
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリスイギリスイギリスイギリス MEMEMEME((((筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))協会協会協会協会    

  

重度の重度の重度の重度の ME(ME(ME(ME(筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))についての必須情報についての必須情報についての必須情報についての必須情報    
    

ME/CFS(ME/CFS(ME/CFS(ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎////慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群))))    

についてお答えしますについてお答えしますについてお答えしますについてお答えします    
    

小児と青年の小児と青年の小児と青年の小児と青年の MMMME/CFSE/CFSE/CFSE/CFS 
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2012201220122012 年年年年 6666 月月月月    

 

    
    

重症の重症の重症の重症の ME(ME(ME(ME(筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))についての必須情報についての必須情報についての必須情報についての必須情報    
    

    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

 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。 

 

 

重症重症重症重症のののの MEMEMEME とは何をさすのでしょうかとは何をさすのでしょうかとは何をさすのでしょうか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 ME Connect ME Connect ME Connect は、イギリスのは、イギリスのは、イギリスのは、イギリスの ME(ME(ME(ME(筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))協会の中で協会の中で協会の中で協会の中で

情報提供とサポート・サービスを行っています。情報提供とサポート・サービスを行っています。情報提供とサポート・サービスを行っています。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/CFSME/CFSME/CFSME/CFS 障害評価尺度障害評価尺度障害評価尺度障害評価尺度    
    

最重症最重症最重症最重症    100100100100％機能喪失％機能喪失％機能喪失％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。 
 

90909090%%%%機能喪失機能喪失機能喪失機能喪失    

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。 
 

重度重度重度重度    88880000%%%%機能喪失機能喪失機能喪失機能喪失    

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。 
 

77770000%%%%機能喪失機能喪失機能喪失機能喪失    

中程度から重度の症状が、ほとんど常にある。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 : Q : Q : Q : 重症の方はどのくらいいるのでしょうか重症の方はどのくらいいるのでしょうか重症の方はどのくらいいるのでしょうか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 :Q :Q :Q :この病気の一部の方はなぜ重症化するのでしこの病気の一部の方はなぜ重症化するのでしこの病気の一部の方はなぜ重症化するのでし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）ょうか。初期の管理（医学的、社会的、心理的な）ょうか。初期の管理（医学的、社会的、心理的な）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。が悪かったことが大きな理由でしょうか。が悪かったことが大きな理由でしょうか。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 : Q : Q : Q : 私のかかりつけ医は重症のＭＥのことをしっ私のかかりつけ医は重症のＭＥのことをしっ私のかかりつけ医は重症のＭＥのことをしっ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かりとは理解していません。どうしたらよいでしかりとは理解していません。どうしたらよいでしかりとは理解していません。どうしたらよいでし

ょうか。ょうか。ょうか。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、新しい症状が現れたり、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 : Q : Q : Q : 家族も友人も私がどんなに具合が悪いかを理家族も友人も私がどんなに具合が悪いかを理家族も友人も私がどんなに具合が悪いかを理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。解してくれません。何と言ったらよいでしょうか。解してくれません。何と言ったらよいでしょうか。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 : Q : Q : Q : 私の介護者は、私の介護者は、私の介護者は、私の介護者は、私がどんなに具合が悪いか私がどんなに具合が悪いか私がどんなに具合が悪いか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。私には繰何が必要なのかを理解してくれません。私には繰何が必要なのかを理解してくれません。私には繰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。どうしり返し説明するエネルギーはありません。どうしり返し説明するエネルギーはありません。どうし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たらよいでしょうかたらよいでしょうか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 : Q : Q : Q : 私には国の手当私には国の手当私には国の手当私には国の手当を受給する資格があるでしょを受給する資格があるでしょを受給する資格があるでしょを受給する資格があるでしょ

うか。うか。うか。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 : MEQ : MEQ : MEQ : ME 協会は援助するために何をしていますか協会は援助するために何をしていますか協会は援助するために何をしていますか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 : Q : Q : Q : どんな役立つ情報を手に入れることができるどんな役立つ情報を手に入れることができるどんな役立つ情報を手に入れることができる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。でしょうか。でしょうか。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当協会の顧問医師、チャールズ・シェパード博士より当協会の顧問医師、チャールズ・シェパード博士より当協会の顧問医師、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、新規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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貴重な体力貴重な体力貴重な体力貴重な体力    
    

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。 

 

励ましの言葉励ましの言葉励ましの言葉励ましの言葉    
  

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ただ耳を傾けてくれる人がただ耳を傾けてくれる人がただ耳を傾けてくれる人がほほほほしいだけでしたらしいだけでしたらしいだけでしたらしいだけでしたら    
  

ME Connect のボランティアのほとんどは患者で

すが、話を聞くことが得意です。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。 
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MEMEMEME/CFS/CFS/CFS/CFS についてについてについてについてお答えしますお答えしますお答えしますお答えします    

 
    

はじめにはじめにはじめにはじめに    
    

現在ほとんどの医師が、時に CFS(慢性疲労症候群)、もしくは PVFS(ウイルス感染後疲労症候群)とも呼

ばれる ME（筋痛性脳脊髄炎）について、正真正銘の身体機能を失わせる病気であると認めています。

その原因はまだ明らかではありませんが、研究によってこの病気が引き起こしていると思われる数多く

の異常が解明されています。 
    

診断と疾病の管理の手引きが、2002 年に主席医務官によって、また 2007 年には英国国立医療技術評価

機構(NICE)によって発表されました。ところが、この病気を最善に管理する方法、特に認知行動療法と

段階的運動療法の役割について、論争が続いています。 
    

世界保健機関は、ME を神経系疾患と分類しており、それは英国保健省も認めています。そのことによ

って提供される治療法に影響があるわけではありませんが、手当てやサービス提供に関する論争、特に

この病気が精神的な病であるかのように誤って分類されている事例においては、役立つことが多いでし

ょう。 
    

ME 協会は、この病気の身体的な原因の研究に対して、あきれるほど少しの予算しかつけられてこなか

ったと思っており、政府に対して早急にこれを正すように要求してきました。 
    

国民健康保険は最近、ME/CFS 患者のために特にデザインされた、病院を基盤としたサービスの作成に

乗り出しましたが、イギリスの多くの地域において、依然として ME/CFS の専門医への照会サービスは

極めて不足しています。 

 

MEMEMEME とととと CFSCFSCFSCFS とととと PVFSPVFSPVFSPVFS の違いは何ですかの違いは何ですかの違いは何ですかの違いは何ですか    
    
MEMEMEME は筋痛性脳脊髄炎(myalgic encephalomyelitis)、

又は筋痛性脳脊髄症(myalgic encephalopathy)を表

します。 
 

myalgic を、筋肉痛が関与していることを表す言葉

として使用することに異論はありませんが、脳と脊

髄の炎症を意味する encephalomyelitis は、この言

葉の使用を裏付ける質の高い研究によるエビデンス

がないために、問題がないとは言えません。 
  

そこで、脳血流、脳内の化学物質やホルモンに関す

る異常があることはわかっていますが、それらをよ

り正確に表現し、異論がより少ない用語として

encephalopathy（筋痛性脳脊髄症）が提唱されまし

た。 
 

慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群(CFS)(CFS)(CFS)(CFS)という病名は、原因に関して厳

密な推定が不要なため、医療関係者から好まれてい

    

イギリスイギリスイギリスイギリス MEMEMEME((((筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))協会協会協会協会    
 

住所 7 Apollo Office Court, Radclive Road, Gawcott, Bucks MK18 4DF 

電話 01280 818964 

Email : meconnect@meassociation.org.uk   

Registered Charity Number 801279 

2008200820082008 年年年年 12121212 月月月月    
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ます。 
  

CFS という病名に関する二つの主な批判は、この病

気が体に影響を及ぼす範囲と重症度を反映していな

いことと、説明のつかない疲労を抱えた人々にとっ

て都合のよいレッテルとして、しばしば使用される

ことです。 
 

ウｲルス感染後疲労症候群ウｲルス感染後疲労症候群ウｲルス感染後疲労症候群ウｲルス感染後疲労症候群(PVFS)(PVFS)(PVFS)(PVFS)は、ウｲルス感染に

より発症した病気であることが明らかにわかる病名

として、1980 年代に導入されました。 
 

新しい病名について国際的な支持が得られるように

なるまで、イギリス ME 協会は ME と CFS を組み

合わせた病名ME/CFSを支持します。当面私たちは、

ME/CFS 患者の方のケアが全面的に改善され、この

病気の身体的原因の研究をサポートすることに、全

力を傾けたいと願っています。 

 

どんな人がどんな人がどんな人がどんな人が ME/CFS/PVFSME/CFS/PVFSME/CFS/PVFSME/CFS/PVFS にかかりますかにかかりますかにかかりますかにかかりますか    
    

・・・・研究によれば、イギリスには 24 万人の ME/CFS

患者がいると推定されており、その内の 25,000 人

は子供です。 
        

・・・・約 20～25%の ME/CFS 患者の方は非常に重症で、

寝たきりか、つきっきりの介助や車イス又はスク

ーターを使用しなければ、家から出ることもでき

ません。 
    

・・・・7 才以下と 60 才以上の方が発症するのは稀ですが、

どの年令の方でもかかります。 
    

・・・・10 代半ばから 40 代半ばに発症することが多いで 

 す。 
    

・・・・男性より、女性の方がかかる率が高いです。 
    

・・・・ME/CFS はどんな社会階級や人種の方でもかかり 

 ます。 

 

ME/CFSME/CFSME/CFSME/CFS はどのように発症しますかはどのように発症しますかはどのように発症しますかはどのように発症しますか    
    

ME/CFS はしばしばウｲルス感染によって発症し、時

には胸部や消化器系統も対象となります。けれども

時には、事故や手術、予防接種、農薬にさらされる

ことなどによっても発症しえます。 
 

約 1/4 の方は、明らかな発症時期が不明なまま、徐々

に発症します。 

ME/CFSME/CFSME/CFSME/CFSと他の原因による慢性的な疲労とはどと他の原因による慢性的な疲労とはどと他の原因による慢性的な疲労とはどと他の原因による慢性的な疲労とはど

う区別されるのでしょうかう区別されるのでしょうかう区別されるのでしょうかう区別されるのでしょうか    
    

他の原因による慢性疲労と区別する、この病気の最

も特徴的な症状は、わずかな身体的又は知的活動後

の極度の消耗と体調不良です。そうした症状がピー

クに達するのに、活動後 24～48 時間かかることもあ

ります。何日も何週間も何ヵ月も回復が長引く場合

もあります。症状が変わりやすく、良くなったり悪

くなったりすることが、二番目に重要な指標です。 

 

その他の主な症状は何でしょうかその他の主な症状は何でしょうかその他の主な症状は何でしょうかその他の主な症状は何でしょうか    
    

・・・・筋肉痛または神経痛、時には筋肉のけいれん（し

ばしばまぶたのけいれんを含みます。） 
    

・・・・短期記憶・集中力・注意持続時間の障害。医者は

これを認知機能障害と呼びます。 
    

・・・・何かを言いかけながら、会話の途中で自分が何を

言っていたのかわからなくなってしまったり、話

したり書いたりする時に正しい言葉を思いつかな

かったり、順序立てて考えることが難しい傾向と

いうような、他の認知力低下。 
    

・・・・咽頭痛やリンパ腺の腫れ、関節痛などのインフル 

 エンザのような症状、体温調節困難、寝汗などを 

 伴い、絶えず具合が悪い。 
    

・・・・睡眠障害―特に目覚めた時に疲労が回復されない

ような睡眠。一気に 12～18 時間もの長時間にわた

る睡眠、入眠困難、昼夜逆転、鮮明な色の強く印

象に残る夢（時には悪夢）などの睡眠障害も起こ

りえます。 
    

・・・・アルコール不耐症（特にごく初期において）。 

 

他に起こりうる症状他に起こりうる症状他に起こりうる症状他に起こりうる症状    
    

・・・・腫れや赤み、関節の変形などの徴候を伴わない、 

 一カ所以上の関節の痛み。 
    

・・・・歩いている時、または立っている時の不安定感。 

 まるで「ゴムの上を歩いているよう」と表現さ  

れる方もいます。 
    

・・・・突然の説明のつかない気分の変調。 
    

・・・・新しい種類やパターンや強さの頭痛。 
    

・・・・ちくちくした感じやしびれた感じ、触覚の喪失。 
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・・・・音及び／又は光に対する過敏性。 
    

・・・・薬物や食物に対する新たな不耐性の発現。 

 

MMMME/CFSE/CFSE/CFSE/CFSではうつ病はどれくらいよくみられるではうつ病はどれくらいよくみられるではうつ病はどれくらいよくみられるではうつ病はどれくらいよくみられる

のでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか    
    

どんな長期にわたる病気の方でもみられるように、

時にはうつ病を発症する方がいます。生活の非常に

多方面に影響を及ぼす他の慢性疾患に比べ ME/CFS

の方が真に臨床的うつ病が多いことを示す、確実な

エビデンスはどこにもありません。うつ病を発症さ

れたら、医師の治療を受ける必要があります。 

 

ME/CFSME/CFSME/CFSME/CFSを診断するための検査や根本的な治療を診断するための検査や根本的な治療を診断するための検査や根本的な治療を診断するための検査や根本的な治療

薬はありますか薬はありますか薬はありますか薬はありますか    
    

どちらもありません。他の原因である可能性を除外

した上で、典型的な症状パターンによって診断しな

ければなりません。ME/CFS にかかっていると思わ

れる方は、他の病気である可能性を同定するために、

通常の血液検査をいくつか受けるべきです。診断に

疑いが残るようでしたら、さらに専門的検査が必要

な場合もあります。 

 

回復の見込みはどのくらいありますか回復の見込みはどのくらいありますか回復の見込みはどのくらいありますか回復の見込みはどのくらいありますか    
    

ME/CFS の患者さんは、傾向として大ざっぱに三つ

のグループに分けられます。 
    

・・・・相当な期間を要するかもしれませんが、完全な健 

 康または健康に近い状態になんとか戻る方もごく   

 少数います。 
    

・・・・大多数の方は、良くなったり悪くなったりすると 

 いうパターンを繰り返す傾向があります。再発や 

 ぶり返しは、感染症や手術、極端な寒暖の差、ス 

 トレスの多い出来事などが、しばしば引き金とな 

 ります。 
    

・・・・少数ではあるが有意な数の方、恐らく約 1/4 の方 

 はずっと重症のままで、極めて多くの日常的及び

社会的なサポートを必要とします。 
    

悪化し続けることはまれです。もしそのようなこと

があれば、他の病気を除外するために、詳細な診療

を受けられることをお勧めします。 

どうしたら回復を促進できるでしょうかどうしたら回復を促進できるでしょうかどうしたら回復を促進できるでしょうかどうしたら回復を促進できるでしょうか    
    

回復の見込みについて、肯定的であり続けることが

大切です。病気である期間は人によって違いますし、

長期間病気であった方でも、健康が改善されること

はありえます。 
 

症例報告によると、回復の見込みを促進させる三つ

の事が示されています。 
    

早期の診断―早期の診断―早期の診断―早期の診断―症状が現れてから数ヶ月以内がより望

ましいです。 
    

ごく初期のごく初期のごく初期のごく初期の頃頃頃頃の症状管理のための良いアドバイスの症状管理のための良いアドバイスの症状管理のための良いアドバイスの症状管理のための良いアドバイス―

特に活動度の管理と症状のコントロールについて 
     

年令―年令―年令―年令―若年者は成人に比べて回復が良好であるよう

です。 

 

病気を安定させるために病気を安定させるために病気を安定させるために病気を安定させるために    
    

以前は健康で活動的であったし、普段は病気になっ

ても一直線に回復する方にとって、ME/CFS は自ら

の生き方に制約を課すものと感じられ、なんとか受

け入れられるようになるのは非常に困難な場合もあ

ります。 
  

さまざまな治療法やセラピーによって、いくらか効

果が得られるかもしれませんが、低下した新しい限

界（身体的にも精神的にも）を超えるような不適切

な活動をすれば、結果として症状が悪化する場合が

あります。容易に悪化しうる主な症状としては、極

度に消耗させるような疲労又は体調不良、筋肉痛、

頭痛、集中力の低下、記憶力の低下などです。 
 

ME/CFS が疑わしい時は、診断がおりるのを待つ間、

必須ではない活動は避け、普段よりさらに休養をと

ることが、あなたのためになるでしょう。けれども、

この病気は非常にしばしばあまりにも激しく襲って

くるので、ごく初期の段階ではベッドで休む以外に

はないこともあります。ほとんどの患者さんはやが

てゆっくりながらも、ある程度の改善がみられるよ

うになりますので、この改善の進行を維持しようと

努めることが大切になります。ただ目標をいきなり

高くしすぎないことが大切です。 
 

症例報告によれば、ある程度体調を安定させるため

には、例えば午前中にすべてを片付けて、あとの残

りの時間はずっと休むよりは、活動を短時間ずつに

分けて、その間に十分な休憩/休養を取った方が有益
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であることが示されています。 
 

初期の頃は、しばしばリラックスできる活動ではな

く、完全に休養する期間が必要です。自分の活動と

その影響を記録しておくための日記を使用すること

は、あなたの回復をうまく管理するのに役立ちます。 

 

回復を維持する回復を維持する回復を維持する回復を維持する    
    

症状が突然に著しく改善すると、偽りの安心感を生

みますので、短い間は突然体調が良く感じられるか

らといって、誘惑にかられて頑張りすぎないように

して下さい。ジェットコースターのように、不適切

な活動をしてはぶり返すよりは、回復を維持してい

くことの方が好ましいです。 

    

もし回復が遅くなったり、止まったりしたらもし回復が遅くなったり、止まったりしたらもし回復が遅くなったり、止まったりしたらもし回復が遅くなったり、止まったりしたら    
    

相当の割合の方は、ある程度は回復しますが、その

後回復速度が遅くなり始めたり、散発的になり、「ガ

ラスの天井」にぶつかったかのように、止まってし

まうことさえあることが、経験からわかっています。

その理由ははっきりわからないままです。 

 

ぶり返しぶり返しぶり返しぶり返し    
    

ME/CFS はぶり返すことがよくあり、他の病気にか

かること、その時点でその人の耐久力に適していな

い身体的又は知的活動を維持すること、合わない治

療やセラピー、心理的なストレス、予防接種、麻酔、

手術などの様々な出来事によって引き起こされるこ

とが多いです。そのようなことは、結果的に事態を

悪化させるだけですので、こうした状況にさらされ

る機会を制限されると良いでしょう。 

 

医学的管理と補完療法医学的管理と補完療法医学的管理と補完療法医学的管理と補完療法    
    

多くの薬が研究され、臨床治験での評価が行われて

いますが、現在のところ ME/CFS に効果的な薬物療

法はありません。 
 

けれども様々な症状（特に疼痛の緩和、睡眠障害、

二次的なうつ病など）を和らげるのに役立つ薬を、

医師から処方していただくことができます。  
 

ME/CFS の方はしばしば、神経系に影響を与える薬

に敏感ですので、非常に低用量の使用で始めて、徐々

に増やしていく必要がある場合が多いです。 
 

ME/CFS についての英国国立医療技術評価機構によ

る新しいガイドラインでは、軽度から中等度のすべ

ての ME/CFS 患者の方に、認知行動療法と段階的運

動療法を提供すべきであると勧めています。当 ME

協会は、既存の研究によるエビデンスは不十分で一

貫性に欠けているという理由から、このガイダンス

を批判してきました。そして主席医務官への報告に

提出されたME/CFSの方からのフィードバックでは、

非常に多くの方はこれらの治療法には効果がないか、

段階的療法の場合は体調が悪化したと答えています。 
 

ME/CFS の方は、「ペースの調整」と呼ばれる活動の

管理の仕方が、体力（または体のエネルギー）を管

理する上で最も適切で有益であると、しばしば報告

されています。 
 

西洋医学の主流に限界を感じて、多くの方がホメオ

パシーや鍼治療のような補完療法を検討しますが、

これらはしばしば民間ベースでしか受けられません。

こうした治療師の養成や規制は改善されてきてはい

ますが、時間がかかっています。ですので、専門の

どの分野においても評判の良い専門職団体に登録し

ており、適切な保険に加入しているセラピストを見

つけることが賢明です。 
 

時には食事療法が提案されますが、食事がかなり制

限されることがあります。結果的に栄養不足になれ

ば、問題が増えるだけということにもなりかねませ

んので、正式な資格を有する栄養士の方と話し合う

ことが大切です。 

 

手当ての受給資格について手当ての受給資格について手当ての受給資格について手当ての受給資格について    
    

病気によって働けなくなったり、フルタイムで働く

ことが難しくなったら――又は、自分で身の回りの

ケアができなくなったり、外出が困難になった場合

――様々な範囲の就労･就業不能手当てや所得補助

手当てを受けられます。けれども、手当ての受給資

格は自動的には得られません。 
 

就労不能手当ては、審査官による病気の状態の評価

に応じて認められ、審査官が診断書の提出を求める

場合もあります。手当ての中には所得調査が必要な

ものもあり、各自の経済状況によって決まります。 
 

申請書の質が低いと、手当てを受給するチャンスに

悪影響を与えかねませんので、もし自信がなければ
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申請する前に良いアドバイスを得たほうが良いでし

ょう。申請書の記入を手伝ってもらうことは許され

ていますし、希望すれば診察を受ける際にいつでも

付き添っていただけます。 
 

最も一般的な手当てや、関連する申請書の記入方法

についてアドバイスを得られる機関については、「手 

当てと税金の控除」と題する ME 協会発行の情報 

シートに書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに詳しくお知りになりたい方はさらに詳しくお知りになりたい方はさらに詳しくお知りになりたい方はさらに詳しくお知りになりたい方は    
    

当協会では、診断から症状、管理、手当てに関する

幅広い範囲の印刷物を発行しています。それらは機

関誌にある注文用紙、又はホームページのアドレス

www.meassociation.org.uk にある PDF の注文用

紙を用いて入手可能です。 

 

 ＊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。NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」 

  理事長の篠原三恵子が翻訳し、理事の申偉秀（東京保険医協会理事）が監修致しました。 



 
 

MEMEMEME((((筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))／／／／CFS(CFS(CFS(CFS(慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群))))／／／／PVFS(PVFS(PVFS(PVFS(ウィルス感染後疲労症候群ウィルス感染後疲労症候群ウィルス感染後疲労症候群ウィルス感染後疲労症候群))))    

臨床上の重要な問題の探求臨床上の重要な問題の探求臨床上の重要な問題の探求臨床上の重要な問題の探求    
    

10101010. . . . 小児と青年期の小児と青年期の小児と青年期の小児と青年期の ME/CFSME/CFSME/CFSME/CFS    
 

ME/CFS の小児と青年（12～18 才くらい）の有病率

に関する確かな情報は、現在のところほとんどあり

ませんが、学校の長期欠席の最もよくある理由の一

つであることが、ある研究（ドーセットとコルビー、

1997 年）によって示されています。 
 

この年令集団においてME/CFSの可能性を診断する

ための病状評価は、成人の場合とよく似ています。

しかし、頭痛や中断された睡眠パターンのような症

状はさらに顕著に現れる傾向があり、症例によって

は、より詳しい検査によって除外される必要のある

他の診断もあります（表 3 参照）。ME/CFS と診断さ

れていたにもかかわらず、実際にはミトコンドリア

神経胃腸管脳筋症であったという、最近のオースト

ラリアの少女の悲劇的な症例は、より重度のカテゴ

リーに入るすべての小児と青年には、専門医の徹底

的な病状評価が重要であることを例証しています。 
 

小児と青年の症状管理も、成人の場合とよく似てい

ますが、薬物治療の使用はより重視されません。地

域の教育委員会（LEAｓ）や学校、先生方との適切

な連携を保ち、家庭教師、インターネットを使った

遠隔教育、学校の授業の一部履修などを活用して、

教育を継続できるように目指すことが、きわめて大

切です。学校に出席できないほど具合の悪い子供た

ちは通常、小児科医の積極的な管理のもとにあるべ

きです。学校の出席が減少しているのは、身体機能

の低下に関連しているのであり、不安によるもので

はありません（クロウリーとスターン、2008 年）。

ME/CFS の小児や青年は、州による様々な疾病給付

や障害手当を受給する権利があるかもしれないこと

にも、注意を払うべきです。 
 

ME/CFS の小児や青年に特化した登録チャリティー

団体もいくつかあり、イギリス ME 協会は「若い

ME 患者のための委員会(タイムス委員会としても知

られ、HP は www.tymestrust.org）と緊密に連携し

ています。こうした団体は、教育や法律に関した問

題に対する助言が必要な時に、特に役立ちえます。

さらに詳しい情報は、ME 協会、又は協会のホーム

ページから入手できます。ME 協会は、「小児期と青

年期における ME/CFS」と題する、患者への情報小

冊子を発行しています。 
 

2004 年 12 月に王立小児保健協会（RCPCH）は、エ

ビデンスに基づく小児と青年のME/CFSに関するガ

イドラインを発表しました。ガイドラインには多く

の役立つ情報が含まれていますが、ME 協会は「問

題行動への介入」というセクションは是認しかねて

きました。これらのアプローチはバランスの取れた

仕方で扱われていないと、当協会では考えるからで

す。ガイドラインは、RCPCH のホームページ

www.rcpch.ac.uk からご覧いただけます。 

 

 

表 3 

鑑別すべき診断鑑別すべき診断鑑別すべき診断鑑別すべき診断    

広範囲にわたる詳しい検査が求められることはまれですが、病歴が非定型な場合は、慢性疲労の別の原因を

考慮に入れなければなりません。「新しい」病状が現れても、自動的に ME/CFS のせいであると考えるべき

ではないことも、忘れないで下さい。 
 

小児と青年においては、鑑別すべき診断の中に、エーラス・ダンロス症候群（関節の過度可動性に関連）、低

ガンマグロブリン血症、起立性頻脈症候群（POTS）のような、よりまれな病気を考慮に入れる必要がある

場合もあります。 
 
 
 
 
 

※本文書は、イギリス ME 協会発行の「ME/CFS/PVFS：臨床上の重要な問題の探求」と題する冊子の一部で、 

 翻訳の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。 

 



 
 

 
 



 
 

   

  ＊この小冊子のテキストを原文でお読みになりたい方は、イギリス筋痛性脳脊髄炎(ME)協会からお求め 

   下さい。ホームページ http://www.meassociation.org.uk/ に PDF の注文用紙がございます。 

    「重度の ME(筋痛性脳脊髄炎)についての必須情報」 

      “Severe ME ― Essential Information” 

    「ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)についてお答えします」 

      “ME/CFS ― Your Questions Answered” 

                        「ME/CFS/PVFS：臨床上の重要な問題の探求」 

           “ME/CFS/PVFS : An Exploration of the Key Clinical Issues”    

 
    
 

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

    

筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎((((ME)ME)ME)ME)／慢性疲労症候群／慢性疲労症候群／慢性疲労症候群／慢性疲労症候群(CFS)(CFS)(CFS)(CFS)の患者のみなさまへの患者のみなさまへの患者のみなさまへの患者のみなさまへ    

この小冊子に収めた情報は、イギリス ME(筋痛性脳脊髄炎)協会の顧問医師である Dr. Charles Shepherd

から送っていただきました。私の質問にすぐに答え、翻訳の許可を下さった Dr. Shepherd に、心から感謝

しております。日本では、重症患者の実態は明らかになっていません。患者さんが必要な社会保障を受け

られるようになるためには、この病気の深刻さをご理解いただくことが必要です。また、分かりやすく解

説されていますので、一人でも多くの方にこの病気をご理解いただけるようになることを願っております。

ぜひ手に取ってお読みいただければ幸いです 

NPO 法人 筋痛性脳脊髄炎の会 

重度の重度の重度の重度の ME(ME(ME(ME(筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎))))についての必須情報についての必須情報についての必須情報についての必須情報    
    

ME/CFS(ME/CFS(ME/CFS(ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎筋痛性脳脊髄炎////慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群))))についてお答えしますについてお答えしますについてお答えしますについてお答えします    
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