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公明党厚生労働部会が勉強会開催
昨年 12 月 18 日に衆議院第二議員会館第 5 会議室において、公明
党厚生労働部会・難病対策推進本部・障がい者福祉委員会合同で、
ME/CFS の勉強会を開催して下さいました。当日は公明新聞の方
が取材して下さり、19 日付の公明新聞に「診療体制の整備が課題
～党合同会議で識者 筋痛性脳脊髄炎巡り訴え」と題して、写真入
りで掲載して頂きました。当日は、厚労省の難病対策課の方も出席されました。
出席された議員の方：江田康幸議員、大口善徳議員、佐藤英道議員、塩田博昭議員、下野六太議
員、竹谷とし子議員、高木美智代議員、新妻秀規議員、平木大作議員、桝屋敬悟議員、山本博司
議員。秘書の方が出席：浮島智子議員、矢倉克夫議員、安江伸夫議員、鰐淵洋子議員（50 音順）
この勉強会は、公明党厚生労働部会長の高木議員が当法人の要望を受けて企画し、当日の司会を
務めて下さいました。2019 年の臨時国会で当法人の請願が衆参両議院で採択されたことを紹介
し「ME/CFS が指定難病の検討の俎上にのれるくらいまで研究を進めるべきと考えており、そ
の研究を担う山村先生の話を楽しみにしている」と挨拶されました。
最初に山村先生よりお話し頂きました。
「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で長年、免疫性神経疾患の難し
い病気を研究してきました。この病気の深刻さを理解しつつ、医学
の進歩で必ず克服できるであろうという確信を持って研究を進めて
います。私は神経内科の専門医ですが、この病気は臨床と研究の両
輪で進めていかなければならないと感じています。
この病気は、お風呂で髪が洗えない、食事が食べられないほどのひどい疲労、睡眠障害、思考力・
集中力・記憶力低下などが中核症状です。この病気では脳の血流が極端に落ちており、病名の疲
労という言葉に惑わされて、脳の機能が色々落ちているということが分かっていないところに問
題があります。
米国やヨーロッパでは、病気の認知度はかなり高まっています。筋肉痛、音やにおいに対する過
敏、立っていられない症状、光に対する過敏などは、決して精神的なものではなく、この病気の
本質的な問題です。国内の実態調査で、発症の契機として感染症をきっかけとする場合が多く、
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何らかの感染症を引き金として起きる病気だと思って
います。これがこの病気の本質的な患者さんのグルー
プであり、アメリカの NIH ではこういう患者さんにつ
いてまず研究を進めています。
重症の方は家で寝たきりで、食事をするエネルギーすらありませんが、病院では全く対応して頂
けません。最先端の検査をすれば異常はでますが、保険診療の病院では異常なしということにな
ります。カナダでは 2003 年に詳しい診断ガイドラインができており、事細かに症状や経過が書
かれていますので、詳しく読んでいけばきちんと診断ができるにも関わらず、日本で診療する医
師が極端に少なく、内科や脳神経内科で診てもらえない状況です。今の医学教育ではマニュアル
診療を理想とするやり方が進んでおり、日本にはガイドラインがないために診療して頂けません。
診てもらえる病院が少ないという現状を、どうやって解決していくかが大事だと思います。
アメリカの専門医であるラップ先生は、「これは正真正銘の病気で、WHO で神経系疾患として
定義されており、多くの著名な医師の会に認知されている」と言っています。アメリカの CDC(疾
病管理予防センター)はこの病気を定義し、HP にきちんと書いていますし、専門家の先生たち
を動画で教育するプログラムもあります。ところが日本では、未だに病気があるかどうかという
ことを言っています。
臨床の研究は、アメリカもヨーロッパも日本も同じ知見で進めなければならない中で、臨床に関
して日本は遅れていることは否定できません。私も脳神経内科医の一人ですから、これからは積
極的に発信して学会等で周知していきたいと思っています。アメリカでは、例えばスタンフォー
ド大学では患者さんを家族に持つ有名なノーベル賞級の学者が中心になって、研究組織を立ち上
げています。最近ではハーバード大学でもそうした動きがあります。
ME/CFS は脳の病気です。疲れている人を 100 人調べても、脳の病気の方はほとんどいません
が、ME/CFS 患者は全員脳の血流の低下、あるいは脳内の炎症が起こっています。ですから
ME/CFS は長時間労働を続けて慢性疲労になった方たちとは違うことを、はっきりさせなけれ
ばなりません。脳に異常があることの根拠は、集中力・記憶力・認知機能の低下等です。
この病気では、睡眠をとっても疲労は回復しません。軽い肉体労働をした後、ドーンと悪くなっ
て一週間寝たきりになることがあります。日本ではこの情報が広まっておらず、「怠けているだ
けだから頑張ってリハビリしなさい」という治療をして、さらに悪くなるという例があります。
（脳血流の結果の図）青で示された所が血流が落ちている所で、赤で示された所は血流が増えて
いる所です。この病気の患者さんの多くで、このような所見を認めます。ME/CFS は保険診療
の検査では異常が出にくい病気ですが、脳血流検査をすると異常が確認できるので、脳の病気で
あることは確実であり、脳神経内科医がもっと関与すべきだと言えます。
日本神経学会元代表理事の高橋良輔教授は、ME/CFS に十分な理解を示され、BRAIN and
NERVE という雑誌に、ME/CFS の特集号を企画するように推薦して下さいました。この雑誌
は脳神経内科医の多くが目を通す雑誌で、ME/CFS の専門家であるハーバード大学のコマロフ
教授も論文を寄稿して下さいました。
NCNP では放射線診療部の佐藤典子先生のグループと私たちのグループが共同で研究を進めて
います。患者さんの脳 MRI 画像を拡散テンソル法という解析方法で処理したところ、ワーキン
グメモリとの関連が示唆されている右上縦束という部分に異常所見が見つかり、MRI の専門雑
2

2020 年 5 月 No.40

誌で報告しました。この結果も、ME/CFS が脳神経疾患であるこ
との一つの証拠になると考えています。
脳血流検査や MRI 拡散テンソル解析の結果から、ME/CFS では
神経系に異常があることが確実です。また、さらに免疫系にも異
常があることが明らかになっています。特定の遺伝素因をもった方に感染性因子（ウイルス？）
が作用することによって、発症の引き金が引かれるのではないかと考えています。その根拠とし
て、患者さんの多くで、発症初期などに頸のリンパ節の腫れが見られることや、微熱を伴うこと
があげられます。しかし、臨床症状だけではなく、様々な免疫系の異常が、特殊な検査で確認さ
れています。また、私たちは血液リンパ球（T 細胞や B 細胞）に異常が見られることを確認し
ています。
例えばスタンフォード大学の研究者たちは、ME/CFS の重症度と血液中の炎症性サイトカイン
の濃度に相関が見られることを報告しています。またノルウェーの医師たちは、B 細胞を殺す悪
性リンパ腫の治療薬（抗 CD2０抗体）が、ME/CFS に有効であるという論文を発表しています。
抗 CD2０抗体は自己免疫病として知られる多発性硬化症や血管炎に有効な薬です。PLOS ONE
という雑誌に発表された二報の論文では、抗 CD2０抗体の ME/CFS に対する薬効が示されまし
た。しかし第 3 相試験では、良い結果が得られなかったようです。色々な理由（患者さんの選
択方法の問題など）が考えられ、私たちは抗 CD20 抗体が ME/CFS に無効であることを結論づ
けるべきではないと考えています。
NCNP 病院では ME/CFS の外来診療を継続しており、ご協力いただける患者さんの血液サンプ
ルを詳しく解析して、色々な情報を収集しています。ご家族に関節リウマチなどの免疫病の患者
さんがおられる例が目につきますが、患者さんご本人も免疫病を合併していることが比較的多く、
ME/CFS も免疫病である可能性を推測させます。
フローサイトメーターと言う機械でリンパ球一つ一つの性質を調べると、ME/CFS の患者さん
では B 細胞の数が多い傾向にあります。B 細胞は、さらに細かく分けることができますが、い
くつかの細かく分けた B 細胞集団（亜集団）で異常が確認されました。また免疫系の暴走を止
めるブレーキ役である、制御性 T 細胞（T-reg）が、ME/CFS 患者さんの血液では減っているこ
とも確認できました。このような変化は、多発性硬化症などの自己免疫疾患でも見られる変化で
あり、ME/CFS に対して有効な免疫治療が開発できる可能性を示唆しています。
私たちは、B 細胞の受容体遺伝子を次世代シークエンサーで解析する新しい手法を ME/CFS の
研究に応用していますが、最近、大変興味ある所見が得られ、論文発表の準備をしているところ
です。まだ詳細はお話しできませんが、ME/CFS の診断や臨床試験の遂行において、役に立つ
可能性があるものです。特に、患者さん個々の病態に合わせたテイラーメイド医療への期待に応
える成果で、新薬開発で活用されることを祈っています。
続いて篠原理事長は、2011 年から公明党の先生方に勉強会を開催して頂いてきたことに感謝の
言葉を述べ、一日も早く ME/CFS が指定難病になり、根治薬の治験が開始されるよう、そのた
めに研究費を付けて頂けるようご支援をお願い致しました。その後、国会議員の方々より、研究
を促進するためには何が必要であるのか、そのための予算をどうすれば良いのか等、活発な質疑
応答が行われました。
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公明新聞に党合同会議で勉強会の記事
12 月 19 日付けの公明新聞に、
「診療体制の整備が課題～党合同会
議で識者 筋痛性脳脊髄炎巡り訴え」と題して、12 月 18 日に公明
党厚生労働部会（部会長=高木美智代議員）と難病対策推進本部
（本部長＝江田康幸議員）、障がい者福祉委員会（委員長＝山本博
司議員）が、合同で厚生労働部の ME/CFS の勉強会が開催された
ことを、写真入りで取り上げて頂きました。
18 日に衆議院第二議員会館で、国立精神・神経医療研究センターの山村隆特任研究部長から、
日常生活に支障を来す神経系の病気「筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群に関する講演を聞きまし
た。山村氏は、診療可能な医療施設が少ない日本の現状を改善する必要性を強調。欧米で研究が
進んでいることに触れ、「免疫治療の有効性が示され、新薬の治験も検討段階に入った。治療薬
を日本の患者に届けたい」と訴えました。NPO 法人「筋痛性脳脊髄炎の会」理事長は、新し治
療薬の実用化などに向け、研究費の支援を求めました。

三鷹で上映会を開催しました
11 月 10 日（日）に東京都三鷹市の三鷹産業プラザにおいて、東京都の後援を
頂き上映会を開催致しました。当日は中村ひろし都議会議員を含む、85 名以上
の方が出席して下さいました。
当日の司会は篠原理事長が務め、まず当法人製作のドキュメンタリー映画「こ
の手に希望を～ME/CFS の真実～」を上映致しました。休憩後、2015 年より山
村隆先生と共に ME/CFS の研究を開始して下さり、2019 年 4 月に AMED にて発足した
「ME/CFS の血液診断法の開発」研究班研究開発代表者の国立精神・神経医療研究センター
(NCNP)神経研究所免疫研究部室長の佐藤和貴郎先生に、「ME/CFS の最新の研究について」と
題してお話し頂きました。
私は国立精神・神経医療研究センターに勤めており、研究所の免疫研究
部で研究しながら、病院で患者さんを診療しています。専門は神経免疫
学で、脳神経内科医です。ME/CFS は、感染症の後に発症することが
多く、女性に多いですが、膠原病という自己免疫の病気も女性に多いと
いう特徴があります。ME/CFS には客観的診断基準がないために、医
学会・研究者や行政が、この病気をきちんとした枠組みによって捉えられないでいます。今まで
は病気が複雑に見え、血液検査や画像検査などのバイオマーカーがないために、中々患者さんを
診断できず、治療薬の開発が進まないという悪循環が起きたのではないかと思います。
中核症状を見ますと、ほとんどが中枢神経、脳の機能異常が関係するものです。一般の医師や研
究する側にとって難しいのは、似て非なる病気がたくさんあることです。精神疾患や他の免疫の
病気など、区別すべき疾患が色々あります。認知行動療法が一時期、イギリスの研究で有効であ
ると言われましたが、それは実は間違いで、脳の認知によって治るような病気ではないことがは
っきりしましたので、きちんと情報提供していかなければいけないと思っています。
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国立研究開発法人（AMED）から、2 つの研究支援を頂いて研究を進めており、100
名以上の患者さんのリンパ球解析や MRI の画像解析をすることができました。患
者さん全体と健常者の脳画像の統計解析によって、患者さんに特異的な異常が見つ
かってきました。その場所は上縦束と呼ばれる、脳の様々な機能をつなぐ中継点の
ようなところで、ここがうまく働かないと、情報処理が遅くなり、言語の処理がう
まくいかないといった認知機能障害が起こりうるところですので、合理的な結果だ
と考えています。ただ、現時点では MRI 検査で一人一人を診断できませんので、
さらに開発が必要です。
神経免疫疾患の中には、自分自身の脳を攻撃する抗体が作られる病気もたくさんあり、私達はそ
の原因となる抗体をつくる B 細胞に注目して研究しています。リツキシマブという名前の薬は、
元々は抗がん剤で、B 細胞を血液中からほぼ 0 にする薬剤です。ノルウェーでこの薬による B
細胞除去療法を行ったところ、約 3 分の 2 の患者さんで治療効果がありましたので、第三相試
験も行われましたが、統計学的にはきちんと治療効果を証明できませんでした。ME/CFS 以外
の患者さんも含まれていた可能性もあり、治療薬でない偽の薬（プラセボ）を受けた患者さんが、
この薬が効くと思っただけで、ある程度効いてしまうところがありますので、それが結果に影響
したのかもしれません。いずれにせよ、リツキシマブの効果が全くないと結論づけることはでき
ず、B 細胞を中心とした研究を進めなければならないと思っています。
リンパ球解析をしますと、抗体を作る B 細胞が患者さんでは全体的にみて増えている方が多い
です。抗体を産生するプラズマブラストが、一部の患者さんでは非常に増えており、プラズマブ
ラストの機能を調べると、機能にも異常があるということをつかんでいます。免疫が暴走するの
を抑える細胞である制御性 T 細胞は減っているようで、ブレーキ役の細胞が減っているのは、
多くの自己免疫疾患で共通して見られますので、この病気も自己免疫疾患と共通するものがある
のではないかと考えられます。
B 細胞の多様性の偏りをみますと、ある種の B リンパ球が患者さんで増えており、こうしたも
のが 6 つ見つかりました。この 6 つの情報を使うと、かなりの精度で診断できるのではないか
という結果を得ています。現在、この結果が本当かどうか、さらに重要なレパトアが何かを知る
ために追加の解析をやっており、血液の診断法として使えるかもしれないと思っています。
最近の NHK の「人体」という番組のキャッチフレーズは、「ネットワーク医学」でした。今の
医学は循環器科、神経内科、感染症科などの臓器別に分かれています。本当はネットワークで全
体を見なければならず、医学はその方向へ確実に向かいつつありますので、この病気の研究は医
学の最先端であると私は感じるようになってきました。そういう観点を含め、周りの脳神経内科
医に話したり、臨床免疫学会などで発表したりしております。ご清聴ありがとうございました。
続いて、9 年前から ME/CFS の診療をして下さっている、東京保険医協会理事の申偉秀先生に、
「ME/CFS の対症療法とセルフケア」と題してお話し頂きました。
都内でクリニックを開業し、篠原理事長の訳したカナダの診断基準をはじめとす
る小冊子等の医学監修もしています。9 年前に診療を始めたころは、和温療法と、
「クラッシュ」を避けるために自分のエネルギーの余裕を知って温存し、脈や体
温が上がる前に休むという対処法（ペースの調整）が主な治療法でした。その後、
患者さんが少しでも改善するよう、色々な対症療法をやるようになりました。
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カナダの診断基準の小冊子の最後に「症状の重症度と重症度の序列のプロフィール」が掲載され
ていますので、それを使って体調を管理しましょう。ニュージーランドの先生が、日常生活の過
ごし方を書いた「生活の手引き」を参考にして下さい。ノルウェーのリツキシマブの治験がきっ
かけになり、アメリカでは免疫の観点から本格的な研究が進んでいます。
私のクリニックでは、鼻の奥の上咽頭と呼ばれる箇所に薬をぬる上咽頭擦過療法（B スポット）
をやっています。上咽頭の部分の炎症を抑え、上咽頭のところのリンパ節をきれいにし、体をリ
ラックスさせて体調を良くします。目力が強くなる、鼻づまりや睡眠が改善、起きていられる時
間が長くなる、感染症にかかりにくくなる、アトピー性皮膚炎が良くなるなどの効果があります。
血液検査で ACTH が上がりますので、脳の機能が良くなっていると考えられますし、脳血流を
調べると改善が見られます。ツボや経絡を中心に脳の血流や自律神経をよくする遠絡療法もして
います。根治療法ができるまで、上咽頭擦過療法や和温療法、その他のセルフケアをやって頂け
る先生たちを増やして、患者さんがクラッシュしないようにしていきたいと思います。
質疑応答の時間はほとんど取れませんでした。最後に篠原理事長より、約 400 名の神経内科医
に映画の医療関係者向け短縮版 DVD を送るプロジェクトや、それを英語に翻訳して海外に発信
するプロジェクトを進めていることを紹介し、募金のお願いをさせて頂きました。
※写真がうまく撮れずに残念でした。

AbemaTV に山村先生と篠原理事長出演
11 月 18 日(月)にインターネットテレビ局の AbemaTV のニュ
ース番組「AbemaPrime」で、ME/CFS の特集番組を 46 分
間にわたって放送して頂きました。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の山村隆先生と、当法人
の篠原理事長が生出演致しました。
平石直之さん（テレビ朝日アナウンサー）の司会で、竹山 隆範さん（カンニング）、池澤あやか
さん（タレント）、夏野 剛さん（実業家）、箕輪 厚介さん(編集者)、金 慶珠さん(言語学者）が
コメンテーターとして出演されました。全員が当法人製作のドキュメンタリー映画「この手に希
望を」を事前に見て下さいました。
司会：筋痛性脳脊髄炎は脳と神経中枢に影響を及ぼす深刻な神経難病で、WHO（世界保健機関）
の国際疾病分類にて神経疾患と分類されており、疲労の病気ではありません。寝たきりに近い患
者さんも多く、重症になると家族やヘルパーの支えが必要です。発症のメカニズムも、効果的な
治療法も見つかっておらず、国内の推定患者数はおよそ 10 万人。日本では慢性疲労症候群と呼
ばれ、一般の検査では異常が出ないことから、
「気のせい」
「怠けているだけ」という誤解に当事
者の方々は苦しんでいます。
約 10 年前に発症した新潟の M さんは、以前に自宅で転倒して足の指を骨折した際、体の痛み
の方が強く骨折の痛みは全く感じませんでした。慢性疲労症候群という名前から、ただ疲労が取
れにくい病気などと誤解され深刻さが伝わらず、心ない声は周囲の人だけでなく、患者を支える
存在であるはずの医者からも。医療関係者で知っている方があまりにも少なすぎるのが現実です。
たった数メートルの移動でも体力を消耗して動けなくなるため、食事の準備など家事全般をヘル
6
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パーにお願いしていますが、シャワーを浴びることができず、週 2 回ほどタオルで体を拭いて
もらうだけ。発症前は働いていましたが、症状の悪化に伴い、職を失いました。「きっとずっと
寝たきりなんだろうと思うんです。ただ、もうちょっとだけ、この痛みを堪えてでも生きたい。
孫の成長を見ることが、もう今は生き甲斐です。ちょっとでも手を繋いで歩きたい」と M さん。
原因不明の病について広く知ってもらおうと働きかける当事者である篠原さんは、NPO 法人筋
痛性脳脊髄炎の会の理事長。患者会で製作したドキュメンタリー映画の上映会や、病気に関する
海外の最新情報の翻訳なども行なっています。「この病気は見た目では全く症状の辛さはわかり
ません。1 週間～1 ヶ月休んでいると、少し回復してくるので短い間だけ少し動けますが、外の
人たちはその瞬間しか見ないので、
『元気そうじゃない』と。その後 1 ヶ月はトイレに行くのも
大変な生活をしていても、周りの人は見ることはないですから、深刻さをわかって頂けないです」
と篠原さん。
【これ以降はスタジオから生出演】
篠原：今まで疲労の病気とか心因性の病気であるかのような間違った情報が長年流されてきまし
たので、この病気は深刻な神経難病であることを知って頂きたいと思います。私が発症した 1990
年にアメリカでは、すでに脳に異常があることが知られ、1988 年からは免疫を調整する薬が治
験に入っており、免疫が関与する病気ということがわかっていました。
山村：この病気は脳の中で免疫が異常な活動をして炎症を起こし、その炎症が引き金となって
色々な症状が出ているのではないかというのが、 一つの主な仮説です。患者さんの血液を調べ
ますと、免疫系の異常は確かにあることはわかっていますが、この病気の発症につながる仕組み
は、まだ解明されていません。アメリカでは、一般のドクターでもこの病気のことを知っていま
すが、日本では、医学の教科書にこの病気のことが出てきませんので、医学生は一切この病気の
ことを習わないまま医者になっていく状況です。ですから、この病気を診断したり治療するとい
う環境にはないのです。
今は症状の組み合わせや、病気の経過を参考にして診断します。今はバイオテクノロジーの時代
ですので、分子の異常などの数値化できる異常や、画像で目に見える異常がないと、なかなか診
断できないのが一般の医学界で、経験のないドクターには難しい診断基準だと思います。医学、
生物学の研究は進んでいますし、最新のテクノロジーを導入して研究を進めていますから、5 年、
10 年後には、血液 1 滴取るだけで診断できる時代になるのではないかと思います。
本格的な治療は、これからだと思います。この病気は免疫の異常がある病気ですが、免疫系の難
病は、日本も含めてグローバルな製薬企業が、新薬をどんどん出して治ってきています。この病
気も治せる時代がくると思いますが、今はまだ一歩手前です。
司会：軽症（全体の 3 割）の方でも、少し作業した後の回復に、半数以上の方は 24 時間以上要
して、寝たきりになるくらいで、軽症といっても相当大変な状況にあるんですね。
篠原：本当に色々な症状が辛いのですが、筋力低下や睡眠障害がかなり激しいです。発症して
30 年近くなりますが、30 年間ほとんどまともに寝ていなくて、それでも脳が働くんだと思うこ
とがあります。体温調節ができないことも非常に苦痛です。
休むことが非常に大事な病気です。この病気の特徴は、簡単な身体作業とか、頭を使うような作
業で急速に体力が落ち、色々な症状が悪化して、その回復に病的に時間がかかることです。逆に
いうと、お医者さんの予約の日を目指して、患者さんはほとんど家で寝たきりのような生活をし
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て体力を少しずつ回復させます。そしてお医者さんに行く時は、そのピークの良い時で、そのピ
ークの時しか私たちを見ませんので、お医者様もこの病気を理解するのが困難です。
身体を動かすのと頭を使うのでは、両方とも大変です。頭を使っても体力が落ちてきて、身体も
動かなくなってきます。頭を使う作業も非常に体力を消耗して、症状の悪化につながります。子
どもで発症すると、理解してもらうのが非常に困難で、不登校と思われてしまいがちです。32
歳で発症した私ですら、アメリカで診断が下りるまで、「検査結果は異常なし」と言われると、
「自分の努力が足りないからできないのか」と、一時期は真剣に思ったこともありました。
夏野：まだ客観的な診断基準が確立していないということですが、その他の条件は全て完全に難
病だと思うし、何らかの助けが絶対に必要だと思います。
山村：今の診断基準では、この病気でない方も診断してしまうかもしれないため、血液を調べて
客観的な数字で出るものや画像などが、診断基準に取り込まれる必要があるのだろう思います。
竹山：どうしても納得いかないのは、どう見ても難病なのに、難病指定がおりない。これ（車い
すに横になる）を、わざとやりますか。データが通らないと、国が（難病指定を）おろしてくれ
ないのですか。
山村：国の決まりごとは、一旦決まると守っていくのが一つの流れです。まず、皆さんに広く知
ってもらうことが大事で、皆に関係のある病気だということが知られれば、もう少し変わってく
ると思います。実際にこういう難病では、突然色々な研究が発展することがあります。例えば有
名な方の家族がこの病気になるとか。
司会：難病指定になってないと同時に、障害者総合支援法の対象にもなっておらず、必要な支援
も受けられていないという現状があるのですね。
箕輪：客観的な数値がないと判断できないのはわかりますが、何も対応しないのはあまりにも差
があり、その中間の部分で何かできることはないのかという気はします。
篠原：私は寝たきりに近いので、身体障害者手帳を取得できました。手帳が取得できないと、車
椅子の支給とか居宅介護が受けられません。2014 年に厚労省による実態調査が行われ、3 割の
患者さんが寝たきりに近く、ほとんどの患者さんが職を失うということがわかっていますので、
障害年金の支給も患者さんにとって必要なことです。
山村：日本の医師は、この病気の教育を受けていませんので、慢性疲労症候群の病名を出すと「そ
んな病気はない」と言って、診療をしてくれない病院の方が多いです。一方、開業医の先生でも
熱心な先生もいますし、県立病院でもいます。ドクターに聞きますと、「今は自分の専門の病気
で手一杯。自分の診ている患者さんがもっと何とかしてと来ているのに、少し脇道をそれるよう
なことできない」と言います。ただ、それではいけないので、かなり力の入った規模の予算とか、
何かを作って一挙にこの病気を解決するというようにしないといけないです。
司会：まだこの病気には治療薬がない状況ですが、少しでも症状を緩和できるかもしれない治療
法の一が、rTMS です。
山村：磁力を使って大脳の特定の部位を刺激する治療です。研究は、国際医療福祉大学市川病院
の角田亘先生が、40 人のこの病気の患者さんに対して行い、30 名の患者さんに何らかの良い効
果があり、副作用もなく安全にできたということで、一つの期待の持てる将来の治療の一つだと
8
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思います。ただ、この治療は、一回治療するだけでは完治はしません。一回治療すると、2 週間
は非常に症状が楽になりますが、効果が切れてきて繰り返しやらなければなりません。そうした
大がかりな治療研究をやるのは、大変な予算とスタッフがいり、今は中断されています。
竹山：篠原さんがアメリカにいて英語もできたので、向こうの本を翻訳して広まったのに、まだ
難病指定もされない。我々は同じ病気になる可能性があるわけですから、自分のためにも知らせ
る義務があると思います。これを皆でやっていかなければいけないと思いますね。
山村：実際、篠原さんの活動に若い医学生が非常に感動を受けて、この病気の研究をしようとリ
サーチに入ってきた人もいます。ですから若い方にアピールして、次世代の医師がこの病気に本
当に興味を持って、日本人によってこの病気の原因が解明され、本当に良い治療ができるように
なることを、私は希望しています。
篠原：私たちは今、指定難病と薬の開発を求めて、国会請願を集めています。正しくこの病気を
知って頂き、全国どこでも診療して頂け、必要な福祉制度が受けられるようにして頂きたいです。
10～30 代で発症される方が非常に多い病気で制度を使えないことで、患者さんが無理をして重
症化していく例をたくさん見ています。そして、山村先生の医療研究センターに、筋痛性脳脊髄
炎のセンターを作って頂いて、そこに外来の先生が何人もいて、何人もの先生が研究の解析して
いるような状況を作って頂きたいと強く願っています。
次の URL より一部ご覧頂けます。
https://times.abema.tv/posts/7029189?fbclid=IwAR12YaicqC-rNXh6JbqBB67B6fptgvYM1UXFrAVStmPw
0gLm_SkGp7nAPIY

AbemaTV での ME/CFS 特集の予告
11 月 18 日（月）、
「AbemaPrime」での ME/CFS の特集番組
に先立ち、18 日のお昼 12 時からのニュース「けやきひるず
ニュース」内にて、特集を告知して頂きました。
「筋痛性脳脊髄炎（ME）」
「慢性疲労症候群（CFS）」を知っ
ているだろうか。脳と中枢神経に影響を及ぼす深刻な神経難病で、実は日本国内に推定約 10 万
人の患者が存在。日常生活におけるごく軽い活動によってさえ急激に身体が衰弱し、症状が悪化
して回復に時間がかかるという。成人が発症前の身体機能を取り戻すのは 0～6%、重症になる
と多くは寝たきりとなり、家族やヘルパーの支えが必要となる。
しかし、見た目には症状の辛さが分からないため、“怠けているだけ”と見られてしまうことか
ら、患者は二重の苦しみに直面している。
『AbemaPrime』では、当事者の女性たちを取材した。

大阪で上映会を開催しました
当 2 月 1 日（土）に大阪市の新大阪丸ビル別館において、済生会
近畿ブロック MSW(医療ソーシャルワーカー）等研修会が、済生
会奈良県支部の主催で開催されました。当日は、医師 1 名、病院
の MSW39 名、施設相談員 8 名、患者・家族の方 4 名を含む、55
9
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名以上の方が出席して下さいました。
当日の司会は、奈良県の済生会病院の MSW の方が務めて下さり、まず当
法人製作のドキュメンタリー映画「この手に希望を～ME/CFS の真実～」
を上映して頂きました。休憩後、当会の篠原理事長が、24 時間 365 日続
く症状、患者の置かれた状況、患者会発足以前の日本の状況、厚労省の実
態調査で明らかになった深刻な実態、神経内科医による 2 つの研究班、神
経免疫系疾患として進んでいる研究、症状を緩和する治療法として経頭蓋磁気刺激治療
（rTMS)・和温療法、上咽頭擦過療法（EAT)の紹介、疲労の病気であるかのような誤解が広が
っている理由、2017 年末に発表された ME/CFS 治療ガイドライン案の問題と国際 ME/CFS 学
会の見解、「ME/CFS の診療の手引き」の問題点、最後に障害年金等の患者のニーズについて
話しました。
終了後、「大阪の患者が置かれている状況」「線維筋痛症と ME/CFS の違い」「ME/CFS 治療
ガイドライン案の問題の対応後に変化があったか」等の質問があり、カナダの診断基準を読んで
更に理解を深めて頂きたいこと、診断されていない患者さんも多い中、患者さん達に寄り添って
サポートをして頂けるようにお願い致しました。
後日、アンケートの結果を送って頂きました。「篠原理事長
の講演を聞き、病気の正しい知識を持ち、患者さんから相談
があった際には精一杯の支援をさせて頂きたい」「医療関係
者も含め、多くの人は病気で判断することが多いが、その人
の症状をしっかり理解し、関わることが大切だと学んだ」「私
達は医師の診断に基づいて制度の案内や調整をするが、待っているだけではなく、こちらからも
情報提供などをしていく必要を感じた」「MSW として相談面接で知識や知見を活かすだけでは
なく、ソーシャルアクションも必要なケースだと認識した」「神経内科担当の MSW として、
患者さんの力になれるようにしたい」「MSW として実際に接することがあると思うので、もう
少し理解できるようにしていきたい」「アウトリーチやメゾレベルの活動の重要さを感じた。制
度の谷間に訴えていけるのは MSW としても専門性にかかる点だと思う」
「制度が使えるよう、
患者会を支援していきたい」等の声を頂きました。

全国の難病相談・支援センターに DVD 送付
この病気をご理解頂けるよう、2014 年に全国の難病相談・支援セン
ターに、当会発行の 6 冊の小冊子や会のパンフレットを送付しました。
その後、実際にいくつかの支援センターからは、電話で問い合わせが
入りました。
この度、1 月 20 日に当会製作のドキュメンタリー映画「この手に希
望を～ME/CFS の真実～」の DVD と、NIH の研究に関する小冊子を送付致しました。同じ県
等に複数のセンターがある場合には、代表的なセンターのみにお送りしました。
難病相談・支援センターに行かれる機会がありましたら、相談員の方に見て頂けるようお声かけ
をお願い致します。皆様のご協力をお願い致します。
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難病センターで DVD を見て頂きました
全国の難病相談・支援センターに、当会製作のドキュメンタリー映画「こ
の手に希望を」の DVD、NIH の研究に関する小冊子、会のパンフレッ
ト、月刊誌「リハビリテーション」2019 年 5 月号の患者会のあゆみの
記事をお送りしました。
3 月 6 日までに、お送りしたすべての難病相談・支援センターに電話をかけ、職員の皆様で DVD
を見て頂けるようお願いすると共に、病気に関する問い合わせがあった際には、当会を紹介し、
お送りした資料をご案内頂けるようにお願いしました。
電話をかけた時点で、大半のセンターでは DVD を既にご覧頂いており、大変嬉しく思いました。
そして、「大変過酷な病気だと知って驚いた」「映画で見ると悲惨さが伝わってくる」「こんな大
変な病気があるとは知らなかった」などの驚きの声と感想を頂きました。また「理解が難しいで
しょうが頑張ってください」「1 日も早く指定難病となりますように応援しています」と多くの
励ましの声を頂きました。
ME/CFS は指定難病にはなっていませんが、難病相談・支援センターにはこの病気の資料も置
いて頂いていますので、何かあったら相談にのって頂けるはずです。

明治大学で講義を受け持ちました
12 月 18 日に、明治大学の小館貴幸先生の「ターミナルケア」の 100
分の授業を、ゲストスピーカーとして受け持たせて頂きました。小
館先生は「いのち」を一番の中心に据え、人間を「ケアにおいて生
きる存在」という観点から捉えて講義をされています。
「ターミナルケア」の講義は文学部の選択科目で、心理社会学科・
臨床心理学の学生さんが多かったのですが、日本文学、英米文学、独文学、仏文学、史学・地理
学、文芸メディア、政治経済学の 30 数名の学生さんが出席されました。また、現代社会学（ご
専門は身体論・ジェンダー論など）の平山満紀准教授もご出席下さいました。
最初に、
「この手に希望を～ME/CFS の真実～」の医療関係者用短縮版
（43 分）をご覧頂いた後、「病を抱えて生きるということ」というタ
イトルで、お話をさせて頂きました。前半は、筋痛性脳脊髄炎とはど
のような病気なのか、間違った情報によっていかに患者たちが誤解と
偏見に苦しんでいるのか、そんな中で患者会を立ち上げ、神経内科医
による本格的研究が開始されたことについて話しました。後半は病気による生きづらさ、社会参
加に必要な合理的配慮、ケアされて生きるとは、利益を追求する株式会社が介護事業に乗り出し
ている現実、自分にとって病とは、さらに「死とは」などについて話し、最後に「幸せだと感じ
ていますか」と問いかけました。
いつもとは違うテーマで自由に話をさせて頂き、病気の深刻さだけではなく、どんなに重い障害
を持っていても、自分らしく生きるための合理的配慮を受けられれば、心から幸せだと感じて生
きていくことができることを、学生さん達に伝えられたと思います。授業が終わった後も何人も
11
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の学生さんが質問して下さり、学生さん達の真剣に生きようとしている姿に触れることができ、
とても楽しかったです。
後日、学生さん達の感想を小館先生より送って頂きました。「母親が難病を抱えているが、患者
の立場から見る世界を知り、ケアする人とケアされる人の関係性やあり方を学んだ」「患者会の
活動を手伝う人が少ないのに、熱意、使命感、頑張り続ける活力が言葉からあふれ、感服した」
「自分や友人がかかるかもしれない病気のために闘って下さって感謝」「重度訪問介護のアルバ
イトをしているが自分の介助を振り返る機会になった」「ヘルパーをはじめ日本中のもっと多く
の人にこの病気を知ってほしい」「生の声は説得力があり、積極的に病気について調べてみよう
とまで思った」などの声を頂きました。

朝霞市の研修会で ME/CFS を紹介
2 月 19 日に埼玉県朝霞市総合福祉センター会議室において、朝霞市社会福
祉協議会主催の「難病の理解と社会参加について」と題する研修会が開催さ
れました。当法人事務局の宮野が、埼玉県難病相談支援センターの相談員と
して話し、ME/CFS についても紹介しました。
研修会の対象者は、はあとぴあ障害者相談支援センター、ふれあい障害者相
談支援センター、朝霞市はあとぴあ障害者就労支援センター、社会福祉協議会内職員、訪問看護
ステーション、地域包括支援センター等の支援者で、当日は約 35 名が出席されました。
所属団体である埼玉県障害難病団体協議会の紹介や、自分自
身の難病の体験から始め、世界希少・難治性疾患の日（RDD)
という難病の周知活動のことを話し、埼玉県の指定難病受給
者証のリストを使って 10 分ほど簡単なワークをして頂き、
現状認識を持って頂きました。続いて、難病の定義、難病法
の内容、障害者総合支援法のことを話し、難病相談支援センターの役割や難病者の就労の現実、
難病患者就職サポータの紹介、小児慢性特定疾患や介護保険の 16 特定疾病について話しました。
2013 年に施行された障害者総合支援法では、難病も対象になりましたが、まだ周知が十分でな
いこと、障害（難病）者の就労を後押ししてきた支援側も戸惑っていること、指定難病にも障害
者総合支援法の対象にも入っていない「制度の谷間」にある疾患もたくさんあること、小児慢性
特定疾患 764 疾患の内、20 歳を過ぎて指定難病になってない 400 以上の疾患の患者が、支援を
受けられなくなる問題点についても話をしました。
「制度の谷間」についての資料には ME/CFS
の問題も入れ、ドキュメンタリー映画についても紹介しました。

COVID-19 と ME by クライマス先生
ドキュメンタリー映画「この手に希望を」にも出演されている、アメリカのノヴァサウスイース
タン大学神経免疫学研究所所長であり、何十年も ME/CFS の研究をしてこられたナンシー・ク
ライマス先生が、ME 患者の新型コロナウイルスへの対処法について、YouTube で語っていま
すので、一部をご紹介致します。アメリカは世界で一番感染者が多く、患者さん達がしているこ
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とを知ることは興味深いです。
日本でも免疫力アップのために、納豆やヨーグルトなどの発酵食品を食べること
が勧められますね。欧米では症状の緩和のためにサプリメントがよく使われ、大
きな専門店もあり、日本とは環境が違いますし、サプリメントは品質を見極める
のが難しいです。服用する前には、主治医と相談して下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・
ME の根本的な問題の一つは、ウイルスから自らを守る細胞の機能が低下していることです。こ
れらの細胞は今まで必死に働いて貯蓄を使い果たしており、ウイルスに遭遇してもそれほど多く
のことはできません。免疫機能がわずかに落ちていますので、追加の予防策を講じる必要がある
でしょう。
最初に、すでに皆さんがやっていることですが、できることを取り上げます。
・ガイドラインが出たら良く読んで注意を払う
・手洗いをする
・社会的距離を確保する（他の人から 2 メートル離れる）
・家庭や車等の他の人がよく触れる場所（ドアノブなど）を消毒する
病気の人が他の人にうつさないためにマスクは役立ちますので、咳などをしている人はマスクを
することが重要です。マスクをすることで感染するリスクを少しだけ減らせる可能性があります。
ウイルスは、鼻を通って気道に入り、細胞（鼻・肺・気管支の上皮）に付着します。ウイルスが
複製を作り増殖を開始するためには、細胞に付着し侵入する必要がありますので、細胞が付着す
る可能性の高いところをすすいで下さい。鼻に使う塩水スプレーを常備して鼻に噴霧し、鼻を洗
浄して下さい（特に外出先などで）。ウイルスの侵入を少し防げる可能性があります。
粘膜の表面を覆う（特に鼻を）製品があります。実際に気道までは届きませんが、鼻などにウイ
ルスが結合するのを防ぐもので、粘膜を覆います。アメリカでは Xylitol nose spray という製品
があり、カナダやヨーロッパには cellulose sprays があります。でんぷんでできており、鼻の中
にスプレーすると粘膜を覆い、ウイルスが結合するのを防ぎます。インフルエンザの季節に使っ
ているかもしれません。アレルギー用と書いてあるものでも十分です。
喘息の方で薬をやめてしまっている方たちは、ウイルスに侵入されやすいと言われています。気
道に炎症が起き、上皮が炎症を起こしやすくなるからです。肺の炎症や気管支炎が起きないよう
にし、ウイルスの侵入のチャンスを減らすために、処方された通りに薬を飲んで下さい。
他にできることは、免疫機能を改善させることです。私は ME の専門医で免疫学者ですので、
よくこのような質問を受けます。ME 患者の細胞には、ウイルス防御に関して 2 つの問題があり
ます。細胞は今まで必死に働いてきたため、ウイルスを殺すのに必要な栄養を使い果たしていま
す。もう一つの問題は、常にフル活動している細胞が作りだす酸化ストレスによって、エネルギ
ー経路が壊れていることです。細胞は自らを守るために、酸化ストレスが増えないようにエネル
ギーの生産を停止し、低エネルギーになっています。
最初にできることは、酸化ストレスを改善することです。理想的には非常に健康な食品を食べて
十分に栄養を摂ることですが、ほとんどの患者さんは、抗酸化レベルを維持するのに必要な緑の
野菜を料理することができません。そこでサプリメントを摂取することになりますが、サプリメ
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ントは有効です。下記は主なサプリメントです。
コエンザイム Q10：ストレスが高い時に、レベルを回復させるために、200 mg の還元型のコエ
ンザイム Q10 を摂るのは多すぎるとは言えません。その後、1 日に 50～100mg に減量します。
この通常の用量に戻す前の高容量摂取は、1～2 ヶ月でしょう。
N-アセチルシステイン：これはグルタチオンの前駆物質です。グルタチオンは体において一番
の抗酸化物質で、脳を含むすべての細胞に浸透するという利点があります。アメリカでの一般的
な用量はだいたい 600 mg を 1 日に 1～2 回です。この状況下では少ないかもしれませんが、許
容されやすく、適量です。寝られなくなりますから、寝る前には飲まないでください。
グルタチオン：良いサプリメントですが、吸収がよくないので、N-アセチルシステインに頼る
方が多いです。ただ、リポソーム型のものは良く吸収されます。
ビタミン C＆カルニチン：この 2 つは良い抗酸化物質です。一般的に、カルニチンとビタミン C
は、他の色々なものも入っている抗酸化剤の中に含まれます。継続して飲む必要がありますし、
抗酸化レベルを上げるためには、還元型コエンザイム Q10 と N-アセチルシステイン又はグルタ
チオンも、一緒に飲む必要があります。
まず抗酸化物質を服用してから、実際に細胞機能を改善するサプリメントを追加します。ビタミ
ン B12 や葉酸などのエネルギーを動かすものです。約 20～30％の患者さんは、ビタミン B12
や葉酸を代謝して正しい形にする酵素を遺伝子的に持っていません。そのためほとんどの方が、
よりよく働くメチル B12、ヒドロキシ B12、或いは葉酸メチルを飲んでいます。
カナダやヨーロッパには、イムノビルという薬があります。生体エネルギー経路の一部であるア
ミノ酸で、細胞の中のエネルギーを改善します。これが ME 患者の細胞障害機能を改善すると
いうプラセボ対照試験のデータがあります。小規模の試験でしたが、私は非常に信頼しています。
アメリカではイソプリノシンが FDA から承認を受けていませんが、同系統の薬であるイソプリ
ノシンは市販されています。痛風や腎臓結石の原因になる可能性がありますので、この薬を飲む
ときには、十分に水分補給する必要があります。一週間の内、2 日は休薬してレベルを下げ、ま
た 5 日間飲むように伝えています。EB ウイルスを含むヘルペスウイルスを抑制することが研究
で明らかに示されています。
コロナウイルスはヘルペスウイルスではなく、RNA ウイルスですが、これらの薬はウイルスに
対して免疫システムがより働くようにしますので、コロナウイルスに対しても効果があるはずで
す。コロナウイルスは季節性の上気道感染症の 30％を引き起こしますが、上気道感染症に対す
るイソプリノシンに関する論文で効果が示されています。従って、感染率を下げ、もし感染した
としても予後が改善される可能性があると思います。
ME 患者ほど社会的な孤立に際し勝る人達はいません。今はそれをすべき時ですが、抑うつ状態
に陥るまで孤立しないよう気を付けて下さい。電話やネットで連絡を取り合い、社会的につなが
りを保ちましょう。パニックにならずに、ご自身の健康に気を付けて下さい。今できることがあ
りますので、合理的に行動すべきということを広めて下さい。最後に、もし新型コロナウイルス
を恐れて不安感や抑うつを感じていれば、専門家に連絡を取り、自分自身を大切にして下さい。
クライマス先生の YouTube はこちらからご覧頂けます。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=pkGXiJ1jM14&feature=emb_logo
14
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障害年金の診断書の提出期限延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届（診断書）の提出
期限が 1 年間延長される予定となったことが、日本年金機構より 4 月 24 日に
公表されました。令和 2 年 2 月末から令和 3 年 2 月末までに提出期限を迎え
る方は、提出期限がそれぞれ 1 年間延長されます。
これに伴い、令和 2 年 2 月から令和 2 年 6 月の間に提出期限を迎える方は、現時点で診断書を
作成・提出する必要はありません。また、令和 2 年 7 月から令和 3 年 2 月までの間に提出期限
を迎える方には、今年は日本年金機構から障害状態確認届（診断書）は送付されず、来年以降、
改めて送付されます。なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、追って個別にお知ら
せ文書が送付される予定です。
※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。
詳しくは下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.html

国民健康保険料の減免についてのお知らせ
当会が加盟する日本障害者協議会(JD)より、国民健康保険料の減免に関する情
報を頂きました。4 月 8 日に厚労省保健局より、「新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料（税）の減免に対
する財政支援について」と題する事務連絡が出されました。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において「感染症の影響により一定程度収入が下が
った方々等に対し、国民健康保険、国民年金等の保険料の減免等を行う」とされたことを踏まえ
たもの。財政支援の対象となる保険料（税）減免については、追って通知するとされています。
減免対象期間中にすでに徴収した保険料（税）がある場合でも、徴収前に減免申請ができなかっ
たやむを得ない理由があると認められれば、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
した被保険者等に対し、遡って減免を行うことも考えられるそうです。
事務連絡は下記からご覧頂けます。
https://mecfsj.files.wordpress.com/2020/04/e59bbde6b091e581a5e5bab7e4bf9de999bae69699
e381aee6b89be5858de381abe381a4e38184e381a620.4.8.pdf

「基本合意 10 年 全国集会」に出席
1 月 7 日に参議院議員会館講堂において開催された、障害者自立支
援法違憲訴訟団主催の「障害者権利条約・基本合意・骨格提言の実現
をめざす～基本合意 10 周年 全国集会～」に出席しました。開催趣旨
は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意からの 10 年間を振り返り、
違憲訴訟と基本合意の意義、活動の到達点と今後の方向性について、幅広い参加者とともに問題
意識を共有し、確認することでした。集会には全国から 400 名以上が出席しました。
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障害者の反対の声をよそに、国は 2005 年に法案を強行成立させ、利用者に原則として一割の「応
益負担」を強いる障害者自立支援法が、翌 2006 年度から施行されました。その結果、利用者が
作業所を退所したり、福祉サービスの利用を控えるなど、明らかに障害のある人にとって地域で
人間らしく生きる権利が奪われる事態が各地で起きました。そのような中、2008 年から障害者
自立支援法違憲訴訟が 14 地裁で提訴され、71 人の障害のある原告たちが自立支援法の廃止を求
めました。国と訴訟団は障害者自立支援法を廃止し、新法を制定することを約束する「基本合意
文書」を 2010 年 1 月 7 日に締結、全国の訴訟は和解しました。この「基本合意文書」では、制
度の谷間のない「障害」の範囲についても求めています。
内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」は「骨格提言」を 2010 年 12
月にまとめましたが、2013 年から施行された障害者総合支援法は「骨格提言」の精神を反映せ
ず、自立支援法をそのまま踏襲するもので、国は訴訟団との法廷での約束＝「基本合意」を履行
しないまま 10 年が経過しました。訴訟団は国と定期協議を行ない、基本合意の実現に向けて粘
り強く働きかけています。この「骨格提言」の中で、「制度の谷間」の解消も求めています。
集会の当日、日本社会事業大学名誉教授で厚生労働省の総合福祉部会長を務めた佐藤久夫氏は、
「障害者福祉における基本合意の意義」と題して基調講演をしました。弁護団事務局長の藤岡毅
弁護士は、
「違憲訴訟・基本合意・定期協議の意義」と題して報告し、
「基本合意と国との定期協
議は、介護保険統合の阻止に役立っている。基本合意と骨格提言は羅針盤」と語りました。
その後、「人権訴訟からみえる障害福祉施策の近未来」と題するパネルディスカッションが行わ
れました。原爆症認定集団訴訟弁護団団長、浅田訴訟弁護団長、優性保護法被害弁護団弁護士、
自立支援法違憲訴訟の元原告、DPI 日本会議事務局次長の方が、問題提起しました。最後に、
「こ
れまで通り『ひとかたまり』を大切にしながら、基本合意の完全実現をめざして頑張っていきま
しょう」とする全国集会アピールが採択されました。

パンデミックにおける障害者
障害者の権利に関する特別報告者であるカタリーナ・デバンダス氏は、3 月
17 日にコロナウイルスと障害者に関する声明を発表しました。国際連合人
権高等弁務官事務所（ジュネーブ）の HP に掲載されています。現在、新型
コロナウイルスのパンデミックが起きていますが、障害のある人々を保護す
るために必要なガイダンスとサポートを提供するための取り組みはほとんど行われていないと、
障害者の権利に関する国連特別報告者であるカタリー
ナ・デバンダス氏は勧告しまし
た。
「障害を持つ人々は、自分達は取り残されていると感じています」と国連の人権問題の専門家は
述べました。 「社会距離戦略や自己隔離などの拡散防止対策は、食事や着替え、入浴等を他の
人の支援に頼っている彼らにとって、不可能であるかもしれません。」
「こうした支援は彼らが生
きるために不可欠であり、加盟国はこの危機が続く間、安全な方法で支援の継続を保証するため
に、追加の社会的保護措置を講じなければなりません。」
国連の専門家は、障害のある人々が接触や感染のリスクを減らすことができるよう、合理的配慮
が必須であると強調しました。彼らが確実に所得を保障されるためには、自宅で仕事をすること
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や有給休暇を取得することを許可されるべきです。この期間、家族や介護する人々が障害のある
人に支援を提供するために、合理的配慮を必要とする場合もあります。「障害のある人々やその
家族がより弱い立場に追いやられたり、貧困に陥るリスクを減らすためには、追加の財政的援助
へのアクセスも重要です」と説明しました。
国連の専門家は、障害のある人々の生存は優先事項であることを再確認するのは当然であると強
調し、医療資源が不足しているときに、障害を持つ人々が救命措置を含む医療へのアクセスを差
別されないよう保障するために、加盟国は公衆衛生の緊急事態に対応する明確なプロトコールを
確立することを要請しました。「パンデミックに立ち向かうためには、コロナウイルスを予防し
封じ込める方法に関する情報に、誰もがアクセスできることが重要です」と彼女は説明しました。
「障害者団体は、新型コロナウイルスへの対応のすべての段階において、意見を述べ関与すべき
です」とデバンダス氏は締めくくりました。

JDF が要望を総理・厚労大臣に提出
当会が加盟している日本障害者協議会（JD)が加盟している日本障害フォー
ラム（JDF)は、今般の新型コロナウイルスの対応についての要望「新型コ
ロナウイルス感染症に関する要望（第一次）」を、3 月 27 日付けで内閣総理
大臣と厚労大臣宛てに提出致しました。
・・・・・・・・・・・・・
対策にあたっては、障害者権利条約第 11 条（「危険な状況（…人道上の緊急事態及び自然災害
の発生を含む。）において障害者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる」）等
を踏まえ、次のことに十分留意されるよう要望します。
1．誰一人取り残さない対策と、障害当事者の参画
2．予防・検査・医療体制
3．情報提供と相談体制
4．サービスの継続確保・障害者支援事業所等の支援
5．障害者の生活支援、人権擁護等
「2．予防・検査・医療体制」では、
「マスク、消毒液、手袋等の衛生用品、必要な医療用品を、
障害者、および支援者・支援事業所に優先的に供給してください」「検査ならびに医療を、必要
な障害者がすみやかに／優先的に受けられるよう、手順を明確化してください」とし、「例えば
呼吸障害のある人、人工透析を受けている人、難病のある人などは特に優先順位を上げるなどの、
きめ細かな配慮」もお願いしています。
「4．サービスの継続確保・障害者支援事業所等の支援」では、「今後とも想定される休校、事
業所等の休業、外出制限などにより、障害者が必要な支援から隔離されたり、または福祉サービ
スの利用を実質的に制限されることのないようにしてください」「障害者支援事業所等が事業を
継続できるよう、支援してください」と求めています。
「5．障害者の生活支援、人権擁護等」では、「障害者に対する物品や資金の特別支援を行って
ください」と求めています。
要望書の全文はこちらからご覧頂けます。
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https://www.normanet.ne.jp/~jdf/opinion/20200327.html

JD が緊急要望第 2 弾を総理・厚労大臣に送付
当会が加盟している日本障害者協議会（JD)は、3 月 3 日に続いて緊急要望第
2 弾「障害のある人のいのち・健康・くらしを守るために」を、役員名簿、加
盟団体一覧を同封の上で、4 月 20 日付けで総理大臣と厚労大臣宛てに送付致
しました。要望書は JD の HP や Facebook、twitter でも周知に努めています。
・・・・・・・・・・・・・
新型コロナウイルスの感染が広がり、障害者施設でもクラスターが発生しています。感染拡大の
要因の１つに PCR 検査が受けにくいことや、医療へのアクセスの困難さが指摘されています。
障害のある人の中には呼吸器の疾患、腎臓病、糖尿病、また、難病、生きるために常に人の支え
を必要とする人たち、日常から医療的ケアを受けている人たちがいます。障害のある人の多くは
感染によっていのちにかかわる危険性が高く、現在は危機的状況と言えます。WHO でも障害の
ある人が新型コロナウイルスの影響を大きく受けやすいことを指摘し、障害のある人への追加の
配慮を求めています。
また、いのちの選別が行われることへの懸念があります。海外では感染が拡大し、医療崩壊する
中で、高齢者や障害者には人工呼吸器を装着しないという動きがあると報道されています。いの
ちの選別は決して行われてはなりません。二度と優生思想、優生政策の広がりを許してはなりま
せん。日本障害者協議会（JD）は、障害のある人のいのちと健康・くらしを守るために、以下
のことを緊急に求めます。
１．感染予防と拡大防止に緊急に必要なこと
1）入所施設・グループホームの感染予防と感染拡大の防止
2）ホームヘルパーの一律の訪問中止を避けるための訪問マニュアルの作成
3）ホームヘルパーを感染から守るための措置
4）感染予防のための事業所の臨時休業・受入れ縮小の際の障害のある人の給与や工賃の保障
5）感染予防のための臨時休業などの際の職員の雇用保持
6）感染予防のための換気や衛生条件の整った場所での小規模分散での支援のための公的施設の
一時活用
２．感染した場合、緊急に必要なこと
1）入所施設、グループホームで障害のある人や支援者に感染の疑いが出た時の早急な検査体制
2）障害のある人が感染した場合の速やかな入院
3）障害のある人に感染や感染の疑いが出た場合の他の入居者との交流を制限できる空間の用意
4）情報公開への配慮
３．現在の新型コロナウイルス禍を通して早急に改善が必要なこと
1）感染症対策に対応できる保健所機能の再構築を
2）日額払いの報酬支払制度の撤廃を
緊急要望書は下記からご覧頂けます。
http://www.jdnet.gr.jp/opinion/2020/200420.html
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