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2012 年 6 月 

 

 

 

重症のME(筋痛性脳脊髄炎)についての必須情報 
 

 

はじめに 

 

 重症な筋痛性脳脊髄炎(ME)の患者さんの生活

が、どんなに大変困難であるのか、私達は知って

います。髪をとかすとか入浴するといった最も些

細な動作ですら、時には不可能に思えることを、

私達は理解しています。話したり、思い出したり、

決めたりすることが難しい時があることや、こう

したことすべてがどんなにつらいかも、私達は認

識しています。 

 

 この小冊子は、私達の協会はあなたの声を聞く

ためにあり、あなたをどう支援できるかをお伝え

し、役に立ちそうな他の諸団体の詳細情報をお知

らせするものです。 

  

ご自身の抱える問題や、感じていらっしゃるこ 

 

とをお話しになりたい時には、ME Connectにど

うぞお電話下さい。ボランティアは暖かく対応さ

せていただきます。 

 

ボランティアの方の多くは患者ですので、患者さ

んの気持ちを理解できます。全員が傾聴すること

や重症の患者さんの状況に対処できるよう、訓練

を受けています。ただ聞いて欲しければそうしま

すし、情報が必要でしたらお伝え致します。 

 

 この小冊子の中で、いくつかの質問にお答えし

ていますし、当協会の医学顧問であるチャール

ズ・シェパード博士からのメッセージもあります。

末尾には役立つ連絡先や情報が記載されています

が、もっとお知りになりたければ、是非お電話下

さい。 

 

 

重症のMEとは何をさすのでしょうか 
 

患者は、特に感じている症状の多彩さにおいて、一人一人異なりますが、重症の MEとは実際には何

を意味するのかを知ることは役立つでしょう。 

 

当協会発行の「ME/CFS(慢性疲労症候群)/PVFS(ウィルス感染後疲労症候群)：臨床上の重要な問題の

探求」と題する冊子の中で、チャールズ・シェパード博士とアブヒジ・チャウデュリ博士は、障害評価

尺度をあげています。その一部をご紹介します。 

ME Connect は、イギリスのME(筋痛性脳脊髄炎)協会の中で

情報提供とサポート・サービスを行っています。 

電話相談は毎日 10：00～12：00、14：00～16：00、19：00～21：00 にお

受けしています。電話 0844 576 5326 

Email : meconnect@meassociation.org.uk   

or write to : ME Association 

住所 7 Apollo Office Court, Radclive Road, Gawcott Bucks MK18 4D 
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ME/CFS障害評価尺度 
 

最重症 100％機能喪失 

重度の症状が、多くの場合に絶え間なく続く。認知機能（短期記憶、集中力、注意持続など）が極度に

低下する傾向。寝たきりで、手助けなしでは生活不能。身の回りの世話（食事、入浴、着替えなど）の

ために、24時間体制での見守り、身体的な介助や支援を大いに必要とする。リフトや階段昇降機のよう

な補助具が必要な場合もある。 
 

90%機能喪失 

しばしば著しい認知機能障害を伴う重度の症状が、ほとんど常にみられる。ほとんどいつも寝たきりで、

外出できない。相当な困難なしでは身の回りのことを何一つできない。食事の支度や献立を考えること

はできない。24時間体制で身体的な介助や見守りを必要としている。 
 

重度 80%機能喪失 

中程度から重度の症状が、ほとんど常にある。手助けなしで遂行できる身の回りの身体的なことは、極

めて限られている。食事の支度や献立を考えるのには助けが必要である。外出できないことが多く、ベ

ッドから出ても車椅子が必要、あるいはほとんど一日中横になっている。集中力は短時間しか続かない。

たいていは昼も夜も見守りが必要である。 
 

70%機能喪失 

中程度から重度の症状が、ほとんどが常にある。ほとんど、あるいは常に家から出られない。身の回り

のことや食事の支度や献立を考えるなどの様々な事に、ことによると 24時間体制で、たいていは助けが

必要である。車椅子介助が必要な場合もある。 
 

 

Q : 重症の方はどのくらいいるのでしょうか 
 

A : 重症のME患者は、イギリスに 5～6万人いる

と推定されています。この数字は、患者全体の約

25%にあたります。 

 

Q :この病気の一部の方はなぜ重症化するのでし

ょうか。初期の管理（医学的、社会的、心理的な）

が悪かったことが大きな理由でしょうか。 
 

A : 単純な答えは、「わからない」です。重症患者

を対象に含む研究調査はこれまでほとんどなかっ

たのですが、デレク・フェビー博士によって、重

症のMEを対象とする研究が最近行われました。

ME協会が資金提供したこの研究では、重症のME

の発症に関連するかもしれない広範囲な要因につ

いて調査しました。現在結果を分析中で、近々科

学雑誌に発表されることになっています。 

Q : 私のかかりつけ医は重症のＭＥのことをしっ

かりとは理解していません。どうしたらよいでし

ょうか。 
 

A : 重症のME患者がどう感じているのかを、か

かりつけ医が完全に理解することは難しいかもし

れません。理解に役立つ医学的事実が十分に存在

しないからです。専門医に、患者の居宅を訪問し

て診察していただけないという問題もあります。

重症患者の多くは、入院や外来予約のために病院

に行くことが困難か不可能です。専門医、作業療

法士ないし理学療法士に往診してもらうことが可

能かどうか、かかりつけ医と、もしあれば地域の

クリニックに尋ねてみてはいかかでしょうか。 

 

 ME Connectのボランティアは、あなたの地域

にクリニックがあるか、コンサルタントがいるか

どうかをお伝えできるでしょう。また、あなたの
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かかりつけ医が、どうしたらこうした詳細情報を

得ることができるかを説明できます。ME協会の

ホームページの Quick Linksのセクションで、ご

自分で詳しい情報を調べることも可能です。 
 

地元のME患者支援グループに連絡を取って、地

域にどういった医療機関があるのかを尋ねたいと

思われるかも知れません。ME Connectは、地元

の支援グループのリスト（ME協会のホームペー

ジにも掲載されています）を持っており、あなた

のお住まいの近くにもあるかも知れません。 
  

多くのクリニックは、地元に多職種医療チームを

持っています。ME Connectのボランティアが、

お住まいの近くにある重症の患者さんをお手伝い

できる多職種医療チームの施設の詳しい情報を、

把握している場合もあります。どうかお尋ねくだ

さい。 
  

かかりつけ医と電話で話せることもあるでしょう

し、症状のいくつかについて助言をいただける可

能性もあります。けれども、ここで強調しておき

たいのですが、新しい症状が表われたり、現在の

症状が悪化しているようでしたら、かかりつけ医

を受診すべきです。 
  

主治医に障害評価尺度や、当協会発行の冊子

「ME/CFS/PVFS:臨床上の重要な問題の探求」に

ついて、話したいと思われるかも知れません。 

 

Q : 家族も友人も私がどんなに具合が悪いかを理

解してくれません。何と言ったらよいでしょうか。 
 

A : この小冊子をお見せしたらいかがでしょうか。

それに加えて、「MEを他の人に説明するには」と

題する小冊子もあります。そこには、MEにかか

るとどんな風に感じるのかが説明されていますし、

あなた自身にはどんな症状があるのかを説明する

ためのチェックボックスもあります。 

 

Q : 私の介護者は、私がどんなに具合が悪いか、

何が必要なのかを理解してくれません。私には繰

り返し説明するエネルギーはありません。どうし

たらよいでしょうか。 
 

A : 「MEと介護者」と題する小冊子もあります。

この小冊子は介護者にMEとあなたが必要とする

ことを教えてくれます。あなた自身の諸症状と必

要な手助けについて説明するためのチェックボッ

クスもあります。 

 

Q : 私には国の手当を受給する資格があるでしょ

うか。 
 

A : 可能性があります。「手当と税金減免」という、

紹介するための小冊子がお役に立つかも知れませ

ん。重症患者のほとんどの方に当てはまるのは、

障害生活手当（無拠出制で所得調査のない生活手

当）です。障害生活手当てを受給するのが時には

難しいこともありますが、落胆しないで下さい。

再審査を請求すれば、多くの方が受給を認められ

ます。 
  

手当を申請する際、特に申請書に記入する際には

手伝ってもらうことが大切です。病気の重症度が

正確に反映されるように仕上げることが、必要な

手当てを取得する上で決定的に重要でありえます。

地域の市民相談協会に手伝ってもらえることもあ

ります。地元の電話帳で電話番号を見つけられる

でしょう。ME Connectのボランティアは、さら

なる助けが得られるように導くことができます。 
  

もしあなたがフルタイムの介護を必要とするなら、

介護されている方にも手当を受給する資格がある

かも知れません。介護者手当の詳細については、

手当についてのホットラインに電話をするか、介

護している方が地元の市民相談協会を訪ねるよう

に提案してください。 

 

Q : ME協会は援助するために何をしていますか。 
 

A : ME協会は、患者さんが直面している現実の困

難さを認識しています。当協会では、MEに罹っ

ている方とその家族、介護の方々のために、情報、

サポート、実用的な助言を提供していますし、研

究をサポートし、資金提供を行っています。 
  

また、ME協会は患者の皆様を代表してキャンペ

ーンを行い、超党派の国会議員のグループに会う

ことで、MEに関する国会への働きかけにおいて

極めて重要な役割を果たしています。こうして、

政府のME患者に対する対応について影響を与え
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ることを目指しています。 
 

そして、英国国立医療技術評価機構が作成する「医

師のためのME/CFSのガイドライン」を改善する

ことに、鋭意取り組んでいます。皆様に入会して

いただき、当協会をご支援いただけますようにお

願い致します。 

 

Q : どんな役立つ情報を手に入れることができる

でしょうか。 
 

A : ME協会とME Connectには、患者や家族、介

護者の方に役に立つ数々の小冊子があります。ど

んな小冊子があるのかをご覧いただけるように、

ME Connectのボランティアの方に尋ねて、注文

用紙をご請求ください。小冊子の詳細は、ホーム

ページ http://www.meassociation.org.uk にも、

機関誌「ME Essential」にも掲載されています。 
  

ボランティアは、いつでも喜んでどんな情報があ

るかをお知らせしますし、答えられる限り質問が

いくつあってもお答えします。患者さんや介護者

の方にとって役に立つ電話番号も提供できます。 

 

 

当協会の顧問医師、チャールズ・シェパード博士より： 
 

プライマリケア（かかりつけ医）と二次医療（専門医）の両方において、重症のME/CFS患者がどう扱

われるかという点には、極めて配慮が欠けています。実際に正確な数字が得られているわけではありま

せんが、少なくとも全体の 25%のME/CFS患者は、病気のある時期において、この重症のカテゴリーに

入ると推定されています。 
 

ME協会には、定期的な往診による病状評価、地域の療法士による情報提供、新期又は顕著な症状の詳

しい調査、より効果的な症状のコントロールや痛みの管理、社会事業からの支援、地元でのショートス

テイ利用の可能性などの提供に関して、かかりつけ医などのプライマリケア・レベルでできることが、

非常に沢山あることを示すフィードバックが、患者から寄せられています。 
 

病院などを基盤とした、二次医療機関に関しては、重症患者を照会できる病院がほとんど全くないこと

を示すフィードバックが、患者から寄せられており、緊急に対応が必要な状況です。 
 

たとえ医療機関があったとしても、外来の予約で受診する際に重症患者が直面する実際的な問題を、さ

らに考慮する必要があります。入院患者の対応に適した医療機関や、外出できない重症患者に対する往

診による医学的な病状評価の提供に関する状況は、さらに深刻です。 
 

ME/CFSの原因や症状の管理に関する調査研究に、重症の患者や小児患者が含まれたことは、ほとんど

全くないことにも注目すべきです。これは、認知行動療法や段階的運動療法のように、いまだに有効性

に関して意見が一致していない症状管理アプローチの一般的使用を考慮する際には、念頭に入れておく

べき事実です。 
 

重症の患者集団では、非定型発作、視覚・嚥下・話すことが困難などの、より重度の神経症状が時には

現われます。嚥下障害があれば、ある種の経管栄養による栄養的サポートが必要である場合もあります。 
 

日光に当たる時間が不足し、動くこともできず、食事が制限されているという三つの条件が揃っている

重症患者の方は、ビタミン D不足と骨粗鬆症も併発している可能性も考慮すべきです。 
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貴重な体力 
 

疲れて具合の悪い時には、楽しいことを考えるこ

とは難しいです。毎日、ほんの少ししかエネルギ

ーがないことが多いのを、私達は知っています。

ですから、ご自分の限界内で楽しめることのため

に、エネルギーを使って下さい。ME Connectの

ボランティアと電話をかけて下さった方々から、

いくつか提案があります。 
 

・たとえ数針だけだとしても、刺繍をする。 
 

・きれいな一筆箋に二言か三言だけ書いて、友人 

 と連絡を取り合う。 
 

・とても簡単な数独やクロスワード。 
 

・気分が良ければ窓の外の鳥の巣箱や餌台、水浴 

 び用水盤を見たり、あれば双眼鏡で観察したり。 
 

・植木箱や花瓶に入った花を眺める。 
 

・穏やかな音楽や、たとえば水の音や鳥の鳴き声 

 などのテープを聴く。 
 

・ユーモアのある音声テープを聴くことで、１日 

 を軽やかに過ごせたり、笑えるかもしれません。 

 それ は健康に良いのです。 
 

・もし少し読むことができるのであれば、詩集は 

 リラックスさせてくれるかも知れません。 
 

・もしコンピューターを使うほどの元気があれば、 

 インターネット上のMEの伝言板や、私達のフ 

 ェイスブックを通じて、ペンフレンドを作れる 

 かも知れません。ここにあるとても長いURL 

 をコピーするより、私達のフェイスブックにア 

 クセスする一番簡単な方法は、ホームページに 

 掲載されているリンクを使うことです。 

 

励ましの言葉 
  

毎日、何かを試み、達成しようと努めてください。

それが、もう少し動けたとか、もう一歩歩けたと

か、もう一つ仕事ができただけでも、何かを成し

遂げたことになります。こうした「もう一つ」の

積み重ねは、もっと大きなことの達成につながり

えます。簡単ではないでしょうし、時には逆戻り

するでしょう。 
  

どんなことをしようとも、現在の制約を甘受しな

いでください。自分の体に注意深く耳を傾け、 

どうなるかを見てみましょう。大きな努力を要す 

るかも知れませんが、その努力がなければ、報酬

もありません。そんな努力が、あなたの生活の新

たな展開の始まりとして結実するかも知れません。

以前の生活と同じではないかも知れませんが、人

生をできるだけ良いものにすることはできます。 

 

ただ耳を傾けてくれる人がほしいだけでしたら 
  

ME Connectのボランティアのほとんどは患者で

すが、話を聞くのが得意です。是非お電話くださ

い。私達は耳を傾け、どう感じていらっしゃるか

を理解するために、お待ちしています。数分話す

エネルギーしかなくとも、かまいません。お好き

な時に電話を自由にお切りください。 

 

 

 

 

 

 

  ＊本文書は、イギリスの ME 協会から翻訳許可を得ております。翻訳は NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」 

   理事長の篠原三恵子が行い、医学監修は当法人の澤田石順理事（鶴巻温泉病院医師）が行いました。 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 


