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NPO 法人筋痛性脳脊髄炎の会（通称ME/CFS の会 元「慢性疲労症候群をともに考える会」） 

〒177-0033練馬区高野台 3－11－12采明ビル 2Bアニメ活動センター内 

 http://mecfsj.wordpress.com/  Email:cfsnon@gmail.com 

 ℡：080－4082－6287  Fax:03－6915－9282 

振込先：ゆうちょ銀行  記号 10070  番号 86990381   

   特定非営利活動法人筋痛性脳脊髄炎の会 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

医療関係者向け国際学術シンポジウム開催  
 

注目される神経内科領域の疾患 : 筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候(ME/CFS) 

～ME/CFS も治療の時代へ～ 
 

このシンポジウムは、アメリカより ME/CFS の世界的権威であ

る専門医と前国際 ME/CFS 学会会長をお迎えし、また日本神経

学会代表理事にもご出席頂き、世界的にどこまで ME/CFS の研

究が進んでいるのかをお話いただきます。世界保健機関の国際

疾病分類において神経系疾患（ICD-10 G93.3）と分類されている

この病気を、神経難病として捉え、神経内科領域の研究者に研

究を促進していただくことを目指すと同時に、医療関係者の

方々に診療に際してこの病気への理解を深めていただき、患者

の置かれた状況を改善していくことを目的とします。 
 

尚、高度に専門的な講演の一部には、日本語の通訳がつきませ

んのでご了承下さいませ。 
 

日時：2016 年 10 月 23 日（日）13 時～18 時 

会場：東京大学鉄門記念講堂（本郷キャンパス医学部教育研究棟 14F） 

対象：医療関係者(一般の方の参加も可) 

参加費：無料    

申し込み：必要（ご氏名、ご所属、ご住所、TEL、メールアドレスを､answertomecfs@gmail.com

までお知らせください） 
 

【シンポジストと演題】 

Dr. Anthony Komaroff, M.D.  

(Professor of Medicine at Harvard Medical School, Senior Physician, Brigham & 

Women's Hospital) 

"Keynote speech：The Biology of ME/CFS " 

基調講演：ME/CFS のバイオロジー 

http://mecfsj.wordpress.com/
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Dr. Nancy Klimas, M.D. 

（Director for Institute for Neuro Immune Medicine at Nova Southeastern University、

Past President of the International Association for ME/CFS） 

"Modeling ME/CFS to Develop Targeted Therapy" 

ME/CFS の分子標的治療開発のための仮想病態の提案 

 

山村 隆先生（国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部部長） 

Towards Immunotherapy of ME/CFS: Flow Cytometer Analysis 

ME/CFS の免疫療法に向けて：フローサイトメーター解析 

 

鄭 忠和先生（独協医科大学特任教授、和温療法研究所所長） 

Waon Therapy Effective as the Treatment of ME/CFS 

ME/CFS の症状緩和に有効な治療法：和温療法 

 

篠原 三恵子（NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」理事長） 

Recent Research Developments Around the World 

世界では ME/CFS の研究はどこまで進んでいるのか 

 

オープニングリマーク：高橋良輔先生（日本神経学会代表理事、京都大学医学部教授） 

司会：申 偉秀先生（東京保険医協会理事、当会理事） 

 

主催：NPO 法人 筋痛性脳脊髄炎の会 

後援：厚生労働省、東京都、日本医師会、日本神経学会、国立精神・神経医療研究センター、 

日本臨床内科医会、日本性差医学・医療学会、全国保険医団体連合会、東京保険医協会、 

日本看護協会、日本臨床衛生検査技師会、日本社会医療福祉協会、日本障害者協議会、 

医療制度研究会（順不同） 

※このシンポジウムは日本財団の助成を頂き実施致します。 

 

このシンポジウムのためには、多額の寄付が必要です。皆様から暖かいご支援・ご協力を頂けま

すようお願い申し上げます。また、当日の運営をお手伝いいただけるボランティアの方を募集し

ております。事務局までご連絡頂ければ幸いです。どうか宜しくお願い致します。

cfsnon@gmail.com 

 

【寄付の振込先】 

◎ ゆうちょ銀行から振込む場合         ◎ 他の金融機関から振込む場合 

ゆうちょ銀行               ゆうちょ銀行 

記号 10070  番号 86990381      店名 〇〇八（ゼロゼロハチ） 

特定非営利活動法人筋痛性脳脊髄炎の会   店番号 008  普通預金 8699038 

                     特定非営利活動法人筋痛性脳脊髄炎の会 
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米国国立衛生研究所における研究の小冊子 
 

2015 年 10 月 29 日に、アメリカにおける研究拠点である国立衛生研究

所(NIH)より、「アメリカ国立衛生研究所は ME/CFS の研究促進に向け

て動きだす」とする発表がありました。続いて 2016 年 2 月 16 日に、

NIH の主任研究員より研究の詳細が発表されましたので、それをまと

めて翻訳し、小冊子を作成致しました。NIH の研究の論拠とされた 2

つの論文の要約の部分も翻訳し、巻末資料と致しました。医療関係の

方々に、この病気の理解を深めていただく一助となることを願ってお

ります。 
 

2015 年 10 月の発表において、WHO の国際疾病分類において神経系疾

患と分類されている ME/CFS の研究を強化し、神経系疾患のセクショ

ン主導で促進するという発表があり、世界中の患者たちの注目を集めました。感染症後に急激に

発症した患者のみを対象とすることとし、免疫の観点からの研究の重要性を明確にしました。 
 

続いて 2016 年 2 月に、米国疾病管理予防センター(CDC)において開催された病例検討会におい

て、NIH の国立神経疾患・脳卒中研究所(NINDS)の主任研究員である Dr. Avindra Nath が、「感染

後 ME/CFS：米国国立衛生研究所における所内研究」と題して、研究の詳細についてプレゼンテ

ーションしました。免疫機能障害を標的にした治療薬の効果を確かめ、国の承認を得ることを目

指していることが明らかになりました。 
 

Dr. Nath（神経免疫学が専門）の講演の中で、ME/CFS における免疫調整に関する研究の論拠と

して、ノルウェーの研究グループの 2 つのリツキシマブの研究論文があげられましたので、論文

の要約を翻訳致しました。2015 年の論文において、リツキシマブ維持療法を受けた 29 人の患者

のうち、36 ヶ月の追跡終了時に、11 人に臨床的寛解状態が継続していたとしており、非常に希

望を与えるものです。 
 

小冊子を 400 円（小冊子 200 円＋送料 200 円）でお分けすることもできますし、ダウンロードし

てご活用頂ければ幸いです。当法人では今まで 6 冊の小冊子を発行してまいりました。新しい小

冊子を含め 7 冊セットでお申込みをされる場合には、送料込みで 1700 円となります。お振込み

をされる際には、必ず当法人に送り先の住所・氏名をお知らせください。 
 

【お申し込み先】NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」 

〒177-0033 東京都練馬区高野台 3-11-12 采明ビル 2Bアニメ活動センター内 

Tel:080-4082-6287  Email:cfsnon@gmail.com  Fax:03-6915- 9282 

 

 
自民党の ME/CFSの勉強会開催 

 

4 月 14 日に衆議院第二議員会館地下 1 階第 6 会議室において、自民党の「ME/CFS の理解を深

めるための勉強会」が開催されました。3 月 28 日に北村誠吾議員へ陳情に参りましたが、当会

がこれまで厚生労働大臣・副大臣・政務官に面談していることや、請願が衆参両院で採択されて
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いること等を評価してくださり、自民党の勉強会の発起人になって下

さいました。 
 

12 名の勉強会の呼びかけ人の皆様：上川陽子議員、北村誠吾議員、木

原誠二議員、左藤章議員、高階恵美子議員、とかしきなおみ議員、永

岡桂子議員、野田聖子議員、橋本岳議員、船田元議員、三ッ林裕己議

員、村井英樹議員（50 音順） 
 

出席された議員の方：あべ俊子議員、上川陽

子議員、北村誠吾議員、左藤章議員、島村大

議員、高橋ひな子議員、津島淳議員、富樫博

之、丹羽雄哉議員、三ッ林裕巳議員、森英介

議員（50 音順） 
 

秘書の方が出席：石田昌宏議員、伊原巧議員、

今津寛議員、江渡聡徳議員、太田房江議員、

金子めぐみ議員、金子恭之議員、神谷昇議員、亀岡偉民議員、木原誠二議員、木村弥生議員、小

松裕議員、高階恵美子議員、高鳥修一議員、谷川とむ議員、田畑裕明議員、とかしきなおみ議員、

冨岡勉議員、長尾敬議員、永岡桂子議員、野田聖子議員、橋本岳議員、鳩山邦夫議員、比嘉奈津

美議員、船田元議員、堀内詔子議員、松本純議員（50 音順） 
 

発起人の北村議員の司会で、「自分もこの病気のことをまっ先に

勉強しなければならないと思ったことを反映して、勉強会を開催。

この病気の現状を勉強し、共通の認識を持って政治家として力を

発揮し、患者・お医者様・研究者の力になりたい」とのご挨拶を

頂きました。 
 

厚労省健康局難病対策課の松原課長より、これまでの難病に対す

る取り組みや、昨年 1 月に成立した難病法についてご説明いただき、今年度から客観的診断法の

開発の研究が開始され、その中で国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所免疫研究

部部長の山村隆先生にも、中心的なメンバーとして御参画いただいていると、山村先生をご紹介

頂きました。 
 

山村先生は、神経内科の専門医で、25 年間多発性硬化症(MS)

の研究と診療をされてきましたが、MS の研究を深める中で、

ME/CFS という病気に非常に興味を持ち、研究を開始されまし

た。「今は ME/CFS にとって時代の転換期であり、本当に大き

く変わっていることをご理解いただきたい」と、お話を始めら

れました。少し高度な検査をすればきちんと異常が検出され、

診断がつくような時代がもうすぐやってくるという転換期に

あるということです。 

 

2004 年にノルウェーの医師が、ME/CFS にかかりながら悪性リンパ腫を発症した患者に、血液

がんの治療薬であるリツキシマブを投与したところ、癌だけでなく、ME/CFS も回復しました。

2011 年に、リツキシマブという免疫を動かす薬がこの病気に効果があるとする論文が発表され
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て以来、この病気も自己免疫病ではないかという議論がされるようになりました。ノルウェーの

学者達は 2 つの論文を発表していますが、30 名近い患者にリツキシマブを投与して、治療する

前に比べて活動性があがっており、一部の患者では本当に良くなっています。詳しく調べていく

ことによって、この病気が不治の病気ではない時代が来るのではないかと、皆さんが関心を持っ

ています。 
 

米国では、2012年に患者さんがオバマ大統領に直接訴え、

研究費がアップされました。2015 年に、国立衛生研究所

(NIH)はこの病気の研究の重要性を認め、研究の優先順位

を上げ、予算規模を拡大し、多施設共同研究をスタート

させるとする、非常に重要な発表がありました。ME/CFS

は疲労の病気ではなく、免疫性の疾患であるという位置

づけが示されました。 
 

2009 年にイギリスから、患者さんの血液を DNA マイクロアレー解析という手法で調べたところ、

その異常の様子はあたかも免疫の病気、あるいは膠原病、炎症疾患というものと非常に似ている

という論文が出されています。 
 

国内では、AMED が研究費をつけています。ME/CFS はある程度の遺伝的なリスクのある方、特

に免疫疾患を発症しやすい方が、発症するのではないかと考えます。感染を契機として、一挙に

免疫系と神経系に異常がでてきます。B 細胞系にある免疫系の異常がでますし、神経系では神経

炎症、脳の血流低下、自律神経の障害等の多彩な症状が出てきます。治療としては、急性期の治

療と慢性期の治療が重要です。ME/CFS は再発を繰り返しますので、そうした再発をとめるため

の治療が慢性期の治療です。 
 

山村先生の研究所の最近の成果の一つは、視神経脊髄炎という脳神

経の自己免疫病に対して、画期的な治療を見つけたことです。関節

リウマチに使える薬トシリズマブを視神経脊髄炎に使い、患者さん

は大変に良くなっています。こうした経験を通じて、免疫系をきち

んと調べれば、大変に良い薬が、そんなに時間をかけずに見つかる

ことを実感しています。通院後は家で一週間寝たきりだった視神経

脊髄炎の患者さんが、トシリズマブを使ってわずか 3 ヶ月で、コン

ビニで働き始めました。こういう劇的なことが免疫系の薬では起こ

ります。 
 

現在行っている研究では、どうしてリツキシマブがよく効くのかを科学的に解明したいと思って

います。他の免疫系の病気に有効な薬が、ME/CFS に効くかどうかも研究したいですし、研究を

進める中で、全く違うもっと良い創薬のシーズが得られないか、さらには新たな科学技術を発展

させられないかと考えています。テクノロジーは進んでおり、血液中でどういうリンパ球が増え

ているのかも、次世代シークエンサーという遺伝子配列を読む方法でわかります。この病気は夜

明け前だという感じがあり、これから良い薬が出るだろうと思っており、日本にも良い薬がある

のですから、それを頑張っていきたいと思っています。 
 

活発な質疑応答後、北村議員より、「何とか患者を救わなければいかん、救える手立てを発見す

るために努力せねばいかん、できるたけ多くの人間が短い時間に成果を上げるくらいの意気込み
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でやっていかないと。患者は常に介護が必要という状況なのですから、まず普通の生活をするた

めに手を差し伸べることを先にして、先生方には研究に取り組んでいただき、多方面の分野の人

が何としてもやるという意気込みで第一歩を記さなければ、とても待っていられないと思います

し、難病対策で十分に手立てを講じていただくことができる病気に入れていただきたい」と発言

されました。 
 

上川議員より、「配布資料の中に、患者が置かれてい

る現状の問題点を、いくつもの分野にわたってご指摘

いただいています。解決するためには治療の面、研究

開発の面、日常のサポートの面等を総合的に支援しな

ければならず、そのことを一日も早く達成するために

はどうしたら良いかを、議員の中で推進していく母体

として、この会をさらに進めていく方向ではいかがで

しょうか」という提案がありました。最後に北村議員より、「経験豊富な先生方にも来ていただ

いておりますので、色々と助言を頂きながら進めてまいりたいと思いますので、ご協力を宜しく」

との挨拶がありました。 
 

厚労省難病対策課から 3 名が出席され、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、共同通信、薬事ニュー

スの方が取材して下さいました。 

 

 

NIHの主任研究者が CDCで講演 
 

2015年10月 29日に米国国立衛生研究所（NIH)より、「NIHはME/CFS

の研究促進に向けて動きだす」と題する発表がありました。NIH に

おける ME/CFS の所内研究の主任研究者である Dr. Avindra Nath（国

立神経疾患・脳卒中研究所）が、2016 年 2 月 16 日に米国疾病管理

予防センター(CDC)において開催された病例検討会において、「感

染後 ME/CFS：米国国立衛生研究所における所内研究」と題してプ

レゼンテーショを行いました。当日のスライドと講演の内容の全文

を翻訳致しましたので、ご紹介致します。 
 

ME/CFS における免疫調整に関する研究の論拠として、スライドの中でノルウェーのグループの

2 つのリツキシマブの研究を示し、感染と ME/CFS の発症との関係や、本疾患患者における興味

深いが一貫性には欠ける様々な免疫異常を明らかにしてきた膨大な文献は、免疫の調整に関する

更なる研究の論拠を提供すると話します。 
 

発症時にウィルス性疾患にかかっていたことが明確な患者群に焦点をあてて研究するとし、こう

した患者達は大変類似した免疫プロフィールを持っている可能性があり、ウィルス感染が引き金

で感染後 ME/CFS にかかり、その結果、免疫介在性脳機能障害が起きるという仮説に基づいて、

3 段階研究を提案しています。 
 

第一段階では、この疾患の病態生理を定義するために、感染後 ME/CFS の表現型を深く解析す

る横断研究を実施します。第二段階では、第一段階の研究で選ばれたバイオマーカーを縦断的研
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究において確認し、介入研究のための客観的な最終目標を確定します。第三段階では、第二段階

で確認されたバイオマーカーを標的にした immunomodulatory agent (米国では免疫調整剤とされ

ているが、日本ではリツキシマブ等は分子標的薬と分類)を使用した初期段階の介入研究を実施

します。 
 

感染後 ME/CFS 患者を選択する際には、急性発症感染症の過程を示す記録、中核症状である労

作後の倦怠感、1994 年の症例定義とカナダの合意に基づく診断基準の両方を満たすこと等が求

められます。 
 

Dr. Nath のプレゼンテーションの YouTube は下記からご覧いただけます。 

https://www.youtube.com/watch?v=0SnJy5AOSd8&feature=youtu.be&t=42m38s 

  
国会請願署名にご協力のお願い 

 

当法人では 2014 年と 2015 年の通常国会に請願を提出し、「客観的診

断基準の確立」と「今後の障害者総合支援法の見直しにおける福祉

サービスの充実」を求め、衆参両院で採択されました。請願署名活

動にご協力頂き、心から感謝しております。 
 

当会が全面的に協力して行われた厚労省の実態調査によって、患者

の約 3 割が寝たきりに近い重症患者であることが明らかになり、福

祉サービスの必要性を強く訴えることができました。実態調査にご協力いただいた患者・家族の

方々にも、厚く御礼申し上げます。 
 

2015 年 10 月に、アメリカ国立衛生研究所(NIH)は、ME/CFS の研究を前進させるため国立神経疾

患・脳卒中研究所主導で多施設研究を行うと発表しました。世界保健機関において神経系疾患

(ICD-10 G93.3)と分類されている本疾患の研究を、神経疾患のセクション主導で行うことは非常

に画期的なことで、日本においても同様に神経系疾患として研究が促進されるべきです。そんな

中、日本でも国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所において、本格的な研究が開

始されました。 
 

この病気は原因も解明されておらず、治療法が確立されていませんが、少しでも症状が緩和され

ることを、患者たちは何よりも強く願っています。海外では長年にわたってリツキシマブやアン

プリジェン等の治験が行われていますが、日本では一度もそのような研究が行われてきませんで

した。そこで、「神経内科および神経内科に連携する診療科が全国で診療に当たる体制の確立」

と「リツキシマブやアンプリジェン等の治験を含む治療法開発の研究促進」を求めて、今年の臨

時国会に請願を提出することに致しました。 
 

詳細は請願書をお読み頂き、ぜひ署名にご協力をお願い致します。貴重な署名が無駄にならない

よう、署名時の注意事項をよくお読み頂き、署名をお願い致します。いただいた署名は厳重に管

理し、請願の目的以外には使用いたしません。ご自分や家族の方だけの署名でも、多くの方にお

寄せいただければ大きな力になりますので、どうか皆さまのご協力を宜しくお願い致します。 
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2015 年度の請願の紹介議員をお引き受けくださった衆議院議員の皆様（敬称略） 

【自民党】秋葉賢也、今枝宗一郎、今津寛、加藤鮎子、金田勝年、金子一義、金子めぐみ、金子

恭之、川崎二郎、木村弥生、木原誠二、後藤茂之、小松裕、笹川博義、田中英之、田

畑裕明、とかしきなおみ、富樫博之、豊田真由子、長尾敬、中川俊直、中谷真一、中

村裕之、丹羽雄哉、野田聖子、船田元、星野剛士、堀内のり子、三ッ林裕己、松本純、

松本文明、宮崎正久、森英介、村井英樹 

【民主党】阿部知子、荒井聰、泉健太、大西健介、岡本充功、金子恵美、小宮山泰子、田嶋要、

津村啓介、中島克仁、長妻 昭、中根康浩、西村智奈美、福田昭夫、山井和則 

【公明党】井佐進一、稲津 久、輿水恵一、佐藤茂樹、角田秀穂、高木美智代、富田茂之、 

古屋範子 

【維新の党】足立康史、井坂信彦、井手ようせい、浦野靖人、柿沢未途、初鹿明博、重徳和彦、

村岡敏英 

【共産党】赤嶺政賢、高橋千鶴子、堀内照文 

【社民党】照屋寛徳 

【生活の党】玉城デニー 

【無所属】仲里利信 
 

※最後のページに署名用紙がございますので、コピーして署名にご協力をお願い致します。 

 

 

 

ドキュメンタリー製作支援ビデオ完成 
 

2 年ほど前から、ME/CFS が重篤な病気であり、患者達が

深刻な状況に置かれていることを映像で記録する作業を

進めて参りました。2017 年春にドキュメンタリー映画の

完成を目指しており、この度、製作支援の募金を呼びか

けるビデオを作成致しました。HP のトップページにもア

ップ致しましたので、広く多くの皆様に、ご支援を呼び

かけて頂けますようお願い致します。また、今まで募金

にご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。 
 

このドキュメンタリー映画では、特に重症患者の実態や実情を伝え、この病気を取り巻く問題点

を明らかにし、患者会の活動や治療に取り組む医師の方々の奮闘を伝え、福祉サービスにおける

「制度の谷間」の問題も取り上げたいと思っています。同時に、患者さん達に希望を与えられる

映像にできたらとも願っています。 
 

厚労省の実態調査で、患者の約 3 割が寝たきりに近い重症患者であることが明らかにされたにも

関わらず、ME/CFS の国内での認知度は低く、患者たちは家族や周囲から理解されずに苦しんで

います。そこで私達は、皆さんにこの病気の実態を映像を通して知っていただきたいと思ってい

ます。日本における重症患者の実態と問題点をクローズアップ致します。ドキュメンタリー映画

製作のための募金に、ご協力をお願い致します。 

 

仮題 

「いつの日にかきっと」 
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【映像製作資金のための募金の振込先】 

◎ ゆうちょ銀行から振込む場合      ◎ 他の金融機関から振込む場合 

ゆうちょ銀行               ゆうちょ銀行 

記号 10040 番号 92225421         店名 〇〇八（ゼロゼロハチ） 

特定非営利活動法人筋痛性脳脊髄炎の会   店番号 008 普通預金 9222542 

                                          特定非営利活動法人筋痛性脳脊髄炎の会 

 
 

太田厚生労働大臣政務官との面談態 
 

昨年 11 月の三ッ林政務官との面談に続いて、1 月 29 日に厚生労

働省の政務官室において、太田房江厚生労働大臣政務官と面談致

しました。当会からは、車椅子の患者 1 名を含む患者 3 名、患者

の家族 1 名の総勢 8 名で臨みました。この寒い時期で、患者・ご

家族の出席は困難な方が多かったです。 
 

最初に大臣宛の要望書を読み上げ、患者の実態調査のために予算

をつけていただいたことに感謝しました。政務官は ME/CFS の

ことはご存じなかったとのことで、まず病名や病気の特徴、実態調査で深刻な実態が明らかにな

ったことを等をご説明させていただきました。米国国立衛生研究所（NIH)から、研究拠点が神

経系疾患のセクションに移され、研究予算もアップされると発表されましたし、NIH と日本の

医療研究開発機構（AMED）が、共同研究や人材交流などの連携を強める覚書を結び、難病や感

染症の治療法の研究協力を深め、研究データの共有等を進めると発表されましたので、日本にお

いても同様に神経系疾患として研究を進めてほしいとお願い致しました。 
 

また、ME/CFS に認知行動療法や段階的運動療法

が有効としたランセットの論文の、撤回を求める

動きがあることをご報告しました。日本でも神経

内科の先生が本格的な研究を開始して下さって

おり、治療法の研究に意欲的であることもお伝え

し、患者会としても治療法の共同研究を進めてき

ましたので、患者たちが何より強く望んでいる治

療法の研究のために、予算を付けていただけるようにお願い致しました。 
 

患者さんからも、「診断できる医師が少なく、診断までに長い間かかった。治療法の研究を一刻

も早く進めてほしい」「6～7 年前から週 5 日の点滴だけで何とか生命を維持している。生きてい

る間に治療法の研究を進めていただきたい」「患者のほとんどが学校や仕事を辞めざるを得ない。

軽症でも福祉を受けられずに経済的に逼迫しており、面談に来られない多くの患者が精神的に苦

しんでいる」と訴えました。 
 

政務官は、NIH と AMED の調印式のためにアメリカに行って来られたそうです。アメリカでは

人・福祉に国の財源を使うようにシフトしていますが、日本は縦割り行政なので予算を動かすこ

とは中々簡単にはいかないのですが、病気の治療法の確立のための研究が必要であり、決められ

る政治が求められているとおっしゃって頂きました。また、「皆様から実状をお聞きするのが一
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番大事だと思っておりました」とおっしゃり、本当に誠実にお話を聞き、実状を理解するよう努

めて頂き、当日の話は厚生労働大臣にしっかりお伝え頂ける事になりました。 

 

  
実地医家のための会例会で講演 

 

1 月 10 日に東京医科歯科大学症例検討室において、

実地医家のための会主催、東久留米市医師会、日本

プライマリ・ケア連合会多職種協働委員会、プライ

マリ・ケア薬剤師認定制度委員会共催で、実地医家

のための会一月例会が開催され、1 時間ほどお話をさ

せていただきました。実地医家のための会は 50 年以

上の歴史を持ち、ほぼ毎月例回を開催しており、現在の日本プライマリ・ケア連合学会の礎にな

っています。昨年の東久留米市での講演会にいらしてくださった、石橋幸滋・東久留米市医師会

会長が代表世話人をされている会で、今回の例会は第 557 回目です。 
 

今回の例会は難病対策の実際がテーマで、東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課難病対策担当

課長が、「東京都の難病対策」と題して、国の難病対策と在宅難病療養者の支援制度と東京都に

おける主な難病対策について説明してくださいました。続いて、東京都多摩小平保健所長が、「地

域における難病患者・家族の支援」と題して、在宅難病患者・家族支援の課題、実際の事例、難

病患者も当たり前に住み慣れた地域でその人らしく最期まで生きることについて、お話しくださ

いました。 
 

休憩後に、篠原理事長より「筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群に

理解を！」と題して、お話しさせて頂きました。自身の発症の様

子や病歴、病名や病気の説明、世界で一番信頼されているカナダ

の診断基準の紹介、厚労省の実態調査で明らかになった深刻な実

態についてお話しした後、昨年の日本神経学会学術大会患者会ブ

ース用に作製したビデオを見ていただきました。その後、日本語

に翻訳して続けてきた上映会や外国からゲストを招いて開催したシンポジウム、厚労大臣との面

談やメディアからの取材、日本医師会会長や日本神経学会代表理事との面談、行政との交渉や患

者と家族のつどいの様子などを写真でご紹介しました。 
 

また、患者会と共同で進めている治療法の研究や、神経内科の先生と進めている研究、最近の

NIH（米国国立衛生研究所）からの発表やランセットの論文の撤回を求める動き等をお伝えし、

最後にお医者様には診療を開始して頂き、身体障害者手帳や障害年金の診断書を書いていただけ

るようにお願い致しました。 
 

診断基準には主観的な症状だけが並んでいるが一般医が診断しても良いのか、東京近辺の専門医

はなどの質問が出ました。また、精神科のお医者様から、疲労や痛みなどから診断するのではな

く、神経難病としての観点から診るべきという感想が述べられました。 
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「すべての人の社会」の巻頭言執筆 
 

篠原 三恵子 

JD（日本障害者協議会）の機関誌「すべての人の社会」428 号に、「『ラ

ンセット』誌の論文撤回を求める動き」と題して巻頭言を書かせて頂

きました。「すべての人の社会」の巻頭言は、JDF（日本障害フォーラ

ム）と JD の理事の方々が、毎月交互に担当しています。 
 

ME/CFS 患者の 3 割が寝たきりに近いことが、厚労省の実態調査によ

って明らかになりました。これほど深刻な病気であるにも関わらず、

患者たちは詐病扱いされて苦しんできました。その上、2011 年の医学

誌「ランセット」に、ME/CFS の治療法として認知行動療法と段階的

運動療法とが有効であるとする論文が掲載され、世界中で ME/CFS は

考え方を変えれば治るかのような誤解が広がりました。 
 

昨年 10 月に米国コロンビア大学のブログに、論文の重大な欠陥についての記事が掲載されまし

た。治験開始後にデータの解析方法が変更され、この病気以外の患者も含んでしまう診断基準に

よって参加者が選ばれており、調査の主要研究者が障害保険会社と経済的関係や顧問関係を持っ

ていたこと等が明らかにされたのです。英国・米国の研究者や患者の権利擁護団体は、データの

再解析や論文の撤回を求めています。 
 

そんな中、10 月に米国の医学研究拠点である国立衛生研究所（NIH)は、ME/CFS の研究を前進

させ、国立神経疾患・脳卒中研究所が主導して研究を行うと発表しました。WHO の国際疾病分

類において神経系疾患と分類されているこの病気の研究の中心が、神経疾患のセクションに移さ

れたことは画期的で、当然、日本においても神経系疾患として研究が促進されるべきです。考え

方を変えても、神経難病が治るはずがないからです。 
 

いずれランセットの論文は撤回され、病名も研究が進み、病態解明が進めば変更されるでしょう。

最近、日本でも神経内科医による本格的な研究が開始されました。患者たちはたとえどんなに障

害が重くとも、仕事に復帰したい、何らかの社会貢献をしたいと願っています。4 月には障害者

差別解消法が施行されましたが、こうして一つひとつ障壁を取り除き、私達も胸を張って他の人

と平等に社会参加できるよう、働きかけていくつもりです。 

 

JDの第 3回連続講座で当時者発言 
 

3 月 22 日に上智大学四谷キャンパス 4 号館 において開催さ

れた、JD の「社会保障・障害者施策の転換期！その政策動

向と影響を学ぶ！」と題する連続講座の 3 回目には、約 160

名の方が出席され、「いま、障害者は・・・当事者に学ぶ」

と題して特別報告をさせて頂きました。日本が国連の障害者

権利条約の締結国になって 2 年が経過し、条約の履行状況を

障害者権利委員会に初回報告書を提出する時期を迎えており、その内容が注目されます。 
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最初に司会の方から、「JD は谷間の障害を一番大事にしている」という紹介があった後、当会の

篠原理事長が話しました。2011 年に障害者基本法が改正され、難病・慢性疾患を抱えている人

も障害者に含まれるようになり、障害者権利条約批准にも期待していましたが、相変わらず

ME/CFS は制度の谷間に置かれています。平成 26 年度の厚労省の実態調査によって、患者の深

刻な実態が明らかになりましたが、その実態調査の中で患者たちが一番困っていることにあげた

のが「症状のつらさ」でした。 
 

自身の例として、一昨年夏に、突然胃が痛くなったけれども原

因がわからず、漢方薬でさえ人の 10 万分の 1 くらいで効くほど

化学物質過敏症が激しく、点滴もアレルギー反応のために受け

付けず、ほとんど何も食べることができない状態が 1 ヵ月半続

き、体重も体力も徐々に落ちて危険な状態であったことをあげ

ました。この病気の患者は見た目には元気そうですが、実は非

常に深刻な病気であることを訴え、最後に当会で製作している

ドキュメンタリー映画製作のためのビデオを見て頂き、ご寄付のお願いをし、臨時国会にあげる

予定の請願署名の協力のお願いもさせていただきました。 
 

続いて、JD 代表の藤井克徳さんより、「障害者権利条約に恥じない政策を～当面する運動の課題

を一人ひとりに問われるもの」と題して、お話し頂きました。障害があることによって看過でき

ない不利益を、震災災害・所得・労働・医療・教育・健康・結婚・虐待等について、健常者との

比較データをもとに明らかにされました。明らかに差別されても、障害者が慣れっこになってい

るのではないかという鋭い指摘もありました。 
 

昨年、藤井さんは「障害者と戦争」について考える NHK の

ハートネット TV に出演され、その番組の短縮版を見ました。

第二次世界大戦中に 600 万人ものユダヤ人が虐殺されました

が、その大虐殺が始まるはるか前から、ドイツでは障害のあ

る人たちは「生きる価値がない」とされ、いわば‘リハーサル’

として 20 万人以上の障害者や病人が殺されていました。それ

は特定のナチ党員によるものではなく、多くの医師たちも関

わり、また多くの市民が気づいていながらも沈黙を守り、エ

スカレートしていったものでした。その中で、全盲のドイツ人がユダヤ人の視覚障害者を、ナチ

スからかくまいました。権利条約は平和な社会で映えるもの、平和に敏感である必要があります。 

 
 

「リハビリテーション」に記事掲載 
 

篠原 三恵子 

鉄道身障者福祉協会発行の月刊誌「リハビリテーション」4 月号の障害者差別解消法の特集に、

「慢性疾患を抱えていても『他の人と平等』に社会参加を」と題する原稿を、4 ページにわたっ

て掲載していただきました。昭和 25 年に身体障害者福祉法が施行されましたが、その頃は身体

障害者についての専門誌はほとんどなく、鉄道身障者福祉協会は啓発のために、昭和 28 年に雑

誌「リハビリテーション」を発刊しました。 
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日本も 2 年前に障害者権利条約を批准し、4 月 1 日からは障害者差別

解消法が施行されました。難治性疾患に起因する心身の機能の障害も、

障害者差別解消法の対象です。難治性疾患を抱える障害者も、障害の

特性（病気の特性）に応じた、一人ひとりの体調や体力に応じた社会

参加の権利を保障するための合理的配慮が必要です。平成 26 年に厚

労省によって ME/CFS 患者の実態調査が行われ、寝たきりに近い重症

患者が約 3 割もいるという深刻な実態が明らかになりました。障害者

差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」

の 2 種類の差別を禁止しています。 
 

厚労省から出された「医療関係事業者向けガイドライン」の第三（1）

「不当な差別的取扱いと考えられる例」に、サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱

いをすることの例として、「わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること」

があげられています。ME/CFS は病気に対する社会の認知度が非常に低いため、患者たちはしば

しば “詐病”とみなされ、医療関係者からも差別的な処遇を受けてきました。患者達からは多く

の不当な差別的取扱いの例を聞いており、これは人間の尊厳を踏みにじる行為だと思います。 
 

昨年、障害者総合支援法の福祉サービスの対象疾患が拡大されましたが、ME/CFS などの多くの

難治性疾患が除外されています。疾患によって日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている

のに、病名により除外される難治性疾患があることは、「行政機関において不当な差別的取扱い

をすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」としたことと矛盾するのではない

でしょうか。福祉サービスの対象を病名で区切らず、生活の困難さに応じて支援する仕組みに抜

本的に変え、慢性疾患によって生活のしづらさがある全ての人に必要な合理的配慮が提供される

ようにすべきです。 
 

ME/CFS 患者は身体障害者手帳取得が極めて困難である上に、障害者総合支援法の対象疾患でも

ないために、必要な合理的配慮はほとんど提供されておらず、他の人と平等に社会参加する権利、

必要な介護を受ける権利、外出する権利、選挙権を行使する権利、教育を受ける権利、医療を受

ける権利、就労する権利等を保障するための合理的配慮が提供されていないことは、差別に当た

ると考えます。 
 

難治性疾患を抱える障害者も、障害者差別解消法の対象であることを、難病当事者はもちろん広

く国民にも周知し、難病者が合理的配慮を求めやすくなるような環境整備が必要です。また、各

行政機関及び事業者等において、支援者となるべき職員が、難治性疾患を抱える障害者の特性を

考え、そのことをよく理解するために、当事者を呼んで研修することを必須とすべきです。障害

者が社会の一員として尊厳を持って生きることができる社会こそが、真の意味で豊かな社会とい

えます。社会を真に豊かなものに変革するためにも、声を上げ続けたいと思います。 

 

神経学会学術大会に患者会ブース出展 
 

神戸国際会議場において、5 月 18 日～21 日に開催された第 57 回日本神経学会学術大会に、昨年

に続いて患者会のブースを出展致しました。筋痛性脳脊髄炎は、1969 年より WHO（世界保健機

関）において神経系疾患として分類されており、日本でも神経内科の研究者による本格的な研究
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が開始されています。 
 

患者会のブースでは、昨年も映像を流しま

したが、今年は重症患者さんの様子の他に、

国立精神・神経医療研究センター神経研究

所の山村隆先生に最近の世界の研究の動き

をお話しいただき、バージョンアップした

映像を流しました。ブースの上の方には「リツキシマブが ME/CFS に有

効との論文発表」「米国NIHで神経免疫系の疾患として本格的研究開始！」

と目立つように貼りました。また、アメリカ国立衛生研究所(NIH)におけ

る研究について翻訳した最新の小冊子や、秋の国際学術シンポジウムの

チラシを受付近くにも置き、多くの方に持っていって頂きました。 
 

ブースにお立ち寄り頂いた先生方には、リツキシマブに関する論文

をはじめとする最新の論文、当会発行の小冊子や会の秋のシンポジ

ウムのチラシをお渡しし、この病気について説明させて頂きました。

神経内科や精神神経科の先生、製薬会社、研究情報センターや難病

支援センターの方などに、この病気を知っていただく良い機会にな

りました。また、今回は地元の患者さんや家族の方に、患者会ブー

スの設営を手伝って頂きました。 

 

神戸で初めての患者と家族のつどい 
 

神戸で開催された日本神経学会学術大会の前日にブースを設営後、初めて神戸で患者と家族のつ

どいを開催致しました。兵庫県だけではなく大阪からも、患者さん 2 名、家族の方 2 名、支援者

の方 1 名が参加して下さいました。 
 

病歴の長い患者さんばかりで、皆さんが少しでも体調を良くするために色々と工夫されており、

食事に気を付けることの大切さは共通していました。おなかの調子が悪い方が多かったので、和

温療法を始めるまでの 20 年間、ずっと軽い下痢が続いていたのに、ここ何年かは問題がなく、

神経内科の先生に話したら、人間の免疫の半分は腸にあるため、神経免疫系の病気である

ME/CFS の患者さんのおなかの調子が良くなれば、体調が良くなるのは当然であると説明を受け

たことを話しました。床暖房とミストサウナを使用していた時には、体調が良かったという方も

いらっしゃいました。 
 

SSRI であるパキシルを処方され、何度も止めようとしたけれどもリバウンドがひどくてやめら

れず、一生飲み続けるしかないと話された患者さんの一言が、重く心に残りました。小学生の時

に発症した患者さんは、中々学校から理解が得られずに怠けていると思われ、内申書を書かない

と言われたことや、学校に来るなと言われたこともあったそうです。今は何とか専門学校に通っ

ておられるそうで、あきらめずに学校に理解を求めることの大切さを感じました。こうしてたま

には東京以外の患者さんにお会いし、お話を聞く機会を持つことの大切さを感じました。 

 



 

 

 

 
筋痛性脳脊髄炎の診療体制確立と治験の研究促進に関する請願書 

 
2016 年  月  日  

衆議院議長殿 

参議院議長殿 

紹介議員              印  
 

請願人 氏名          （他      名）      

住所     

請 願 

一.  請願要旨 

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群(ME/CFS)は、中枢神経に影響を及ぼす多系統にわたる複雑な慢性疾患

であり、機能障害は全身に及び、癌や心臓病、エイズのような他の極めて重症な疾患と同様に、患者の QOL

を著しく低下させる重篤な病気です。その主な病態は中枢神経系の機能異常や自律神経系の調節障害であり、

通常ウィルス感染後に発症するというのが欧米諸国における共通認識です。国際的に認められた診断基準が

存在し、疾病概念が確立している病気で、国内の患者は 24～30 万人と推定されています。 

平成 26 年度の厚生労働省の患者の実態調査において、寝たきりに近い重症患者が、30.2％もいることが

明らかになりました。国際 ME/CFS 学会は、患者の約 25％は重症患者であると発表しており、日本でも同

様の状況であることが裏づけられました。このように深刻な実態が明らかになったにも関わらず、ME/CFS

は指定難病にも障害者総合支援法の対象にもなりませんでした。また、ME/CFS は専門医がほとんどいな

いために、診断すら受けられない人が日本中に数多くいるのが現状です。 

2015 年 10 月 29 日に米国国立衛生研究所(NIH)は、ME/CFS の研究を前進させるため国立神経疾患・脳

卒中研究所主導で多施設研究を行うと発表しました。世界保健機関の国際疾病分類において神経系疾患

(ICD-10 G93.3)と分類されている本疾患の研究を、神経疾患のセクション主導で行うことは非常に画期的な

ことです。また、研究の主目的は、この疾患の原因と症状の進行の理解を高めるために、感染後に発症するこ

とがほぼ確実な ME/CFS の臨床的・生物学的特長を解明することとし、急性感染症を示唆する症状の後に急激

に発症した患者のみを研究対象としており、免疫の観点からの研究の重要性を明確にしています。 

さらに、NIH と日本の医療研究開発機構は覚書を結び、難病や感染症の治療法の研究協力を深め、研究

データの共有等を進めると発表されましたので、日本においても同様に神経系疾患として研究が促進される

べきです。そんな中、日本でも国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所において、本格的な研

究が開始されました。 

この病気は原因も解明されておらず、治療法が確立されていませんが、少しでも症状が緩和されることを、

患者たちは何よりも強く願っています。また、若くして発症する患者がとても多く、その経済的損失は計り

知れません。海外では長年にわたってリツキシマブやアンプリジェン等の治験が行われていますが、日本で

は一度もそのような研究が行われてきませんでした。 

日々苦しんでいる患者を救済し、実際に患者の生活の質の向上にむすびつく研究が遂行されることを切に

願い、この病気の患者の置かれた深刻な状況に最大限の配慮をお願いし、次の事項を請願いたします。 

 

二. 請願事項 

1. ME/CFS の診療体制の確立 

  ①国立精神・神経医療研究センター等の神経内科の専門家が参画して、客観的な指標を含む診断基準作

成と治療法開発の研究を促進し、全国の神経内科および神経内科に連携する診療科が診療に当たる体

制を早期に整えてください。 

2. ME/CFS に対する治験の研究促進 

①国内外における治療法の研究の状況を踏まえつつ、リツキシマブやアンプリジェン等の治験を含む治

療法開発の研究を早急に促進してください。 



 

 

 

 
筋痛性脳脊髄炎患者の支援に関する請願書  

送付期限 2016 年 8 月 31 日 
 

 

この病気の患者の置かれた深刻な状況に最大限の配慮をお願いし、次の事項を請願いたします。 

 

【請願事項】 

1.  ME/CFS の診療体制の確立 

  ①国立精神・神経医療研究センター等の神経内科の専門家が参画して、客観的な指標を含む診断基準

作成と治療法開発の研究を促進し、全国の神経内科および神経内科に連携する診療科が診療に当た

る体制を早期に整えてください。 

2.  ME/CFS に対する治験の研究促進 

①国内外における治療法の研究の状況を踏まえつつ、リツキシマブやアンプリジェン等の治験を含む

治療法開発の研究を早急に促進してください。 
 

氏名 住所 印 
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問合先： 理事長 篠原三恵子 Email: cfsnon@gmail.com  副理事長 岩井美智子 TEL：090-4056-7277 
 
【署名時の注意事項】 

○衆議院と参議院の両院に提出しますので、2枚にご署名下さい。 

○ご住所は都道府県名を略さず、所番地まで必ず全部書いて下さい。 

○ご住所が前の欄の方と同じ場合でも、「〃」「同上」と書いたりせず、略さず全部書いて下さい。 

○ご署名は自署で、こちらの面の署名欄だけにお願い致します。代筆の場合は捺印が必要となります。 

※いただいた署名は厳重に管理し、請願の目的以外には使用いたしません。 
 

【送付する際の注意事項】 
○直筆で書いたものをご郵送下さい。コピーや FAX での送付は無効です。 
○請願要旨と請願項目をお読みいただき、署名欄のある片面だけをお送り下さい。 
 
送 付 先： 〒177-0033  東京都練馬区高野台 3-11-12 采明ビル 2B アニメ活動センター内 

NPO 法人 筋痛性脳脊髄炎の会 
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