の事が反映されないのではと心配。 

 体調の悪化が突然あるため、スケジュールを立てて生活する事ができない。また、外見からは体調が判断

できないので、同じ事を聞き返したり、簡単な作業ができない事を周囲からはふざけている、言い訳をして

いるように受け取られやすい。 

 

■診断を受けていない方 

 

(1)  

① 男性 

② 40歳 

③ 専門医（山野先生）の診察は受けていますが、医学的に厳密な診断は、もう少し診察を続けてみないとわからな

いとのことでした。あと、私の体調があまり良くなく、自宅から病院まで通院するのが辛く、あまり頻繁に病院まで

いけないというのが今の私の現状です。 

④ この病気は、病気の症状自体も患者にとっては辛いものなのですが、それに加えて、社会的にも大きなダメージ

を受けてしまいます。まず、医者からも、きちんとした病気として扱ってもらえないということが有ります。専門医は

ともかく、普通の内科では、検査をしても、何も異常が見られないので、「気のせい」とか「精神的なもの」とされて

しまい、なかには私に、「精神的な未熟者」の烙印を押して、あからさまに見下したような態度をとる医者もいまし

た。何年、あるいは何十年もこのような状態が続いたあげく、やっと患者会を見つけ、そこで専門医を紹介してい

ただき、やっとまともな病人として扱ってもらえました。その間、私は、他の健康な人と同じように自分のやりたい

こともできず、そればかりではなく、経済的にも追い詰められていき、生活に必要な物や公共料金の支払いにも

困るようになってしまいました。年齢的にも、そろそろ、ほかの普通の人のように、結婚して家庭を持ちたいと思っ

たのですが、この状態ではそれもできません。私のこれまでの人生は「慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎）」と

いうこの病気のために「真っ白な白紙」のようなものです。あるいは、「これまでの人生」ばかりではなく、「これから

の人生」も、この病気のためにまったく明るい展望が見いだせず、「自分の今後の人生はどうなってまうのだろう

か」というようなことばかりを考えている毎日です。疲労学会の先生方には、この病気は、このような、病気の症状
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ばかりでなく、それに加え、患者本人の人生も狂わせてしまうものだという事をわかっていただきたいと思いま

す。 

(2)  

① 男性 

② 46歳 

③ 診断なし(CFS疑い PS4) 

④ 職を失うほどの倦怠感です。会社の上司方々へ、この倦怠感をどのように伝えたら 良いか、アドバイスいただけ

たらうれしいです。 

(3)  

① 男性 

② 28歳 

③ うつ病、不安神経症、頚肩腕症候群と診断 

④ ・一番症状が重い時にドクターショッピングをしました。 

・原因不明、誤診、病院検索、医学の研鑽、将来的な不安、極貧生活、飢え、仕事での信頼喪失からパワハラ、

解雇これらのストレス 

・ドクターショッピングをした時に健康保険代がいまだ１２万未納になっています 

・国民年金は払えませんし、払えば飢え死にします 

(4)  

① 女性 

② 50歳 

③ 受けていない 

④ 病態を知っている医師が少なすぎる。特定の専門医に診てもらいたくても、そこまで行く気力も体力も出ず、経

済的にも困難。医師間で病気についての知識の普及をして欲しい。 

一般人のように動けないので、怠けている・お気楽者・働かなくても余裕がある などの偏見が非常に腹が立つ。

元気そうに見えるため、医師にも近所や知人にも軽くあしらわれ、理解してもらえない事にも慣れて開き直って

いる。  

もう解ってもらおうとは思わない。 ドクターショッピングももう疲れた。 人間嫌いになった。もう社会復帰は無理

だと思う。 障害者認定も年齢的に更年期と思われるので困難だと思う。 

(5)  

① 女性 

② 70代（発症は 68歳の時） 

③ 名古屋大学に CFSについて診る先生がいるとインターネットで知り、大変な思いで行ったところ、その先生は

CFSについて何も知らず、むしろ疲労感のある人から何かを聞きだしたいようで、診断などはとんでもない事でし

た。 私は発病して間もなく、CFSを実際に体験した人の体験談を読み、症状がまったく同じだったので、CFSに

違いないと思いました。 

④ とにかくあまりにも病名すら知られておらず、異常な疲労感がどのようなものかなどわかるはずはありません。食

事をとるだけで、大変な労働で、箸を置くなり倒れるように横にならねばなりませんでした。また朝全身の異常な

疲労感と全身の痛みで目が覚めると気が狂いそうでした。同じ病気の人と話すチャンスもなく、非常な孤立感の

中にいます。医者たちも誰もかかわろうとしません。 

 


