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筋痛性脳脊髄炎(ME）／慢性疲労症候群(CFS) 

患者のみなさまへ 

 

イソップ物語の中の「カメとウサギ」の話を覚えて

いらっしゃいますか。二人は競争することにします

が、ウサギはもちろん自分が勝てると確信していま

した。ウサギは自信満々で、カメには走らせておい

て、自分は木陰で一休みすることにします。楽々と

勝てると思っていたからです。その間にカメはゆっ

くり落ち着いて、コツコツと歩き続けました。ウサ

ギは眠り込んでしまい、もちろんカメが先にゴール

にたどり着きます。ME/CFSからの回復のためには、

最終的にはたどり着けると信じて、ゆっくりと先に

進み続けるカメのようでなければなりません。他の

人は何ができるのかを耳にして、時には落胆するこ

ともあるかもしれませんが、最終的にゴールにたど

り着けば、想像もしていなかったような達成感を味

わうことでしょう。 

  

この小冊子は、患者さんや周りの方が ME/CFS を理

解し、さらに効果的にうまく対処できるよう助ける

のが目的です。この病気の根本的な「治療薬」はあ

りませんが、体調を改善させ、やがて回復するため

の環境を整えることはできます。ME/CFS を抱えて

生きるのは、綱渡りをしているのに似ています。体

調管理のための警戒が少しでも揺らぎますと、落下

につながりえます。けれども、ロープが高すぎる場

所にない限り、なんとかよじ登ることができます。

いったん全身のバランスがすっかり整えられ、引き

続きケアを怠らなければ、徐々にロープの高さを上

げていき、さらに大きな達成感を味わうことができ

ます。 

 

重い荷物を背中に乗せて坂道を登っていくロバを想

像してみて下さい。荷物を減らせば、その大変さも

軽減されますし、頂上に着いた時の疲労も少なくて

すみます。同じことが ME/CFS の患者さんにも当て

はまります。先に進むにつれて、身体にかかる負担

を減らすことができれば、より回復しやすくなりま

す。ストレスや肉体的な極度の疲労、体調を悪化さ

せる食品、毒物などを避けることは、すべて身体に

かかる負担の軽減へとつながり、一日ごと、一週間

ごと、一ヵ月ごとに、一段一段健康へと近づき、さ

らに容易にはしごを登っていることに気付かれるで

しょう。 

 

この病気の方は一人ひとりが非常に異なりますので、

これからお話しするガイドラインの中に、一連のお

おまかな方法があるというわけではありません。け

れども、この病気とご自身に対する洞察を深めてい

ただき、病気に自分をコントロールされるのではな

く、むしろ自分の健康をコントロールできるという

感覚が大きくなることを願っています。 

 

 

ME/CFSとは何ですか 

 

日本で慢性疲労症候群(CFS)と呼ばれている病気は、

カナダやヨーロッパでは、元々1950 年代から筋痛性

脳脊髄炎(ME)と呼ばれてきました。世界保健機関

(WHO)において筋痛性脳脊髄炎は、神経系疾患と分

類されています。 

 

ウィルス感染症のような病気にかかった後、完全に

回復することなく、ME/CFS として知られている病

気特有の症状が持続する方がいます。症状は変化し

やすく、身体のほぼすべてのシステム（免疫系、神

経系、内分泌系など）が関わっている可能性があり

ます。診断する上での三つの主な症状は以下の通り

です。 
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・睡眠障害に伴う、絶え間ない知的及び身体的疲労 

・筋肉痛 

・症状が再発しがち（特に身体活動やストレス後に） 

これらの症状は、免疫システムの活動が持続的に過

剰であることに起因する可能性があります。 

 

この病気は新しいものではなく、何十年も前から医

学文献に記述されてきました。最近の研究によって、

よりしっかりとした診断や体調管理のためのガイド

ラインが提供されています。この病気を発症しやす

くする遺伝子が、今では明らかになっています。け

れども、その遺伝子を持っているからといって、確

実に発症するというわけではなく、危険因子の一つ

にすぎません。どんなウィルスや細菌の感染であっ

ても引き金となり発症しえますし、手術、出産、人

生の危機などのような他の出来事と重なる場合もあ

ります。女性の数がわずかに多いようで、どんな年

齢層の人でもかかります。若年者もしばしばかかり

ますが、恐らくそれは、人生において非常にストレ

スの多い時期であり、多くのエネルギーが成長と発

育に注がれるからでしょう。ストレスが、ME/CFS

の原因ではありませんが、他の病気と同様、すでに

かかりやすい人のリスクを増し、免疫システムが誤

って働くように変化させえます。 

  

症状は人によって様々で、かろうじて仕事を続けら

れる人もいますが、寝たきりに近い方も多くいます。

カナダ保健省のまとめた「臨床症例定義とガイドラ

イン」によりますと、成人が発症前のレベルの身体

機能を取り戻す率は、0～6％という研究が報告され

ています。寛解後数年してからの再発もありえ、回

復にはしばしば非常に時間がかかり、最大限回復す

るまでに数年かかる方もあります。少し体調が良く

なりますと、日常生活に急いで戻ろうとする大きな

誘惑にかられますが、このような時にしばしば再発

します。回復には何よりも無理をしないことと休養

が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体機能が低下している患者さん 

 

おおよそ 4 人に 1 人の方は、寝たきりに近いか、め

ったに外出も出来ず、外出には車椅子を必要としま

す。こうした方々は、定期的に受診することもでき

ません。ごく少数の方は全く寝たきりで、光や音と、

特定のにおいや化学物質（処方薬を含む）に対して

過敏で、絶え間ない痛みも伴います。こうした方々

が継続的な治療を続け、必要なサポートを受けるた

めには、在宅の介護者が必要不可欠です。身体障害

者手帳が取得できれば、居宅介護や車イスの支給を

受けることができます。 

 

回復の一助となる要因 

 

・診断を受け入れる 

・この病気に適した新しいライフスタイルを作りあげ

る 

・免疫システムを正常化するための環境を整える 

 

ME/CFSの診断 

 

ME/CFSと診断するための特有の検査は現在のところ

ありませんが、貧血、糖尿病、甲状腺機能のアンバラ

ンス、肝臓病などのような他の病気にかかっていない

かどうかを、まず検査して確かめます。ME/CFS の症

状は、他の多くのよくある病気に似ています。血液検

査によって、ME/CFS の一つの症状として何らかの欠

乏症や正常値からの逸脱などが示されるかもしれませ

んが、例えば血清鉄値が低いような場合は、容易に正

常値に戻すことができます。 

 

検査をしても、医師の助けになるような身体的徴候は

恐らく見つかりませんので、特徴的な病歴によって

ME/CFS を診断しなければなりません。時にはリンパ

腺の腫れや痛みがみられたり、バランスやコーディネ
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ーションの問題がある場合もあります。運動によって、

独特なパターンを持つ不規則な呼吸と共に、体温の異

常な低下がしばしば引き起こされます。低血圧がよく

みられ、心臓の動悸や頭のふらつき感を引き起こしま

す。 

 

よりしっかりした診断を下すのに役立つ可能性のある、

免疫システムや生化学に関する精巧な検査がいくつか

ありますが、一般的にこれらは研究のために限られ、

たいてい高額です。多種の脳画像検査は、さらに深刻

な他の病気を除外するために有益です。SPECT脳画

像検査によって、ME/CFS における脳血液量の変化が

示されることもあります。時折、脳の MRI検査で異常

が見つかることがあります。 

 

 

 

 

 

ME/CFSの治療 

 

ME/CFS 特有の治療法はまだありませんが、症状を和

らげ、回復を助けるためにできることはあります。多

くの方が果てしなく「治療薬」を探し求めて、多額の

お金をつぎ込み、結局は失望し、時には症状を悪化さ

せてしまいます。分別のあるアプローチが非常に大切

です。そして、ある人には効果的でも、他の人にも同

じように効果があるとは限らないことも、覚えていて

ください。一人ひとりの症状は異なり、病気にも治療

法にも異なった反応を示すからです。肯定的な姿勢に

加えて、できる限りストレスを避けることが正しい方

向に向かう第一歩です。ストレスはどんな病気でも悪

化させますが、ME/CFS も例外ではありません。仕事

や学校を辞めたり、しばらく現在の家庭環境から離れ

る必要のある方もいます。体調が良くなり始めた時に

大切なのは、元の生活に戻るのを急ぎすぎて、ぶり返

す危険を避けることです。しばしばこうした変化は偽

りの健康感を与えますが、再び日常の生活へとゆっく

りと体を調整していくためには、時間が必要なのです。 

 

休養と軽い運動、ストレス管理の組み合せによって、

多くの方が回復に向かいますが、睡眠や日常の食事、

薬などに注意を払うというようなその他の要因も、回

復に向けた総合的な計画を立てる上で、重要な役割を

果たします。 

 

休 養 

 

回復するために恐らく一番大切なのは休養ですが、休

養と活動の適切なバランスを保つことも重要です。休

養ばかりしていると、筋力低下や睡眠リズムの乱れに

つながる懸念がありますが、かといってすべての方に

運動が勧められるわけではありません。気分がすぐれ

ない時でも、無理をせず可能であれば、ベッドから出

るとよいでしょう。異なる環境の下で休養することは、

退屈さやうつを防ぐ助けとなります。一定期間休養し

た後は、ずっと良くなったとしばしば感じることでし

ょうが、この時点で無理をしないことを忘れないで下

さい。いとも簡単に体調は逆戻りしてしまいます。 

 

 

 

 

運 動 

 

筋肉の化学作用に異常がありますので、急激に運動し

すぎますと、たいてい症状がぶり返します。一方、一

日中休養ばかりするならば、筋力低下は避けられませ

んので、ちょうど良いバランスがきわめて重要です。

重症ではなく症状が安定している方には、ごく軽い運

動が有益でありえます。ベッドの中でしか運動できな

い方もあり、運動は能力やその人の限界に基づいて、

個人に合わせ、慎重に始めなければなりません。頻繁

に休憩時間を取り入れ、確実に完全に回復できるよう

に注意します。症状の悪化は、次の日か 2、3 日後に表

われることも多く、回復には非常に長い時間を要しま

す。 

 

本当に少しずつ体力がついてくるよう、運動プログラ

ムは遵守されるべきですし、どんなにわずかでも、そ

れぞれの関節や筋肉の運動を取り入れるべきです。体

調が回復してくれば、日々の活動に短い散歩を取り入

れられるかもしれません。家に戻って来るエネルギー
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を取っておかなければならないことを、忘れないで下

さい。どんな時でも、もし症状が悪化するようでした

ら、運動プログラムを調整する必要があります。自分

にとっての達成された内容を表にしたらよいでしょう。

ある期間にどのくらい回復したかを評価でき、励まし

になりえます。 

 

退屈せずに、意欲を失わないためには、色々な運動を

することが大切です。水泳、散歩、ヨガ、エクササイ

ズバイクなどは適した活動で、モニターしながら、と

ても慎重にゆっくりと増やしてゆくことも可能です。 

 

大まかで有益なルールをあげるとすると、発汗や息切

れ、心臓のドキドキ、筋肉痛を引き起こす運動は避け

るということです。無理をすると体調の悪化を引き起

こすことを、忘れないでください。運動はトレーニン

グとして行うのではなく、体調維持のためと考えてく

ださい。 

 

 

 

 

新鮮な空気 

 

気分がすぐれないので、一日中家にいたいという誘惑

にかられますが、もしできれば毎日一時間くらいは、

外に出て新鮮な空気と光を浴びることを、リハビリの

一部として取り入れましょう。目の後ろの網膜にその

ままの光が当たりますと、気分を回復し、よく眠れる

ようにするホルモンの分泌に効果があります。めがね

やサングラス、コンタクトレンズははずし、強い直射

日光は避けた方がよいでしょう。皮膚が日に当たるこ

とで、健康に欠くことのできない要素であるビタミン

D の新陳代謝を向上させます。 

 

ME/CFS の多くの方は、呼吸が浅くなりがちですが、

それは不活発で疲労した呼吸筋に起因している場合も

あります。浅い呼吸パターン（過呼吸）によって、筋

肉痛や頭のふらつき感、疲労が起きますので、外で新

鮮な空気を吸いながら、腹筋を使った規則正しくなめ

らかな呼吸をする練習をするとよいでしょう。呼吸テ

クニックの向上を簡単に習える太極拳は、大変に適し

た活動です。 

 

 

 

 

日常の食事 

 

望ましい栄養管理には、バランスの取れた食事を欠か

すことはできません。ME/CFS の方には、極端な除去

食療法（玄米菜食など）を自ら試し、結局は非常に体

を弱らせてしまう方がいます。食物アレルギーによっ

てこの病気が悪化している可能性が少しでもあるよう

でしたら、基本的な食事をいくらか変更し、一品ずつ

食品を除去することを試すことができるでしょう。食

物アレルギーによって ME/CFS が引き起こされるこ

とはありませんが、個々の食品を過度に食べれば反応

が出ることもありえます。 

 

大まかで望ましいルールは、可能な限り標準的な食事

を維持し、新鮮な果物や野菜をたくさん食べ、人工着

色料や香料、保存料のような、どんな不必要な添加物

も避けることです。コーヒーや紅茶、緑茶、ココア、

チョコレート製品、コーラ類に入っているカフェイン

を断つことも勧められます。カフェインは睡眠に悪影

響を及す可能性があり、潜在的に常習性のある刺激物

だからです。肝臓はしばしばウィルス感染を受けてお

り、アルコールや脂肪、油っぽい食品を最小限にすれ

ば、休めることができます。 

 

塩分の摂取量を増加させることが、一部の ME/CFS の

方にとって有益であるという確かなエビデンスが、今

では示されています。そうすることで、普段低血圧な

方の血圧を上げ、それによって脳の血流量を改善させ

るのに役立つからです。けれども、これが適切である

かどうかは主治医と相談し、定期的に血圧測定を受け

て下さい。塩分は一日を通して定期的に補う必要があ

ります。水分を多く取ることが勧められますが、取り

すぎますと必要な電解質や栄養分が身体から出てしま

います。 

 

時折、過敏性腸症候群の方がいらっしゃいます。それ

は以前にかかった腸管感染が原因かもしれませんし、

以前受けた抗生物質による治療や、免疫反応の変化に

起因している可能性があります。プレーンヨーグルト

やビフィズス菌・アシドフィルス菌の入った食事で補
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いますと、腸内細菌のバランスを取り戻すのに役に立

ちます。 

 

 

 

 

 

サプリメント 

 

もし日常の食事が十分で、きちんと食事を吸収できて

いれば、追加のビタミンやミネラルは必要ありません。

けれども、ME/CFS では時には食欲が失われたり、消

化が阻害されたりします。初回の血液検査で、しばし

ば欠乏症が見つかりますので、補正するべきです。サ

プリメントを多く服用しすぎないように、注意しなけ

ればなりません。 

 

ビタミン B12 は、いくつかの海外の研究において有益

なことが示されています。過量による副作用の危険は

ないようです。ビタミン C の大量摂取は、過敏性腸症

候群の症状を引き起こしえますので、避けるべきです。 

 

 

 

 

睡 眠 

 

睡眠は回復を助ける自然な方法です。リラックスした

深い睡眠は、ホルモンの分泌と関連して、回復を促す

重要な特性を持っています。ME/CFS の影響には、寝

つき困難、不眠、又は過眠などがあげられます。レム

睡眠（又は夢）や深い段階の睡眠を欠いているために、

朝起きて疲労が回復されていないと感じる方もいます。

恐らくこれらの睡眠障害は、脳内の睡眠を調整する部

分における免疫システムから分泌される化学物質（サ

イトカイン）に起因しています。体内時計（概日リズ

ム）が、しばしば全く狂っています。 

 

睡眠薬を使用すると、眠ったけれども回復感を得られ

ないと感じます。ほとんどの睡眠薬は、実際にはレム

睡眠の期間を減少させ、最も深い段階の睡眠に到達す

る能力にも影響を与え、睡眠の問題全体をさらに悪化

させますし、常習化の危険もあります。もし薬が必要

でしたら、睡眠サイクルを再調整する効果を持ち、そ

れによって痛みのコントロールと体力の改善に必要な

癒しのホルモンの分泌を促す、ドキセピンやアミトリ

プチリンのような、効き目が緩やかな三環系抗うつ剤

を使用することが勧められます。これらの薬は常習化

の心配がなく、非常に低用量のみ必要です。ME/CFS

の方は、しばしば薬に対して非常に敏感で、最初の数

日間は頭が重くなるというような副作用がでるかもし

れませんが、辛抱強く続けますと、たいてい一週間以

内にはこうした症状も消え、健康感の増加と睡眠リズ

ムの改善が表われてきます。三環系抗うつ剤は、就寝

の約 5 時間前に服用すると一番効果的です。 

 

メラトニン、筋弛緩剤、鎮静作用のある抗ヒスタミン

剤はどれも、三環系抗うつ剤が苦手な方々にとって、

睡眠の問題を緩和するのに有効な可能性があります。 

 

 

 

 

うつ病 

 

どんな病気も、身体だけではなく精神的にも影響を与

えます。風邪でさえも、気持ちが落ち込みますので、

終わりが見えないと思える病気にかかった方が、しば

しばひどいうつ病になったとしても、驚くことではあ

りません。睡眠障害から体力低下や悲しみ、身体的影

響まで、うつ病には多くの症状があり、多種多様な症

状を引き起こします。脳の細胞の機能が落ち、普段は

治癒や健康感を促進する化学物質を生産しなくなりま

す。三環系抗うつ剤は正常な機能を回復させ、睡眠パ

ターンを改善するのを助けます。三環系抗うつ剤は安

全で、習慣となることもなく、ME/CFS の方にはたい

ていかなり低用量で効きます。薬は非常に規則正しく

服用しなければならず（断続的な服用は有効ではあり

ません）、初めの数日間、慣れるまでは口のかわきや眠

気、かすみ目など適応効果を経験するかもしれません。

こうした感じはすぐに消え、1～2 週間の治療で改善に

気づくでしょう。 

 

最新の SSRIや SRNI抗うつ剤は、ME/CFSの方の気

持ちを明るくするのに有効であることが示されていま
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すが、しばしば初めのうちは睡眠障害が悪化し、睡眠

のための薬を服用する必要があるかもしれません。こ

れらの薬は、効きめが表われるのに数週間かかる場合

もあります。 

 

 

 

不 安 

 

動悸や過呼吸、パニック発作、不眠のような不安の症

状は、すべて ME/CFS の方によくみられる症状です。

不安は病気に対する恐れ、自信の欠如、健康や人生が

自分の思い通りにならないことなどに起因している可

能性があります。こうした症状を和らげるためには、

時には薬が必要ですが、ストレス管理に注意すること、

同じ病気の方と会うこと、体に合ったリラクゼーショ

ンを習うことの方がはるかに適切です。 

 

他の心理的な側面 

 

ある一定の期間健康がすぐれなければ、どんな人でも

ある程度の心理的影響を受けることは避けられません。

だからといって、その病気が精神疾患が原因であると

分類されるわけではありません。不安、自身喪失、う

つ症状、意欲の欠如、不眠、食欲の変化などは、すべ

てどんな長期に渡る病気にも起こりうることで、もし

これらの問題に対処すれば、回復の可能性を高めるで

しょう。 

 

カウンセリング、心理療法、グループ療法などは、ど

れも有効でありえます。抗うつ剤のような薬が、医師

から提案されるかもしれませんが、ためらうべきでは

ありませんし、むしろ病気全体を正しく管理するため

の総合的計画の一部とみなすべきです。リラクゼーシ

ョン、瞑想、自己催眠、クリエイティブ・ヴィジュア

ライゼーションなどのテクニックは、どれも簡単に習

得でき、肯定的な精神的幸福感を向上させるために安

全に使用でき、多くの CFS の方が使用して効果があり

ました。きちんとした資格のある専門家から、個人的

に教えていただくことが大切です。 

 

 

 

 

痛みの緩和 

 

保温やソフトマッサージ、休養、リラクゼーションの

ような痛みをコントロールする簡単な方法から、一番

大きな効果が得られるでしょう。単に鎮痛剤を服用す

るだけでは、ME/CFS に伴う痛みの緩和には、あまり

役に立たないかもしれません。強力で常習化させる可

能性のある鎮痛剤の使用は避けるべきです。夜に低用

量の抗うつ剤を服用することで、慢性的な痛みを大幅

に軽減できる場合もあります。鍼治療も時には効果が

ありますが、鍼灸師がこの病気を完全に理解している

ことが重要です。 

 

痛みの管理における最新のアプローチには、ガバペン

チンやトピラマートのような抗けいれん薬を少量服用

することがあげられます。これらは非常に効果的であ

ることが証明されています。 

 

 

 

 

他の薬 

 

ME/CFS をうまく治療するために、多種多様な薬が試

されてきましたが、まだこの病気の根本的な治療薬は

なく、どんな薬物治療も、症状を緩和させることを意

図すべきです。例えば、検査で見つかった真菌感染症

を治療するには抗真菌薬、睡眠や痛み、うつ症状を改

善するには抗うつ剤、細菌の感染症には抗生物質、ヘ

ルペスウィルス感染症のような継続的なウィルス荷重

のある方には、抗ウィルス薬が有効でありえます。 

 

強い関節又は筋肉の痛みや硬直のある方には抗炎症薬

が有効ですが、胃が荒れるのを避けるために、必ず食

事と一緒に服用しなければなりません。ベンゾジアゼ

ピン系薬物（クロナゼパムなど）は、筋肉のけいれん

や緊張を和らげるのに有効ですが、常習性があること
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を、念頭に入れなければなりません。 

 

免疫システムを休ませて調整する薬が現在研究されて

おり、将来的な可能性があります。遺伝子療法も具体

化の段階まできています。 

 

 

 

 

ホルモン 

 

身体のすべての機能は、ホルモンの働きによって制御

されており、長期に亘るどんな病気にかかっても、ホ

ルモンのバランスが乱れる可能性がありますので、甲

状腺、副腎、膵臓などの働きを調べる必要があります。

もし、欠乏や過多が見つかっても、たいてい正常値に

戻せます。 

 

女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲストゲンに

関連した問題を経験する女性もおり、ホルモン補充療

法やピルが、バランスを回復させるのに役立つ場合が

あります。これらによって、ME／CFS の症状を更に

悪化させうる月経周期の障害を、いくらか和らげるこ

とができます。年配の女性は、ホルモン補充療法がた

いていよく効きます。エストロゲンによって、脳血流

量が改善されることが示されており、ホットフラッシ

ュ（ほてり）が軽減されることで、睡眠も改善されま

す。 

 

妊 娠 

 

ME／CFS でも妊娠を無事に乗り越えた方は多くいら

っしゃり、妊娠中や授乳期間中は、少なからず体調が

良かったという方もおられます。この期間中は、ある

種の有益なホルモンが分泌されることに起因している

のかもしれません。子供を生む決断をする際には、子

育てに関連するストレスや疲労を考慮に入れるべきで

す。身近な家族や友人たちは、母親になろうとしてい

る方自身が休養したり、リラックスできる時間を十分

に取れるよう、特別に手助けとサポートを提供する必

要があることを認識しているべきです。 

 

ME／CFS には、遺伝的な関連があるかもしれないこ

とを示すエビデンスがありますが、母親から胎児に感

染する可能性を示すエビデンスはありません。けれど

も、時には数人の血縁者がかかっている場合もあり、

特定の遺伝的性質や環境、及び／又はライフスタイル

に恐らくは起因しているのでしょう。 

 

 

 

 

予防接種 

 

予防接種は免疫システムに必ず影響を及ぼしますので、

不可欠と思われるもの以外のどんな予防接種も避ける

ことが賢明です。予防接種がきっかけで発症したので

はないかと感じている方もいますし、予防接種が原因

で再発する方もいます。ですから、もし可能でしたら、

本当に良くなるまで延期してください。 

 

 

 

 

喫煙とアルコール 

 

ニコチンは、心拍数と血圧に影響を及ぼして、動悸の

ような症状が増す場合があります。ニコチンには刺激

する特性があり、ME／CFS の方に偽りの健康感を与

え、それゆえに無理をすれば再発につながる可能性が

あります。 

 

アルコールは肝臓で分解されますが、肝臓は最初の感

染によって影響を受けている場合もあります。あなた

が完全に回復するまでは、アルコールを制限してあら

ゆる機会をとらえて肝臓を休めることをお勧めします。

アルコールは自然な睡眠も妨げかねません。ME／

CFS の方は、アルコールや他の脱法ドラッグ（マリフ

ァナなど）に対する耐性が低いと思われ、ごく少量で

もしばしば再発を引き起こしえます。 
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リラクゼーション 

 

すでにお話しましたが、ストレス管理は回復のために

とても重要です。自分でできることの一つは、適切な

リラクゼーション術を習うことです。多くの方はたっ

ぷりリラックスしていると言いますが、実際には身体

的にも精神的にも解放された時間を過ごしていません。

リラクゼーションを習うためのテープを手に入れるこ

ともできますが、クラスに出席したり、個人教授を受

けて自分専用のテープを作ってもらう方が、ずっと有

効です。ゆっくりしたリズム（1 分間に 40～60 拍子）

の音楽も、リラクゼーションを誘導する非常に強い効

果があります。心臓がリズムに合わせようとしてゆっ

くりになります。 

 

一日に一時間はリラックスする時間をとるように努め、

全く邪魔されることのないようにして下さい。必要で

あれば電話を切っておき、その時間は誰からも邪魔さ

れずに静かに過ごさなければならない特別な時間であ

ることを、家族に知らせておきましょう。 

 

 

 

 

セックス 

 

健康がすぐれませんと、しばしば性欲が減少します。

自尊心や自信も失っているかもしれません。ですから、

性生活がかなり制限されていると気付くかもしれませ

ん。ME／CFS にかかっていても、性交を持っても全

く心配ありません。もちろんパートナーを感染させる

ことはありませんが、パートナーの方はあなたがすぐ

に疲れてしまうかもしれないことを理解している必要

がありますし、あなたにとって負担にならないという

安心感を得る必要があるかもしれません。本当に具合

が悪いような時には、優しい愛撫やマッサージ、抱擁、

暖ためなどが、双方のパートナーにとって極めて有益

です。この病気が生殖能力に悪影響を及ぼすことはな

いことを忘れずに、適切に避妊することを考慮しなけ

ればなりません。 

 

ペットをなでることで、なでる方にもなでられる方に

もセロトニンの分泌が促進されますので、動物を飼う

ことも大きな慰めとなりえます。また、動物の世話を

することによって、肯定的な恩恵が得られます。 

 

 

 

 

 

理学療法、作業療法 

 

理学療法士から、適した運動についてのガイダンスを

受けることができますし、マッサージや温熱療法、超

音波のようなテクニックを使用することもあるでしょ

う。この種のどんな治療も、非常にソフトなものでな

ければなりません。多くの理学療法士は、リラクゼー

ション技術も教えてくれます。 

 

過呼吸はよくある症状で、理学療法士は注意して呼吸

を正すことができます。膀胱のコントロールを向上さ

せる運動や、過敏性腸症候群を和らげる運動も役立ち

ます。 

作業療法士は、再び日常生活に戻り、うまく対処でき

るようになるのを助けることができます。家庭での労

力の節約の仕方についてや、自分の地域で参加できる

可能性のある活動の様々なアイディアについて、アド

バイスを受けることができます。社会生活の技術を向

上させ、自信を築きあげて、復職を考慮することも可

能となってくるでしょう。 

 

 

 

 

代替療法 

 

多くの方が、鍼灸、ホメオパシー、自然療法、脊柱矯

正療法、運動機能学のような様々な多くの代替療法を

試されます。成果があったとの報告もありますが、こ

れらはしばしば信頼できる研究によって裏付けられて

いませんし、どの治療法も顕著な、又は長期に持続す

る効果もないようです。もし代替療法を試したいので
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あれば、必ずそれぞれの分野に登録している、評判が

良くてきちんとした資格を有する専門家を選ぶように

して下さい。 

 

奇跡的な治療を約束してお金を巻き上げる無資格でに

せの専門家が、まわりにたくさんいることを忘れない

でください。もし奇跡的な治療法があるのでしたら、

皆が知っていることでしょう。薬草の生薬を試しすぎ

ないようにも気をつけて下さい。薬に対して非常に敏

感でありえるように、生薬に対しても同様に敏感であ

りえるからです。 

 

 

 

アレルギー、毒物、カンジダ症 

 

ME/CFS の方は、しばしばアレルギー、毒物、カンジ

ダなどによって、自分の病気が引き起こされているの

ではないかと心配されます。この病気の原因はむしろ、

免疫システムの正常な機能を狂わせている、ウィルス

や細菌感染の可能性が高いとする研究者も多いです。

その結果、以前は全く問題を引き起こすことのなかっ

た様々な物に、時には大きく反応することがあります。

アレルギー反応や、食品や他の化学物質に対する過敏

性をもった方が多い傾向があるようです。減感作療法

や解毒プログラムでは、めったに持続的な症状の緩和

は得られません。これらはたいてい高額で時間がかか

る上に、この病気の原因の解決にはなりません。 

 

カンジダ菌の繁殖は、慢性的に健康がすぐれないこと

やホルモンのアンバランス、以前に受けた抗生物質に

よる治療などの結果として起こりえますが、この病気

の原因であることはないでしょう。外用の抗真菌剤で

治療するのが、一番良いでしょう。全身性カンジダ症

と ME/CFS は関連ありません。また、水銀アマルガム

による中毒と ME/CFS が関連しているというエビデ

ンスは、研究によって示されていません。 

 

社会的な問題 

 

長期間病気であることによって、社会的孤立に陥るこ

とは避けられません。この病気の症状の一つである病

的な疲れやすさは、社会的にも家族関係にも、大きな

制限を加えることになりえます。パートナーや御両親、

その他の身近な方々が、この病気を理解するのに役立

ち、どうやったらあなたを一番良く助けられるかを学

ぶために、特別なアドバイスを受ける必要があるかも

しれません。他の人に会うために外出することは非常

に困難でありえますので、真の友人たちに短い間訪ね

てきてもらうことが勧められ、手伝いを申し出てくれ

たら、断わるべきではありません。 

 

いつものようにやらなければというプレッシャーを感

じずにきちんと休養できるよう、しばしば仕事や学校

をしばらくあきらめる必要があります。同じ問題を抱

えた人たちに会えるようにサポート・グループに入る

ことは、そのグループが建設的な見解を持っているな

らば、助けになります。しばらくの間いつもの活動に

もう参加できないとわかったならば、新しく興味の持

てるものを見つける必要があるかもしれません。それ

によって、以前は探求する時間が取れなかった、新し

く夢中になれる活動への扉が開かれるかもしれません。 

 

 

 

 

学 校 

 

疲労と集中力低下のために、勉強はしばしば制限され

ますし、回りに合わせて続けなければと努めるプレッ

シャーによって、否定的な影響が出てきます。両親は

子どもの病気について先生と話し合い、過剰な身体的

な労作やストレスを避けることが大切であることを認

識していただき、しばしば子供が半日休む必要がある

ことを説明すべきです。診断書によって入学を申請し

て、通信教育を受けることができれば、生徒は自分の

ペースで勉強でき、達成感を味わえるでしょうし、学

校に戻れるようになった時には、仲間より遅れている

と感じずにすむでしょう。完全に回復するまでは、競

争的なスポーツは避けることが賢明です。 

 

重症の若者は寝たきりにもなりえますし、活動レベル

が約 50%か、それ以上削減されますので、学校のカリ

キュラムを全部履修することは困難か、全く不可能で
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す。学校恐怖症の子とは異なり、ME/CFS の生徒は、

学校以外の時間のほとんどを休息しています。 

 

 

 

 

就労、手当て等 

 

ME/CFS の方の離職率は非常に高く、常勤の仕事（残

業なしのデスクワークなど）を苦痛ながらも何とか続

けられる方も中にはいますが、パートタイムの仕事に

変わらざるをえない方や、数年の内には全く仕事を辞

めざるをえなくなる方が多いのが現状です。理解ある

医師の方々からご協力をいただき、障害年金を申請す

ることもできます。 

 

しばらく休職することで、回復にとって最良のチャン

スを生かすことが賢明である場合もあります。罪悪感

や挫折感を感じて、たいてい決断は難しく、経済的な

圧迫が二重に決断を難しくしますが、主治医に休職す

るための診断書を書いていただける場合もあります。 

 

復職する決心をしましたら、徐々に仕事に復帰し、無

理しないで扱える以上のことは決して引き受けず、十

分な休養時間と、早く寝てたっぷりリラックスできる

時間を確保できるようにして下さい。時にはストレス

の少ない環境へ転職することが賢明です。仕事を休む

必要がある場合に理解してもらえるように、あなたの

病気についての情報を、あらかじめ雇用主に提供する

ことが勧められます。 

 

友人やお医者様とのコミュニケーション等 

 

最近まで多くの ME/CFS の方は、どこが悪いのかを他

の人に説明するのが難しいと感じていました。同様に

これまで多くの医師は、医学部で ME/CFS について勉

強する機会がありませんでした。けれども、今やこの

病気は海外では広く認知され、周知されています。多

くの国々でウィルスや免疫システム、生化学、血流量

などが調べられ、研究は主要な医学雑誌に発表されて

います。ですから医師や他の医療従事者は、かつてな

いほど理解するようになってきています。「中枢神経系

および免疫系の重篤な調節障害、細胞のエネルギー代

謝およびイオン輸送の機能障害、心臓血管系の異常を

伴う 複雑な疾患」と説明されたら良いでしょう。 

友人にこの病気のことを説明するのが難しいようでし

たら、完治の難しい感染症にかかっているようなもの

で、完全に回復できないでいる状態であると話すのが

一番簡単です。この病気はこれまで人から人へと伝染

した事例はなく、他の人に感染させる心配はないこと、

回復を促進させるには、多くの休養が必要であること

を強調してください。あなた自身の態度や常識あるア

プローチが、回りの人が闘病中にどうやったら一番良

くサポートできるのかを、理解する上で役立ちます。 

 

 

 

 

最後の一言 

 

もし症状に変化があったり、突然悪化するようなこと

があったら、再評価してもらうために、医師を受診す

ることが賢明でしょう。他の病気を発症していないか

どうか確かめるために、いくつかの検査を繰り返す必

要があるかもしれません。定期的な健康診断を怠るべ

きではありません。 

 

あなたがこの一時的に身体機能を失わせる病気から

徐々に回復し、再び健康を取り戻せれば、さなぎから

羽化するチョウのように、新たにされ、元気を回復し 

 

 

たと感じるでしょう。これほど困難な病気に長年耐え

ておられる方も、非常に多くを学んでこられたはずで

すので、前向きな姿勢と内なる強さを持って、将来に

立ち向かう心構えができているでしょう。 
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筋痛性脳脊髄炎(ME)／慢性疲労症候群(CFS)の患者のみなさまへ 

ニュージンランドの Dr. Rosamund Vallingsが、御自分の患者さんに渡すために作成したこの手引きを、

日本の患者さんにもお届けすることができ、大変に嬉しく思っております。この病気は対応が難しく、日々

の生活に役立つアドバイスの詰まったこの手引きを送ってくださった、Dr. Rosamund Vallingsに感謝し

ております。この患者さんのための手引きは、日本の状況に合うように、多少加筆・修正を加えさせてい

ただいて生まれました。患者や家族の方ばかりではなく、回りで患者さんを支えて下さるすべての方々に

も、読んで頂きたいと思っております。患者さんが安心して生活し、必要な社会保障を受けられるように

なるためには、なりより医療関係者の方々の理解と協力が必要です。ぜひ手に取ってお読みいただければ

幸いです。この病気の理解がさらに進むことを、心から願っております。 
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