
化学物質過敏症 私の方法 

第１章 有害物質を避ける方法 

〔１〕有害物質をかぎわける方法 

 ａ．記録する 

 ｂ．傾向をつかむ 

 ｃ．有害物質をかぎわける際の注意点 

〔２〕有害物質の影響を避ける方法 

 ａ．取り除く 

 ｂ．近づかない 

 ｃ．覆って有害物質の揮発をおさえる 

 ｄ．浄化する 

 ｅ．分離する 

〔３〕様々な有害物質をうまく管理する方法 

 ａ．量・距離・時間の法則 

 ｂ．すべての物・場所をレベル別に分類する 

 ｃ．有害物質を避けるための収納の工夫 

 ｄ．有害物質の影響を減らすための衣服の着まわし 

 ｅ．洗濯についての注意 

〔４〕日々遭遇する有害物質にどのように対処するか 

 ａ．新しい物を試す際の注意 

 ｂ．新しい場所に行く時の注意 

 ｃ．物を購入する時の注意 

 ｄ．具合悪くなってしまった時の対処法 

 
(サイト初出時期：２００４～２００５年) 

 

 

第１章 

有害物質を避ける方法 

 化学物質過敏症の症状を抑えるために も有効なのは、原因と

なる化学物質を避けることです。しかし、それは容易なことでは

ありません。原因物質は目に見えない気体状のものが大部分です。

また、反応する物質の種類が多いと、影響が重なり合ってしまう

ので、見分けるのが難しいのです。 

ここで１つの例について考えてみます。次のような場面を想像し

てみてください。 

 

 化学物質過敏症患者のＡ子さんはある初夏の午後、突然何とも

いえない具合の悪さに襲われました。原因は何だろう・・・と部

屋を見回すと、古い食器棚が目にとまりました。「この食器棚には

ベニヤ板が使われている。気温があがる季節になって、ベニヤに

含まれるホルムアルデヒドが揮発し始めたんじゃないだろう

か・・・？」 

 Ａ子さんは家中の窓を空けて、換気扇を回します。室内のホル

ムアルデヒドの濃度が下がるようにと。ところが、いくら換気し

ても、具合の悪さがなおりません。それどころか、ますます具合

悪くなってきてしまいました。・・・なぜだろう？ 

 本当の原因は食器棚ではなくて、二軒先の家で、庭木に殺虫剤

を散布していたことでした。この家の庭は、Ａ子さんの部屋から

は死角になっていて、撒布の様子を目で確認することが出来ませ
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んでした。もし、原因がはっきりわかっていたならば、Ａ子さん

は換気をするのではなく、窓を閉めて、殺虫剤の濃度が低くなる

のを待ったはずです。 

 

 化学物質過敏症患者の日常は、このようなことの連続です。 

 ・・・何か原因物質があって、具合悪さに襲われる。けれども、

原因は目に見えないものなのでわからない。「これが原因なのでは

ないか」「あれが原因なのではないか」と思い当たるものを取り除

いてみるが、それが全くの見当違いだったりする・・・。 

 原因物質をうまく見分けることができて、それを取り除くこと

ができれば、苦痛を回避することができます。そのためには、感

覚を研ぎ澄ますこと、様々な原因物質をかぎ分けられるようにな

ることが大切です。私は、自分が化学物質過敏症だと気づいてか

ら５年たちますが、初めの１年は全くの盲目状態でした。突然襲

ってくる具合悪さに、なすすべもありませんでした。何が原因な

のか、さっぱりわかりませんでした。それが、１年を過ぎたあた

りから、いろいろなものをかぎ分けたり判断する力がついてきて、

少しずつ原因物質を避けられるようになってきました。５年たっ

た今では、はじめの頃とくらべれば、その差は歴然としています。 

 化学物質過敏症という病気の難しさに、人によって反応物質や

反応のしかたが違うという点があります。ある人には激しい苦痛

を起こさせるものが、別のある人にとっては平気だったりします。

シックハウスや化学物質過敏症の本に書いてあることは総論なの

です。個人差については、それぞれの人が自分だけの対策法を作

り上げていかなければなりません。自分にとって危険な物質は何

か、原因物質に触れるとどんな症状が起きるのか。それを日々観

察し、記録し、データを蓄積していきます。自分だけのデータベ

ースを作るのです。そのデータベースをいかせば、同じ原因物質

に再び出会ったときに、あなたは前よりもずっとうまく対処でき

るようになっています。 

 化学物質過敏症患者の日常は、サーフィンに似ています。次々

と様々な化学物質に遭遇します。その都度、対処していかなけれ

ばなりません。毎日のように途切れることなく、大きな波、小さ

な波がやってきます。その波を、ある時は器用に、ある時は転覆

しながら乗り越えていきます。波目をうまく読めるようになれば、

前より上手に波をこえられるようになります。何事も、毎日の努

力が積み重なると、上達していくものです。前向きに取り組むこ

とこそ、回復の鍵だと思います。 

 この章では、自分にとって苦手な化学物質の見つけ方、それを

うまく避ける方法を具体的に詳しく説明していきます。 
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〔１〕有害物質をかぎ分ける方法 

ａ．記録する 

○症状が出るたびに記録をとる 

 発症したばかりの方は、自分がいつ、どのような具合悪さに襲

われるか予想できず、不安な日々を送っているのではないでしょ

うか。原因が目に見えるものであるうちは、まだ予想がつきます。

タバコの煙、野焼き、農薬散布（現場）などです。しかし、症状

が進んできて、多種類のものに反応するようになり、ごく微量で

も症状を起こすようになると、だんだん予想が難しくなってきま

す。農薬に対する反応を例にとれば、農薬を散布している時だけ

ではなく、散布後に残留しているもの、農薬を散布している場所

に行ってきた人の服についている成分、食品に残留している農薬

にも反応するようになってきます。こうなると、原因の特定は大

変難しくなります。原因物質は一種類だけではなく、何百種類に

も及びます。そんな中で自分を守る方法はあるのでしょうか。 

 私が行った方法は、具合悪くなった時に、その時のデータを記

録することでした。ある有害物質に出会って具合が悪くなった時

は、とても、物を書けるような状態ではない時もありますので、

いったん症状が収まるのを待ちます。そのあと覚えているうちに

記録します。初期の頃使っていた記録用紙が次のページの〈ＣＳ

反応記録表〉です。  

 

 

 

〈ＣＳ反応記録表〉 

    年  月  日（  ）  ：   
対象物・ 

場所・状況 
 

症状  
 

 
悪い 

普通 体調 

良い 

居心地が悪い 

具合悪い 

気持ち悪い 
レベル 

耐えられない 

遅・徐々に感じる 

（中間） 速・遅 

速・すぐに感じる 

ズキズキする頭痛 

しめつけられる頭痛 頭 

頭にもやがかかる 

焦点が合わない 

視線が揺れる 

目の前モワッとする 
目 

視界がジラジラする 

粘膜ツーンと刺激 

粘膜バサバサ刺激 目・鼻・喉

喉の閉塞感 

胸の圧迫感 
呼吸器 

息苦しい 

吐き気 

悪心 消化器 

下痢 

手足のしびれ 

だるい 

立ちくらみ 

ユラユラする眩暈 

症状 

全身 

回転する眩暈 

〈メモ〉 
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〈記入例〉 

２０００年７月１５日（月）１４：３０ 
対象物・ 

場所・状況 
防虫剤・自宅の和室・漂ってきた 

症状 神経がやられて気持ち悪い。寝込んで記憶なし。 
 

 
悪い  

普通 ○体調 

良い  

居心地が悪い  

具合悪い ○

気持ち悪い  
レベル 

耐えられない  

遅・徐々に感じる  

（中間）  速・遅 

速・すぐに感じる ○

ズキズキする頭痛  

しめつけられる頭痛  頭 

頭にもやがかかる ○

焦点が合わない ○

視線が揺れる  

目の前モワッとする ○
目 

視界がジラジラする  

粘膜ツーンと刺激  

粘膜バサバサ刺激 ○目・鼻・喉

喉の閉塞感 ○

胸の圧迫感 ○
呼吸器 

息苦しい ○

吐き気 ○

悪心 ○消化器 

下痢  

手足のしびれ  

だるい ○

立ちくらみ ○

ユラユラする眩暈 ○

症状 

全身 

回転する眩暈  

〈メモ〉 

午後になって室温が上

がってきた時間に、考え

なしで和室のふすまを開

けてしまった。夏の間は

気をつけなければ…。 

 

ガス状のもの（粒子状の

ものではない）がモワッと

湧き起こって、体に侵入

してくる感じ。呼吸器だ

けではなく、脳や神経に

も侵入してくる感じ…。 

 

家の中で、防虫剤を使う

のは、この部屋だけにし

てもらっているので、よほ

ど必要がない限りは、こ

の部屋に入らないように

気 を つ け よ う 。 夏 の 間

は、冬より揮発量が多い

ので、家の中の化学物

質の匂いに気をつけるこ

と。 

〈表の説明〉 

 体調の欄は、その日の体調によって反応が違ってくると考えら

れるので、３段階で記入します。症状については、当時の私の代

表的な症状を列挙しました。人によって違うと思うので、自分に

合わせて書き換えてお使い下さい。「速・遅」欄は、 曝露された

あと「急激に強い症状が出るもの」と、「じわじわと浸透していつ

の間にか具合悪くなっているもの」とがあるので、それを区別す

るための指標です。 

 この表に記入しているうちに、しだいに有害物質がいくつかの

グループに分類できるようになってきます。有害物質についての

イメージが出来上がってくるのです。個々の物質に対する感じ方

によって、頭の中に分類図が出来上がってきます。すると、再び

同じ物質に曝露されたときに、頭の中の分類図のどのへんに位置

しているものなのか、わかるようになってきます。また、全く違

う状況で同じ反応をする物質に出会ったときに、「ああ、あの時の

あれか…」とわかるようになります。それがわかると、自分がど

のように具合悪くなっていくのか予想がつくので、家族や付き添

いの人の助けをあおぎやすくなります。私はある物質に出会って

具合悪くなり始めたときに、口がきけなくなる前に、夫に、「これ

は以前あの時に具合悪くなったあれと同じ感じで、強さはあのと

きの２倍くらい。あと１０分で気が遠くなって動けなくなるので、

こうこうしてほしい。」と言えるようになりました。具合悪くなる

時は、あっという間に体を動かせない、口がきけない、という状

態になってしまうことがありますが、その間、夫はオロオロする

ばかりで、不安でしかたがなかったそうです。具合悪くなった時
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の連絡ができるようになって、夫が適切な方法で助けてくれるよ

うになったので、私は安心できるようになりました。 

 この表を記録するようになってから、実際にいろいろな物質を

かぎ分けられるようになるまで、１年くらいかかりました。その

間に感覚がだんだん研ぎ澄まされていくような感じがありました。

嗅覚は訓練すれば発達していくようです。（嗅覚だけではないので

すが…。有害物質の中には、無臭のものも数多くあります。） 脳

の中の匂いに関する領域が、確実に発達したという感じがしてい

ます。そして、自分の身を守る方法も、確実に発達していきまし

た。 

 マスクをして暮らしている方への注意ですが、私はマスクをし

たことがないので、どんな感じかわかりません。いろいろ試して

みたのですが、私が使えるマスクはありませんでした。（活性炭や

布のにおいそのものがだめでした。） マスクをしない方がずっと

楽でした。だから、どんな物質もじかに鼻でかいでいました。マ

スクを手放せない方もいらっしゃるでしょうから、その場合は、

各自工夫してみていただきたいです。 

 

○日記をつける 

 〈ＣＳ反応記録表〉と平行して、日記もつけると、対策のため

に有効です。私は自分でつくった用紙を使って、何年も日記をつ

け続けています。毎日の症状を５段階表示し、その日に出会った

化学物質について、日記風に記します。ある化学物質がどのよう

なもので、どの期間続いたか、どのような対策をして、どんな効

果があったのかを記録していきます。これを続けると、症状の変

遷が手に取るようにわかります。どのような記録か、ここに再現

してみます。 

 

〈日記用紙〉 

   月   日（  ）

天気： 

頭痛  

視覚  

目の痛み  

目のかゆみ  

思考力  

呼吸  

筋肉痛  

眠り・目覚め  

アレルギー  

意欲・楽しさ  

〈日記〉 

 

症状 ５段階表示 

レベル５ 耐えられない 

レベル４ ぐあい悪い 

レベル３ 調子悪い 

レベル２ 若干問題あるが、おおむねよし

レベル１ 問題なし 
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<日記記入例> 

２００３年 

４月２１日 

天気：雨／曇り 

頭痛 ４ 

視覚 ２ 

目の痛み ２ 

目のかゆみ ３ 

思考力 ４ 

呼吸 ３ 

筋肉痛 ４ 

眠り・目覚め １ 

アレルギー ２ 

意欲・楽しさ ４ 

〈日記〉 

朝から頭がボーッとしていた。１０時頃、ひどい頭痛

はじまる。お風呂のタイルの割れ目にカビが生えて、

どうやっても掃除できない。喘息気味なのでコーキン

グすることにする。天気予報で、明日から３日くらい天

気のよい日が続くようなので、明日行うことにする。ホ

ームセンターでコーキング剤を買ってきた。防カビ剤

が配合されていないもので、サンプルを嗅げるものが

あったので、それにした。大丈夫かなあ…？ 明日か

ら、しばらく風呂に入れなさそうなので、今晩、入浴し

ておいた。 

 
４月２２日 

天気：腫れ 

頭痛 ３ 

視覚 ２ 

目の痛み ２ 

目のかゆみ ３ 

思考力 ３ 

呼吸 ３ 

筋肉痛 ３ 

眠り・目覚め １ 

アレルギー ３ 

意欲・楽しさ ３ 

〈日記〉 

晴れた。涼しい。午前中、お風呂コーキング。ちょっと

やったら、すごいニオイで、その場にいられず。夫に

任せて、私は浴室を出る。着替えて休んでいた。２時

間程て、夫が浴室から出てきた。着替えてもらう。浴

室は換気扇まわしっぱなしにする。頭が腫れるような

痛み。胸の圧迫感。家の中におうので出かけた。図

書館。借りてきた本は香料のニオイがして具合悪くな

る。夜、浴室に通じるドアをマスキングテープで目張

りして寝た。 

 

 

４月２３日 

天気：曇り 

頭痛 ３ 

視覚 ２ 

目の痛み ２ 

目のかゆみ ３ 

思考力 ３ 

呼吸 ４ 

筋肉痛 ３ 

眠り・目覚め ３ 

アレルギー ４ 

意欲・楽しさ ３ 

〈日記〉 

涼しかった。睡眠中、苦しかったみたい。変な夢を見

た。呼吸も苦しかった。風呂場のニオイのせいかと思

う。午前中はそわそわしていた。午後からスーパーへ

買物。大過なし。夕方はボンヤリして物が手につか

ず。夕食の準備にやたらと時間がかかった。ごはん

はおいしい。タコを煮たら、そのニオイでぐあい悪くな

った。夜、ちょっとだけ浴室の戸を開けてみた。けっこ

うくさい。マスキングテープして寝た。 

 
４月２４日 

天気：腫れ 

頭痛 ２ 

視覚 ２ 

目の痛み ３ 

目のかゆみ ２ 

思考力 ２ 

呼吸 ２ 

筋肉痛 ２ 

眠り・目覚め １ 

アレルギー ２ 

〈日記〉 

ちょうどよい気温。曇り気味の晴れ。日差しが厳しくな

くて目が楽である。ここんとこ胃の調子がよくない。夫

と隣市の図書館に出かけてみたが、周辺で畑起こし

が始まったようで、空気が粉っぽい。目が痛くなる。

根雪が消えるとすぐ空気が悪くなる。夜、お風呂にお

うけど、何とか入れた。コーキングの効果で、かび臭

さは消えていた。 

 

 

 日記をつけていると、とても便利です。例えば、「明日、区役所

に行く用事がある」という場合。前回、区役所に行ったのは３ヶ

月前でした。「あの時、何か具合悪くなったんだけど、何だったか

なあ？」そう思ったときは、３ヶ月前の日記を見ます。すると、
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次のように書かれてあったりします。 

「区役所の２階のトイレは芳香剤が強く、具合が悪くなった。エ

レベーター前に喫煙所、煙がひどい。帰りは階段を使った。」 

 これをもとに、翌日の計画を立てます。 

「トイレに行きたくなったら、区役所のではなく、向かいのコン

ビニのトイレを借りてみよう。」 

「行きも帰りもエレベーターは使わず、階段にしよう」 

 翌日、区役所に行ったら、計画通り行動してみます。そしてそ

の結果をまた、日記に記すのです。 

「エレベーターを使わないのは正解だった」 

「コンビニのトイレは消毒のにおいがすごい。具合悪くなった。

次回は地下鉄駅のトイレを使ってみようと思う。」 

 こうして記録しておくと、次に同じ場所に行くときにとても役

立ちます。こうやって日記をつけ続けると、体験の記録が蓄積し

て、自分にとって苦手なものがよくわかり、行動の計画を立てる

のに役立ちます。 

 また、日記をつけていて便利なのは、長期的に症状と原因物質

の関係を追えることです。例えば、頭痛がひどくなるのはどんな

時なのか、過去何年にもわたって調べることができます。それに

よって、ストーブをたくと、特に頭痛がひどくなるとか、生理周

期と関係がある、などとわかってきます。また、季節性のものを

分析するにも役立ちます。私は特に農薬に過敏なので、大気中の

農薬量がどのように変化していくのかは、 も重要な関心事です。

２年くらい日記をつけていると、近所の人が庭木の消毒をするの

はいつなのか、近くの川原で殺虫剤を散布するのはいつなのかわ

かってくるので、対策を立てやすくなります。特に、行政で公園

に薬を散布する時期は、一定の法則性があるように感じています。 

 この日記は、２００２年頃の約１年間、記録のない時期があり

ます。使える紙がなかったためです。この頃ＣＳが悪化し、過敏

性が高まったために日用品のあらゆるものに反応していました。

そのため、私の使える紙がなくなってしまったのです。今でも「こ

の時期の記録があったらどんなに便利か…」と思うことがありま

す。使える紙が見つかったときの喜びは言い表せません。紙が使

える方は、ぜひ記録をとってほしいです。 

 また、２０００年頃はめまいがひどくて、まっすく字を書くこ

とができなかったので、カセットテープに記録をとっていたので

すが、頭出しができないので不便です。ＭＤやＩＣレコーダーを

使えば、頭出しができて便利です。（私は現在電磁波過敏症もある

ので、あまり電気製品は使わないようにしています。） 
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ｂ．傾向をつかむ 

○ランキング表を作る 

 ２つの記録用紙を何ヶ月か記入していけば、自分にとって「苦

手なもの」「わりと平気なもの」の傾向が見えてくると思います。

それをもとに表を作ってみると、自分の状態がよくわかりますし、

人にも説明しやすくなります。私は次ページのような表を作って

います。 

 

 原因物質がわかるものについては、その物質名を記入し、わか

らないものについては、「物質Ａ」などと記入し、曝露状況・症状

を書いておきます。私の場合、農薬に極端に過敏で、他より突出

しています。公園や農地に近づくことができません。その一方で、

多くのＣＳ患者が苦手としている合成洗剤への反応は弱く、生活

上ほとんど不便を感じていません。（私自身はせっけんを使ってい

て、合成洗剤は使用していないのですが、他人の衣類についてい

る合成洗剤に反応することがほとんどありません。） 

 このように、個人個人のＣＳ反応の傾向がつかめる表となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

ランキング表 
（データは２００１年６月時点でのもの） 

ﾚﾍﾞﾙ 程度 場所 物 
５ 耐えられ

ない 
物質Ａ（地下鉄／激しい目の

痛み・頭痛），物質Ｂ（田畑・

高速道路・用水路など／激

し い 目 の 痛 み ・ 頭 痛 ／ 農

薬？），物質Ｃ（山林・田畑／

頭痛・めまい・だるさ・手足の

し び れ ・ 呼 吸 困 難 ／ 農 薬

か？），殺虫剤？（松林／７

月），ござ・イグサ製品売り

場，除草剤散布場所 

新品のゴザ・イグサ製品，新

しい畳・蚊取線香（燃焼中），

線香・枕木・防腐剤を塗った

木材（ウッドデッキなど） 

 

 

４ 具合悪い 新築建物・クリーニング店・

歯科医院・電器店・バスター

ミナル・芳香剤の強いトイレ・

天然木 無垢材を使った健

康住宅・ホームセンター・ス

ーパーの肉・魚売場・新幹線

車内 

香水・防虫剤・石油ストーブ・

ドライクリーニング衣類・合成

ゴム・灯油・合成皮革・天然

革製品 ・新しいカラー印刷

物・抗菌グッズの一部・合

板・新聞（夏期）・洋服の染料

の一部・水道水（夏期） 
３ 調子が悪

い 
ディーゼル車アイドリングし

ている場所・幹線道路沿い

（徒歩） 

ガス・油性ペン・化学繊維（ア

クリル・ポリエステル） 

２ 若干問題

あるがお

おむねよ

し 

排気ガス（ガソリン車）のある

場所 
合成洗剤で洗った布製品・

木工用ボンド・万年筆のイン

ク・新しい白黒印刷物・古い

カ ラ ー 印 刷 物  ・ 新 聞 （ 冬

期）・水道水（冬期）・プラスチ

ック製品（ポリエチレン・ポリ

プロピレン・塩化ビニールな

ど）・綿の布製品（染料のうす

いもの）・レーヨン・キュプラ 
１ 問題なし   
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ｃ．有害物質をかぎわける際の注意点 

○原因物質がわからないときはどうするか 

  〔１〕－ａ で毎日記録をとることをおすすめしましたが、

記録をとるにあたっての注意点をあげます。 

 記録を取るとき、感覚、症状、状況については細かく記録する

ことはできるのですが、原因物質が何であるのか物質名・成分名

がわからないことがあります。この時は「？」とか「わからない」

とか書いておきます。「状況から見て○○が原因ではないか？」と

推測を書きこんでもいいでしょう。このとき「○○が原因に違い

ない」というように、強引に原因を特定すると、のちのち歪みが

生じてきますので注意します。「？」がまじっているデータでも、

数が集まってくると原因物質を推測しやすくなります。総合的に

判断するのです。 

 目の前で殺虫剤を散布しているなど、原因物質がはっきりわか

っている時のデータは貴重です。その時どのように感じ、どうい

う症状が出たのかを記録し、よく覚えておきます。そうすると、

その後、同じような症状が出たときに、原因を特定しやすくなり

ます。 

 原因物質がわからなくても対応することは可能です。例えば、

日常的によく接する物質なのに、成分がよくわからないものに「物

質Ａ」などと名付けておきます。何度も接し、記録をとっている

うちに、「物質Ａ」に出会ったときにどのような症状が出るのかわ

かるようになってきます。家族にも「物質Ａとは、こういうとき

によく遭遇する物質で、こういう症状が出るもの」と説明できま

す。また「物質Ａ」に曝露されて具合が悪くなったときに、家族

に「物質Ａだ」と言えば、わかってくれるようになります。 

 具合悪くなった時、複数の原因が考えられる場合があります。

例えば、宅配便が来て具合悪くなった場合。原因物質はダンボー

ル箱なのか、中に入っているものなのか。この場合は、二者をそ

れぞれかいでみて、かぎ分けることが可能です。反応が激しいと

きは、かいでいる場合ではないので、すぐに隔離しなければなら

ないですが…。（そのときの具体的方法は〔４〕－ａ、〔４〕－ｄ

に書きます。） 具合悪くなってきて、原因が複数考えられる場合

は、それぞれの物をかいでいきます。そして、そのときの具合悪

さと同じ症状を起こさせるものがあれば、それが原因だと推定で

きます。 

 

○原因によって症状が違ってくる 

 序文のエピソードについて言えば、具合悪さの原因が合板を使

った家具であるのか、外での殺虫剤であるのかは、家具と外気を

かいでみることで判断できるようになります。合板のにおいは特

徴があるので、覚えやすいです。その際、身体にどのような症状

があらわれるのかを関連付けて覚えておきます。私の場合、合板

をかぐと、皮膚や目にピリピリとした刺激を感じ（刺激物質の粒

子は粗い感じ）、喉や気管がヒリヒリして（乾いた感じ）息苦しく

なります。頭痛は軽め。局所的ではなく頭全体。頭の中に水がた

まっていくような頭痛。思考力は少し落ちてボーッとしてくる。

（呼吸器がやられて酸欠になるせいでしょうか。） そんな感じの

症状です。曝露状況、量にもよりますが、症状の強さはレベル３

（調子が悪い）です。私の場合は、特に農薬に過敏性が強いので、



 10

合板に対する反応を１とすると、農薬に対する反応はその１００

～１０００倍という感じです。そのくらい農薬に過敏です。日々

の記録からそういったこともわかってきます。 

 私の場合、農薬に対する反応は何種類かあって、農薬の種類に

よるのでしょうが、大別して２種類の反応にわかれます。１つ目

は、目に激しい痛みを感じ、続いて強い頭痛が起こるというもの

（ショック症状に近い：レベル５ 耐えられない）。もう１つは、

手足がしびれてだるくなり、船に乗っているような揺れるめまい

が起き、頭に何か詰まっているような頭痛（それほど強くない）、

鼻や喉の粘膜がドロドロしてきて（湿った感じ）呼吸困難になる、

というものです（レベル４～５ 具合悪い～耐えられない）。前者

のほうが私にとって強い脅威となっています。症状・感じ方は人

によって違うと思うので、各自自分の感覚を確認していってみて

ください。 

 

○周辺環境に注意する 

 もう１つ、かぎわける際の注意です。ある物質をかぐときには、

できるだけ清浄な空間でかぐのが理想です。クリーンルームの中

でかぐのが一番いいのでしょうが、そんな環境は生活空間の中に

は実現しにくいでしょう。それでも、できるだけクリーンな場所

でかぐことが大切です。例えば、レベル４（具合悪い）の空間で

レベル３（調子が悪い）のものをかいだらどうなるでしょうか。

レベル３のものは、ほとんどかぎわけられないのではないでしょ

うか。だからなるべく周辺環境の”雑音”を消すことが重要にな

ってきます。（”雑音”は正確に表現するなら”雑臭”とでも書く

べきでしょうが、ここではわかりやすいように”雑音”と表現し

ておきます。） 

 １９９９年にＣＳだと気づいてから 初の１年は、何が何だか

よくわからないうちにすぎていきましたが、その中でも少しずつ

有害なものを身の回りから排除していった結果、”雑音”だらけだ

った空間から”雑音”が減っていき、有害物質の存在が以前より

明確に浮かび上がってきました。自分の身の回りだけでも、そこ

そこ安全な空間を作ることが大切です。寝室だけは 優先にして、

環境整備に努めてください。具体的な方法は後述します（→〔３〕

－ａ，ｂ，ｃ 「様々な有害物質をうまく管理する方法」） 

 だんだん感覚が発達していくと、レベル３（調子が悪い）の空

間でレベル４（具合悪い）のものをかぎわける、というようなこ

ともできるようになってきます。例えば、スーパーやデパートで

商品を選ぶ場合 。商品から発散される化学物質と、店内の空気

とをかぎわけられるようになります。自分の体に安全な商品を選

ぶことは重要なことですから、この能力が身につくととても便利

です。 

 後に、シックハウスに住む方について考えてみます。シック

ハウスに住んでいる方は上記の方法（いろいろな物質をかぎわけ

る、身の回りの空間を清浄にする）のいずれも難しいことになり

ます。長時間いる場所がレベル４～５になるわけですから… 。

そのため、シックハウスに住んでいる方が対策するのは、難しい

です。一番の方法は引っ越すことですが、新しい物件を探す難し

さや、感情的な面、金銭的な面で困難かもしれません 。別冊で、

私が引越した際の体験を書いているので、それを参考にしていた
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だければと思います。（→第２巻 資料活用の実践例（引越の経

緯）」参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２〕有害物質の影響を避ける方法 

ａ．とりのぞく 

○苦手なものは人によって違う 

 身の回りにある有害物質を取り除くのが、ＣＳ対策の基本です。

初の頃は、恐れと不安が強くて、あれもこれも排除したくなっ

てしまいますが、やりすぎると生活が成り立たなくなってしまう

ので注意が必要です。また、徹底的な排除は、家族との間に軋轢

を生み出します。 〔１〕で紹介した方法を行えば、自分にとっ

て危険なもの、安全なものの傾向がつかめるはずなので、それに

よって一つ一つ細かく検討していくことができるはずです。有害

なものを排除するにあたっての心の持ちようで大切なのは、「なる

べく使えるものを見つけるようにすること」です。ＣＳについて

書かれた書籍などには、有害な物の一覧が載っています。そこに

は、ＣＳ患者に一般に悪いとされているものが書かれています。

けれども、ＣＳ患者には個人差があるので、本のとおりに排除す

ると、本当は排除する必要のないものまで取り除いてしまったり

します。だから原則「悪い」とされているものの中でも、使える

かもしれないものを探していくのがコツです。 

 私は合板の家具が苦手なので、部屋に一切置いてありませんが、

プラスチック製品についてはかなり耐性があるので使っています。

２００１年に電磁波過敏症（ＥＳ）を発症してから、金属製品で

使えないものが多くなってしまったので、プラスチック製品がな

かったら、生活が成り立たなくなっていたと思います。プラスチ

ックには感謝しています。プラスチックに含まれている可塑剤が
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問題視されているし、環境にもよくない、ということになってい

ますが…。使えるものがどんどん減っていってギリギリのところ

までくると，使えるものは何でも使っていかないと，どうにもな

らなくなります。そのギリギリの状態を体験したことのない人に

は，なかなかわかってもらえないことかもしれませんが…。 

 

○「とりのぞく」方法 

 排除するにあたっては，よく検討します。取り除いたことで、

本当に体が楽になるのか。いったん取り除いたものを元に戻した

ら症状は再発するのか。この作業には、根気と冷静な判断力が必

要です。取り除いたり、戻したりを 低でも３回は繰り返したい

ものです。体調や室内空気・外気の状態によって、感じ方が違っ

てくることがあるからです。 

 また、自分の感覚を信じてやると、一般にはあまり知られてい

ない有害物質に気づくことがあります。私の場合、洋服の染料が

特に苦手で、色の濃い衣類は処分しました。生成りに近いものが

一番楽ですが、うすい色でも、黒・青系は苦手で、オレンジ・黄

色系はけっこう楽です。このように自分なりの傾向がつかめてき

ます。 

 有害なものをうまく取り除くことができると、明らかに体が楽

になるのがわかります。そうやって症状が改善したときの喜びは

格別です。 

 

○私の体験から 

 １９９９年に化学物質過敏症だと気づいてから、まず、身の回

りのものを１つ１つ検討していきました。一番初めに処分したの

は、ホットカーペットです。その１年前、アレルギー対策のため

に、毛の生えていないホットカーペットを購入していました。表

面が塩化ビニール製で、暖めると強烈なにおいがします。買って

からずっと体調を崩していたので、即刻処分しました。その後、

合板の家具をほとんど全部、寝室から隣室へ移しました。そして、

化繊のカーテンを外し、代わりに綿の布をクリップで窓にとめま

した。作りつけの収納棚からは、強烈な接着剤臭がしていたので、

扉を閉めて、マスキングテープで目張りして、空気を遮断しまし

た。（マスキングテープは独特のにおいがありますが、私は使って

も大丈夫です。苦手な人もいると思うので、使用の際は、慎重に

においを嗅いで確かめることが必要です。） 

 次に、衣類の総点検を行いました。手持ちの衣類を１つ１つす

べて嗅いでいって、有害なものと安全なものにより分けていきま

した。防虫剤のにおいが染みついたもの、クリーニングのにおい

がするもの、化繊（特にポリエステルのベロア、フリース）、色の

濃い衣類を処分しました。 

 これらの対策は、目に見えて効果がありました。取り除くたび

に、体が楽になっていくのが実感できました。その後も、こまめ

に身の回り品の分類を行っていったので、体調がよくなっていき

ました。 
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ｂ．近づかない 

○危険な場所を避ける 

 〔１〕－ａで記録をとる方法を紹介しましたが、記録をとり続

けていると、自分の身の回りやよく行く場所の「空気の地図」が

頭の中に出来上がってきます。あの場所は有害物質の濃度が高い

とか、あの場所は比較的安全で大丈夫とか、わかってきます。日

によって、季節によって違いはあるのですが、その違いも含めて、

自分のテリトリーの状態を把握できるようになります。 

 「有害な所に近づかない。」これが原則です。私は発症してから

自分がＣＳだと気づくまでに１４年かかっています。この間「化

学物質が体に悪い」などという認識はなく、有害なものを無防備

に浴びっぱなしでした。四六時中具合悪かったし、ときどき寝込

んだりもしていたのですが、その原因が何であるかわかりません

でした。ＣＳだと気づいて、有害なものや危険な場所を避けられ

るようになって、みるみる体が楽になっていきました。 

 「化学物質過敏症」という病気が世に知られるようになってか

ら発症された方は、発症当時の私とは違い、病気についての知識

があるので、その知識を生かして有害物質を避けることができま

す。発症当時の私とはスタート地点が違います。私の場合は１４

年間、ありとあらゆる有害物質を吸い続けていました。しかし、

それが逆に、私の強みにもなっています。ＣＳだと気づいてから、

私は有害だと思われる物質でも、積極的に嗅いで自分の反応を調

べていきました。自分がどのようなものでどの程度の反応を起こ

すか、だいたい予想がついていたからです。 悪の場合、どの程

度具合悪くなるのかもだいたいわかっていました。「あらゆること

が経験済み」だったのです。 近発症された方は、まだご自分の

反応について予想できない部分も多いと思いますので、有害物質

を嗅ぐときは慎重に行った方がいいと思います。 

 

○行動半径を広げる 

 自分のテリトリーの「有害物質地図」が頭の中にできあがって

くると、うまく危険物をかわすことで行動範囲を広げていくこと

が可能です。例えば、具合悪くて外出できないような方でも、よ

く知っているルートでよく知っている場所に行くのならば、日用

品の買い物くらいはできるようになります。はじめのうちは、あ

らかじめ行動をシミュレーションして、どこに危険なものがあり

そうで、どのように避ければよいか、よく考えておきます。例え

ば、私は近所のスーパーの肉・魚売場の消毒の匂いで具合悪くな

っていたので、その売場にいるのは２分以内にし、何を買うかは

家にいるときにあらかじめ決めてからいくようにしていました。

私は２０００年頃は有害物質に出会うと、あっという間に思考力

が落ちて、自分がどう行動したらよいのかわからなくなってしま

っていたので、あらかじめどういうルートで店内をまわるのか、

どこで何を買うのかということを、こと細かにメモして出かけて

いました。 

 毎日必ず同じルートで同じ場所に行くのであれば、１人で外出

もできるようになります。初めて行く場所は危険なので、家族と

一緒に行きます。私はけっこう回復した今でも、そのようにして

います。一度行ったことのある場所なら、少し遠くても車で１人

で行けるようになっています。 
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○空気が読めるようになる 

 いろいろな場所に行って、その場所の空気を嗅いで特徴を記憶

しているうちに、場所の空気の個性というものが見えてきます。

チェーン店は別の場所にある店でも共通の匂いがすることが多い

です。コンビニも、各コンビニに独特の匂いがあります。いろん

な場所の特徴がわかってきます。 

 ある場所に行って急に具合悪くなったしまった時の対処法は

〔４〕－ｂ、〔４〕－ｄで書きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．覆って有害物質の揮発を抑える 

○本のにおいを閉じこめる 

 もしビニールやアルミ箔が使えるのなら、有害物質をすっぽり

覆ってしまって、成分の揮発を抑えることができます。 

 私は本を読むのが好きなのですが、新品の本にはインク・紙の

におい、綴じてある糊のにおいがあります。図書館の本には、そ

れまで読んだ人の体のにおい、部屋のにおいがついてしまってい

ます。１９９９年頃は、図書館に行くと、読みたい本を探し、そ

のあとにおいを嗅いで「読める本」かどうか確認していました。

読める本は、全体の２割くらいしかありませんでした。ここ３年

くらいは特に「アロマ」な部屋で読んだらしい本が多くなってき

て、香料のにおいがついた本が増えました。あとは、バルサンを

焚いた部屋で読んだらしい本、タバコを吸いながら読んだ本など、

これまでの経歴がにおいでわかります。 

 １９９９年頃は、ダンボールにプラスチック板を貼った、本を

読むための箱を作って読んでいました。（ダンボールに開けた穴か

ら手をつっこんでページをめくります。）しかし、これだと密閉性

が悪いので、有害物が外にもれ出てしまうし、何度も使ううちに、

箱の中の空気がものすごく悪くなってしまいます。読み終わった

本を箱から出すときが恐怖です。現在は、ビニール袋を１日干し

て、ビニール自体の匂いをとばし、その中に本を入れて輪ゴムで

口を縛り、その縛り口から右手を突っ込んでページをめくって読

んでいます。読み終わったあと、手をよく洗います。ビニール袋

は、何冊か読んだら、とりかえます。これで、本を読めるように

なって幸せです。 
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○ビニールで覆う 

 重症だった時期（２００１年～２００２年）はビニール袋にも

反応を起こしていました。今は大丈夫になったので活用していま

す（ビニール袋はメーカーによって使えるものと使えないものが

あります）。物の機能を損なわない程度に覆えば、いろいろな場面

で活用できます。 

 電卓やリモコンは、ビニールですっぽり覆ってしまっても、キ

ーを押せるので、問題なく使えます。（信号もビニール越しに発信

できます。）しかし注意も必要です。以前、コードレス電話の子機

をビニールで覆ったときには、熱がこもって壊れました。（コード

レス電話から出る電波に反応するようになったので現在はコード

レスは使っていませんが…。）また、夫はＣＳ＋電磁波対策のため

に、パソコンをアルミ箔で覆いました。半年後に煙が出て壊れて

しまいました。この辺のところに気をつけた方がいいです。 

 アルミ箔も同じように利用できるのですが、破れやすくて操作

性が悪いことと、ぴったり覆うのが難しいので、私は今は使って

いません。また、２００１年に電磁波過敏症を発症してから、ア

ルミ箔を使えなくなりました。 

 

○高分子ペイント 

 ＣＳについて書かれた本に、「高分子ペイントで家具を塗装して、

有害成分の揮発を押さえる」という方法が書いてあったのを読ん

だことがあります。はじめに疑問に思ったのは、「高分子ペイント

とは何だろう？」ということです。字づらから読み取ると、多分

高分子ポリマー、合成樹脂系のペイントのことでしょうか？ ２

０００年にベッドが壊れてしまったので、もともとうちにあった

ベットを使うことにしました。これは、天然木のものなのですが、

木のにおいがして具合が悪くなってしまいます。木のにおいの他

に、木材の防虫・防腐処理剤のようなものも使われていたのかも

しれません。これにアクリル系の塗料を塗ってみましたが、塗料

自体のにおいが強かったのと、それほど木のにおいが覆えなかっ

たので、ベッドを使うことはできませんでした。（その後、ベッド

なしの期間が２年ほど続きます。） 

 

○ニス 

 また、ＣＳの本に、天然塗料として載っている「シェラックニ

ス」は、どうなのでしょうか？ 私は使ったことはありませんが、

使って効果があった方もいらっしゃったようです。天然材料なの

で、大丈夫なＣＳ患者もいるようです。これで、木材の表面を塗

装すると、中の木材の揮発物を押さえられるということです。 

 「シェッラクニス」ではありませんが、私は、天然系のニスを

買って使ってみたことがあります。これは、思いの他においがき

つくて、私はだめでした。成分をみると、「ダンマル樹脂」「テレ

ピン」などと書いてあって、このへんがいけなかったのかと思い

ました。これらのものは天然ですが、数世紀前から画材などに使

われており、その毒性が言われてきた物質です。私の場合「天然」

だから安全、「人工物」は危険と、きれいにわけられるものではな

いです。 
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○シックハウス対策 

 ビニールは小物を覆うのには使えるのですが、部屋全体を覆っ

て、建材から揮発する化学物質をおさえるとなると、難しいです。

私は実際に試してみたのですが、ビニールは少量ではそこそこ耐

えられても、面積が大きくなるとかなりにおいます。暖房をたく

と、部屋の温度が上がるので、さらにひどくなります。もともと

の建材がものすごく有害な場合にはしないよりましかもしれませ

ん 。２０００年に賃貸マンションを借りたときに、塩ビの壁紙

をビニールで覆ってみましたが、ビニールのにおい自体に反応し

てしまい、結局そこには住めませんでした。 

 現在住んでいる家でも、畳をビニールで覆っています。畳は２

０年くらい経過したものらしいなのですが、畳の裏に防虫シート

が貼ってあり、全く耐えることができません。１枚１枚外に出し

て日に干して湿気を飛ばし（カビを防ぐため）、ビニールで完全に

覆って敷き直しました。（この作業中、私は畳のにおいでフラフラ

になりました。）畳自体のにおいは遮断できたのですが、和室の天

井や壁に防虫シートのにおいがついてしまっているので、その部

屋は居住空間としては使えず、物置として使っています。ふすま

から隣の部屋ににおいがもれるので、ふすまをマスキングテープ

で目張りして空気を遮断しています。和室に入るときは、いった

ん庭に出て、窓から出入りしています。 

 

 

 

 

ｄ．浄化する 

○浄化する方法は大きく分けて２つ 

 浄化する方法は何種類かありますが、大別して「希釈する方法」

と「吸着する方法」の２種類になります。 

 

１）希釈する方法   

［１］水で洗う ［２］干す・外気にさらす、換気など 

 

２）吸着する方法   

［３］浄水器 ［４］炭 ［５］空気清浄機、など 

 

 浄化するための原則は、 

 

Ａ：浄化したいもの 

Ｂ：浄化するための媒体 

 

としたとき、Ａ＞Ｂである必要があります。Ａ＜Ｂである場合、

浄化の効果が現れないばかりか、余計に汚染度が上がってしまう

危険性があります。ある浄化方法を試すときは、本当に効果が現

れているのかを確認することが重要です。いつも同じ方法が通用

するとは限りません。「外気にさらす」方法を例にとってみると、

外気が清浄な時は効果があるのですが、外気が汚染されている時

（交通量が多い、農薬を散布したなど）は、逆効果になります。

外気の状態を常に確認することが大切です。吸着するタイプにつ

いては、吸着剤が飽和していないか注意することが必要です。飽
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和してくるとＡ＜Ｂになります。そうすると、吸着した汚染物が

溶け出てきて浄化したい物質を汚染することになります。 

 皆さんの参考になるように、私の個人的な体験を書きます。 

 

○希釈する方法 

 ［１］，［２］について。 

 水で洗ったり、外気にさらして浄化するためには、前提として、

外気・水がそれなりに清浄である必要があります。２００１年に

重症になってからは、外気の農薬に反応して、冬以外は窓を開け

られなくなってしまい「干す・外気にさらす」という方法が、ほ

とんど機能しなくなってしまいました。また、水道水にも反応し

て、水が少量しか使えなくなってしまい、「水で洗う」という方法

も機能しなくなりました。このときは、本当に困りましたが、他

の地方への引越すことで、この窮地を脱することが出来ました。 

 外気や水道水にそれほど強い反応をしないようになってからは、

「日に干す方法」や「水で洗う方法」を利用しています。水道水

は、ときどき変なものが混じって駄目になるので、よく気をつけ

ています。 

 

○外気にさらす 

 私は合成皮革・天然皮革の製品のにおいがとても苦手なので、

そういったものは使わない・近づかないようにしていますが、唯

一困るのが靴です。合成皮革より天然皮革の方がまだましなので、

天然皮革のもので比較的においの少ないものを買ってきて、ベラ

ンダか外に置いておきます。この靴は、１年後に履くことになり

ます。現在履いている靴は、すでに１年間干したものです。先を

見越して１年先の物を購入しておくと、時間が味方してくれます。

ゴム長靴（すごいにおい！）も、この方法だと、何とか使えるよ

うになります。（雪かきに必要。） 

 

○換気 

窓を開けて部屋の空気を入れ換えることは、室内の有害物質を希

釈するのに有効です。シックハウス対策のために、２４時間換気

を取り入れている住宅も増えてきました。私も、室内の空気が汚

れてきたと感じたときは換気をします。しかし、常に窓を開けっ

放し、換気扇を回しっぱなしにするのは避けています。もし、外

気の状態が悪くなったときに、換気をし続けていると、外から有

害な空気が入ってきてしまいます。例えば、近所の家で庭木の消

毒をしているとき、野焼きをしているとき、隣家でボイラーを焚

いているときなどです。いつ有害な空気が流れ込んでくるのかわ

からないので、換気をするときは、よく外気の状態を確かめてか

ら行うようにしています。室内の空気が汚れてきても、外気の状

態がそれより有害なときは、換気を行わず我慢することにしてい

ます。 

 

○水で洗う 

 衣類の場合、水で洗う方法が有効なのですが、私は一般のＣＳ

の方より洗濯回数は少ないのではないかと思います。洗濯機が使

えないために、すべて手洗いにしているので、新品を５回洗濯し

てから着る、などという方法はしていません。なるべく安全なも
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のを買ってきて１回か２回洗って着ています。（衣類は現在でも不

足気味です。） 

 私は洗濯機が苦手です。それ自体が変な匂いなのに、洗濯した

ものの有害物質がどんどん吸着されていき、汚染が汚染を呼ぶ機

械。おまけにカビが生えたりします。二層式はそれ程ひどくない

のかもしれません。全自動はとにかく変な匂いになります。私は、

洗濯機を使うことができません。洗濯機で洗うと、衣類が余計に

汚染される感じがします。 

 手洗いをすると、洗濯中に、洗濯物についている有害物質や水

道水の塩素などを、直接吸ってしまう危険があります。場合によ

っては、洗濯機で洗った方が、有害物質に触れる機会が少なくて

すむのかもしれません。しかし、私の場合、洗濯機で洗ったもの

はとても着られないので、手洗いにしています。洗ったりすすい

だりしながら、有害物質がどれだけ減ったのか確認できるところ

が気に入っています。その日の水道水の水質がいいか悪いか、塩

素の濃度はどうかなども確認できます。新品の衣類は、水に浸け

てみると、石けんとはちがう形状の泡が出たり、水が白く濁った

りするので、それが消えるまで洗います。手洗い（＋足踏み洗い）

は、よい運動になります。私にとっては、日課の運動になってい

ます。 

 

○洗濯の効果 

  新品衣類の防虫処理のようなにおいは、３回以上洗わないと

なかなか消えてくれません。リサイクル・ショップで買った衣類

で、以前ドライ・クリーニングしたらしいものは、３回洗って半

年くらい干すと、着られるものもたまにあります 。リサイクル・

ショップで買った衣類で、香水やコロンのにおいがついている場

合は、何回洗っても決して濃度が下がりません。何度も実験して

みて、それがわかりきっているので、そういうものは買わないよ

うにしています。新品の衣類で染料のにおいが強い物も、経験か

らすると、何度洗ってもとれません。農薬濃度が高い場所に行っ

た時に着ていた服、外出した際トイレの芳香剤のにおいにさらさ

れてしまった服は、１回せっけんで洗うだけでかなりよくとれま

す。このように手洗いしながら匂いをかいでいると、「有害物質の

においの特徴」「洗濯の効果の法則性」が見えてきます。有害物質

に対する感じ方、症状の出方は個人差があると思うので、各自、

自分の法則性を発見していってください。 

 洗濯については〔３〕－ｅにも情報を載せています。 

 

○吸着する方法 

 ［３］，［４］，［５］について、 

 炭はそれ自体が刺激を持っているので、私は使えません。他の

ＣＳ患者の方でも同じようにことを本＊１に書いてらっしゃる方

がいました。この患者の記述によると、「炭自体に含まれている木

酢液によって刺激を感じるのではないか」とのことです。私も木

酢液に反応しているのかも知れません。ツーンとした刺激があり、

目が痛くなります。 

 

○浄水器 

 浄水器も現在は使っていません。ペットボトルのミネラルウォ



 19

ーターを飲料用と料理用に使っています。（体に合うものを見つけ

るのが大変です。） 浄水器はいくつか試してみましたが、 

（１）フィルターのメーカー保証の有効期限は１０年なのに、２

０日くらいで汚染が飽和してしまう。（私の過敏性が高すぎたのだ

と思います。） 

（２）浄水器に通した水のほうがもとの水より有害になってしま

う。 

などの理由でいずれも使えませんでした。活性炭を使ったものは

たいてい銀系の抗菌剤が入っているそうです。（抗菌と表示してい

ないものでも）＊２。これが私には合わないのかもしれません。

また、中空糸膜を使ったものは親水剤を塗ってあり、これが溶け

出るようです。これも私には合わないのかもしれないと思いまし

た。活性炭を使った浄水シャワーで使えるものが１種類だけあり

ます。浴用なので抗菌にしていないのかも知れません。これも水

道水の水質が悪いときはすぐに汚染が飽和してしまいます。よく

確かめながら使っています。 

 私の場合は過敏性が高く、合うものをみつけることができませ

んでしたが、ＣＳ患者の中には浄水器を愛用している方もたくさ

んいます。自分に合う物を見つけることが重要だと思います。 

 

○空気清浄機 

 私は空気清浄機を１９９９年くらいまで使っていましたが（ア

レルギー対策のため）、その後使用をやめました。１９９９年にＣ

Ｓだと気づいてから、前述のように、空気をよくかぎわける訓練

をしていきました。ある程度かぎわけられるようになった頃、あ

る日具合が悪くなったので、清浄な空気を求めて空気清浄機の吹

出し口に顔を近づけました。驚いたことに、そこから出てくる空

気は、部屋の空気よりもはるかに汚れていたのです。 

 これは私の過敏性の高さによるものだと思います。一般の人の

場合は、フィルターの有効期限が過ぎたあたりでようやくフィル

ターが汚れたなと感じるのでしょうが、私の場合それよりはるか

に早い時間で汚れを感じるようになってしまうのです。フィルタ

ーに吸着した有害物質は常に少しずつ発散していきますが、一般

の人が反応しないような低いレベルでも、私は反応してしまうよ

うなのです。１年間有効のフィルターでも、１ヶ月もたないこと

があります。 近の空気清浄機は「風邪のウィルスをやっつける」

などといって抗菌加工しているものが増えています。（天然の抗菌

成分でも私はだめなものがほとんどです。） 

 「エアイーサー」「ダストフリー」は高価過ぎて手が出ませんで

した。「ダストフリー」を使っている人にどんな感じか聞いてみま

したが、返事は「効果あり」と「効果なし」の半々くらいでした。

「エアイーサー」を使っている場所に行ったことがありますが、

私にはその効果がいまいちよくわかりませんでした。 

 私の場合は、いい空気清浄機が見つけられませんでしたが、Ｃ

Ｓ患者の場合、効果のある空気清浄機を見つけられれば、とても

重宝します。実際に、空気清浄機を有効活用しているＣＳ患者の

人がたくさんいます。根気よく探していけば、よいものが見つか

るのではないかと思います。 

 
*1 「ある日、化学物質過敏症」山内雅恵 著 三省堂 
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*2 「水道水にまつわる怪しい人々」 湯坐博子 著 三五館 
（この本で紹介されている浄水器も私は使えませんでした。本文（２）の理

由で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．分離する 

 生活上必要なものでも、使えるものが見つからず困ることは多

いです。何とか工夫して使えないものだろうか…？ と考えたと

きに「分離する」という方法があります。 

 

○便箋の対策 

  私は２００２年～２００３年にかけて、使える紙がなくて本

当に困っていました。いくら試してみても、どの紙にも刺激があ

って、具合悪くなってしまいます。なんとか一つだけでも使える

紙がないかと、いろいろと試してみました。 

 夫が何年か前に買った便箋で、比較的よさそうなものがあった

のですが、これは、目にピリピリとした刺激がありました。便箋

の各部分をかぎわけてみると、綴じてある糊の部分が刺激の原因

のようでした。そこで、糊の部分をカッターで切り離してみまし

た。すると、ピリピリとした刺激はなくなって、便箋を使えるよ

うになりました。刺激があったのは、糊の部分だけで、紙の部分

は大丈夫でした。このように、有害な部分を「分離する」ことに

よって、使えなかったものが使えるようになることがあります。 

 各部分をかぎわける、というのは、慣れてくると、相当細かく

できるようになります。より正確に知りたいときは、かぎわけよ

うとしているものの各部分をビニールで覆って、露出している部

分だけをかぐと違いがよくわかります。前述の便箋の例でいうと、

便箋の糊の部分をビニールで覆って紙の部分だけをかいでみます。

それで大丈夫だったら、有害なのは糊の部分だということがわか

ります。ビニールをはずして糊の部分を露出させてみると、その
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有害性がわかります。 

 

○電話の対策 

 ２００３年に、それまで使っていた電話機が壊れてしまったの

で、新しい電話機を探しました。リサイクルショップで買ってみ

ましたが、前の持ち主が使っていたときのにおいが残っていまし

た。この時は、受話器に香水のようなにおいがついていました。

何を買うにしても、新品は新しい材料のにおいが強いので問題が

ありますが、中古品は中古品でこのように別の問題があります。

どちらを選ぶかはケースバイケースです。 

 受話器についた香料を落とすために、布でふいたり日に干した

り、いろいろ対策してみましたが、濃度は下がったものの、使え

るレベルにはならず困りました。新しく買った電話機で問題とな

っているのは、受話器の部分だけなのです。それなら、受話器だ

けを無害なものに替えられれば、問題は解決します。そこで、壊

れた方の電話機の受話器をはずして、新しく買った電話機の本体

につけてみました。受話器に耳を当ててみると、通じるではあり

ませんか！ 古い方の電話機で壊れていたのは、本体だけで、受

話器の部分はまだ機能していたわけです。我が家の電話機は、そ

れからしばらく、本体は新しく買ったもの、受話器は古いものと

いう組み合わせで使っていました。（本体と受話器の形状が合わな

かったので、そこは細工しました。） 香料がついていた受話器は

３ヶ月ほど日に干していたら、においがずいぶん薄くなりました。

そのあとは、本体も受話器も、新しく買ったものが使えるように

なりました。 

 このように工夫すると、それまで使えなかったものが使えるよ

うになることがあります。使えないものでも、全体の中の一部分

だけが有害な場合は、その部分を分離すると使えるようになった

りします。どう分離するか、分離したあとどうやって使えるよう

に機能を回復するかは、その都度工夫していくことになります。 
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〔３〕様々な有害物質を 

うまく管理する方法 
 

ａ．量・距離・時間の法則 

 化学物質によって曝露されるときには、次のような法則が成り

立ちます。 

 

☆ 原因物質の量が多ければ多いほど反応は強くなる。 

☆ 原因物質との距離が近ければ近いほど反応は強くなる。 

☆ 原因物質にさらされる時間が長ければ長いほど反応は強くなる。 

  

 私はこれを「量・距離・時間の法則」と呼んでいます。一口に

有害物質といっても、さらされ方によって反応が違ってきます。

〔１〕の方法で様々な有害物質をかぎわけられるようになってき

たら、今度は第２の尺度として、「量・距離・時間」の感覚を身に

つけていくと、より細やかな対応ができるようになります。この

法則を逆手にとると、どんなに毒性の強いものでも、ほとんど毒

性を感じずに すませられます。つまり、有害物質の量が少なく、

距離が大きく離れていて、曝露時間が少なければ、ほとんど影響

を受けずにすむということです。特に距離を離すことは重要で、

自分の身の回りに有害な物をおかない、身につけないようにしま

す。もし近づけるとしても、ごく短時間にします。 

 自分の身の回りは特にクリーンに保つようにします。そのため

には手間をかけます。反面、自分から距離があるものはそれほど

神経質にならなくてもよく、そこそこ安全であればよいのです。

その区別をせずに、毒性の高いものも低いものも同じ距離に共存

させると、四六時中有害物質にさらされることになってしまいま

す。 

 すべての物と場所に優先順位をつけ、安全なものは身近に、危

険なものは遠くに離しておく。このように物品を管理すると、有

害物質にさらされる時間が格段にすくなくなります。 
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ｂ．すべての物・場所をレベル別に分類する 

 身の回りのものを配置するための具体的な方法を説明します。 

 〔１〕－ｂで紹介したランキング表の用紙を２枚用意します。

１枚目に身の回りにあるものをレベル別に分類して記入します。

２枚目に、自宅の各部屋をレベル別に分類して記入します。私の

場合は次のようになりました。家中の物を一度に書き込むと量が

多くて書ききれなくなるので、ジャンル別に書くと良いです。私

の「衣類」の場合を書いてみました。 

 

物の分類 

レベル５（耐えられない） 実家から持ってきた衣類（一部） 

レベル４（具合悪い） 外出用の衣類（空気の悪い場所に行って

有害物質に汚染された物） 

レベル３（調子が悪い） 外出用の衣類 

レベル２（若干問題あるが概ね良し） 家の中で着る衣類 

レベル１（問題なし） ―― 

 

場所の分類 （木造２階一戸建・築３５年） 

レベル５（耐えられない） ―― 

レベル４（具合悪い） 和室・２階北東の部屋 

レベル３（調子が悪い） 玄関・廊下・トイレ・風呂・洗面所・２階南

西の部屋 

レベル２（若干問題あるが概ね良し） ＬＤＫ・寝室 

レベル１（問題なし） ―― 

 

 和室は、２００２年５月に引越してきた時にはレベル５の部屋

でしたが、〔２〕－ｃで書いたように、畳をビニールで覆ったりし

て対策し、レベル４の状態に有害度を下げました。同じ屋根の下

にレベル５の部屋があると体がきついので、何とか工夫してレベ

ル４まで下げたいものです。私の場合レベル１という部屋はあり

ません。手を尽くして安全に保とうとしている部屋でも、何かし

ら問題があります。季節によって環境が変わることもあります。 

 



 24

ｃ．有害物質を避けるための収納の工夫 

○レベル別に収納する 

 ２つの表を参考にして、物の収納場所を決めていきます。「物」

と「場所」のレベルを合わせます。レベル２の「物」はレベル２

の「場所」に、レベル３の「物」はレベル３の「場所」に、レベ

ル４の「物」はレベル４の「場所」に収納します。そして、レベ

ル３やレベル４の部屋に行く回数や時間を、なるべく減らすよう

にします。ふだんは、レベル２の部屋で暮らしているので、有害

度の高いものにおいを嗅がずにすみます。一般の人なら一ヶ所に

収納できる物を分散させるので、一見煩雑なようですが、無防備

に毒性の強い物を浴びずにすむので、結局はこの方が便利な方法

だと思えるようになります。 

 レベル５の「物」はどうするかというと、ビニール袋につめて

密閉する、ダンボール詰にする、などの方法で毒性を下げ、レベ

ル４まで有害性を落としておきます。そしてレベル４の「場所」

に収納します。レベル５の「物」は密閉してしまっても不便はな

いはずです。どうせ使うことはないからです。だったら捨ててし

まえばいいのでは？ と思われるかもしれません。実際、重症だ

った時には、私もかなりの物を捨てました。けれども、回復して

きたら、レベル５だったものの中で平気になったものがあり驚い

ています。「ああ、あの時捨てなければ良かった」と後悔しました。

回復すれば使えるようになります。 

 

 

 

 
レベル５ 実家から持ってき

た衣類 

レベル５ ―― 

レベル４ 外出用の衣類（特

に汚染度が高いも

の） 

レベル４ 和室・２回北東の部

屋 

レベル３ 外出用の衣類 レベル３ 玄関・廊下・トイレ・

風呂・洗面所・２階南

西の部屋 

レベル２ 家の中で着る衣類 レベル２ ＬＤＫ・寝室 

レベル１ ―― 

 

レベル１ ―― 

 

○洋服の収納方法 

 洋服の収納について、私の具体的方法を説明します。まず、家

の中で着るものと外出用の衣類をきっちりとわけます。外出して

帰ってきた後にそのまま着替えずにいると、外で洋服についた

様々な有害物質をそのまま身につけていることになり、いたずら

に曝露時間を長引かせてしまいます。家で着ている服はレベル２

の空間（寝室、ＬＤＫ）に置いています。外出用の衣類は、洗い

たてのものはレベル２の部屋に置いている事もありますが、一回

でも着たものはレベル３の部屋に置きます。私の場合は玄関にた

たんでおくか、２階南西の部屋に吊っておきます。外出した時に、

特に有害な物質を浴びてしまった時には、毒性が強くてレベル３

の部屋には置いておけないので、レベル４の部屋に置きます。２

階北東の部屋です。洗濯して毒性を落とすまでは、そこに置いて

おきます。洗濯したらレベル２か３の部屋に置くことが出来ます。

レベル５の服はビニール袋に詰めて密閉し、ダンボールに詰めて
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和室（レベル４）に収納しています。自分の近くに安全な物を、

有害な物はなるべく遠くに離して置くようにすることが原則とな

ります。 

 

○台所用品 

 衣類以外のものについても、同じような方法で管理できます。

例えば台所用品ですが、我が家の場合、これもレベル別にわけて

収納しています。我家はＬＤＫなので、台所にいろいろな有害性

のものを収納すると、リビングでくつろいでいる時にすべて吸い

込むことになってしまいます。それで、台所にはレベル２のもの

しか置かないようにし、レベル３以上のものは玄関の棚か、納戸

に収納するようにしています。使うたびにいちいち取りに行き、

使い終わったらその都度戻すようにしています。レベル３～４の

物は、身のまわりにずっとおいておくことは出来ないのですが、

短時間であれば使えることがあります（「量・距離・時間の法則」

の時間の法則）。サッと取ってきて、短時間だけ使い、すぐに元の

場所に戻します。いちいち取りに行くのは手間ですが、よい運動

になると思ってやっています。 

 

○冷蔵庫 

 冷蔵庫は私にとってはレベル４のもので、近くには置きたくな

いものです。我家では納戸に置いています。台所から納戸まで、

玄関・廊下を介して戸が２つあるのですが、調理の度にいちいち

食品を納戸まで取りに行っています。思いつく度に納戸に行って

いると調理がはかどらないので、調理に取り掛かる前によく手順

を考えて必要な物を一度に取って来るようにしています。計画的

に考える訓練になっていいです。洗濯物を入れるプラスチックの

籠を使うと、一度にたくさんの物を運べて便利です。食品もレベ

ル２のものはＬＤＫ、レベル３以上の物は納戸、とわけて収納し

ています。 

 

○ゴミ 

 ゴミを捨てるときも注意が必要です。ゴミ箱に捨てたものの有

害成分が部屋中に発散するので、ゴミについても管理します。私

の場合、まず、ゴミ箱はＬＤＫや寝室には置かず、隣の部屋（レ

ベル３：洗面所や廊下）に置いています。ゴミ箱は蓋つきのもの

を使うとよいです。我家では、ステンレス製の足踏みペダル式の

物を使っています。これは中のゴミのにおい（有害成分）が外に

漏れにくいので、とても便利です。蓋はルーズな物だと中のにお

いが漏れ出てしまいます。ゴミは隣の部屋までいちいち捨てに行

っています。ＬＤＫには置かないようにしています。普段のゴミ

はそのようにしていますが、時々ものすごく毒性の強いものを捨

てなければいけなくなることがあり、その時は隣室のゴミ箱には

入れて置けないので、ビニール袋で完全に密閉し（毒性が強い時

はビニール袋を２重にする時もある）、外かレベル４の部屋に置い

ておきます。このように書いてみると、とても手間のかかる面倒

なことのように思えるかもしれませんが、その必要性を理解して

毎日繰り返しているとそれが当たり前になってきます。夫も「慣

れればこれが常識だ」と言っています。 
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○収納家具 

 収納家具についての注意点を述べます。新品のものは、家具で

あれ何であれ、化学物質の濃度が高く、年月を経るにつれ少しず

つ濃度が下がってきます。その際、外気にさらされる部分につい

ては、有害物質が発散し濃度が下がりますが、外気から遮断され

ている部分は、濃度が下がらず有害度が高いままです。例えば合

板の家具についてですが、１０年くらいたつと家具の裏板に使わ

れているベニヤのにおいはずいぶん薄くなります。しかし、ひき

出しの中のベニヤのにおいは、１０年経ってもかなりにおいます。

ひき出しの中は外気から遮断されているので、においが内にこも

って外に発散することがないので、いつまでも有害度が高いまま

です。 

 ひき出しや箱など、外気から遮断された形態の収納家具の中に

物を収納しておくと、家具から揮発する有害成分がその収納した

物に移ってしまいます。また、閉鎖した空間の中に有害度の高い

物を収納すると、その空間中に有害物質が広がり、すべの物が汚

染されることになってしまいます。 

 上記のような有害物質の性質を考慮して、私は次のような収納

家具を選んでいます。まず、レベル２の物については、スチール

製かプラスチック製のひき出しに収納しています。これらは閉鎖

系の収納家具ですが、中に入れる物の有害度が高くないので、そ

れほど問題は起きません。しかし、レベル３以上の物については

問題が起きてくるので、開放系の収納家具を使っています。例え

ば玄関（レベル３）に小物を収納するのには、プラスチック製の

籠状のレターケース（トレー）を使っています。何段にも重ねら

れる物です。また、スチールラック（支柱と棚板だけのもの、表

面は粉体塗装）を使っています。レベル３以上の部屋では、扉の

ある家具やひき出しを使わないので、どうしても家の中がゴチャ

ゴチャしてきます。なるべく物を置かないようにして暮らしてい

ます。 

 洋服の収納については〔３〕－ｄ に書きます。 
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ｄ．有害物質の影響を減らすための 

洋服の着まわし 

○洋服をレベル別に管理する 

 衣類は四六時中身につけているもので、どこに行くにも一緒に

移動します。「量・距離・時間の法則」で言うと、距離が近く、接

触時間がとても長いものです。有害な服を着ていると一日中具合

悪いまま過ごすことになります。洋服の安全性を保つことはとて

も重要です。 

 〔３〕－ｃでも書きましたが、衣類は家用と外出用に分けます。

外出時は様々な有害物質に触れる機会が多く、その都度服にその

有害物質が付着します。家に帰ってきて着替えずにいると、その

あともずっと服についた有害成分の影響を受け続けます。一日中、

具合悪いまま過ごすことになります。有害物質が付着した服をず

っと着ていると、刺激に感覚が慣れてしまい、具合悪いのに刺激

を感じなくなってしまっていることがあります。試しに室内着に

着替えてみると、体がすごく楽になることに気づきます。時間が

たって体調が回復してから、外出時の服を嗅いでみると、その刺

激に驚きます。 

 状況に合わせてきめ細やかに服装を変えていくと、有害物質の

影響をできるだけ短時間ですませられるようになります。家の中

にいる時でも、レベル４の部屋に行かなければならない時や、有

害なものを扱わなければならない時は、レベル３～４の服装に着

替えます。作業が終わったら速やかにレベル１～２の服に着替え

れば、有害物質の影響を 小限に抑えることができます。何かを

始める時には、状況を予想して服装を決めます。その作業の有害

度はどのくらいなのかをあらかじめ考えて、それに適した服装を

選びます。外出する時も、外出先によってレベル２～４の服装の

中から合うものを着るようにします。 

 

○着回しのサイクル 

 洗濯したての外出着は、初めは比較的安全な場所で着るように

します。家の庭や、頻繁に通っているスーパー（危険が予測でき

る場所）などがこれに当たります。衣類は、着ているうちに少し

ずつ有害物質が付着していきます。着ているうちに衣類の汚染度

が、レベル１→レベル２→レベル３→レベル４と進んでいきます。

レベル３～４になったら、さらに有害度の高い場所用に切り替え

ます。例えば、ホームセンターや歯科医院に行く時に着るように

します。レベル３～４の場所で着ていると、さらに汚染が進んで

いきます。そしてそのうち汚染度が高すぎて着られない状態にな

ったら、洗濯します。洗濯したら、またレベル２の場所から始め

ます。（繰り返し） 

 自分では予測できない有害物質に突然出会うことがあります。

思いがけず工事現場のそばを歩かなければならなかったり…。そ

ういう時は一気に汚染が進むので、すぐ洗濯することになります。

有害物質は布の表面に付着するので、シャツやスカートに有害物

質が付いても、下着は大丈夫なことがあります。これは有害度に

もよります。有害物質の濃度が高い所にいくと、襟元から有害物

質が入り込み、下着も汚染される事があります。家に帰ってから、

シャツと下着の両方をよく嗅いでみるとわかります。下着の襟口

に有害物質が染み込んでいることがあります。襟口と袖口が一番
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濃くて、その他は薄いことが多いです。外気に曝されている部分

ほど、有害物質のにおいが強くつきます。外出時、芳香剤の匂い

の強いトイレに行くと、パンツ（下着）にもばっちり匂いがつき

ます。 

 

○帽子の利用 

 髪の毛も有害物質の匂いがつきやすい所です。外出後、家に帰

ってから髪を洗えばよいのでしょうが、よりきめ細やかに対応す

るためには帽子を被るのがよいです。帽子で髪をすっぽり覆って

しまいます。外出した後、家に帰ってから帽子を脱げば、クリー

ンな状態に戻ります。帰宅したとき、具合悪かったり疲れたりし

ていて、髪を洗う気力がないことがあります。そのようなとき、

帽子はとても便利です。また、家にいる時も有害物質に接触する

機会はあるし、一日に何度も汚染される可能性があります。その

度に髪を洗うのは手間なので、その点でも帽子は便利です。帽子

は何個か用意していて、レベル別にかぶりわけると、きめ細やか

な対応ができるようになります。 

 

○衣替え 

 衣類はシーズン毎に、少数の服を繰り返し着まわしています。

長時間しまっておいたものを出してきて着るということはしない

ようにしています。しまっておいた服は、収納場所の匂いが染み

付いていたり、以前着用した場所の匂いが残留していたりするか

らです。シーズンの初めに、収納してある場所から出してきて、

いったん洗ってから着るようにしています（収納場所の匂いを落

とすため）。シーズン中はプラスチック製の洗濯籠に畳んで入れる

か、ハンガーに掛けておき、密閉した空間（引出しなど）にしま

わないようにします。一着一着がそれぞれどのレベルにあって、

どんな種類の汚染状態なのか、すべて把握するようにしています。

それぞれの服の状態によって、どのような状況で着るのかを選択

しています。シーズンが終わったら、シーズン中についた汚染を

よく落とすように、丁寧に洗濯してしまうようにしています。 

 

○記録を取る 

 衣類の汚染状況をよく把握して、きめ細やかに服装を選択する

ために、記録を取る方法が有効です。 

 例えば、洗濯したての衣類は、本来ならば、 もクリーンなは

ずですが、実際はそうとも限らないのです。洗濯中のいろいろな

条件によって、仕上がりが違います。例えば、水道水の水質が悪

かったり、石けんの量が足りなくて汚染が十分に取り切れなかっ

たりした場合は、仕上がりが悪くなります。また、すすぎが十分

でなかったり、干した場所が汚染されていたりした場合も、仕上

がりが悪くなってしまいます。洗濯したての段階で、衣類ごとに

有害度が違います。 

 その後、その衣類を着ているうちに、服にいろいろな化学物質

が付着していき、汚染が進んでいきます。有害度の高い場所に行

く機会が多い服は、汚染の進み方も早いです。何着かの服を着回

していると、そのときどきで、それぞれの服が、違う汚染度にな

っています。 

 その違いを一着ごとによく覚えておいて、服装選択の基準とし
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ます。記録用紙を作って記録しておくとよいです。この服は洗濯

の仕上がりはこんな感じで、その後どこに着て行き、どのような

匂いが付いて、現在のレベルはこのくらい、というようなことを

一着毎に記録しておくのです。私は頭で覚えるようにしているの

で、ときどき覚えきれなくて忘れてしまいます。記録をつけよう

と思いながら、やらないまま現在に至っています。記録をとらな

くても服の匂いを嗅いでみれば、あるていど経歴がわかります。

しかしこれができるのはせいぜい３日以内に着たもので、１週間

以上たつと思い出しにくくなってしまいます。私は現在でも着ら

れるものが極端に少なくて、ギリギリの枚数を着回しているので、

何とか頭でも覚えていられるのですが、枚数が多い人は記録をと

った方が間違いはないと思います。 

 

○シーズンオフの収納 

 シーズンオフの衣類の収納法を紹介します。私は合板の家具は

使えません。天然木のものも匂いが強くて苦手です。ポリプロピ

レン製の衣装ケース・引出しも、独特の匂いがあって苦手です。

私が今までいろいろ試してみて、一番よかったと思う収納法は次

のようなものです。 

 

＜１＞ まず、比較的安全だと思われる布を用意して、９０×９

０㎝くらいの大きさの風呂敷を何枚か作ります。 

＜２＞ 衣類をレベル別・種類別に分類してきちんとたたみ、重

ねて風呂敷で包みます。（風呂敷の外側に、内容を書いた札を安全

ピンでつけておくと 一目でわかってよいです。） 

＜３＞ スチールラックなど通気性のよい棚に積み上げます。 

  

 この方法だと、レベル別に分類できて、他のものに汚染が移り

にくいです。また、収納場所からの有害成分が衣類に付着しにく

いです。 

 有害物質は空気を介して移動します。その場合、物の表面に付

着して、内部にはあまり入り込みません。例えば、合板を使った

タンスに衣類を畳んで収納していると、服の表面には合板の匂い

がつきますが、畳んである中のほうにはそれほど濃い匂いはつき

ません。（濃度にもよります。）私が行っている風呂敷を使った収

納方法では、収納場所の有害物質は風呂敷の表面にはつきますが、

中の衣類には付かないですみます。衣替えの時に風呂敷を洗濯す

ると風呂敷の匂いも取れます。 

 風呂敷の代わりにビニール袋を使う手もありますが、長時間ビ

ニールに入れておくと、衣類にビニールの匂いがつきます。けっ

こう強い匂いです。また、ビニールは通気性がないので、匂いが

こもりやすいような感じがします。 

 

○新品の購入 

 ＣＳが重症化してから、着るものが足りなくて困っています。

新しいものを買うと、かなり有害度が高いです。長年着ているも

のを着つづけていますが、衣類には寿命があります。その都度工

夫して「何とか」しています。新しいものでも何回か洗濯すると、

たまに何とか着られるものがあったりします。また、比較的安全

と思われる布を買ってきて、自分で作ることもあります。手洗い
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すると、衣類の寿命が長くなってよいです。洗濯機は衣類が痛ん

だり擦り切れたりしやすいです。 

 衣類の購入方法は、〔４〕－ａ、〔４〕－ｃを参考にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．洗濯についての注意  

○洗濯の効果 

 〔３〕－ｄ で衣類を管理することの重要性を書きましたが、

その中で衣類の洗濯方法も重要な鍵となってきます。 

 前述したように、洗濯によってすべての衣類の汚染を完全に取

り去れればよいのですが、現実にはなかなかうまくいかないこと

が多いのです。２００１年に水道水に反応していた時は、洗濯を

する前より洗濯した後の方が衣類の汚染度が高いという状況にな

っていました。汚れを落とすために洗濯したのに、洗った後のほ

うが汚れている、というパラドックスに陥っていました。この時

は本当に困りました。この頃から洗濯したからといって、必ずし

もきれいになるとは限らないと思うようになりました。 

 それまでも漠然とながら、似たような疑問を持っていたように

思います。例えば、粉せっけんを使っていると、洗濯機にカビが

生えてきます。このカビの対策はいろいろやってみましたが、完

全には取り切れず、繰り返し生えてきました。私はカビ・アレル

ギーがあるのですが、「カビの生えた洗濯機で洗って本当にきれい

になったと言えるのだろうか？ 」と疑問に思いました。私はご

く少量のカビに対してもアレルギー反応を起こします。また、実

家に住んでいた時は（１９９９年～２００２年）、私以外の家族は

合成洗剤を使っていました。私は合成洗剤に対してはそれほど強

い反応はないのですが、それでも家族と洗濯機を共用しているの

はどうだろうか？ と疑問に思いました。そのような疑問から自

然と洗濯機を使わなくなり、手洗いするようになりました。 

 手洗いは、時間も手間もかかりますが、洗濯機で洗ったものに
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比べて、格段ににおいが少ないです。今の私にとっては、手洗い

以外の洗濯方法は、考えられません。しかし、生活条件によって

は、洗濯機を使わざるを得ないこともあるかと思います。（例えば、

子育てや介護中の方など。）それぞれの人で、生活条件や重症度が

違うので、 良の洗濯方法も違ってくるのではないかと思います。 

 水道水の水質については、重症化する前（２００１年以前）も

夏になると水道水で息苦しくなっていました。塩素を除去しても

同じ反応を起こしていたので、塩素以外の何かが原因だったのだ

ろうと思います。田植えの時期（５月）～稲刈りの時期（９月）

にかけてそのような反応が出ていたので、たぶん農薬が水道水に

混入しているのではないか、と推測していました。 

洗濯中の汚染に注意する 

 洗濯には様々な要素がかかわってきます。 〔３〕－ｄでも書

きましたが、次のような要素です。 

 

◇洗濯前の衣類の汚染状況 ◇水道水の水質  

◇せっけんの使用量 ◇すすぎの程度  

◇たらいの清浄度（洗濯機使用の場合は洗濯機の清浄度）  

◇干す場所の空気の汚染度 

  

 これらの要素によく気を配り、洗濯時に衣類を汚染しないよう

に気をつけます。また、洗濯して乾燥させた衣類の匂いをよく嗅

いでみて、仕上がりがよくないようであれば（変な匂いが付いて

いるようであれば）、何に問題があったのかをよく考え、次回に生

かすようにします。原因を推定するときに便利なのが、仕上がっ

た洗濯物の裏表を別々に嗅いでみることです。有害物質は空気や

水を介して移動します。空気を介して移動するときは、布の表面

にのみ付着します。水を介して移動するときは、衣類の繊維の内

部まで汚染がしみ込む感じです。 

 洗濯物の裏表を嗅いで見て、表（空気に触れる部分）だけが匂

う時は次のような原因が考えられます。 

 

★洗濯前の汚染が取り切れずに残留している。 

★洗濯後、干している時に有害物質が付着した。 

  

洗濯後、表も裏も匂う時は、 

 

★水道水の水質がよくない。 

★たらい（もしくは洗濯機）に有害物質が付着していた 

（前の洗濯時の残留物） 

  

などの原因が考えられます。鼻を使ってよく嗅ぎわけてみると原

因が推測できます。裏表を嗅ぎ分けるときは、袖口、ズボンの裾

を裏返してみると一番わかりやすいです。 

 

○洗濯の目標 

 洗濯の際には、用途に合わせて、どの程度クリーンに仕上げる

のか目標を決めるとよいです。外出用の衣類は、着るとすぐに汚

染が始まってしまうし、収納場所がレベル３なので、それほど厳

密にクリーンに仕上げる必要はありません。しかし、家で着る衣
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類は諸条件によく注意して、外出着よりクリーンに仕上げる必要

があります。仕上がり目標は、家用はレベル１～２、外出用はレ

ベル２～３にしています。 

 私の場合、呼吸によって取り込まれたもので反応を起こすこと

が多いです。ＣＳ者の体験談を読むと、時々「手で触れた瞬間シ

ョック症状を起こす」という記述に出会うことがありますが、私

は接触性の反応はほとんどありません。有害物質を鼻から吸って

症状を起こすことが多いので、身につけるものに優先順位をつけ

ています。鼻の近くで身につけるものは、念入りに管理し、汚染

度を下げます。しかし、鼻から遠いものについてはそれほど厳密

に管理する必要はありません。具体的には、帽子、上半身に着る

ものは、よく管理して有害度を低く保つようにします。それに比

べて、下半身に身につけるもの、靴下などは、上記のものほど厳

密に注意しなくてもよいのです。これは「量・距離・時間の法則」

の中の「距離の法則」に当たります。 

 

○分類して洗う 

 洗濯するときは、洗濯するものの汚染度、汚染の種類によって

細かく分類して別々に洗います。いろいろな状態のものを一緒に

洗ってしまうと、汚れが混じってしまいます。洗濯によってすべ

ての汚染物が完全に取り切れるのならよいのですが、中には取れ

ずに残ってしまう物もあります。いろいろな状態のものを一緒に

洗うと、取り切れなかった汚染物が全体にまんべんなく広がって

仕上がります。（すごく嫌な状態です。） それを防ぐために、汚

染のレベル別・種類別に分けて洗うことが必要です。例えば、芳

香剤の匂いがついてしまった服と、灯油の匂いがしみ込んでしま

った服は、別に洗います。汚染状況が違う３種類の洗濯物のグル

ープがある時は、３回にわけて洗い、その都度たらいなど洗濯道

具に付着した汚れをよく落とすようにします。洗濯が終わって干

す時に、どの程度汚染が取り除けたか、よく確認して干し場を決

めます。いろいろな汚染度のものを一緒に干すと、まんべんなく

汚染が広がります。いちいち鼻で確認して、その時の状況に合わ

せて細かく方針を決めます。 

 

○干す際の注意 

 干す時は、干す場所の空気の状態をよく確認します。私は洗濯

物を外には干しません。外に干すのは私にとっては、リスクが高

すぎると感じるからです。近所の家や周辺環境からの化学物質に

さらされる危険が大きいです。そのため、洗濯物は室内に干して、

窓を開け空気を取り込みます。干している 中に外気が悪くなっ

てきたら、こまめに窓を閉めるようにしています。夏は窓を開け

っぱなしで洗濯物を放って置くと、いつ近所の家で農薬類を散布

するかわからないので、注意しています。（近所に家庭菜園が多い

のです。） ２００１年～２００２年に過敏性が極端に高かった時

には、洗濯した日は乾くまでつきっきりで洗濯物を見ていました。

干している間に汚染されると、また洗い直さなければならなくな

るので…。現在は、当時より過敏性が下がったので、つきっきり

という必要はなく、少し注意しているだけで着られるレベルに仕

上がるようになっています。 

 私は乾燥機は使っていません。理由は洗濯機を使わない理由と
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同じで、様々な汚染が混じってしまうためです。しかし、干す場

所のリスクを考えると、乾燥機を使った方が安全性を確保できる

と考えられる場合もあります。乾燥機を使えそうな方はうまく使

いこなすと便利かもしれません。 

 

○せっけんは使える？ 

 洗濯の際、せっけんは使ったほうがよいです。衣類に付着した

有害物質の中には、脂溶性のものとか、水だけでは落ちないもの

が多いように感じています。これは、水だけで洗った場合とせっ

けんを使って洗った場合とを対照実験してみるとわかります。私

の家の水道水は、せっけんがあまり泡立たない水質なので、せっ

けんの消費量が多いです。節約心が働いてせっけんの使用量を渋

ると、有害物質を落としきれずに仕上がることがあります。せっ

けんは十分な量を使うようにしています。 

 ＣＳ患者の中には、せっけんに反応してしまい、全く使えない

方もいるようです。私も使えるせっけんはごくごく一部に限られ

ています。現在は、液体せっけん自然丸（（有）自然丸）を使って

います。これまでに使用したせっけんの変遷は、 

 シャボン玉スノール（粉） → 液体マルセル → 自然丸 

となっています。せっけんに限らず、日用品は、ある時期から急

に使えなくなることがあります。（原料・製法が変わるせいか、私

の体質が変わるせいかと思います。）パッケージなど目でわかる範

囲では、何も変わっていないのですが、中身が違ったものになっ

てしまったと感じます。そうなった場合、その都度新しく使える

ものを探していかなければなりません。「自然丸」もいつまで使え

るのか心もとないです。物の購入方法については 〔４〕－ｃ で

詳しく書きます。 

 

○ひどい汚染には「煮洗い」 

 衣類の汚染がひどい場合は、せっけん＋水で洗っても落ちない

場合があります。その場合に私が行った方法は「煮洗い」です。

以下がその手順です。 

 

<１> ポータブルコンロを使い庭で行います。私はハロゲンコン

ロ（電気）を使っています。 

 

<２> 大鍋にお湯を大量に沸かします。私が使った鍋はリサイク

ルショップで買った業務用ステンレス鍋（耐酸鋼）１５リ

ットルです。 

 

<３> お湯が沸いたら、酸素系漂白剤を入れます。（量は漂白剤

の袋の説明書きを読んで決めます） 

 

<４> 洗濯物は、あらかじめ洗濯して、ある程度汚れを落として

おきます。それをなべの中に入れて、沸騰したら１０分間

煮ます。 

 

<５> 洗濯物を取り出してすすぎます。（私の場合、熱いうちは

漂白剤の匂いが強くて息苦しくなるので、冷めてからすす

いでいます。） 

 

<６> 干します。 
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注意点： 

●鍋の種類によっては漂白剤で腐食されるので注意が必要です。

アルミ鍋は腐食します。 

 

●漂白剤の袋に「沸騰させないで下さい。」という注意書きがあり

ます。私はまだ問題を起こしたことがありませんが、注意した方

がいいです。 

 

●庭で行うのは、漂白剤の匂いや洗濯物に付いている有害物質が

揮発して室内に充満するのを防ぐためです。 

 

 私の場合、漂白剤を沸かすと、とても息苦しくなります。煮て

いる間は離れて見ています。洗濯物についた漂白剤の成分は、よ

くすすぎ、干すと取り除けます。 

煮洗いすると、ひどい汚染でもよく取れます。長年の汚れも落ち

て新品のようにきれいになります。２００２年の引越し後、前住

所で着ていた服がひどい汚染状態だったので、この方法で有害物

質を落として、また着られるようになりました。この方法は効果

が大きい反面、危険がいっぱいですので、本当に着るものに困っ

た時にやるのがいいかもしれません。また、私には効果があって

も、他の方はどうかというと、確定的な事は言えません。ご自身

の判断で行うようにして下さい。漂白剤を使用せずお湯だけで煮

てもけっこう有害物質が落ちるのではないかと思うのですが、試

したことがないので、はっきりしたことはわかりません。煮洗い

を試す時は、まずハンカチ１枚程度でやってみるのがいいのでは

ないかと思います。それでよさそうなら本格的に行うようにしま

す。そうすれば、あらかじめ煮洗いの効果を確かめることができ

るし、もしダメだった場合、損害が少なくてすみます。 
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〔４〕日々遭遇する有害物質に 

どのように対処するか 
 

ａ．新しいものを試す際の注意 

○外からやってくるもの・日々の出会い 

 毎日生活していると、外からたくさんの物が次から次へと家の

中に入ってきて、また外へ出ていきます。食事一つをとってみて

も、食材を購入して家に持ち込み、調理し、ゴミとなった物を家

の外へ排出しています。そのような家へのインプットとアウトプ

ットが生活を成り立たせています。私は、重症だった時（２００

１～２００２年）には、外から新しくやって来る物に、いちいち

反応を起こしていました。外から家の中に入ってくる物には、新

しく買った物（食品・日用品など）、届いた物（郵便・宅配便）、

近所からのいただきものなどがあります。当時は外から来た物に

接する時は、その都度ものすごく警戒していました。例えば、郵

便物についていえば、当時は配達される物すべてが何らかの害を

持っていて、ほとんどすべての物に反応し、時にはショック症状

を起こすこともありました。現在は、かなり過敏性が下がってき

たので、それほど警戒する必要はなくなりました。今は、郵便物

はどんな物でも普通に開封する事ができるようになっています。

しかし、回復したとはいえ、それでも初めて接する物には注意す

るようにしています。 

 

 

○はじめてのものを試すときには 

 重症だった頃、新しく接するものに対して身を守るために、次

のような方法を取っていました。 

 

[１］ 家族の協力が必要です。はじめは家の外で行います。外の

空気がよい時を選びます。まず、外で家族の人に試したい

「物」のうち必要な物とそうでない物に分けてもらいます。

包装・紙・段ボール・ビニール袋などゴミになるものはあ

らかじめ分けてしまい、ゴミ袋に入れて隔離します。 

 

[２］ 包装を開けると商品の匂いが中にこもっているので、５～

１０分外に置いておいて、匂いをとばします。（家族の人に

やってもらいます。） 

 

[３］ ［２］までは家族の人にやってもらい、ここで初めて 、

ＣＳ患者が外に出ます。初めは遠くから少しずつ試したい

「物」に近づいていきます。これ以上近づくと具合悪くな

るところまで近づきます。具合悪くなったら、すぐに家に

戻ります。（「物」は放置）。家族が「物」の後始末をします。

後始末の方法は人にあげるとか捨てるとかになります。重

症で反応が激しい時は、もったいないけど割り切って捨て

た方がいいです。保管しておくにしてもリスクを伴います。 

もったいないと言って迷っていると、曝露時間が長くなり

症状が重くなります。私の場合、反応を起こすとどんどん

思考力が落ちていき、正常な判断力がなくなってしまうの



 36

で、どうしたらいいか決められず、いたずらに曝露時間を

長引かせてしまうことがありました。「危険」だと思ったら、

いったんその場を離れて、着替えて有害物質の影響を消し

てからよく考える、というようなことをしていました。重

症の時はずいぶん物を捨てました。すごくもったいなかっ

たです。当時考えていた ことは、「早くよくなって物を捨

てずにすむようになろう」という事でした。「もったいない」

という気持ちを、「早くよくなろう」という目標に転換して

いました。現在は それほど激しい反応を起こさなくなっ

たので、使えない物はレベル３～４の部屋に置いておいて、

人にあげています。 

 

[４］ 物のそばまで近づけたら、匂いを嗅いでみます。（手に取る

と手に匂いが つくので、手に取らず鼻を近づけて嗅ぐと

いいです。） 嗅いでみて具合が悪くなったら、家に戻りま

す。（以下［３］と同じ） 

 

[５］ 嗅いでみて大丈夫なようだったら、手に取って家の中に入

れてみます。初めは家の中のレベル３の部屋に置いて、生

鮮品以外の物は、２～３日かけて何度か嗅いでみます。 

 

[６］ レベル３以上の部屋で収納・使用する物については［５］

まででチェックできますが、レベル１・２の部屋で収納・

使用する物については、さらにレベル１～２の部屋に持ち

込んで、２～３日かけて何度か嗅いでみます。 

[７］ よさそうなら、使用場所に持っていき、使用します。その

ままでは使用できない物でも 、干したり覆ったり工夫す

ることで使用できる場合があります。具体的な方法につい

ては、〔２〕－ｃ，〔２〕－ｄをご参照下さい。 

 

 私は重症だった時（２００１～２００２年）は上記のような方

法をとっていましたが、現在は過敏性が下がったので［１］～［４］

の行程は必要なくなっています。どんなものでも自分で包装を取

ってにおいをかげるようになりました。過敏性の高い人はよく警

戒して、上記の手順を忠実に守った方が安全でしょう。それほど

過敏性が高くない人は、自分に合わせてアレンジして行ってみる

といいと思います。 
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ｂ．新しい場所へ行くときの注意 

 新しい場所に行く時には、どのような反応が出るのかわからな

いので、注意が必要です。過敏性が高くてほとんど外出できない

ような時でも、どうしても出かけなければならない時もあります。

病院に治療を受けに行かなければならない時がありますし、物の

購入をする際、ＣＳ患者本人が出かけていって確認しなければな

らない事もあります。外出時、危険な場所に近づかないようにす

る方法、具合悪くなってしまった時の対応方法を紹介します。 

 

○外出の手順 

 

[１］ 新しい場所に行く時は１人で行かないようにします。激し

い反応を起こした時に、自分一人では帰れなくなります。

家族の人に付き添ってもらうようにします。 

 

[２］ 行く場所についてよく下調べします。地図でルートを確認

し、反応を起こしそうな場所・要素を予測しておきます。

地形図（国土地理院で出している白地図）＊は便利です。

地形、土地の利用状況、工場の位置、清掃工場など、いろ

いろ調べられます。私は農薬に強い反応が出るので、農地・

公園は要チェックです。資料でチェックして、目的地の危

険度を予測します。また、危険な場所は避けるようにルー

トを決めます。 

＊地形図は大型書店や政府刊行物販売センターで入手できます。 

 

[３］ 車は便利です。有害物質に出会ったときに、車の窓を閉め

ておけば、じかに接する事がないので、それだけ反応を小

さく抑えられます。体の周りに安全な空気を一層まとって

いるような感じです。２００１年に重症化する前までは、

日常的な用事は徒歩ですることが多かったのですが（運動

も兼ねて）、悪化してからは、有害物質に出会った時の反応

が強烈で、しかもごく短時間でひどい状態になるので、徒

歩はやめました。車に乗っていると、野焼きをして煙がも

うもうと上がっているような所でも、直接吸い込む事なし

に素早く通り過ぎることができます。車の中の匂いにも反

応するので、私が乗れる車を見つけるのは大変でしたが、

何とか見つける事ができました。車の中は狭い密閉空間 

なので、車内の有害物質濃度が上がらないように注意しな

ければなりません。車の中についても、〈３〉－ａ，ｂ，ｃ

の方法を使います。車の中をレベル２～３、トランクをレ

ベル３～４に設定します。新しく買った物は必ず ビニー

ル袋に入れて密封し、トランクに入れるようにしています。

また、空調を内気循環（＊１）にして、外から他の車の排

気ガスが入らないようにしています。めまいや目の痛みが

ひどかった時は、夫に運転してもらっていましたが、現在

は自分でも運転できるようになりました。それでも、初め

ての場所に行く時は、急に体調が悪化する可能性があるの

で、夫に運転してもらっています。 
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[４］ 出かける前に、具合悪くなったらどうするか、家族と打ち

合わせしておきます。下調べした内容によって、どの辺の

場所が危険なのか家族と確認します。具合悪くて口がきけ

なくなった時のサインを あらかじめ決めておきます。 

 

[５］ 出かけます。ＣＳ患者本人は、自分の体の変化によく注意

します。具合が悪くなってきたら、そのままやり過ごして

進めるのか、引き返さなければならないのかを判断しなけ

ればなりません。とても迷うことですが、何度もやってい

るうちにだんだん見極められるようになってきます。具合

が悪くなって思考力が落ちてきた時は、判断できなくなる

ので注意が必要です。私の場合、具合悪くて何が何だかよ

くわからなくなると、夫が「大丈夫か？」と声をかけた時

に、他人事のように「大丈夫なんじゃないの～？」と答え

る事があるそうです。こういう時の私はかなり意識が遠く

なっているので、自分で何をしゃべっているのかよくわか

らなくなっていることが多いです。夫は私の表情を見て、

具合悪そうな様子だったら引き返すようにしていると言っ

ていました。具合悪くなったら、速やかにその場を離れる

ようにします。目的地に行くのは諦めて家に戻ります。野

焼きの煙や工事現場など、車に乗っているときに反応した

ときには、車から降りることなく帰宅します。 

 

[６］ 目的地まで到着して建物に入るときには、あらかじめ家族

に入ってもらい、空気の状態を確認してもらいます。ＣＳ

ではない家族が「空気が悪い」というようなところであれ

ば、ＣＳ患者本人が行くのは不可能です。家族が「何も感

じない」といっているときでも、患者本人は反応する可能

性があります。その時は、自分で建物の中に入って確認し

なければなりません。あらかじめ反応が出たらどうするの

か想定して、心の準備をしておきます。これをせずに無防

備に中に入ってしまうと、危険な状態になってもすばやく

対処することができず、曝露を長引かせてしまうことがあ

ります。建物の中に入ってから反応が始まったら、どの程

度のレベルの反応かを常にモニターしているようにしま

す。引き返すのか進むのかの判断を随時行わなければなり

ません。この点は、車内で曝露したときの注意と同じです。

反応が少なければ、用事を済ませて帰ることができます。

反応が強ければ、引き返します。 

 

[７］ 具合悪くなって引き返した時は、家に帰ったらすぐに着替

えます。できればすぐにシャワーを浴びて、髪や体につい

た有害物質を洗い流すとよいのですが、そんな力が残って

いない時もあります。その時は髪全体をタオルで覆って寝

るとよいです。帽子を被っていたとしても、帽子からはみ

出た髪の毛が汚染されていたり、帽子の隙間から有害物質

が入り込んで帽子の中の髪の毛が汚染されていたりする事

があります。タオルで覆わずに寝ると、布団カバーや枕カ

バー、シーツなどに有害物質が移ることがあります。タオ

ルで覆えば洗濯しなければならないのはタオル１枚で済み
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ますが、タオルで覆わなかった場合、寝具カバーを一式す

べて洗濯しなければならなくなります。シャワーを浴びて

髪や体に ついた有害物質を洗い流したら、タオルなしで

寝ることができます。厳密に言えば、体の皮膚からも布団

に有害物質が移るはずですが、髪からのものに比べて影響

が少ないので、私は髪だけの対処にしています。髪は皮膚

に比べて何十倍も汚染が付着するように感じています。（表

面積が大きいからだと思います。） 

 

[８］ 曝露されたときに着ていた服は、レベル４の部屋に置いて

隔離します。有害物質が染み込んでいるので、体が回復す

る前に接触すると、再び同じ反応を起こす恐れがあります。

数時間～数日で体が回復しますので、それから洗濯するよ

うにします。 

 

[９］ 車に乗っている 中に外気によって反応が出たときには、

帰宅後に車の対策も必要です。曝露された時に乗っていた

車は、窓を閉めていたとはいえ隙間があるので、車内が有

害物質で汚染されています。帰宅したら、窓を開けて換気

します。１～２日で有害物質の匂いが取れてきます。ＣＳ

患者本人は具合が悪くて車の ことまで手が回らないこと

が多いので、家族の人にあらかじめお願いしておきましょ

う。換気しないでおくと、車に乗った時に再び同じ反応を

起こすことがあります。 

 

[10］ ＣＳ患者本人が着替えてシャワーを浴びるのと同じよう

に、同行した家族の人にも体に付着した有害物質を取り除

いてもらいます。帰宅後すぐに着替えてシャワーを浴びて

もらい、服は隔離します。ＣＳ患者が回復してから洗濯す

るようにします。 

 

＊１ 常に内気循環にしているとエアコン本体及びエアコンのフィルターにカビが

生えやすくなるそうです。（カーディーラーの人が説明してくれました）。それを防ぐ

ために次のようなほう方法があります。 

１． 空気のよいところを通る時は外気循環に切り替える。 

２． ＣＳ患者以外の家族が車に乗る時はなるべく外気循環で使う。 

 

 

現在の状況（２００５年７月） 

 上の原稿を書いてから１年近くたちます。現在ではかなり回復

したので、上記のような細かい注意は必要なくなりました。当時

のことを振り返ってみると、隔世の感があります。現在外出する

ときは、出かけていって用事を済ませ、帰ってきてから着替えて

シャワーをあびれば終わりです。「出かけてみたけど、具合が悪く

なって途中で引き返す」ということは、なくなりました。帰って

きてから寝込むこともないです。 

 現在、重症の人は大変だと思いますが、私のように回復すれば

楽になります。回復をお祈りします。 
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ｃ．物を購入する時の注意 

○過敏性に合わせて選ぶ 

 生活上、物を購入しなければなりませんが、過敏性が高いと使

えるものを見つけるのがとても大変です。体に合わないものを買

うと症状が悪化するので、使えるものを慎重に選ばなければなり

ません。 

 私の場合、重症度３Ｂのとき（１９９９～２００１年）は売っ

ているものの５０％は使えないものだという感じでした。その後、

急激に悪化したとき（２００１～２００３年）は、使えないもの

の割合が９５％以上にはね上がりました。この時は買い物するた

びに合う物を見つけるのが大変で、本当に困りました。現在は回

復して過敏性はかなり下がりましたが、それでも売っているもの

の中で使えないものの割合は８０％くらいです。 

 

○定番商品を決める 

 物を購入する際に私が行っている方法を紹介します。まず、食

品や日用品など繰り返し買うものは、同メーカーの同製品のみを

買うようにします。特売だからといって普段と違うメーカーのも

のを買ったりすると、反応を起こすリスクが高まります。同メー

カーの同製品のみを買っていれば、その製品の有害性がわかって

いるので安心です。自分にとっての「定番商品」をつくるように

します。「定番商品」を決めるには〔４〕－ａの方法を使います。

新しい商品を買ってみて〔４〕－ａの方法で安全かどうかをチェ

ックします。それで安全だとわかったら、その商品を繰り返し買

うようにします。 

○大型商品の購入 

 食品・日用品以外で、ある程度大きなものを買うことがありま

す。例えば、暖房器具や電化製品などです。なるべく買わずにす

ませようと思っていても、生活上どうしても買わなければならな

いものもあります。また、現在使っているものが壊れて買い換え

なければならなくなることがあります。私は２００２年に仙台か

ら札幌に引越したのですが、新生活のために大型のものを買い揃

えなければならず、ものすごく苦労しました。この時が私の人生

の中で も過敏性が高いときだったので、本当に大変でした。 

 大型商品を買う時は、なるべく返品のきく店で購入します。そ

して店頭で試せるだけ試します。冷蔵庫を買ったときは、店頭で

電源を入れてもらい、１５分程度よく冷やしてから、あちこち匂

いを嗅ぎまくりました。電気店にいるだけですでにかなり具合悪

くなっていたので、判断するのは難しかったです。 

大物を買う時は、いつも「賭け」だと思います。これまでの経験

を振り返ってみると、その「賭け」の勝率はあまりよくないです。

（過敏性が高すぎるためです。）店頭で見てみて「大丈夫かな？」

と思っても、家に運ばれてみるとダメだったり、短時間なら耐え

られても長時間使うと具合悪くなってしまったりします。冷蔵庫

は珍しくうまくいった例で、現在でも問題なく使っています。店

頭でさんざん匂いを嗅いだ展示品を家まで配達してもらいました。

箱に入っている新品を配達してもらうとダメな場合があります。

しかし、いつでも展示品がいいのかというとそういうわけではな

く、その時々で臨機応変に決めています。 
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○展示品 

 展示品は、新品の素材の匂いは薄くなっていて助かるのですが、

展示してある店内の空気が悪すぎると、その匂いがついてしまっ

ています。例えば近くにアロマ商品のコーナーがあったりすると、

買いたい商品に匂いがついてしまっています。洗って匂いを落と

せる場合もありますが、紙製品や電気製品など、洗えないような

ものは、匂いが取れません。その場合は、展示品ではなく箱に入

ったものを買います。その都度いろいろな条件を勘案して選択し

ています。 

 

○返品 

 私の住んでいる地域に、購入した商品を開封した後でも返品で

きるホームセンターがあって、重宝しています。返品理由を聞か

ずに返品処理してくれます。引越後は物要りだったので、この店

で買っては返品を繰り返しましたが、特に嫌な顔もされませんで

した。（事務的な対応でした。）本当にありがたかったです。そう

いう店が見つかると、とても助かります。返品を保証していない

店でも、こちらから積極的に働きかけると返品に応じてくれる店

はあります。返品する際に「匂いに敏感な体質」などと説明して

います。ＣＳのことを包み隠さずに話すこともあります。状況や

相手に合わせて対応を変えています。私がＣＳだと気づいた１９

９９年頃は、まだこの病気に対する認識が行き届いていなかった

ためか、理解してもらうのにとても時間がかかりましたが、ここ

２年くらいはかなり社会に浸透してきたようで、話が通じやすく

なりました。 

○通信販売 

 百貨店や衣料品店に行くだけで具合悪くなってしまう場合は、

通信販売を利用するという手もあります。ただ通販にも店頭売り

とは別のリスク（運送の際に付着する有害物質など）もあるので、

状況によって判断し選択します。とにかくいろいろ試してみるこ

とです。私は、衣類についてはよく通販を利用しました。大手の

通販会社だと返品を受け付けてくれます。届いた商品を〔４〕－

ａの方法で試して、使えない場合はいちいち返品しました。とき

どき使えるものが見つかって本当に助かりました。百貨店の洋服

売場や衣料品店はいるだけで具合悪くなるので、家で商品をチェ

ックできるのは重宝でした。 

 

○経済的負担 

 過敏性が高い時は使えるものの割合が低くなっているので、数

多くのものを試さないと使えるものが見つかりません。「数打たな

いと当たらない」のです。「大丈夫かな？」「またダメかも」など

と悩んでいると先に進まないので、どんどん試すことが必要です。

買った物が使えなくて返品もきかないとなると、その度に払った

お金が無駄になってしまいます。これは精神的にきついです。個

人差がありますが、例えば、「人工物はダメだが天然のものは大丈

夫」とか法則性が見える人は、それに従って選択するとよいでし

ょう。私の場合、そういった法則性が見えないので、一つ一つ試

していくしか方法がないのです。はずれが多いと、それだけ経済

的負担が大きくなります。初めて試すものについては、その商品

の３～５倍くらいの予算を見込んでいます。もうこれはしかたが
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ないので、割り切って考えています。ただし、必要のあるものだ

けを買うようにして必要のないものは買いません。シンプルライ

フです。 

 

○原因を考える 

 試してみてダメだったものについて、なぜダメなのかをあれこ

れ考えるのですが、原因がわからないことが多いです。例えば、

「抗菌」と表示してある商品はダメで「抗菌」でなければ大丈夫、

というふうに目で見える法則性があればよいのですが、実際はそ

うではありません。私の場合「抗菌」と表示していないものでも

ダメなものはたくさんあります。また、「抗菌」と表示してあって

も大丈夫なものは使うようにしています。（バス・トイレ用品など

「抗菌」以外の商品を探すのが困難な分野があります。）抗菌処理

について調べてみましたが、処理方法、抗菌剤の種類が多く、ほ

とんどの商品で成分を公開していないので、嗅ぐことだけで原因

物質を判断するのは難しいと感じています。だから生活していく

うえで必要 低限のこと、すなわち、自分にとって安全な商品を

選び、危険な商品を避けることを優先にしています。 

 

○見た目は変わらないのに中身が変わることがある 

 それまで何の問題もなく使っていた「定番商品」が、ある時か

ら急に有害になってしまうことがあります。１つのパッケージを

使い切って新しいパッケージを開ける時によくこのようなことが

起こります。パッケージなど見た目は変わらなくても、原料や製

法などが変化するためではないかと思います。２００１年にそれ

まで飲んでいた青汁（粉末）が急に飲めなくなってしまったこと

がありました。毎月定期的に送られてくるものですが、ある月に

パッケージを開封して１包目を飲んでみたら胃に刺激があり、も

たれて気持ちが悪くなってしまいました。メーカーに問い合わせ

たところ、粉末にする際に使用するデキストリンの原料が変わっ

たという回答でした。しかたがないのでその商品は返品し、別メ

ーカーの青汁で飲めるものをさがしました。このように見た目は

変わらないのに中身が変化することはよくあるらしく、青汁の例

はたまたま原因がわかりましたが、原因がわからないことがほと

んどです。 

 

○日用品の購入法 

 このリスクを少しでも避けるために、私は日用品を１年分まと

めて一度に購入するようにしています。１年に１０袋使うものに

ついては、１０袋を一度に購入します。なくなるたびに１つずつ

購入していると、その都度上記のようなリスクを負わなければな

りませんが、一度に買うと１０袋とも同じロットなので中身はほ

ぼ同じものです。一年間安定して安全なものが供給されることに

なります。私は農薬に特に過敏なので、農薬の影響の も少ない

２月に１年分を購入しています。生産する場所、運送中、店頭な

どで、農薬の濃度が高い場面があると、商品も汚染される恐れが

あります。（工場の周辺が農地で農薬の空中散布をする場合など。）

まとめて購入するものは日用品、たとえばせっけん・シャンプー・

サプリメント・ゴミ袋などです。１０袋を一気に買うのはリスク

が大きいので、面倒でもまず１袋を買い、いったん家に帰って〔４〕
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－ａの方法でチェックします。それで大丈夫だとわかったら残り

の９袋（同じロットであることを確認する）を買うようにしてい

ます。 

 

○中身が変わってしまったら 

 上記のようにあるとき突然、今まで大丈夫だった商品がダメに

なることがあります。その場合はすぐに別のメーカーのもので使

えるものをさがさなければなりませんが、過敏性が高いと探すの

に時間がかかります。新しいものを見つける前にそれまで使って

いたものを使い尽くしてしまうかもしれません。２００４年１月

に、それまで飲んでいたビタミン剤の添加剤が変わり、突然飲め

なくなってしまったことがありました。新しいものは強い刺激で

目や口が痛くなり、とても飲めませんでした。その時は、市内の

薬局をまわって、古いロットのものを買い占めました。全部で１

年分くらいになりました。これで１年間は飲み続けられるわけで

すから、１年かけてじっくり代替品を探すことができます。 

 ２００３年にそれまで飲んでいたミネラルウォーターが急に有

害に感じるようになったときも、同様の方法をとりました。また、

現在料理用に使っているミネラルウォーターは、２００３年から

水質が変わったように感じました。１年のうち、生産年月日が５

～９月のものは飲むとお腹が痛くなるので、この季節は飲めなく

なって困りました。それで、２００４年からは４月に半年分をま

とめ買いしています。それを９月まで飲んで、１０月からはまた

店頭のものを買えるようになります。 

 

○衣類の購入 

 衣類は使えるものを見つけるのが難しいので、生地店で比較的

安全な布を買ってきて作ったりしています。布を買うときは、生

地店の店内の空気がよくないので、店頭で匂いを嗅いだだけでは

本当に使えるのか判断できないことがあります。その時は着分買

ってしまうと使えなかったとき無駄になってしまうので、まず１

０～３０ｃｍだけ買って帰ります。それを洗濯した後、〔４〕－ａ

の方法で使えるかどうかを判断し、使えるようであれば１着分を

買うようにしています。二度手間ですが、この方法が確実です。

サンプル分を買ってから１着分を買うまで時間がかかると、布地

のロットが変わってしまったり、店内の環境が変わったりして安

全性に変化が出ることがあるので、すぐに買いに行くようにして

います。 
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ｄ．具合悪くなってしまった時の対処法 

 どんなに気をつけて暮らしていても、ふいに有害物質に曝露さ

れてしまうことがあります。その時の対処法を紹介します。 

 

○原因物質を回避する 

 まず、原因物質を取り除くことが大事です。危険な場所に行っ

た時は、すぐにその場所から離れます。危険な物が近くにある時

は、すぐにそれを遠くに離します。そしてその後〔４〕－ｂで書

いたように、体に付着した汚染物を取り除きます。着替えてシャ

ワーを浴びます。 

 

○温かい飲み物 

 外出先で具合が悪くなってしまい、動けなくなった時は、温か

い飲み物を飲むと体がほぐれて楽になることがあります。１９９

９～２０００年頃は、出かけるときは必ず携帯型の魔法瓶に温か

いお茶を入れて持ち歩いていました。徒歩で出かけたとき、具合

が悪くなってとても立っていられず座り込んでしまうようなこと

がありましたが、温かい物を飲むとかなり楽になって、何とか家

まで帰ってこれたことがありました。 

 

○呼吸症状 

 息苦しくなったときには、私の場合次の２通りの症状があります。 

 

［１］ 呼吸器の粘膜が腫れているような感じ 

［２］ 呼吸筋が固くなって呼吸ができなくなったような感じ 

［１］ 呼吸器の粘膜が腫れているような感じというのは、のど

から気管までのどこかが腫れて空気の通り道が狭くなったような

感じのことです。必死で息をしようとして吸い込んでも空気が入

っていかないような感じになります。この時は、呼吸器のどの部

分が詰まっているのかを指で確認していきます。のどが腫れて詰

まっている感じがする時は、首の前の部分（男の人ののど仏の辺

り）の皮を指でつまんで引っ張ると、スーッと息が通る時があり

ます。首の皮が痛いのですが、息苦しいので必死です。傍からみ

るときっと変な格好でしょうし、こんな方法はお医者さんにも笑

われるかもしれませんが、私にはすごく効果のある方法です。ま

た、あくびをする時のように大口を開けて、のどの奥を開くよう

にすると、息が通ることがあります。口を開けっぱなしで顎が疲

れますが、呼吸は楽になります。 

 のどからさらに下に向って息の詰まっている所を探っていくと、

胸のあたりが詰まっていることがあります。胸骨のあたり。これ

も胸骨の両脇の皮を指で引っ張ると、スーッと息が通ることがあ

ります。ここは引っ張りにくいので皮が痛いですが、呼吸は楽に

なり助かります。 

 さらに指で探っていって、さらに先のほうが詰まっているよう

な時は、気管支喘息用の吸入薬（気管支拡張剤）を使います。こ

れはとても楽になります。しかしのどが腫れて息苦しくなってい

る時は吸入薬はあまり効かないので、どこが腫れているのか調べ

てから薬を使うようにしています。（吸入薬は副作用があるので、

なるべく使う回数を減らすようにしています。）吸入薬を使っても

効果がないときは、「口すぼめ呼吸」が有効なことがあります。口
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笛を吹くときのように口をすぼめて、ゆっくり息を吸ったり吐い

たりします。換気量はあまり増えないのですが、あえぐ感じがな

くなって、気持ちが落ち着きます。 

 

○体をほぐす 

 ［２］ 呼吸筋がカチカチに固まって、息苦しくなることがあ

ります。これはハアハアと息切れすることはないのですが、胸筋

が固まって動かず息をしていないような（とても呼吸が浅い）状

態になります。いつの間にかそういう状態になっていて、全身が

だるくなって気が遠くなるような感じになります。全身の血の巡

りが悪くなって酸欠になっているみたいな症状です。そういう時

は、だるくてつらくても、何とか全身の筋肉をほぐすようにする

と効果があります。肩・首がバリバリに固くなっていることが多

いので、ストレッチします。私はヨガ＋ストレッチを組み合わせ

た柔軟体操プログラムを作っていて、それを一通りやるようにし

ています。ストレッチをしていくと、体の各部分をほぐすごとに、

そこに酸素がいきわたる感覚があり、少しずつ呼吸が楽になって

きます。ほぐしている 中に大きなあくびが出るのがよい兆候で、

次第に深呼吸が出来るようになってきます。また、ラジオ体操も

効果があります。ラジオ体操はだるい時にフラフラになりながら

やりますが、全身の筋肉をまんべんなくほぐすことができて楽に

なります。よく考えて作られた体操だと感心します。また、私の

場合、特にふくらはぎとアキレス腱が固くなっていることが多い

ので、そこを集中的にほぐします。アキレス腱をのばすと、その

瞬間、面白いように息が通ることがあります。アキレス腱と呼吸

器は離れた位置にあるのに、どこかでつながっているのかな、と

思います。いろいろやってみて、自分なりの体の反応を発見し、

対処法を開発していってください。 

 

○だるさ・筋肉痛への対処法 

  だるさや筋肉痛がひどい時は、ストレッチに加えてマッサー

ジ・ツボ押しなども効果があります。私は自己流でやっています。

私の凝り・筋肉痛はとても人にもんでもらってどうなるレベルで

はないので、マッサージ器を使います。（電動のものです。私は電

磁波過敏症ですが何とか使える物があります。）私は中学生の頃か

らすでにひどい肩こりで、クラスにマッサージ名人みたいな生徒

がいたのですが、彼女が今まで経験したことのないような凝りで、

手におえないと言われてしまいました。その生徒は学校中の先生

方の肩を揉んでいたのですが、大人の先生たちより中学生の私の

方がひどい肩こりだと言っていました。マッサージ器でガンガン

もむと体が軽くなります。凝りがひどい時は触っただけで飛び上

がるような痛みです。少しずつほぐしていきます。 

 手足がだるくて疲れていても身の置き場のないような、寝返り

ばかりうっていて全然休めない時があります。全身に濁った液体

が流れているような感じで、体のあちこちが疼きます。こういう

時は寝ていても体が休まらないので、無理にでも起きて庭や近所

を歩くとまぎれることがありました。踊ると手足のだるさが楽に

なることがあります。フラフラ～と踊ったりしてました。 
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○めまいへの対処法 

 めまいがひどい時は、じっとしているとかえって酔うので、歩

くとまぎれるように感じました。私のめまいは回転性のものでは

なく、船に揺られているような浮遊感だったので、じっとしてい

ると船酔いみたいになってきます。歩いていると、少し楽になる

感じがしました。一頃やたらとそこら中を歩き回っていました。 

 

○頭痛への対処法 

 頭痛がひどい時は頭痛薬を飲みます。「薬は化学物質だから絶対

ダメ！」という方もいますが、私は使える物は使っています。ほ

とんどの頭痛薬が全く効果がないか、かえって具合悪くなるかで

したが、１種類だけ効果のあるものが見つかったので、それを服

用しています。効きます。ただし続けて飲まないように気をつけ

ています。頭痛をはじめ、具合悪さが続くと精神的に参ってくる

ので、薬で抑えられる物は割り切って使っています。また、外出

先でひどい頭痛がはじまると、動けなくなって家に帰れなくなる

恐れがあるので、ひどくなりそうな時は早目早目に薬を飲むよう

にしています。 

 

○精神症状 

 精神症状についても書かなくてはならないでしょう。精神症状

について書くのはとても難しいことのように思えます。ＣＳ患者

は多かれ少なかれ「気分が変わりやすい」「急に理由もなく嫌な気

分に襲われる」「自分の気持ちがコントロールできない」というよ

うな経験をしたことがあるのではないでしょうか。人によって程

度の差はあれ、誰もがそのような要素を持っているように見受け

られます。これは化学物質によって精神が影響を受けるので仕方

のないことです。「精神における自由」（自分で自分の精神をコン

トロールできる状態）、私はずっとそれを得たいと願ってきました。 

 化学物質にさらされると、特に理由（客観的な事実）がないの

に、急に嫌な気分になったり、恐ろしい気分に襲われたりするこ

とがあります。反対に、やたらと気分がよくなって浮かれて騒い

だりします。その状態を客観的に見られる時と見られない時があ

ります。客観的にモニターできる時は、「ああ、私ったら何でこん

なにやたらと浮かれているんだろう。おかしいな。」と気づきます

が、モニターできない時は、自分の中核が不在になったような、

あやつり人形になったような嫌な感じです。これは、その場でモ

ニターできていないので気づかないのですが、あとから思い出し

てみてそう感じます。 

 自分がＣＳだと気づくまではそのからくりに気づいていなかっ

たので、なんとなく自分が常に浮遊しているような、自分が自分

の意思で動いていないような感じがしていました。自分がＣＳだ

と気づいてから、その浮遊感のからくりがわかったので、大いに

安心しました。症状自体は相変わらず現れていたのですが、その

理由がわかっているのとわからないのでは大違いです。 

 ＣＳだと気づく前、理由もなく落ち込んだり悲しい気分になっ

たりした時には、必ず何か理由（客観的な事実）があるはずだと

思い、あれこれ原因を考えてみたり、自己分析らしきことをやっ

てみたりしていました。考えれば考えるほど謎が深まっていく感

じがしました。 
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 現在は、化学物質によってそのような気分の変調が現れている

ということを知っているので、それについてくどくどと考えるこ

とはなくなりました。それが化学物質によって起きていることに

気づくこと、そしてその上で自分をできる限りコントロールする

ことを心がけています。精神症状が現れたときの一番の対処法は

原因となる物質を特定し、それを取り除くことです。とり除けな

い時でもその影響を認識して、 低限人に迷惑をかけないように

行動することを心がけています。 

 

○記憶障害 

 物忘れ・記憶障害もＣＳ症状のうちの１つです。私は人生のあ

る時期（１９８９～１９９４年）物忘れがひどくて物事を全然覚

えていられませんでした。この頃から物忘れ防止のためにやたら

とメモ・記録をとっていましたが、メモしたこと自体も覚えてい

られませんでした。記憶障害もひどくて、３日間まるごと記憶が

とんでいるということもありました。スーパーに買物に行った後、

いつの間にか家に帰ってきていてその間の記憶がない、というこ

ともありました。全然思い出せないのだけれどもどうやら買った

物を店に置いて帰ってきたらしく、スーパーに戻って確認してみ

ると、確かにそのとおりでした。このようなことが頻繁に起こり

ました。当時の感覚は、時間軸が１本に通っていなくて、モザイ

ク状になった時間がちぐはぐにつなぎ合わされているような感じ

でした。現在でもこの期間の記憶は、思い出そうとしてもまだら

状になっていて思い出せない部分があります。 

 物忘れの対策はとにかくメモを取ることです。全くコントロー

ルの効かない思考がバラバラになってしまうのを繋ぎ止めるため

にも、メモや記録をとることが役立ちます。〔１〕－ａで紹介した

ように記録をとるようになったのも、記憶障害がひどかったのが

発端だったように思います。 

 自分がＣＳだと気づき、ＣＳ対策をとるようになって、記憶障

害は著しく回復しました。現在では「また当時のような障害が現

れるのではないか」という恐れは全くなくなっています。私はこ

の障害を克服したのです。自分の精神状態が悪かった頃のことを

紹介するのは気が引けましたが、私のように回復した人もいるの

だということをわかっていただきたくて、書いてみました。 

 


