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第１１章 精神症状 

 

はじめに 

 この巻では、精神症状について書きます。 

 一般の人がＣＳ患者のことを描写するときに「神経質な人だ」

と言うことが多いです。また、さまざまな不定愁訴を抱えて病院

を受診すると、「精神的な病気なので、精神科を紹介します」など

といわれたりします。私は化学物質が原因で化学物質過敏症の症

状が出ていることをよくわかっているので、「化学物質過敏症は心

の病だ」という発言には、強い抵抗感を感じます。 

 しかし、その反面、化学物質過敏症で精神症状が出る例は多く、

その症状が重くなると「精神病」としか言いようのない例もあり

ます。化学物質過敏症の本やＣＳ患者の体験記を読んでいると、

頻繁に精神症状についての記述が出てきます。例えば、北里研究

所病院の医師は次のように語っています。 

「過敏症の患者の中には、とても攻撃的な人がいて、化学物質に

曝露されると、カッとなって人を怒鳴りつけたりする。しかし、

自分がそのような行動をとったことを自覚していない場合もあ

る。」＊１ 

また、「ＣＳ患者は同じことを何度もくどくどと繰り返す。自分の

話ばかりを延々としゃべり続ける」という話を、私はよく耳にし

ます。私は何人かのＣＳ患者に実際に会ってみて、ＣＳ患者の中

には、精神症状を持っている人が一定数いることに気づきました。

その症状は、健康な人でも普通に持っている「性格的なもの」「個
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性」と言ってさしつかえないレベルのものから、誰が見ても明ら

かに異常だと思う段階まで、さまざまなレベルの人がいました。 

 精神症状が出ると、それによって本人は苦しみますし、家族や

周囲の人に与える影響も大きいのです。私はかつてＣＳ患者のご

主人から、切実に訴えられたことがあります。 

「妻はＣＳになって、まったく変わってしまった。以前は思いや

りのある明るい性格だったのに、今は自分勝手で人のことを顧み

ない。口を開けば、暗いことや私を責めることばかり言っている。

かつての妻はどこに行ってしまったのでしょうか。」 

ＣＳ患者の家族や、それにかかわる人々は、患者の精神症状に接

しているうちに、だんだんと疲れてきます。このご主人も、患者

本人よりもやつれて憔悴しているように見えました。 

 ＣＳ対応の仕事をしている業者や支援者達も、はじめは「人を

助けたい」という意欲をもって仕事を始めたのにちがいないので

すが、多くの困難な症例にかかわるうちに、はじめの勢いを失い、

疲労感が色濃くなってくることがあります。これはＣＳという病

気の難しさ（身近な化学物質に反応するという性質）に加え、Ｃ

Ｓ独特の精神症状によって起きてくることも多いと思うのです。

精神症状の出ている患者は、一般の人と比べて「扱いにくい」「話

が通じない」「神経質だ」と見られやすいようです。 

 ＣＳ患者が自分自身の疾患を理解するために、そして、ＣＳに

かかわる人々が病気を理解するためには、「精神症状」について語

ることは、避けて通れないことなのではないかと思います。ＣＳ

患者の対人トラブルの中には、精神症状が原因で起きてくるもの

が少なくないと思うからです。 

 この話題はとても重いものなので、私の立場でどこまで語れる

のかはわかりません。ＣＳ患者の中でも、人によって症状の出方

が違うので、精神症状が出ている人もいれば、身体症状のみで精

神的には影響を受けていない人もいます。ネット上で自分の症状

を語ったり、情報を発信している人たちは、精神症状が出ていな

いか、ごく軽い人たちなのではないかと思います。自分からは何

も語ることが出来ずにいるような、世に知られていない人たちの

中には、ＣＳのために精神が大きな障害を受け、「精神病」の領域

に入ってしまっている人もいます。かつての私が、まさにそうい

う状態だったから、それがわかるのです。 

 この巻では、私の体験を中心に語ることで、化学物質によって、

脳がどれだけ大きな障害を受けるのか、ということを書き表した

いと思います。その上で、その精神症状が患者本人の人格にどの

ような影響を与えるのか、周囲の人との関係でどれだけ影響を与

えるのか、ということを考えていきたいと思います。 

 私の精神症状はＣＳ対策をすることで劇的に回復しました。現

在の私を知っている人は、かつて私が重い精神症状に苦しめられ

ていたことは想像もできないでしょう。私自身もとても信じられ

ない、かつての自分が今の自分とは別人のように思います。 

 私は長い間、頭が混乱していて、自分の体験をまとまった形で

文章に表すことができませんでした。今はそれができるようにな

りました。回復した者として、今もまだ精神症状に苦しんでいる

人たちを代弁する形で、私のかつての体験を書いていきたいと思

います。それをもとに、ＣＳ患者の精神症状を、本人や周囲の人々

が理解するにはどうしたらいいのか、ということを考えてみたい
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です。また、ＣＳの精神症状が紛れもなく化学物質によって起こ

っていること、ＣＳ対策を行うことによって、それが回復できる

ことも書き記したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔１〕私の体験から 

ａ．精神症状の出現 

○発症 

 私は１９８５年、１４歳の時にＣＳを発症しました。４月に引

越をし、入居した家がシックハウスでした。すでに２２年経って

いるので、当時のはっきりとした原因は確認できませんが、多分、

畳の防虫紙か、シロアリ駆除剤が原因ではないかと思います。 

 引越してすぐに、体が重くだるい感じ、体がほてって熱い感じ、

微熱といった症状が出てきました。病院に行ってみましたが、原

因は不明でした。このときは自覚していませんでしたが、意欲の

低下と記憶障害の症状がすでに出ていました。それまで私は絵を

描くのが好きでたまらなかったのですが、この家に引っ越してか

らは何の興味も感じなくなりました。自分でも不思議に思いまし

た。 

 また、この５年後に、中学３年生の時のクラス会があったので

すが、行ってみると、当時のクラスメートの顔にはまったく見覚

えがなく、「私は本当にこのクラスにいたのだろうか」と思ったの

です。当時のことをぜんぜん思い出せず、異様な感じがしました。 

 発症の年から、頭がぼんやりするような感じが出ていました。

視覚の異常も出ていて、世界が暗い感じ、物がはっきり見えにく

い感じもありました。 

 

○悪化  

 私のＣＳ症状が重症化したのは、１９８８年、１７歳の時です。
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このときもはっきりとした原因は確認しようがないのですが、多

分、歯科治療を連続して受けたのが原因ではないかと思います。

歯の根の治療をするたびに、どんどん体調が悪化していきました。

治療に使った薬剤や歯科材料によって、ＣＳ反応が起きていたの

ではないかと思います。高校３年になると、頭痛やだるさと疲れ

のため、高校に行けなくなりました。この頃から、精神症状が急

激に悪化します。 

 ＣＳ発症から３年経っていましたが、自分の精神が異常だと自

覚したのは、このときからでした。はじめは、「頭に霞がかかった

ような感じがする」「ものをよく考えられないような感じがする」

という症状が出ました。何だか、自分が起きているのか眠ってい

るのか、区別がつかないような感じもしました。 

 視覚症状が強く出ていました。「ものを見にくい」「世界が暗い

感じがする」「物が平板で立体感が感じられず、影絵のように見え

る」という症状です。色がついていない白黒の世界のようにも感

じられました。 

 

○感覚の異常 

 そして、世界が急速に現実感を失っていきました。当時、私が

感じていた異常は次のようなものです。 

 

 １．現実感の喪失 

 周囲の風景が現実のものとは思われない、夢の中で見ているよ

うなはかなげなものに見える。現実の世界が昔の古い白黒映画を

見ているように感じられました。とても遠くにあって、本当に存

在しているもののようには思えませんでした。それは、とても気

持ちが悪い感覚で、夢を見ているなら覚めてほしい、早く元の親

しげな世界に戻りたいと思いましたが、その非現実感はなくなら

ず、何年にもわたって続きました。別世界に連れてこられたよう

な異様な感じがしてこわかったです。 

 

 ２．自己喪失感 

 自分が自分だという感じがしない。自分の中身が空っぽになっ

てしまったような気がする。自分が機械仕掛けの人形のような感

じがし、生きている実感がありません。身体感覚もなくなって、

痛いとか苦しいという感じはよくわからなくなりました。「私は誰

なのかわからない」というのではなく、「私が本当に存在している

のかがわからない」という感覚です。また、感情の働きがなくな

ってしまい、何を見ても、楽しさや悲しさを感じなくなりました。

自分を取り戻したい、しっかりとした実体感がほしいと思いまし

たが、どうやっても見つからないし、わかりませんでした。 

 

 ３．時間感覚の異常 

 時間の流れが、まったくわからなくなりました。昨日の次に今

日が来て、今日の次に明日がやってくる、というのが実感できま

せん。１日１日が積み重なって１週間になり、１ヶ月になるとい

う感じがまったくわからなくなりました。時間は、その瞬間その

瞬間に存在するだけで、つながりが分かりません。テレビドラマ

の中で、場面が急に切り替わるように、断片的な時間が次々切り

替わっていく感じがしました。 
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 気がつくと急に道を歩いていることに気づいたりします。なぜ、

道を歩いているのか、自分がどこから来てどこに行くつもりなの

かも思い出せない、ということが頻繁に起こりました。 

 その後、気づくといつの間にか食事をしているのですが、どう

やって家に帰ってきたのかを思い出せません。食事を食べている

ということは、食材の買い出しや調理をしたはずなのですが、そ

のことも思い出せませんでした。 

 

 ４．記憶の障害 

 ほんの数秒前に起こったことでも、覚えていられません。時間

の感覚に異常があったためと思いますが、現在までの時間が順に

並んで感じられないために、以前起きたことを整然と思い出すこ

とができませんでした。箱の中にいろんな記憶の断片がごちゃご

ちゃにつめられていて、箱を開けると、すべてが一気に出てきて

しまうような感じで、何が何だかわからなくなります。また、私

にとっては、３分前の出来事も、１週間前の出来事も時間に差を

感じず、同じ時に起きたことのように感じられました。 

 １７歳を境に、それ以前のことをほとんど思い出せなくなりま

した。思い出そうとしても、記憶が真っ白に抜けていて、何もあ

りません。その状態が５年くらい続いて、２２歳くらいから、だ

んだんと以前のことを思い出せるようになってきました。しかし、

それが本当に、自分の身に起こったことなのだ、という実感がな

く、まるで歴史の教科書を読んでいるように、他人事のように思

われました。 

 

 ５．対人感覚の異常 

 自分の周囲の人々が本当に生きているようには見えない、機械

仕掛けの人形のように見えました。生気を失っていて、親しみや

温かさを感じられない、物質的なもののように見えました。気持

ちが悪かったし、恐れました。私は視覚異常のため、ものが遠く

に見える、何か分厚い寒天のような膜を通してみているような感

じがしていました。その膜の向こうから人の声がしたり、人影が

うごめいているのが見えます。膜ごしに相手の手が不意に自分の

方に伸びてきたりするのは、気持ち悪くこわかったです。その度

にビクッとしていました。 

 家族に対しても同じ感覚がありました。両親や兄弟に対しても、

「この人は本当に私の家族なのだろうか」「この人達は本当に生き

ているのだろうか」と思いました。以前の親しげでなじみのある

家族とは、別人なのではないのか、別の人にすり替えられたので

はないか、という気がしました。 

 生活のすべてが悪夢のようであり、私は急に世界が変わってし

まった、異様なものになってしまった、私の体も心も違うものに

なってしまった、と感じました。私は、急に別の星に連れてこら

れて、そこで生活をはじめなければならなくなってしまったよう

に感じ…ここは本当の世界ではないと思ったのです。しばらくは、

前の世界に帰りたいと思い、あてもなくあちこちをさまよったり、

誰かが迎えに来てくれるのを待っていました。しかし、その症状

が何年も続き、「もとの世界」のことを思い出せなくなってくるに

つれて、「帰りたい」という気持ちも薄れていきました。 
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○診断 

 私はこのような異常を感じたので、精神科を受診することにな

りました。はじめに、心理テストを受け、統合失調症ではないこ

とが確かめられました。私の病気が化学物質過敏症であるという

ことは、この１１年後（１９９９年）になるまでわからなかった

のですが、私のこの独特の精神症状には、はっきりとした診断名

がつきました。「離人症」（りじんしょう）です。私は図書館に行

って、「離人症」について調べてみました。私の症状が驚くほど「離

人症」の典型例に当てはまること、私と同じように感じている人

が他にもいることがわかりました。当時の精神医学の教科書には、

離人症の予後について次のように書かれていました。 

「原因不明であり、有効な治療法はなく、回復しにくい疾患であ

る。」 

 離人症の他に、ＣＳ症状として、「思考力の低下」や、身体症状

が出ていました。身体症状は、だるさや頭痛の症状がひどく出て

いたのですが、当時の私にとっては精神症状があまりにもつらく

苦痛であったために、身体症状はほとんど意識しないものになっ

ていました。 

 離人症は夢のような世界にポワーンと漂っているのではなく、

その症状の一番強いものは「苦痛」です。実体感のなさや違和感・

非現実感は、そのものが激しい苦しさを生み出しました。 

 

○思考力の低下 

 現実感の喪失と共に、思考力が低下していました。ものを考え

ようとしても、頭の中に霧がかかっているように真っ白で、何も

考えられませんでした。いろいろなことを思い出したり、それに

ついて判断しようとしても、何も思い浮かびません。目の前にあ

るものについて考えようとするときでさえ、自分の思考がすーっ

と遠ざかってしまう感じで、うまく捉えることができませんでし

た。 

 ものを考えるときは、全神経を集中して、ありったけのエネル

ギーをそそいで行うのですが、それでも、手のひらから砂がこぼ

れるように、考えたことが次々こぼれ落ちて、彼方に消えてしま

います。その結果、次のような症状が出てきました。 

 

◆ 物を続けて数えられない。ものの個数を数えるときなど、途

中で何をやっているのかわからなくなります。また、自分が数を

数えていること自体を覚えていられず、忘れてしまいます。すべ

ての作業において、作業していること自体を忘れてしまい、自分

が何のために何をやっているのかわからなくなりました。そして、

いつの間にか、何時間か経っていて、別の場面に切り替わってい

ます。作業を途中でやめたのか、その片づけをしたのか、という

ことをまったく思い出せませんが、道具がしまってあるのを見る

と、自分が片づけたのだと思うしかありませんでした。 

 

◆ 順序立てて計画通りに物事を進める、ということはできませ

んでした。行程全体を見通すことができません。まずこれをやっ

て、次にこれをやる、次の次はこれをやる、という流れ図が想定

できず、すぐに忘れてしまいます。 
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◆ さまざまな条件を勘案し、取捨選択したり判断する、という

こともまったくできませんでした。人がものを考えるときには、

頭の中の思考空間の中に、考える材料をいくつか呼び出してきて、

それらを比較したり考え合わせたりします。私の頭の思考空間は、

いつも空っぽで、思考の材料を呼び出しても、一瞬にして消えて

しまうので、総合的に考えることができませんでした。 

 

◆ 「先のことを見通して計画を立てる」ということができませ

んでした。将来のことを考えようとしても、頭の中に像をイメー

ジするということができなかったために、見通しを立てたり計画

をつくったりすることが全くできませんでした。また、過去の経

験の記憶を呼び覚まし、未来の計画に生かすということもできな

かったのです。 

 

◆ 自分の頭が自分のものではない感じがしました。それは、私

の力では、全くコントロールできない、手の届かないもののよう

な気がしました。何か、借り物の機械を必死で操作しようとして

いる、それなのに、その機械は壊れていて動かない…そんな感じ

がしました。 

 

◆ 文字を追っていてもまったく意味がわからない、字の形はわ

かるが、文章の意味や言いたいことがまったくわからない、とい

う症状が出ていました。集中して同じ文章を１０回、２０回と読

んでいると、何となくおぼろげに意味がわかってきます。読書に

は、とても時間がかかりました。この症状は、１９８８～１９８

９年までが特にひどく、その後少しずつ回復しましたが、２００

０年になるまでは悪い状態でした。 

 

○対策 

 現実感覚はその後、１０年以上、異常なままでした。「自分がな

い」感じというのもずっと続きました。これは治りませんでした。

生きている実感もないし、喜びや充実感などというものもなかっ

たので、ただ時間を過ごしているだけでした。しかし、私はこの

現実を受け入れることにしました。私が行った対処法は、次のよ

うなものです。異常な状態はしかたがないので諦める。自分の生

活を他の人の生活に近いものにする。対人関係において、異常な

行動をとらないように、人から怪しまれないように気をつける。

どうやっていいのかわからないことは、人のやることを見て真似

して覚えること。 

 私には、「人の生活」というものがよくわかりませんでした。私

には何の動機も感情もないのだから、一体何のために人が生活を

営んでいるのか、なぜ、あるものを好んだり選んだりするのか、

ということがよくわかりませんでした。人が集まって話をする、

一緒に食事をする、それだけで楽しそうなのはなぜなのか、なぜ

そうしたいと思うのか、それをすると楽しいというのは、どうい

う理由によるものなのか、よくわかりません。万事が万事、その

ように不可解なことばかりでした。 

 私のやったことは、多くの人たちが何をどう考え、どのように

選択し、どう行動するかということをよく見て覚えることです。

それを真似してやっていれば、私も他の人と同じように生きられ
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るし、自然に見えるはずです。そういう努力を延々とやっていま

した。人はこういう時には、こう感じるはずだ、ということもよ

く学習して覚えるようにしました。それをまねて表情をつくる、

というようなこともある程度はできるようになったと思います。

しかし、それに伴う感情は、ほとんど湧き起こりませんでした。

真似しているだけです。 

 人とのつきあいは、 小限にして、ほとんど友達もいませんで

したが、当時の私には、強い孤独感や寂しさがあり、そのため、

人と一緒にいたいと痛切に願っていました。そのためには、他の

人たちのルールややり方を覚える必要があったのです。 

 

○自己紹介 

 私は学生の時に勉強をするのは苦手ではありませんでした。教

科書には、客観的に書かれた「事実」があり、それを考えたりす

るのは、むずかしくなかったからです。客観的な事実は、いつま

で経っても変わらないので、とても気持ちが楽でした。 

 しかし、「自分」に関すること、「人」に関すること、「社会」に

関することはとてもむずかしく、手に負えないと思いました。私

は自己紹介をするのがとても苦手でした。自己紹介しようとして

も、自分の中身はからっぽで何もないし、何も思いつかないので

す。確かに私に関する事実は知識としては知っています。いつ生

まれて、どのような経歴をたどってきたのか、というようなこと

を。しかし、それを思い出しても、他人の経歴を読んでいるかの

ように感じ、自分のものだという実感がありませんでした。 

 自己紹介で話すことは、あらかじめよく考えて紙に書いていき

ました。他の人が自己紹介で多分こんなことをしゃべるだろうと

いうことを考えてまねて書いたようなものです。紙を見ないとす

ぐに忘れてしまうので、紙を見ながら自己紹介をしたかったので

すが、それはさすがに社会的におかしい行為だと判断しました。

いっしょうけんめい覚えて、そらでしゃべれるように練習しまし

た。 

 

○記憶のデータベース 

 不意に知り合いに出会うのが、とても苦手でした。クラスメイ

トに会うと、とても戸惑いました。会った瞬間、その人がどうい

う人物なのかを思い出せません。毎日顔を合わせているような友

人でも、そうでした。人に会うと、頭の中で「この人は誰？」「私

にとってどういう関係の人？」「この人と私はどのくらい親しいの

か？」「今までどのような会話を交わしてきたのか？」「今まで一

緒に何かをしたことがあったろうか？」ということを瞬時に思い

出さなければなりません。これは、私にとって、とてもむずかし

いことでした。 

 昨日会ったばかりの人に「お久しぶりですね」などといってし

まったりします。親しい（はずの）友人に、他人行儀なかしこま

った口調で話してしまいます。脳の中の記憶のデータベースが機

能していないので、それにアクセスしたり、情報を引き出すのが

とても困難でした。私はなるべく不意に人に会わないように、歩

いているときは常に警戒して構えているようになっていました。 

 人のやり方をまねること、「普通の人」の生活と同じものを目指

すこと、これを何年にもわたり、多大な労力を割いて行ってきま
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した。でも、そこには、実感とか人生の喜びとかいうものはあり

ませんでした。ときどき絶望感を感じることもありましたが、そ

れでも何とか生きて来られたと思います。その生活が劇的に変わ

ったのが、１９９９年、２８歳の時です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．回復 

 １９９９年に、私は自分がＣＳであることに気づきました。こ

れは私の人生を大きく変えることになりました。ＣＳ対策を行っ

て、体が回復していくのと同時に、精神症状も大幅に回復してい

ったからです。私は今では、自分の存在感や、人の温かさ、充実

感や人生の喜びを感じることができます。また、自分の頭が自由

に働くようになり、ものをよく考えられるようになりました。自

分の精神のコントロールを取り戻すことができたのです。これは、

この７年間のうちにどんどん回復していきました。精神症状が出

ていた時期があまりにも長かったために、私は「本当の生活」と

いうのがどういうものなのかわからなくなっていました。同時に、

自分の「異常」にも違和感を感じなくなり、当たり前のことのよ

うになっていました。 

 私が私の人生を取り戻していく中で、正常な感覚を取り戻し、

どれだけの大きな喜びを感じたか、ということを、とても言葉で

書き表すことはできません。回復するに伴って、今までの自分の

精神が、どれだけ障害を受けていたのかが、はっきりとわかるよ

うになりました。 

 

○自己感覚・時間感覚の回復 

 １９９９年にＣＳだと気づき、自分の生活空間や身のまわりか

ら有害な化学物質を取り除くと、目に見えて心身症状が回復して

きました。はじめによくなったのは、「自分が自分である」という

感覚が戻ったことです。そして、時間の連続性が戻ってきました。

昨日の次に今日が、その次に明日が…と１日１日が連続して連な
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っていく様子がわかるようになりました。毎日が切れ目なく規則

正しく訪れるようになったので、２０００年から日記をつけるこ

とができるようになりました。それまでは、ぼんやりとしていて、

気づくと３日たっていた、とか、長いときでは、知らぬ間に３ヶ

月くらいあっという間にたってしまうので、日記をつけるという

ことができなかったのです。 

 私はそれまで、時間の感覚がまったくわからず、「本当に明日が

来るのだろうか」ということを強く恐れていました。明日が来な

くて、急に世界が終わってしまうのではないか、ということがこ

わかったのです。何年も何年も、この恐れが私を悩ませました。

その恐れから解放されたのが、２０００年のことです。 

 

○現実感・身体感覚の回復 

 時間の流れがわかると共に、「周囲の景色が現実でないものに見

える」という症状も軽くなりました。この世界は確かに存在して

いるもので、昨日も今日も明日も同じものだということが、よう

やくわかるようになってきました。これは大きな安心感でした。

私自身もちゃんと存在しているし、世界も急に消えてしまうこと

なく続いていることがわかったからです。 

 「自分の体が存在していて、自分のものである」ということや、

身体感覚も、この頃戻ってきました。それまでは、身体感覚が希

薄であったために、身体的な症状・苦痛が出ていても、よくわか

りませんでした。自分の体に起こったことだとは思えませんでし

た。２０００年頃から、自分の体で、感覚のあるものとして、し

っかりとその苦痛を受け止めなければならなくなったために、か

えって、体の苦しさは増したように感じました。 

 私は長年にわたって、自分の身体感覚をよく感じられなかった

ために、自分の病気を精神的なものだと思っていました。そのた

め、自分の本当の病名を知るのが遅れてしまいました。化学物質

過敏症という病気のことは、確か１９９６年頃には知っていたと

思います。しかし、自分がＣＳであると気づくまでに、それから

３年もかかってしまいました。 

 

○記憶 

 記憶の障害は、２０００年頃は、まだあまりよくならなくて、

やはり数分前のことでも忘れてしまいますが、日記をつけるよう

になってから、前の日のことを忘れてしまってもちゃんと書いて

あって、読めば思い出せるので、とても安心でした。いくら前の

ことでも、日記に書いてあることであれば、思い出せるのです。

私にとっては日記をつけるのはとても大切なことで、「命綱」みた

いなものだったので、毎日熱心につけました。 

 他の人が生きていること、実体を伴った人間であることも、こ

の頃からだんだんわかるようになってきました。まだこの頃は、

今より他の人の存在は希薄に感じられていましたが、「得体の知れ

ない気持ち悪い機械がしゃべっている」という感覚はなくなりま

した。 

 

○精神症状の季節差 

 １９９９年の２月からＣＳ対策をはじめ、２０００年の２月頃

に急速に症状が回復していくのを感じました。それが２０００年
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の４月くらいまで続き、５月になると、再び後戻りし、もとの症

状が出てきました。私は自分の部屋の環境整備をして、生活空間

には害となる化学物質が少ない状態をつくることができました。

しかし、家の外でまかれる農薬については、なすすべがありませ

んでした。５～１０月にかけて、農薬散布が行われる季節になる

と、また、現実感のない感じや時間感覚の異常が現れてきました。

頭がボンヤリする感じも出てきました。頭の中に霞がかかったよ

うになり、物事をうまく考えられないのです。このとき、私はは

っきりと、ＣＳ反応によって長年の精神症状が出ていたことを悟

ったのです。 

 ５月に後戻りして、症状が現れたときは、かつてのような不安

感が大きく現れることはありませんでした。たった３ヶ月（２～

４月）の間であっても、一度体験した正常な感覚を人は忘れない

ものです。また、農薬の季節の間もずっと欠かさず日記をつけて

いたので、自分の異常な症状を観察し、対処することができまし

た。何よりも、精神症状が化学物質によって起きていることがわ

かったこと、原因がはっきりとわかっていること、冬になれば、

また良くなることがわかっていることが救いでした。２０００年

の１２月になって、再び農薬の季節が終わると、前シーズンより

もずっと精神症状はよくなりました。 

 

○化学物質と精神症状の因果関係  

 ２００２年に札幌に引っ越し、農薬の影響の少ない環境に移り

住むと、さらに精神症状は回復しました。２００７年の現在に至

るまで、回復は続いています。 

 ２００２～２００４年頃には、化学物質に曝露すると、その時

だけはっきりと精神症状が現れるのがわかりました。まず、視覚

症状が出ます。部屋の中が暗くなり、ものが見にくくなります。

それと同時に、世界が急激に現実感を失っていくような感じにな

ります。悪夢の中にいるような気持ちの悪い感覚です。そして、

頭に霞がかかったようになり、ぼんやりとして、気が遠くなりま

す。時間の感覚がよくわからなくなり、自分が自分だという感じ

も希薄になっていきました。本を読んだりものを考えたりするこ

ともむずかしくなります。 

 このような“発作”は数時間～数日にかけて続きました。時間

がたって化学物質の影響がとれてくると、回復してきます。２０

０２年頃には、頻繁で長続きしていた“発作”が、その後頻度が

下がり、継続時間も短くなっていきました。 近の２年間はこの

ような発作を起こしていません。このような発作を繰り返してい

るうちに、化学物質で精神症状が起きることがはっきりとわかっ

たし、化学物質を制御することで、精神症状を抑えられることも、

はっきりとわかりました。 

 

○思考力の回復 

 ２００３年の春には、思考力が回復してきて、物事を順序立て

て考えたり、複数の情報を取捨選択して判断することができるよ

うになってきました。私はこの頃から、複数のことを同時に心に

思い描いたり、それを比べたりすることができるようになりまし

た。前に書いた、頭の中の思考空間の機能が回復した感じです。

過去の記憶を呼び覚まして、現在の状況と比べたり、判断したり
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できるようになりました。心の中に「イメージ」を思い浮かべて、

それをしばらく忘れずにとっておけるようになりました。そのイ

メージの内容も、回復するごとに詳細に具体的になっていき、心

の目が開いたように感じたものです。「先のことを予想する」「見

通しを立てて計画をつくる」ということも、ようやくできるよう

になりました。 

 本当に、自由にものを考えられるようになって、うれしかった

です。普通の人がこんなに簡単に、苦労することなく、物事を考

えられるのだということが、初めてわかりました。 

 私はそれまで、自分のＣＳ症状のことをずっと書き表したいと

思っていながら、頭が混乱してできませんでした。２００４年に

頭がクリアーになってきたときに、初めて私の体験を文章に書き

表せるようになりました。それをもとに、私はこのサイトを開設

しました。このサイトの第１章では、「条件によって判断して対策

法を変えていく」というような思考方法が頻繁に出てきますが、

私がそれをできるようになったのは、今から４年前のことです。 

 

○「世界」を取り戻す 

 精神症状はその後も回復してきて、２００４年の秋には、外界

の非現実感は全くなくなりました。視覚症状が良くなったのが原

因と思われます。私はこの世界が、親しみのある美しいところだ

ということがわかるようになりました。他の人のことを、優しげ

で生き生きとした存在だとわかるようになったのも、この頃です。

人々が本当に生きていて存在していること、機械仕掛けのつくり

ものではないことがはっきりとわかったのです。それは大きな喜

びでした。 

 この頃から、鏡で自分の顔を見ても、それまでとは違って見え

るようになりました。表情の豊かさや色つや、生命感を感じられ

るようになりました。人々が言葉だけではなく、表情や視線によ

ってどれだけ多くのコミュニケーションを行っているのか、とい

うことがよくわかるようになりました。 

 

○記憶の回復 

 ２００４年頃には、記憶障害もよくなって、いろんなことを思

い出せるようになってきました。過去の記憶を思い出して検討し

たり考察したりできるようになりました。これはとても便利なこ

とです。あることを行おうとしたときに、以前同じことをやった

ときの記憶をすぐに呼び覚ませます。日常生活において、これは

とても便利なことでしたが、特にＣＳ対策においては、大きな威

力を発揮しました。化学物質の曝露が予測されるときに、それに

対する対策方法を瞬時に考えることができます。記憶の機能が回

復するまでは、以前のことを思い出せないので、いちいち日記を

出してきて、該当するところを探し出し、読み直さなければなり

ませんでした。とても時間がかかりました。今は、いつ、そのよ

うなことがあって、当時の状況がどうだったのかを、すぐに思い

起こすことができます。 

 １９９９年から現在までの記憶はよく思い出すことができます

が、それ以前のことは今でもきちんと思い出せません。多分、こ

れは、この先も回復することはないと思います。脳は、経験した

ことや見聞きしたことを、記憶庫にしまい込みます。私の場合、



 13

そのときの機能が正常ではなかったために、このような異常が起

きてしまったのだと思います。私は、１９９９年にこの世に生ま

れて、それからまったく新しい人生を始めたのだという感じがし

ています。それは、とても輝かしい人生です。 

 ２００１年にＣＳが急激に悪化し、追いつめられて大変な苦痛

を味わうはめになりましたが（→スモール・データ・バンク「水」

参照）、私はその時の体験を自分のものとして、実感を持って覚え

ています。どれだけの苦痛があろうとも、以前の何も実体感のな

い生活に比べれば、まだましなものです。それは、「自分の人生」

を生きることができているからです。 

 

○「人生」を取り戻す 

 時間感覚が本当の意味で正常になってきたのは、２００５年に

なってからです。２００５年の末に、私は初めて、時間の長さ（ス

パン）の感覚がわかるようになりました。それまでは、私にとっ

ては、５秒でも２０年でも、時間の長さの感覚は同じでした。も

ちろん、頭の中で「５秒」と「２０年」の違いは理解できます。

どのくらい違うのかも計算することもできます。しかし、実感と

しては、私にとっては、それらは同じものでした。 

 また、昨年と一昨年の同じ時期のことを思い出すとき、それら

はまったく同じように感じられていました。一昨年の出来事が昨

年のよりも古いものだ、ということが実感としてわかるようにな

ったのは、２００５年になってからです。１日がどのくらいの長

さで、それは１週間とは違うこと、１ヶ月前と１年前とでは違う

ことが、よくわかるようになりました。 

 それによって、物事を思い出したり、考えたり、先の計画を立

てるのが容易になりました。物事を順序立てて考えたり、見通し

を立てる能力も格段によくなりました。待ち合わせの時間に合わ

せることや、バスに乗り遅れないように出かけることも自然とで

きるようになりました。これは、とても便利な感覚です。 

 その一方で、この感覚は、私の頭に混乱を引き起こしました。

私はその時３５歳になっていました。それまではその実感がなく、

自分にとっては、「あなたは今２０歳です」といわれても「５０歳

です」といわれても、そのまま納得しまいそうになっていました。

感覚としては、どちらも同じ感じがしました。私は２００５年に

初めて、３５年という時間の長さを実感として理解したのです。

それには、大きな戸惑いを感じました。いつの間にか３５年もた

っていて、私は今までそれに気づかなかったのです。 

 ３５年間を振りかえってみると、思い出せない時間が大部分で

あり、今まで一体何だったのか、自分の人生とは何なのだ、と初

めて悩みました。それと、「自分の寿命があと何年くらいあるのか」

と考えることや、「１年後、２年後の自分の姿を想像する」という

ことも、この時はじめてできるようになりました。未来の自分を

想像する、ということは、とても不思議な感覚です。 

 この「目覚め」から１年以上たちますが、いまでもそれを考え

るのは、慣れない感じがするし、混乱します。他の人が若い頃か

ら人生設計を立てて、着実に人生を歩んできているのだ、という

ことが初めてわかりました。今までの私には、そういうことはま

ったくありませんでした。 
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○集中力の変化 

 このような時間感覚が戻ってよかった反面、物足りなく思うこ

ともあります。私はそれまで、ある一つのことに熱中すると、何

時間でも集中してやり続けることができました。今、正常な時間

感覚の中で解釈してみるには、それは次のようなことだったのだ

と思います。私にとっては、１秒も５時間もまったく同じ感覚で

した。つまり、それは、何時間たとうとも、私には関係ないとい

うことであり、私には永遠の時間があるのと同じだったのです。

だから、いつまででも集中して同じことを続けることができまし

た。 

 今は、作業を開始してから何時間たったのか、ということが実

感としてわかります。また、この作業を終わらせるには、あと何

時間かかるのかということも見通せるようになりました。そのた

め、以前のように寝食を忘れて一つのことに没頭する、というこ

とはできなくなりました。根気がなくなったと感じています。し

かし、以前よりも節度ある規則正しい生活ができるようになりま

した。 

 

○他者への共感 

 ２００６年になると、私は、他の人の人生が私の人生と同じよ

うに存在していること、自分とは立場も考え方も違う人たちが、

それぞれの人生を歩んでいるのだということが、実感としてわか

るようになりました。 

 私はそれまでは、会っているときには他人の存在感がわかるよ

うになっていましたが、別れてしまうと、その人が本当に存在し

ているのかよくわからなくなっていました。夫とは毎日顔を合わ

せているので、連続して存在していることがよくわかるのですが、

たまに会う人の場合、３日も会わないと、その人が存在している

ことに自信が持てなくなるのです。そのような症状が２００５年

くらいまで続いていました。その人が存在していることは知識と

してはわかるのです。しかし、会っていないときは、舞台の袖に

引っ込んでいる役者のように感じ、その人がこの世で生活してい

るということが、どうしても想像できませんでした。 

 多分、２００５年末に、自分の人生の時間感覚がわかり、自分

の人生全体をよく把握し眺められることができるようになったこ

とで、他人の人生の存在も実感としてわかるようになったのでは

ないかと思います。他の人が存在していること、人が集まって社

会をつくっていること、それぞれの人がそれぞれの喜びや悲しみ

を感じながら生きていること、そういうことが、わかるようにな

りました。これは、本当に幸せなことです。私は、それまで長い

間続いていた“孤独感”から抜け出すことができました。 

 

○原因分析 

 私はこのように回復してきました。これからもっと回復してい

くでしょう。これまでの経過をふり返ってみると、私の精神症状

が化学物質によって起きているＣＳ症状であることは、はっきり

とわかりました。ＣＳ対策をしていく中で、その精神症状は着実

に回復してきました。それでは、なぜ、化学物質によってこのよ

うな症状が起きてくるのでしょうか？ そのことを考えてみます。 

 まず、「現実感の喪失」ですが、この症状はＣＳによる視覚の異
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常によるところが大きかったと思います。私は２００１年に北里

研究所病院で視覚の検査を受けました。眼球運動、コントラスト

の感知、瞳孔反射のすべてにおいて、異常が出ていました。 

 私の場合、化学物質に曝露されると、まず、視神経が影響を受

け、瞳が小さくなります。そのため、部屋が暗くなります。また、

眼球をスムーズに動かすことができないために、ものを捉えたり、

景色全体を把握したりすることがむずかしくなります。また、風

景が平板に見えたり、色がついていないように見えます。これに

よって、現実感覚の異常が起きてきていたのだと思います。 

 

○意識の断絶 

 その他の離人症状、思考力の低下は、次のように解釈していま

す。私が夫と出会ったのは、１９９６年のことですが、 近にな

って夫は次のようなことを語ってくれました。出会ってから何年

間か、私が夫と一緒にいる間に、頻繁に意識を失った状態になっ

たというのです。一緒に車に乗っていたり、部屋で過ごしている

ときに、私がスッと眠りに入ってしまい、何時間も目覚めないこ

とがあったのだそうです。その時の私の姿を見ていると、眠って

いるというより死んでいるようであり、まるで寝息を立てていな

いし、ピクリとも動かないので、「死んでしまったのではないか」

と不安になったそうです。夫はその度に、私が本当に息をしてい

るのかを確かめたのだそうです。 

 私は夫に言われるまで、自分では、そのことにまったく気づい

ていませんでした。たしかに、夫と話している間にときどきぼん

やりすることがありました。でも、それは、数秒間のことで、そ

の後、また同じように話をしているつもりでいました。何時間も

眠っていたことがあったなんて、とても信じられませんでした。

当時は、頻繁にそのようなことを繰り返していたということです。

夫と会っていたときだけではなく、自分一人でいるときにも、同

じことが起きていたのだと思います。私は何時間も何日間も記憶

がない、いつの間にか時間がたってしまっていた、と思うことが

多かったのですが、多分同じことが起きていたのでしょう。 

 仕事をしていたときや、学生だったとき、具合が悪くなって、

スーッと気が遠くなるときがありました。その時は、眠ってしま

ってはいけない場面だったので、何とか意識を保とうとがんばり

ます。目の前に黒い幕がたれてくるように気が遠くなっていきま

した。その時、私は自分の体から抜け出して遠くからその光景を

見ているようになり、体の苦痛を感じなくなります。残された体

の方には、私とは別の魂が入っていて、それが活動しているのを、

私はわきから見ていました。これは「神秘体験」というものでは

なく、脳がある状態になったとき起こる「錯覚」のようなものだ

ったのだと思います。脳が酸欠になったときに、このような症状

が起こりやすいそうです。＊２  

 

○脳血流量の低下 

 ＣＳの研究では、化学物質に曝されて症状が出たときに、患者

の脳の血流量がどのように変化するか、という実験を行うことが

あります。ＣＳ症状のために、脳が一時的に血流量低下の状態に

おかれているのが、確認できるそうです。＊３ 私の場合も、脳

に血流がいきにくくなり、脳が酸欠になることで、意識の不明瞭
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さ、眠り込む発作が起きていたのではないかと思います。長年続

いた「離人症」の感覚も、化学物質に曝されるたびに起きてきた

精神症状も、「脳血流量の低下」「酸欠」というメカニズムを考え

ると解釈しやすくなります。 

 １日に何度も眠り込んだり気が遠くなったりしていたので、時

間の不連続性、記憶の障害が出ていたのではないかと思います。 

 それでは、なぜ化学物質によってＣＳ症状が起こるのか、化学

物質によって脳の血流量が低下するのか、ということについてで

すが、このことはこれまでの研究では、まだわかっていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２〕精神症状の特徴 

ａ．私の精神症状 

 これまで、私の体験を書いてきました。私の精神症状はＣＳ患

者の中でも、特殊なものだったかもしれません。特に、「離人症」

の症状が出るＣＳ患者はそう多くはないと思います。しかし、そ

の一方で、私が経験した精神症状の中には、他のＣＳ患者と共通

するものも多くありました。ここでは、他の患者の症状を念頭に

置きながら、私の精神症状について、さらに具体的に書いていき

ます。特に、他の患者と共通する部分を取り上げていくつもりで

す。それによって、ＣＳ患者やその周囲の人々が、精神症状につ

いて理解するための手助けができるのではないかと考えました。

私は、自分の心の内面を、具体的に描き出すように努めました。 

 まずはじめに、ＣＳ患者の精神症状の特徴について、考えてみ

ます。私がＣＳ患者に会ったり、本やサイトを見たりする中で得

られた情報によると、次のような精神症状が広く現れていること

がわかりました。 

◆ 思考力の低下。頭がボンヤリする。ものをよく考えられない。 

◆ 記憶力の低下。物忘れがひどい。思い出せない。 

◆ 注意力の低下。集中できない。注意散漫になる。 

◆ 感情を制御できない。カッとなって、衝動的に行動してしま

う。うつ症状。悲しみと落ち込みで、どうにもならなくなる。 

 かつての私にも、これと同じような症状が現れていました。こ

れから、その体験を書いていきます。その上で、私がこれらの症

状を克服するために、どのような対策方法を行ったか、というこ
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とを書いていくつもりです。  

 なお、精神症状が出ているＣＳ患者の体験について、さらに具

体的に知りたい方は、巻末に〈文献に見られるＣＳ患者の精神症

状〉としてまとめたので、そちらをご覧ください。 

 

○思考力の低下 

 頭の中が空っぽになったようで、何も考えられませんでした。

一つのテーマに集中して、それを頭の中に留め置くということが

できず、次々と流れ去ってしまいます。物事を判断すること、意

志決定することができませんでした。考えようとするときは、ま

ず頭の霧を追い払って、よく集中しなければなりません。追い払

っても追い払っても、どんどん霧は立ちこめてきて、視界がきか

ない感じがします。かすんでいてよく見えない中で、何とか考え

ようとしていました。あまりうまくいかない上に、多大なエネル

ギーを使うので、ほんの少しのことを考えるのにも、疲労困憊し

てしまいました。 

 前にも書きましたが、人がものを考えるときには、頭の中の「思

考空間」のようなところに、いろいろな材料を出してきて、それ

らを組み合わせたり、比較しながら考えていきます。 

 例えば、買い物の 中に、２つのうちどちらの商品を買うのか

迷った場合。このときは、その２つの商品の性質（値段、外見、

性能など）を、まず心の中に留め置かなければなりません。その

うえで、過去に似たような商品を買ったときの記憶を思い出した

り、その商品について知っている知識を呼びおこしたりして、判

断していきます。このように、思考空間の中に複数の要素を呼び

出してきて、総合的に判断するわけです。 

 当時の私の思考空間は、空っぽでした。何かをインプットしよ

うとしても、ほんの数秒で消えてしまいます。簡単な暗算ですら、

できませんでした。複数の数字を一定時間、覚えていることがで

きなかったからです。 

 物事を判断する、選択する、決定するという行為は、日常生活

を送る上で欠かせないものです。私は、うまく考えることができ

ないし、結論を出すことも、物事を決めることもできませんでし

た。どうしていいかわからないので、その場しのぎの決定を行っ

てきましたが、自分の決定に、全く自信が持てませんでした。 

 考えられない、決められない、ということは、自己像をも危う

くしていたと思います。自分の意志で物事を決められない私は、

自分の存在を自分の所有物だとは感じられなかったからです。 

 

○イメージ 

 私は、自分の頭の中に像を思い描くことができませんでした。

過去の記憶を思い出すときや、未来の計画を考えるとき、人は心

の中に像を思い描きます。私の頭の中は、霧がかかっているので、

曇ってしまい、イメージを描くことができません。特に、先の計

画を立てたり、見通しを立てること、結果を予想することが全く

できませんでした。過去の失敗から学ぶことも、少なかったと思

います。将来を見通して計画することができなかったので、行動

は何となく場当たり的に決めていました。その状態に満足してい

るわけではありませんでしたが、どうしようもなかったのです。 
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○注意力散漫 

 集中することができませんでした。心の中は空虚なのに、気持

ちがソワソワとして落ち着かず、安心することができないのです。

次々と違うことに気を取られてしまうのですが、１つ１つのこと

に集中できず、すぐに気が散ってしまいます。 

 夫はよく、私の話は話題があちこちに飛んでまとまりがない、

といっていました。夫の様子を見ていると、しっかりとした人格

があり、落ち着いた意識の流れを感じられるのですが、私にはそ

ういったものはありませんでした。脳の回線がメチャクチャで秩

序立った配線をされていないために、次々と別のことに注意が行

ってしまい、落ち着きがありません。「心ここにあらず」という感

じで、ソワソワして興奮したり動き回ったりしていました。夫に

はよく、「いいから落ち着け。人の話をよく聞けよ。君のことを見

ていると、こっちまでハラハラする。」といわれていました。 

 精神症状が回復してよく考えられるようになり、落ち着きを取

り戻すと、このような心のざわめきはおさまっていきました。安

心してくつろぐことができるようになりました。夫の目にも私の

変化は顕著に映ったようで、「以前のようにハラハラしなくてよ

い」と喜んでいます。 

 

○記憶力の低下 

 体験談にも書きましたが、記憶障害は著しく、ほんの少しのこ

とも覚えていられませんでした。記憶を保持できる時間は、数秒

間という感じで、次々忘れていってしまいます。 

 私は、よく独り言を言っていました。忘れないように、その場

で何度も何度も同じことを繰り返ししゃべるのです。しゃべって

いる間にも、どんどんその言葉が遠いものになっていまい、記憶

が彼方に消えていってしまいました。忘れないように記録をとっ

たりメモしたりするのですが、メモを書いたこと自体を忘れてし

まいます。メモをどこにおいたのかも忘れます。そのメモが必要

なときに、メモを見ることも思いつきません。メモを書くときに

は、いつも「こうやって書いても、どうせすぐに忘れてしまうの

に…」というあきらめの気持ちがありました。 

 日常の短期的な記憶の他に、長期的な記憶の障害も起きていま

した。過去数年間にわたり、記憶を呼び起こすことができません。

霞がかかっていて、その彼方に記憶庫があり、呼び出せないので

す。自分の過去が思い出せないということは、明確な自己像を描

き出せないということでもありました。人は、自分の辿ってきた

歴史を通じて、自己像をつくりあげるからです。私は、その瞬間

その瞬間だけに存在している刹那的な存在で、自分の意志を持た

ず、何かに流されて生きているように感じたのです。 

 物事の意味や仕組み、知識についての記憶力は、あまり損なわ

れずに残っていました。本で読んだ知識を覚えているのは、難し

くなかったです。しかし、自分の身に起こった出来事は、瞬く間

に忘れてしまいます。 

 知識はあるのですが、判断力はぜんぜんありませんでした。六

法全書をすべて暗記しているにもかかわらず、応用が効かず、実

際の法律的な判断は全くできないような人がいます。私の場合は、

まさにそれで、知識をただ覚えているだけで、実生活に生かすこ

とはできなかったのです。ただ、他にやることもなかったので、
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ひたすら本を読んでいました。 

 

○感情の揺れ 

 ＣＳ患者の方で、感情の揺れに悩まされている方は多いように

感じます。まず、一番よくあるのは、うつ症状でしょう。悲しい

気分や無力感にとらわれ、落ち込んで何もできなくなってしまい

ます。 

 また、感情が高まって興奮して制御できない、という症状もよ

く耳にします。「キレる」という症状です。化学物質に曝されてカ

ッとなり、子供をたたいてしまった、ものを投げてしまった、人

を罵ってしまった、などという体験談を読んだことがあります。

感情が自分で抑えられない、コントロールできない、という症状

が起きてきます。＊４ ＊５ 

 私も同じように、自分の感情をコントロールできないという体

験をしてきました。「恐れ」と「不安」というのが、 も頻繁に出

てきた感情です。化学物質に曝されると、身体症状が出てしまい、

このとき、強い不安感に襲われます。これは、病人としては、当

然の反応でしょうが、私の場合、そこから先が問題でした。心の

中を不安が支配してしまい、爆発的に広がっていき、雪崩のよう

に精神活動を崩してしまい、とどまるところがありません。不安

に、人格のすべてが支配されてしまい、占領されてしまいます。

周囲の人々の励ましや助言も全く心に届かなくなり、自分の心の

理性の声も聞こえなくなり、ただただ不安に圧倒されてしまいま

す。それが何日も続きました。苦しかったです。だから、化学物

質に曝露されて起こる身体症状は些細なものでも、精神がそれを

増幅させてしまうので、ダメージは何倍も強かったです。このよ

うな「パニック発作」のような症状が、頻繁に出ていました。 

 自分の感情が自分では全く制御できないと感じるのです。襲っ

てくる感情の波に、なすすべがないという感じでした 

 

○執着 

 精神症状が出ていた当時の私は、物事の考え方が頑固で、凝り

固まっていました。一つのことにこだわると、それを曲げること

ができず、他のことに発想を転換することができません。思い込

みが激しかったです。そのため、当時の私は、人から見ると、と

てもつきあいづらい人間だったと思います。 

 この「執着」についても、私は自分の心を自分でコントロール

できない感じがしました。私はとても暗示にかかりやすくなって

いました。ある考えが繰り返し心の中に入ってくると、それに圧

倒され、占領されて、その考えをよそにやることができません。

スリル満点のアクション映画を見ると、その後１週間くらいは、

夜にその映画の夢を見続けることになります。強い刺激に無防備

で、心が占領されてしまいます。頭の中で、それが際限なく増幅

されて、抑えが効きません。そのため、自分にとってリスクの高

いもの（刺激の強いもの）は、努めて避けるようにしていました。

私が避けていたものは、映画・テレビ・新聞・本・雑誌の中のも

ので、一般の人が容易に受け入れられるものばかりでした。それ

が私には、大変危険なものになりました。私はこのことについて、

自分の精神の不自由さ、脆弱さを感じていました。 
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○強迫的な思考  

 「強迫的な思考」にも悩まされました。ある考えが心に湧き起

こってきて、それを追い払えないという現象です。２００３年に

歯科治療をはじめて程なく、私は「自分が死ななければならない」

という観念にとりつかれて、難儀しました。当時はＣＳ対策を行

ってきて、それなりに成果が出てきている時期だったし、私の前

途は希望に満ちていたので、このような考えが湧き起こる理由は

全くありませんでした。それでも、毎日のように「私は死ななけ

ればならない」という考えが湧き起こってきて、制御できません。

「私には、何も死ぬ理由などないのだ」と自分に言い聞かせてみ

るのですが、効果がありませんでした。私はこの頃になると、自

分の精神症状と化学物質との関係をよく頭に思い描けるようにな

っていたので、この無意味な強迫的思考は、多分、化学物質によ

るものではないか、と思いました。 

 このような無意味な衝動が湧き起こってきても、それが病気の

ために起こっているのだと気づいたことは、強い武器となりまし

た。私はその考えをやり過ごすことにしました。取り合わないよ

うにしたのです。それでも、次々湧き起こってくるので、それを

やり過ごすのに、多くの時間を費やしました。１日２～３時間は

そんなことをしていたように思います。 

 原因をいろいろ推測してみて、このような強迫的な思考が起こ

ってくるのは、多分、口の中に入れた歯科材料が原因だろう、と

思いました。歯科治療のはじめには、複数の歯科材料を同時に口

の中に入れたので、どの歯科材料が精神症状の原因かわかりませ

んでした。治療が進んできて、その原因が何であるか突きとめ、

それを除去したら、強迫的な思考はピタリとやみました。二度と

戻ってくることはありませんでした。 

 結局、この症状は、化学物質によるＣＳ反応だったのではない

かと思います。ＣＳが回復するにつれて、精神症状も目に見えて

回復していきました。周囲のことをよく見渡せるようになり、頭

の中で自由に考えられるようになると、このような病的な反応は

なくなっていきました。自由に考えられること、それが心のあり

ようを決めてしまうのです。思い込みや歪んだ認知から解放され、

自分の感情をよく見据えて、コントロールできるようになりまし

た。 

 

○対人関係の問題 

 精神症状によって、対人関係にも影響が出ていました。人とコ

ミュニケーションをとるのが難しかったです。常に頭が働かない

状態なので、人と話していても、話について行けません。相手の

言ったことを理解する能力や、それに対して自分の考えをまとめ

る能力が損なわれていました。私は、自分の思っていることをう

まくまとめられず、伝えられないというもどかしさを、いつも感

じていました。「相手が自分の真意を受け取ってくれない」と残念

に思うことが多かったのですが、そもそも私自身が自分のことを

うまく伝えられないことが原因だったのだと思います。同時に、

相手の伝えたいことも、私はうまく受け取れなかったのです。人

とうまくコミュニケーションをとれませんでした。 

 人と話すときは、自分の意識を見失わないように、常に緊張し

ていました。頭がボンヤリしてくると、自分の思考の流れを見失
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ってしまいそうになります。そのため、人と会話をするときは、

コンディションのよいときに、短時間だけするようにしていまし

た。長時間話をすると、あまりにも疲れてしまうからです。 

 会話の途中でＣＳ症状を起こすと、気が遠くなってきて、会話

に集中できなくなります。そうすると、相手の言っていることも、

自分の話していることも、遠い存在のように感じられてきます。

会話の 中に気を失ってしまっては困るので、とにかく力を振り

絞って、意識を保つようにしていました。そんなとき、自分のし

ゃべっていることが、自分の口から出ているものとは思えないよ

うな、異様な感覚のとらわれることがありました。まるで、録音

したテープを再生しているような感覚です。そして、あとで思い

出そうとしても、そのとき話したことを思い出せません。そのよ

うなことが度重なると、不安な気持ちと、何とも言えない居心地

の悪さを感じました。私は、会話において、対人関係において、

自分の意志を働かせたり、自分の責任を果たすことができないよ

うに感じていました。それは、とても不安定な心持ちです。 

 私は人と話していても、相手の声が自分に届かないという感じ

を抱いていました。また、私の話したことが、本当に相手に届い

ているのか、ということも実感できません。相手の表情を読んだ

り、しぐさや声の調子を読み取る能力が低下していたのだと思い

ます。まるで、曇りガラス越しに話をしているように感じられま

した。多分、病気によって、視覚・聴覚の障害を受けていたので

しょう。そして、感覚器官から入ってくる情報を脳の中で適切に

処理する機能も損なわれていました。 

 会話のキャッチボールにおいて、自分の発したメッセージが相

手にどう受け取られ、どのように返ってくるのか、ということが

よくつかめませんでした。私は相手と心を通い合わせることがで

きませんでした。多分、当時の私と話をした人は、話が通じにく

いとか、情報のやりとりがしにくいと感じたはずです。また、私

の不用意な言葉が、相手の感情を害したこともあったと思います。

「話が通じない」「かみ合わない」「扱いにくい」と思われていた

のではないかと思います。 

 

○認知の歪み 

 また、対人関係において、感情面でのコントロールも、ときに

見失いがちでした。人の何気ない一言やそぶりがひどく気に障る

ように感じられたり、自分の精神が圧倒されたりするように感じ

られました。人の考えていることや話したことが、頭の中にその

まま、ものすごい勢いで侵入してくる感じがして、圧倒されます。 

 悪意であれ、善意であれ、相手の発するメッセージに抵抗する

ことができないまま、それが頭の中に入ってきてしまうのです。

それは、異様な感覚でした。そして、私の頭の中に入ってくる相

手の感情というのは、その人が発したそのままではなく、別の色

に染められた歪んだイメージでした。物事をありのままに受け取

れず、違った形で受け取ってしまうのです。当時の私の受け取り

方は、とても偏ったものでした。 

 例を挙げます。知り合いから手紙が来たとします。私は封筒を

開けて、手紙を読み始めます。ＣＳが重症だった頃は、文字をう

まく目で追うことができず、読むのにとても苦労しました。視神

経や、脳の視覚情報処理にかかわる部分が障害を受けていたのだ
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と思います。文字が飛びはねたり、きらめいたりするので、うま

く字を追うことができませんでした。何とか読み進めていくうち

に、私の心の中に感情が湧き起こります。その手紙に対する「嫌

な印象」です。「ああ、嫌な手紙だな。差出人は、私に対して悪意

を持っている。どうしてこんな嫌なことを書いてくるのだろう」

と思ってしまいます。その思いが、一日中頭にこびりついて離れ

ません。 

 ２，３日して落ち着いてきたとき、またその手紙を読み返して

みようと思いました。そのとき、便箋のにおいを嗅いでみると、

香料のような匂いや、防虫剤のような匂いが染みついていました。

私はその手紙をビニール袋に入れて読んでみました。あるいは、

コピーして読んでみたこともあります。変化は驚くべきものでし

た。その手紙は、差出人の好意と愛情に満ちた暖かい内容だった

からです。結局、便箋についていた化学物質の影響で、私はＣＳ

反応を起こし、脳が影響を受けてしまっていたのです。そのため、

何の悪意もない手紙を、本当に嫌な、自分を脅かすような手紙だ

と思いこんでいたのです。視覚症状が出ていたため、手紙の内容

をうまく読み取れなかったことも、思い込みに拍車を掛けました。 

 もう一つ例を挙げます。この頃の私は、相手が素っ気ない態度

をとっただけで、「この人は、私に悪意を持っている。この人は私

をおびやかそうとしている」などと受け取ったりしていました。

たいてい、私の側の心の体勢は、防衛的で被害妄想的でした。自

分の理性の力は死んでいて、コントロールのきかないままに、そ

のような感情がわき上がってきてしまうように感じました。外界

の情報を取りこむ能力が損なわれているために、物事のとらえ方

が偏っていて、思い込みが強かったです。同じ思い込みなら、よ

い思い込み（「全世界の人が私を祝福している」など）でもよいは

ずなのですが、かつての私は、なぜかネガティブな方向に進んで

いってしまっていました。 

 相手が素っ気ない態度をとったときに、状況を客観的にとらえ

て、合理的に判断することができませんでした。「忙しかったのか

もしれない」「他のことに気をとられていたのかな」「体調が悪か

ったのかも」「こういうことはよくあることだ」などと考えること

ができません。究極的には、相手は「何も考えていなかった」と

いう可能性もありますが、そのようには考えられなかったのです。 

 このような体験を書くのは、胸が痛むものです。１９９９年に

自分がＣＳだと気づき、病気によって被っている精神の障害の度

合いを意識するまでは、私はこのような心の動きに無自覚でした。

謎が解けてからは、自分の心をよく観察し、対処できるようにな

っていきました。だから、私にとって、ＣＳという診断がついた

ことは福音でした。「私の理性を回復させるもの」「私を人間たら

しめるもの」が手に入ったからです。 
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ｂ．考察 

 精神症状が出ていた当時の、私の内面を語ってきました。私の

症状がどれだけ他のＣＳ患者と共通しているのかはっきりとはわ

からないので、それを一般化していいものかはわかりません。し

かし、私の一症例を見ることで、ＣＳ患者の心の中の風景がおぼ

ろげながらでも、わかっていただけたのではないでしょうか。 

 

○私が出会ったＣＳ患者 

 私は、ＣＳがある程度回復して、外出ができるようになってか

ら、他のＣＳ患者に会う機会ができました。精神症状が出ている

ＣＳ患者にお会いしたときに、その人の態度や姿勢に、かつての

自分の姿を重ね合わせてみることが多かったです。「きっと、この

人は、以前の私と同じ精神の風景を見ているのだ」と思ったので

す。 

 私の目から見て、特に目立っていた特徴は、次のようなもので

した。まず、精神症状が出ているＣＳ患者の方は、たいてい、何

かピンと張り詰めたような緊張感を持っています。心が安らがな

いといった感じです。そして、表情が乏しく、生気がなく、ぼん

やりとしたような視線で遠くを見ている感じがします。話す内容

は、繰り返しが多く、一つのことにとらわれている感じがします。

ある考えに頭が占領されていて、他のことを考えられないという

様子です。ある人は、何かに追い立てられるように早口で、何度

も何度も同じことを話します。話している相手の様子が目に入っ

ていないように、自分のことだけを話し続けます。その内容は、

攻撃的で感情的なものが多かったです。 

 これほど極端な症状が出ていない人でも、似たような要素を持

っていたように思います。心に余裕がなく、自分とは違う多くの

考えを受け入れることができないのです。そのため、私がその人

とは別の考え方を示すと、過剰に防衛的に反応する、という方も

いました。 

 

○２つのタイプ 

 精神症状が出ている人は、大別すると、２通りのタイプに分か

れるのではないかと思います。一つは、非常に感情的で他動であ

り、衝動的であるタイプ。もう一つは、抑うつ的で、気力が乏し

く、動きも少なく、感情の表出も見られないタイプ。私は、前者

を「アッパー系」、後者を「ダウナー系」と呼んでいます。私は典

型的なダウナー系でした。だから、外見からは、それほど精神症

状は目立って見えなかったと思います。 

 ＣＳ対応の医師や支援者たち、家族の間で、特に目立って問題

となるのは、「アッパー系」の人たちなのではないかと思います。

症状が目立ち、周囲の人々に与える影響も大きいからです。また、

ふだんはダウナー系なのに、何かのきっかけで突然スイッチが入

ったかのように、衝動的な行動に出る人もいます。アッパー系と

ダウナー系とが混在しているような症例です。 

 このような対照的な２つのタイプですが、これらは、根本的に

は、同じ障害から起こっているのではないかと思うのです。それ

は、外界との正常なつながりを持てず孤立していること、自分の

心の中に閉じこめられてとらわれていることです。そのため、外

の世界や他の人々と適切な関係を結び、調和のとれた行動をとる
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ことができなくなってしまうのです。また、自分の心の内面でも、

統制された、調和のとれた世界を作り上げることができません。 

 ここからは、私が自分なりに考えた精神症状のメカニズムを書

いていきます。この考えのもととなるのは、私自身の体験と、こ

れまで私が出会ったＣＳ患者、文献から得られた情報です。その

ため、話がやや主観的になってしまうかもしれません。また、対

象となる患者のうちの、一部にしか当てはまらない可能性もあり

ます。以上のことをご承知の上、読み進めていただきたいと思い

ます。 

 

○精神症状のメカニズム（仮説） 

 人は周囲の世界を把握し、自分のふるまいが周囲に影響を与え、

やりとりする中で生活していきます。そのためには、外界を認識

する能力、外界からの情報を処理する能力、それをもとに総合的

に考え判断する能力、適切に行動する能力が必要です。図に書い

てみます。 

 
 外界からの感覚刺激・情報  

 ↓  

 情報を把握する機能  

 ↓  

 情報を処理し、考察する機能  

 ↓  

 総合的に判断する機能・自分の行動を制御する機能  

 ↓  

 行動  

精神症状が出ているＣＳ患者の場合、これらの機能のいずれか、

あるいはすべてに障害が出ているのではないかと思います。私の

場合は、すべてに大きく障害が現れていました。視覚の機能の場

合で、同じような流れ図を書いてみます。 

 
 視覚刺激  

 ↓  

 視覚情報の処理  

 ↓  

 像を結ぶ・つくる  

 ↓  

 その意味を読み取る  

 ↓  

 それをもとに考える・判断する  

 ↓  

 行動  

 

ＣＳ患者の中には、視覚の機能に異常が出ている人が多いです。

北里研究所病院では、視覚機能の検査で化学物質過敏症の診断を

下します。私は、眼筋の動きが悪く、瞳孔を制御する神経の働き

も悪かったです。検査で、異常が出ていました。そして、多分、

脳の中の「視覚情報を処理する部分」と「像を結ぶ部分」「その意

味を読み取る部分」の機能にも障害が出ていたのではないかと思

います。前述の「離人症」の症状、外界を現実感を持ってとらえ

る能力の障害は、この機能の不全から現れていたと考えられます。

＊６ ＊７ ＊８ 
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 そして、物事を総合的に考え、判断する機能も損なわれていま

した。外界と健全なつながりを持てないということが、精神症状

の現れ方に大きな影響を及ぼしていました。 

 このような状況では、人は、自分が外界から切り離され、閉じ

こめられているように感じます。私は長い間、ずっとこの「閉じ

こめられている感覚」を感じていました。その檻から出たいと思

っても、出る方法がわかりません。 

 

○感覚情報の不足 

 心理学の実験で、「感覚遮断実験」というのがあります。これは、

外界からの感覚を遮断して、人間の反応がどうなるかを調べる実

験です。被験者は、目にゴーグル（曇りガラス）をかけられ、防

音室に入れられ、手をボール紙で覆われ、視覚・聴覚・触覚の情

報を遮断されます。そのまま実験室で、何日間も過ごすことにな

ります。 

 すると、被験者達は、次第に現実感覚をなくし、まとまった思

考ができなくなります。独り言や、言葉の反復が多くなります。

そして、実験が数日にわたると、すべての被験者が幻覚を見るよ

うになります。外界からの情報が遮断されると、人の精神は足り

ないものを何とか補おうとして、不思議な働きをするのです。＊

９ 

 私がＣＳ患者として、視覚情報をはじめ、様々な外界情報を認

識する機能に障害が現れたとき、私の心も足りない情報を補おう

として、必死に働いたのだと思います。しかし、もともと適切に

外界情報を取り入れることができなかったために、多くのことを

自分の頭の中で補わなければなりませんでした。私が頭の中につ

くり上げた像は、外界に実在するものとは大きく違っていました。

それは、大変偏っていて思い込みの激しいものでした。精神症状

が出ているＣＳ患者から受ける印象、「話が通じない」「扱いにく

い」「気難しい」という特徴も、このような原因から起きてきてい

るのではないかと思います。 

 「外界の情報を取り入れる能力の障害」「内面での情報処理能力

の低下」は、ＣＳ患者の精神症状の核となる部分なのではないで

しょうか。「情報の不足」「うまく考えをまとめられない」という

ことが、孤立した精神風景をつくり上げるのです。その人の思考

空間は、空疎な状態になっています。そのことに気づいている患

者と、気づいていない患者がいます。私はそれに気づいていまし

た。気づいていながら、自分ではどうすることもできませんでし

た。 

 このような精神状態の人の心の中は、とても暗くて寂しく、虚

しいものです。明るい日ざしのもとに出たいのだけれども、閉じ

こめられていて出られない感じがします。絶対量が不足している

断片的な情報によって、固着した視野の狭い考え方が成立します。

その結果、一つの考えに執着し、それに心が占領されてしまうの

です。考えをまとめることができず、同じことを何度も何度も繰

り返し考えたり、しゃべったりしてしまいます。心の中は混乱し、

緊張し、張りつめています。感情の制御がきかず、何かのきっか

けで、突然衝動的に行動してしまいます。自分の心を自分でコン

トロールすることができず、精神の自由を束縛された状態にあり

ます。 
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 そのような症状が出ている患者は、孤独です。まわりに自分の

ことを思ってくれる人がどんなにたくさんいても、孤独です。そ

れは、心の扉を閉ざしているために、周囲の人たちの温かい気持

ちを受け取ることができないからです。自分の方から、その人達

へ向けて思いを発信することも、心を通い合わせることもできま

せん。これは、病気のために能力が損なわれているためです。本

人の心がけや努力では、この壁を突き崩すのは、なかなか難しい

のです。私も症状が出ていたときは、無力感を感じていました。

理性の力によって、いくらかは自分を管理したり、行動を抑制す

ることはできましたが、本質的に「とらわれている感じ」を解消

することはできなかったのです。私が檻から解放されたのは、結

局、ＣＳ症状が回復し、精神症状がおさまってきてからのことで

した。病気がよくなれば、孤独感から解放される日が、きっとや

ってきます。 

 ＣＳによって精神症状が出たときには、このように症状の根底

となる仕組みをわかっていることは重要です。症状に圧倒されて

いる中でも、それがわかっていれば、少なくとも自分の状態を冷

静に把握することができるからです。自分の病気のことをよく知

ることによって、対処していくことができます。知ることがまず

第一歩となります。 

 

 

 

 

 

〔３〕対処法“私の方法” 

 ＣＳによる精神症状を治す方法は、究極的には、ＣＳそのもの

を回復させることです。ＣＳ症状が軽くなるにしたがって、精神

症状もおさまってきます。 

 私は、１９９９年に自分がＣＳだと気づいたあと、自分の精神

症状と化学物質とのかかわりをよく見つめ直すことになりました。

そして、自分の精神症状がなぜ、どのようなからくりで起きてく

るのかをよく観察し、考えました。 

 それまでは、何が原因で精神症状が起きてくるのか、全く見当

がつかなかったので、このように原因がわかってきたことは、大

いに役立ちました。１９９９年当時は、化学物質によって、自分

の精神症状が出ることはわかりましたが、その症状を抑えること

はできませんでした。精神症状が回復し、多分、一般の人と変わ

らないくらいまで心の平安を取り戻すのには、その後７年の歳月

を待たなければなりませんでした。 

 ＣＳの回復と共に、精神症状はおさまってきました。その間、

私は精神症状が出ていながら、それを制御し、少しでも症状を軽

くするために、様々なことを試してみました。その中には、大き

く効果の出たものと、それほど効果の出ないものがありました。

私の行った方法を、これから紹介していきたいと思います。 
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ａ．思考力の低下・記憶の障害に対して 

○紙に書く 

 頭の中が霧で覆われていて、考えられない、頭が真っ白になる、

という症状に対して、１９９９年頃から、次のような方法をとり

ました。 

 頭の中に何かが思い浮かんだとしても、それはあっという間に

流れていってなくなってしまうので、それを何とか頭にとどめて

おかなければなりません。私はとにかく、どんなことでもすべて

紙に書いて考えることにしました。先に説明したように、思考空

間は空っぽで、そこに記憶をとどめておけないので、２つ以上の

ことを同時に思い描くことができません。紙に書けば、２つのこ

とを同時に目に入れることができます。また、考えるそばから次々

と忘れていってしまうので、その思考の過程をいちいち紙に書き

出しました。 

 これは、何も難しくて複雑なことを考えるために、紙に書いて

いたのではありません。料理をするのに、フライパンを使うか鍋

を使うか、ということや、牛乳を飲むか水を飲むか迷ったときに

どちらにするか、なんてことまで、いちいち紙に書いていました。

今日は靴を履いていくべきなのか、サンダルにした方がいいのか、

半袖か長袖か、などということも、紙に書かないと決められませ

んでした。 

 紙に書いていても、だんだん自分の考えを見失ってしまうこと

がありました。自分の書いた字をうまく読めなかったり、何が書

いてあるのかわからなくなったりします。途中で気が遠くなって

きたりします。簡単なことを考えるのでも長い時間がかかりまし

た。休みながら、少しずつやりました。これを繰り返していくう

ちに、だんだん慣れてきて、少しずつ複雑なことも考えられるよ

うになってきました。訓練の結果、日常生活の単純なことは、紙

に書かなくても決められるようになりました。 

 年を経るごとに、考え方のテクニックが身についていき、より

込み入った選択や判断ができるようになっていきました。私の手

元には、紙に書いて考えたときに記録がいくつか残っています。

それを見ると、自分の脳が働かない状態と格闘していた頃のこと

が思い出されます。現在は、よほど複雑で難しいこと以外は、紙

に書かなくても考えられるようになっています。 

 

○マニュアルをつくる 

 私は物事の手順を覚えられず、次に何をしていいのか思い出せ

ないことが多かったです。例えば、食器を洗うときに、洗ったり

すすいだり一連の作業があるわけですが、私は途中で何をやった

らいいのかわからなくなっていました。途中で、手が完全に止ま

ってしまい、次の行程を思い出すことができません。いっしょう

けんめい考えると、ようやく思い出すことができますが、それで

精神力を使い果たして、くたくたになってしまいます。ひとつも

家事をこなすのに、とても多くの時間がかかりました。また、作

業の途中でぼんやりしてしまい、いつの間にかそれを中断して、

別のことを始めてしまったりしていました。中途半端な状態で投

げ出された作業が、家のあちこちに散在しているような状態にな

っていました。 

 この問題に対処するために、毎日繰り返す基本的な家事につい
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ては、手順を書いたマニュアルをつくって、壁に貼っておきまし

た。それを見ながらやれば、いちいち考え込まなくてもできるの

で、疲れ果てることがないし、手が止まることもないわけです。

２００３年に、食器洗いに使っていたマニュアルが手元にあった

ので、例として、巻末に載せておきます。 

 朝起きて、顔を洗ったり歯みがきしたり、髪をとかしたりする

ことすら、手順を覚えていられませんでした。それで、「朝のマニ

ュアル」「夜のマニュアル」をひととおり紙に書いて、目につくと

ころに貼っておきました。貼っておかないと、その紙をどこにし

まったのか、思い出せなくなってしまいます。料理をするときも、

レシピとは別に、使う調理器具のリストや手順（後片づけまで）

を、事細かに書いた紙を作成しました。 

 その予定表をつくるのが、一苦労でした。もともと働かない頭

だからこそ、そのような予定表をつくろうとしているのです。ウ

ンウンうなりながら書きました。ときには、何時間もかかりまし

た。しかし、作業を始めてから、途中で考えるよりは効率がよか

ったです。一度つくってしまえば、何度でも使えます。このよう

なマニュアルがないと、簡単なことでも途中でわからなくなって

しまい、成し遂げられなくなります。マニュアルをつくるように

なってから、家事に要する時間は短縮され、効率よくなりました。

また、「 後までやり遂げられないのではないか」という絶望感か

らも解放されました。 

 

○繰り返すうちに習慣となる 

 日常的な家事については、そのマニュアルを何度も何度も使っ

ているうちに、だんだん慣れてきて、手順を覚えられるようにな

ってきます。頭で考えなくても、体が覚えてくれる、という感じ

です。食器洗いの手順表も、はじめは一行程ずつ確認しながらや

らなければなりませんでしたが、慣れてくると、ときどき眺める

程度になり、半年後には、マニュアル自体が必要なくなりました。

新しくはじめることについては、いちいちマニュアルをつくりま

したが、慣れてきて体が覚えると、そのマニュアルは必要なくな

るのです。そのようなことを繰り返しているうちに、家事の 中

に何をしていいのかわからず、呆然と立ちつくすことはなくなっ

ていきました。家事以外のことでも、事前にいちいちマニュアル

をつくるのは、とても便利でした。これが習慣になっていきまし

た。 

 今は回復して、このようなマニュアルをいちいちつくらなくて

もよくなりました。頭の中で考えられるからです。これまでの経

験を思い起こして生かすこともできます。しかし、当時は何をす

るにも、思いつかず考えられなかったので、このようなマニュア

ルは有効でした。すべてのことを、一から始めなければならず、

地道な努力がいりました。しかし、それはとてもやりがいのある

作業でした。自分の進歩の様子が手に取るようにわかって、うれ

しかったです。 

 

○外出のマニュアル 

 ＣＳ対策をするうえでも、紙に書くことは役立ちました。日常

生活で、常に化学物質に曝され、症状を起こす恐れがあるわけで

すから、それを予想して危険を避けることは重要でした。そのた
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め、あることを行う前には、その度にマニュアルみたいなものを

つくっていました。例えば、買い物に行くときは、玄関から出た

瞬間から、玄関に戻ってくるまで、すべての行程を紙に書き出し

ます。そこには、道中に化学物質に遭遇する危険性のある場所を

書いたり、自分がどのように行動したらよいかを事細かに書きま

した。そのマニュアルを巻末に載せました。 

 

○メモをとる 

 記憶力が悪く、物忘れが多かったので、もうひたすらメモをと

りました。トイレに行って、トイレットペーパーがなくなること

に気づき、買おうとしても、次の瞬間には忘れてしまいます。そ

のようなことを思いついたら、すぐにいちいちメモしていました。

メモしたこと自体も忘れてしまいますし、メモ用紙もどこかにな

くしてしまいます。それで、定位置にメモ用紙を貼っておいて、

そこにメモするようにしていました。離れたところにいて面倒で

も、わざわざメモの場所に来て、書きます。それを一日の終わり

に手帳に書き写して、外出時に持っていくようにしていました。

こうやって買い物の用事やそのほかの用事をこなせるようになり

ました。 

 

○役に立った本 

 このやり方は、「ひらめきすぎる人々」（ロクスケ著、ヴォイス

出版）に書いてあった方法を参考にしたものです。この本の著者

は、「注意欠陥障害（ＡＤＤ）」（注意欠陥多動性障害ＡＤＨＤとも

言います）の患者で、「物事を覚えていられない」「考えがまとま

らない」「注意がそれる」「時間の感覚が弱い」など、当時の私と

共通の症状を持っていました。私は当時、私のように頭の働きが

悪い人は他にいないと思っていたので、この本に出会ったときは、

とても感激しました。 

 この方は、「休日に遊びに出かけようとして駅に行き、気づくと

普段の通勤電車に乗って会社に向かっていた」というような体験

をしており、頭のぼんやり度では、全く私と同じような症状を抱

えていました。そのような精神症状が出ている人が他にいること

に、当時の私は勇気づけられました。また、この方が書いている

体験と症状の内容を読むことで、自分の身に起きていることを、

より深く構造的に理解することができるようになりました。 

 そして、この本で紹介されている「対処法」は、とても具体的

でした。この本に出会った当時（２００３年頃）、むさぼるように

読み、できることはなんでも真似して試してみました。ここで紹

介したメモをとる方法、マニュアルをつくる方法の他に、キッチ

ンタイマーや目覚ましを使って時間を管理する方法、効率的な家

事の仕方などが書かれています。それが、有能な主婦が毎日の家

事をこなすためのマニュアルではなく、頭が真っ白になる人のた

めに書かれたものなのです。他の人が難なくこなせることについ

ても取り上げ、よく注意して対策が書かれています。一般の人向

けの家事や時間管理のマニュアルは、当時の私にはとても難しく、

実行できそうにないものでしたが、この本の方法は、私にも実行

することができました。 

 私はこの本の著者にとても感謝していて、いつかこのように、

人の役に立てる情報を自分から発信できないかと考えていました。
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このサイトをつくろうと思った動機はそこにあります。サイト開

設から２年を経過し、多くの人々に「役立ちました」といっても

らえるのは、とてもうれしいものです。私は開設当初の目的を達

成することができました。この本の著者とは面識がありませんが、

間接的な形で（社会に還元する形で）感謝の気持ちを表すことが

できたと思っています。他にも、多くの本が私を導いてくれまし

た。それらの本に対する感謝の気持ちも、このサイトをつくり運

営していく動機になっています。 

 

○日記をつける 

 どのようなことでもいちいち記録をとることは、頼りない記憶

力を補うために効果的でした。私は毎日日記をつけました。日記

といっても、日々の出来事やＣＳ症状を簡単に記録したものです。

何か起きたときに、過去の記録を読み返せば、同じような事態に

対処するのに役立ちます。また、日記をつけること自体が、記憶

力を鍛えることに役立ちました。毎日、日記をつけていると、自

分の生活をふり返ったり、頭に留め置いたりする習慣が身につい

たように思います。 

 日記はつけ始めてから、７年になります。毎日、自分の１日の

行動をふり返り記録をつけることで、自分の行動を意識的に把握

する能力が身につきました。自分が病気のためにおかしな行動を

したり、妙な感情に襲われたときに、それをよく把握して修正す

ることができるようになりました。私は、自分の心を自分では制

御できないように感じていたので、コントロールを取り戻すため

に役立ちました。 

○時間感覚の訓練 

 かつての私は時間の感覚が悪く、どのくらい時間がたってしま

ったのかが、実感としてわかりませんでした。気づくと数時間た

ってしまっていたり、待ち合わせの時間に合わせることや、バス

に乗り遅れないようにすることが、とても難しかったです。家を

出るまであと何分あるのか、というのが実感としてわかりません

でした。また、一日の予定を立てるのに、何をするのにどのくら

いの時間がかかるのか、ということや、どのような手順で行けば

いいのか、という見通しを立てることができませんでした。なん

でも、行き当たりばったりです。一度、外出すると、放浪してい

るかのように思いつきで行動してしまい、食事をとったり家に帰

ったりすることを忘れてしまいました。２００３年頃に、このよ

うな時間感覚の不足を補うために、いろいろなことを試してみま

した。 

 まず、何をやるにもキッチンタイマーをかけることにしました。

部屋の片づけをはじめると、とりとめもなく何時間でもやってし

まうので、いつまでやる、という終わりの時間を決めてしまい、

タイマーをセットします。片づけの途中に、他のことに気がそれ

て、それに没頭してしまったときなど、注意を引き戻すのに役立

ちました。当時は、一日中キッチンタイマーをセットして、時間

管理をしていました。やはり、途中で注意がそれてしまい、予定

どおりには行かなかったのですが、何もない状態よりは、自分の

生活を管理しやすくなりました。 
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○時計を設置 

 他にやったことは、家中に時計を置いたことです。ＬＤＫと玄

関には、学校や駅に掛けてあるような大きな時計を買ってきて、

設置しました。他に、すべての部屋に時計を置きました。夫には、

「こんなにいっぱい時計を置いて、せわしない。こんなのなくて

もだいたいわかるだろ」と言われました。しかし、私にはそれが

わからなかったのです。 

 時計を買うときは、文字盤や針がはっきり見えるデザインのも

のを選びました。地の色は白、数字や針は黒で、余計な装飾のな

いものです。時刻を表す数字が書かれていないデザインのものは、

注意力が足りないので、すぐに見間違えてしまいます。見やすさ

を重視して、選びました。 

 この作戦は、とても効果的でした。それまでＬＤＫには、小さ

な目覚まし時計があったのですが、私の当時の注意力では、小さ

すぎて見過ごしてしまいます。巨大な時計を壁に掛けて、ことあ

るごとに時間を確認しました。１日に１００回以上は見ていたと

思います。常に時間を確認していることは、私にとって、大きな

安心感でした。何度も見るうちに、自然と時間の感覚が身につい

てように思います。 

 ちなみに、私は腕時計をする習慣がありません。腕がかぶれて

しまうのでつけられませんでした。また、２００１年に電磁波過

敏症を発症してから、金属製品を身につけられなくなりました。

腕時計を使える方は、もっと時間の管理がしやすいはずです。し

かし、当時の私の注意力では、腕時計の小さい文字盤を間違わず

に見ることは難しかったと思います。そのくらい、注意力が落ち

ていました。家の中では、大きな壁掛け時計を使い、外出時には、

キーホルダー型の時計をカバンにつけて持って歩きました。文字

盤が大きく、針や数字が見やすいデザインのものです。 

 時計を買ったばかりの頃、時計の針をじっと眺めていることが

ありました。秒針が動いていって一周する様をじーっと見ている

のです。２周、３周するのを見て、「今、２分たった」「３分たっ

た」と時間の長さを感じ取ろうとするのですが、当時は実感とし

ては、どうしてもわかりませんでした。針を見つめているうちに、

気が遠くなるような、実体をつかもうとしているのに対象物を見

失ってしまうような感覚を感じました。 

 今では、秒針を見つめるなどということはやっていません。意

識を集中して、時間を感じ取ろうとしなくても、常に時間は私と

寄り添うように一緒にあって、自然と進んでいるのがわかるから

です。体内時計と、時計の時間とが、同調して共に進んでいる感

じです。 

 

○家事の時間をはかる 

 まだ、時間の感覚がわからなかった頃、いつの間にか時間がた

ってしまい、それがよくつかめなかったので、家事をやるときに、

時間を計ってみることにしました（２００３年頃）。皿洗いや、洗

濯、料理、爪を切るときまで、いちいち時間を計り、一覧表にし

ました。計ってみないと、どのくらいかかるのか、見当がつきま

せんでした。意外なものに意外な時間がかかっていたりして、発

見があって面白かったです。そして、当分の間、家事をするたび

に時間を計りました。そうすると、自分の感覚では全くわからな
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いのに、たいていいつも同じくらいの時間がかかっていることが

わかります。それが面白くて、ずいぶん時間の計測を続けていま

した。これによって、全くつかめなかった時間の流れの感覚が、

少しずつつかめるようになってきました。 

 時間の感覚は、少しずつ回復して、実感が持てるようになって

いきましたが、思考力が回復するのよりも、ずっと回復が遅かっ

たです。訓練の成果が現れるのに、時間がかかりました。とにか

く効果があったのは、時間感覚の不足があることを意識して、時

間管理に目を向けるようになったことです。目に見えて効果が上

がらなくても、意図して対策を行うこと自体が、私の精神に変革

を与えることになったと思っています。  

 時間感覚は、訓練の効果と、ＣＳ体質自体の回復によって、ど

んどん身についてきました。訓練の効果とＣＳ回復の効果を比較

してみると、ＣＳ自体が治ってきた効果の方が大きかったように

感じます。あるとき、突然、時間感覚が実感としてわかるように

なった時期がありました。まるで、天から降ってきたかのように、

あるとき突然、目が開かれたのです。多分、脳の機能が回復して

働くようになったからだと思います。 

 時間感覚は、とても便利です。時計やキッチンタイマーを使っ

て、必死で努力していた頃をなつかしく思います。今は意識せず

とも、自然と時間感覚がわかるようになりました。ＬＤＫの時計

は、今でも壁に掛かっています。時間感覚がわからなかった頃に

は、私は何度この時計を見たことでしょう。現在は、１日に数回、

目をやる程度ですが、今でもこの時計に強い愛着を感じています。 

 

○バスに乗る 

 もう一つ、時間感覚を訓練する上で役に立ったのは、バスを利

用するようになったことです。２００４年８月に、私は自宅の車

に乗れなくなってしまい、移動手段としてバスを利用せざるを得

なくなりました （→第８巻「スモール・データ・バンク」バス

参照）。 

 バスの時刻表を見たり、乗り継ぎを考えて計画を立てることが、

時間感覚の有効な訓練となりました。車で移動していたときは、

好きな時間に好きなところに出かけられたのですが、バスの場合

は、乗り物の方の都合に合わせなければなりません。時間感覚が

希薄だった私にとっては、それはとても難しい課題のように感じ

られました。 

 正確にバスに乗るためには、注意力が必要です。次の３つがそ

ろわないと失敗してしまいます。 

（１）時刻表を間違えずに読み取ること。 

（２）バスが到着する時間までに、停留所にたどり着くこと。 

（３）目当てのバスに間違わずに乗ること。 

この３つのどれが欠けても失敗です。普通の人には当たり前のこ

とも、私にとってはとても難しく、自分の能力が及ばない感じが

していました。 

 私は注意力が足りなく、時間感覚も悪かったので、初めのうち

は、失敗ばかりしていました。時刻表を読み間違えてしまうので、

停留所でいくら待っていても、バスが来ません。また、自分では

時間通りに停留所に着いたつもりなのに、実際は遅れていて、す

でにバスが行ったあとだったりします。「バスがちょうど来たな」
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と思ったら、間違って行き先の違うバスに乗ってしまいます。必

ずどれか失敗するので、予定どおりにバスに乗れたためしがあり

ませんでした。 

 失敗の結果は、そのまま自分の身に降りかかってきます。間違

えたときは、その後、何十分も次のバスを待ったり、何ｋｍもト

ボトボと歩かなければなりませんでした。私は、次々と間違える

ので、出かけた先から永遠に家にたどり着けないのではないかと、

途方にくれたこともありました。 

 私が利用していた路線で運行するバス会社の運転者さんは、と

ても親切に対応してくれました。私が間違って行き先の違うバス

に乗ってしまったときは、目的地に行くのに便利なバス停で降ろ

してくれ、どのバスに乗ったらいいのかを教えてくれました。そ

のとき、運賃は取られませんでした。この親切は身にしみました。

いくら失敗しても、またやりなおそうという気になったものです。

そうやって、何度もやりなおしをしていく中で、だんだん間違い

が減っていきました。 

 「直観」というのは、論理的な思考力を伴わず、突然正しい回

答を見出すような能力のことですが、これは、急に身につくもの

ではないようです。多くの経験を積んで、繰り返し訓練した結果、

意識せずとも解決に至るようになる、それが直観力の正体だとい

うことです。＊１０  

 何度も失敗し、それを立て直しやりなおしていく中で、バスに

乗るときの勘のようなものが身についていき、特別意識しなくて

も、間違わずに乗れるようになっていきました。自分の頭の中に

“バス時間”みたいなものができあがって、それに合わせて行動

できるようになった感じです。バスは定刻通りにくることは少な

く、５～１０分遅れてくるのが常ですが、その遅れも見越して行

動できるようになっていきました。 

 夫は普段、車で移動しているので、バスに乗る機会は少ないで

す。ときどき２人で一緒にバスに乗るときには、乗り慣れない人

がよく間違えそうな点を、あらかじめ私が夫に教えてあげられる

ようになりました。 

 バスに乗り始めの半年間は、電磁波過敏症のため、地下鉄・Ｊ

Ｒ線・市電には乗れなかったので、どこに行くにも、バスを乗り

継いでいきました。市の公共交通は、地下鉄やＪＲ線の路線を中

心に交通網が作られています。そのために、バスだけで移動しよ

うとすると、接続が悪く、便数も少ない路線を辿っていけなけれ

ばなりませんでした。私はいろんなところに行ってみたいと思い、

新しい路線に次々とチャレンジしました。失敗も多かったけれど、

着実に行動半径が広がっていきました。  

 ２年間のバス利用期間を経て、今はまた自家用車に乗れるよう

になりましたが、バスで移動することは、時間感覚の強力な訓練

になりました。それと、現在、車で移動していて思うのですが、

バスは街の人とふれあうよい機会になったと思います。乗客の会

話や、何気ないそぶりなどに、人々の生活の様子が感じられて、

見ていて飽きることはありませんでした。車は便利なものですが、

案外孤独な乗り物だという感じがしています。ときどきバスに乗

ると、ホッと気持ちが安らぐ感じがあります。 
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○文章を書く 

 私は働かない頭を働かせるために、いろんな方法を行ってきま

したが、もっとも効果的なリハビリだったのは、このサイトの文

章を書いたことです。２００３年の１０月頃から、原稿を書き始

めました。 初は、考えをまとめられず、断片的なメモをたくさ

んつくっただけでした。それを組み合わせて、まとまった記事に

するのに、多くの時間が必要でした。２００４年の６月頃から、

ようやくまとまった思考ができるようになってきました。全体の

構成を考えたり、記事の順序を整えたりすることができるように

なってきました。そして、構想から約１年後の２００４年８月に、

ついにサイトを開設することができました。 

 当時は、更新する記事を書くのにも、現在の１０倍くらいの時

間がかかっていました。頭の中を整理してまとめ、文章に書き表

すというのが、とても難しかったです。その後、定期的に更新し

ていくうちに、訓練によって、頭の働きがよくなっていき、より

複雑な内容も要領よくまとめられるようになっていきました。今

でも、私は心の中に、サイト開設当時の自分の姿を思い浮かべる

ことができます。ほんの簡単なことでも、頭にとどめておけず、

床に転がり、うなりながら文章を書いていた頃のことを…。今の

私とは、まるで別人のように感じます。 

 これまで書いてきた記事は、どれも苦労なしには書けなかった

ものですが、努力した分、私に確かなものを与えてくれたと思い

ます。これからも、このリハビリを続けていこうと思っています。 

 

 

ｂ．感情面での障害と対人関係の問題 

 次に、感情面でのコントロールについて、私が行った方法を紹

介します。そして、それと大きく結びついている問題、対人関係

での対応についても、書いていきたいと思います。 

 

○精神症状を自覚する 

 まず、一番 初に大切なことは、自分が病気であることを自覚

することでした。感情のコントロールが効かない感じが、常にあ

りましたが、それは化学物質が原因になって起きている症状なの

だと、はっきりと自覚することがスタート地点になりました。 

 自分の意志とは関係なく、ある感情が湧き起こったときに、そ

れが化学物質によって起きていることに気づくこと、脳がエラー

を起こしていることに気づくことは重要です。前に手紙の例を挙

げましたが、あのとき、便箋についている化学物質によって、悪

感情が引き起こされたことに気づかなければ、差出人との関係が

悪化してしまいます。せっかく好意で手紙をくれた人の気持ちを

無にしてしまいます。だから、その悪感情が化学物質によって起

きていることを知ることは大切です。手紙の場合は、ビニールに

入れたりコピーをとることで、化学物質に影響されない本来の自

分の気持ちを確認することができました。 

 化学物質への過敏性が高いと、日常的にこのようなことが起こ

ってくるので、どこからどこまでが化学物質の影響なのかを見分

けるのは、難しいです。だから、常に心の中の理性の目を曇らせ

ないようにして、自分の感情や行動を見張っている必要がありま

す。対人関係においては、特にこの監視の目は必要で、１回の失
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敗が、相手との関係を決定的に破壊することもあるので、慎重に

対処するべきです。ＣＳ患者は、周囲の人の協力なしには暮らし

ていけませんが、心のレンズの歪みや思慮の不足から、人間関係

を壊してしまうリスクが高まっています。とにかく冷静に、慎重

に対応することが必要です。 

 私は、比較的、自分をモニターし監視する能力が保たれていま

した。しかし、ＣＳ症状の出方によっては、この監視能力が（病

気のために）損なわれてしまい、働かなくなってしまっている人

もいます。その場合は、衝動的に行動してしまい、周囲の人との

関係を損ねてしまいます。もし、監視機能が病気のために大きく

損なわれてしまっていたとしても、誰にでもほんのわずかにでも

残された心の目があるはずです。まず、第一歩として、自分が病

気によって精神症状が出ていること、自分の能力が損なわれてい

ることを自覚することが必要です。その不足を知ってはじめて、

それを補うことができるからです。 

 

○記録をとる 

 私の場合、この理性の目を育てるために、日記をつけたり記録

をとったりすることが有効でした。心がモヤモヤしてコントロー

ルできないようなときは、紙に書いて気持ちを整理するようにし

ました。 

 化学物質によって感情面での障害が現れたときには、まずは化

学物質を除去することが重要です。その影響がなくなれば、平安

な心が戻ってきます。しかし、近隣の農薬散布のように、容易に

取り除けない場合もあるでしょう。私の場合、２００３年頃まで

は、農薬にさらされると、気持ち悪い夢を見たり、うなされたり

することが多かったです。昼間起きていても、今までの記憶の中

から、嫌な記憶だけが走馬灯のように次々と浮かんできて、本当

につらかったです。この記憶の再生は、まるで農薬によってスイ

ッチが入ったかのように自動的に頭の中を流れました。 

 記録をとっていると、ある一定のパターンがあることに気づき

ます。「農薬」→「走馬灯」というのは、毎回毎回同じように繰り

返されるパターンだったので、そのうち農薬にさらされたときに

「そろそろ、走馬灯が来るな」と予想できるまでになりました。

「走馬灯」自体は、とめられませんでしたが、その症状にのまれ

ずにすみました。 

 農薬にさらされたあと、回復するのに数時間～数日かかりまし

たが、発作の後半には、「走馬灯」の内容も、嫌な思い出から、だ

んだんいい思い出に変わっていき、 後にはなくなっていきまし

た。月日がたって、ＣＳが回復してくると、農薬に対する過敏性

も下がっていき、このような発作は起こらなくなり、「走馬灯」自

体が現れなくなってきました。 

 

○感情を修正する 

 感情面で障害を受けている患者は、外界で起きた出来事をあり

のままに受け取れず、歪んだ形で受け取ってしまっている可能性

があります。また、頭の働きが思うようにいかず、考えられなく

なると、曲解したり思い込みで判断したりしてしまいます。これ

についても、自分の病気に気づいて対処していくことが必要です。 

 よくない感情や、自分が手に負えないような強い感情が湧き起
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こったときに、それを手なずけ、コントロールする必要がありま

す。私はこの感情面での「修正」をよく訓練して行うようにして

きました。これは、自分の気持ちをコントロールしたり、対人関

係のトラブルを防ぐのに有効でした。健康な人なら意識せずに、

自然とできることなのかもしれませんが、病気なので、しかたな

いのです。反社会的であったり、人を傷つけたりする（自分を傷

つけることもある）感情が起きてしまったときは、それを正さな

ければなりません。 

 例えば、自分の感情をコントロールするためには、次のように

やります。２００２年頃、隣家の庭で農薬散布を行ったとき、私

の心の中に自然と湧き起こってきたのは、次のような感情でした。

これは、農薬によりＣＳ症状（精神症状）が加わって起きてきた

ものでした。 

「ショック。どうしよう。すごく具合が悪い。私は、どうかなっ

てしまうんじゃないだろうか。二度ともとの体調には戻れないの

では？ 二度と家の周囲の外気はよくならないんじゃないだろう

か。隣の家でも、近所の他の家でも、次々とまかれるんじゃない

だろうか。この家には、もう住めないのかもしれない。この家を

捨てて、よそへ行かなければならないのかも。私の病気は永遠に

治らないのではないだろうか。世界中で、農薬散布が行われてい

る。私の居場所はどこにもなくなってしまうんじゃないだろう

か。」 

 悪い感情や思い込みがどんどん広がっていって、絶望的になり

ます。これを、よく考えて、自分の理性の力で、次のように修正

するのです。 

「農薬は、散布した直後が高濃度で、時間がたつと薄まる。今は

苦しいけど、明日になれば、もっと楽になるはず。確かに症状は

何日も続くけど、永遠というわけではない。現に、去年まいたと

きは、３日くらいでよくなってきた。あと３日、 初の３日間だ

けがんばれば、大丈夫。隣の家では、１年に１回しかまかないこ

とは、毎年の状況を見ていればわかる。近所の家でまいたとして

も、多分、去年と同じような感じだろうから、それなら何とか耐

えられる。大丈夫。とにかく３日だけがんばれば、あとは楽にな

るはずだ。」 

 事実を冷静に分析すること、そして、よい方へよい方へ考える

こと、自分で自分を励ますことが大切です。 

 

○対人関係における感情の修正 

 対人関係においても、ＣＳのため悪感情にとらわれることが多

かったです。先の農薬散布の例を挙げて、隣人との関係を考えて

みます。私の心に自然と湧き起こった感情は、次のようなもので

した。 

「ひどい。農薬は毒なのに、そんなものをまくなんて。環境破壊

になるし、隣人は、とんでもない人だ。あの人は農薬を散布する

ことで、私をこんなに苦しめていて、何とも思わないのか。何か

気に入らないことでもあるのだろうか。何かの腹いせなのだろう

か。」 

これを次のように修正します。 

「隣家の人は、何も私を苦しめるためにまいたのではない。それ

はＣＳでなければ、普通の行為であり、隣家の人には植物を虫か
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ら守る権利がある。散布量も、一般家庭の庭では標準的な量のよ

うだ。大量にまいたわけではない。確かにこの世から農薬がなく

なってくれれば助かるとは思うけれども、それをすぐに実現する

のは、難しい。現実を受け入れることも大切だ。私も、隣家の人

と同じように、自覚しないままに、人に迷惑を掛けるようなこと

をしているかもしれない。お互い様だ。」 

 とにかく対人関係で重要なのは、相手の立場に立って考えると

いうことです。自分がもし相手の立場だったらどう思うだろうか

と考えます。これは、思考力が働かないと、とても難しいことな

のですが、がんばって訓練します。繰り返すうちにだんだんでき

るようになってきます。実をいうと、「相手の立場に立って考える」

ということは、多分、ＣＳ患者でなく、一般の人でも難しいこと

なのではないかと思います。本当の意味で、これを実行できる人

は、実際は多くはないのではないでしょうか。私自身も、がんば

って努めてきても、まだまだ不十分だと思っています。それでも、

少しでもよい方向に自分を変えていく努力は必要です。 

 私は理性の力でむりやり自分の考えを変えました。しかし、そ

れは対人関係にとってもいいことだし、自分自身の心の平安を保

つためにも、とてもよいことなのです。修正前の考えと、修正後

の考えとでは、どちらが気持ちが楽になるでしょうか？ 考え方

一つで気持ちを楽にすることができます。この気持ちの切り替え

のためにも、紙に書いてよく考えることは、役に立ちました。 

 これを繰り返しているうちに、自分の「考え方」のパターン自

体も、どんどん変わってきます。はじめは否定的で、絶望的な考

え方ばかりしていたとしても、前向きで合理的で建設的な考え方

をしようと意図しているうちに、自然とそのような考えが思い浮

かぶようになります。これは、思考の習慣を作り替えることです。

訓練によって、よい方へよい方へと作り替えていくことができま

す。それは、ＣＳ生活に役立つことでもありますし、ＣＳが治っ

た後の人生にも役に立つことです。 

 私は、この“思考の修正”を１０年近くやってきていますが、

自分の考え方が、本当に大きく変わってきたと感じます。感じ方

や思考のパターンがよい方に変化すると、日々の幸福感が確実に

増します。私は今まで身につけてきたスキルを、自分の人生の財

産だと思っています。これは、精神症状の有無にかかわらず、ど

んな人にでも有効な方法だと思います。試してみることをお勧め

します。 

 

○症状の波 

 精神症状が強く出ていたとき、私は自分の心を自分で所有して

いない感じ、自分の手には負えない感じがしていました。農薬の

曝露による「走馬灯」のようなときには、他のことを全く考えら

れません。家族と交流したり、受け入れたりする心の余裕もあり

ませんでした。そのようなとき、私はずっと一人でいるようにし

ていました。 

 症状には波がありました。比較的、精神症状が軽いときと、ひ

どい症状に襲われているときとです。それは、化学物質の曝露量

と連動していました。症状が悪いときには、私は柔軟な考えがで

きず、心に余裕がなく、神経がピリピリしていました。そのとき

には、周囲の人に対して、とげとげしい言葉を発したりしてしま
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います。当時は、自分の力では、どうにもコントロールできませ

んでした。そのようなときには、なるべく人とかかわり合いにな

らないように（他の人に害を与えないように）、一人でいることに

しました。孤独でした。 

 私は、自分が口を開くことで、他の人の気分を害することを恐

れました。周囲の人に対して申し訳ないし、人との関係が悪化す

ると、そのまま自分の身にも降りかかってきます。このように冷

静に判断する力は残っているのに、それでも感情的な障害のこと

は、自分の力ではどうすることもできませんでした。 

 症状には波があるので、自分の病状がどのようなレベルにある

のかを把握していることは必要です。それによって、自分の能力

の限界を知って、対応できるからです。自分の精神が自分の力で

コントロールできない状態というのは、痛ましい状態ではありま

すが、それを認めて対処することは可能です。ＣＳが回復してく

れば、だんだんと精神の自由を取り戻すことができるようになり

ます。 

 私は今では、心の目が開いたようになり、外界で起きているこ

とをよく受け取れるようになりました。自分の心に湧き起こって

いる情感が、豊かで温かいものになったと感じます。心の中が暗

く貧しかった頃は、それを補うために、力を総動員して、理性の

力で修正していました。今は、そのような人工的な手段を使わな

くとも、自然の感情の湧き起こるままに暮らすことができていま

す。夫の目から見ると、私はまだまだ物の考え方が固くて頑固な

ところがある、ということですが、だいたいの面で生活はうまく

いっています。 

☆薬物治療について 

 ＣＳ患者の中には、薬を飲むと具合が悪くなってしまう人が多

いのではないかと思います。実際に、向精神薬を飲むことで、体

調を悪化させてしまった人の話をよく耳にします。私は１７歳の

時、精神科で処方された抗うつ剤のために、ひどい具合悪さに襲

われました。薬が体に合わなかったのだと思います。だるさのた

めに、寝たきりになりました。 

 このような体験があったので、私は向精神薬のことを頭から否

定してしまっていました。 

 ところが、あるＣＳ患者の状況を目の当たりにして、その考え

をあらためることになりました。私の知り合いのＣＳ患者の方は、

ひと頃、精神的にかなり追いつめられていて、非常に悲観的にな

っており、自殺の危険がありました。私はすぐにでも何らかの対

処が必要だと感じましたが、薬を飲むと、さらにＣＳが悪化する

のではないかと思っていました。 

 この方は、その後、あることがきっかけで、抗うつ剤を飲むこ

とになりました。その薬は、とてもよく効きました。ＣＳ症状自

体に効果があったわけではないのですが、精神的には、とてもよ

くなり、副作用もほとんどでなかったのです。気持ちが明るくな

り、自殺したい気持ちもなくなりました。家族は一安心しました。 

 この例を見て、私は、薬を全否定していた自分の考えは間違っ

ていたのだと気づきました。もし、副作用なく服用できるのであ

れば、薬は苦しいときの重要な助けとなります。体に合う薬を見

つけることができるなら、向精神薬も重要な選択肢だと思いまし

た。精神的に苦しいと感じている人は、試してみるのも一つの方
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法だと思います。ただし、ＣＳ症状が悪化する恐れもあるので、

慎重に試すことが重要です。医師とのコミュニケーションも大切

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆食事について 

 脳の働きをよくするためには、栄養をとることが欠かせません。

私は食生活を改善することで、「物忘れ」や「思考力の低下」など

の精神症状が、劇的に改善しました。２００３年３月のことでし

た。（詳しくは、第２巻「過敏性を下げる」〔１〕に書きました。） 

それまでは、デンプン質と野菜を中心に、ほとんど菜食に近い食

事をとっていました。「少食」を心がけ、食事の摂取量も少なかっ

たです。脂肪はほとんど摂りませんでした。 

 ２００３年に、タンパク質（特に動物性のもの）と脂肪（動物

性＋植物性）を積極的に摂るようになって、思考力はみるみる回

復しました。頭の霧が晴れ、よく考えられるようになりました。

また、いろんなことに興味がわくようになり、行動が積極的にな

りました。そして、無感情な状態から、常に楽しい気分で過ごせ

るようになったのです。 

 私は低タンパク・低脂肪の食事を１０年以上にわたって続けて

いたので、長年にわたり栄養が不足している状態が続いていたよ

うです。食生活を変えた当初は、足りなかった栄養が体にしみ込

んで行き渡るような感覚がありました。体に力がわき、全身に温

かさが出て、頭の働きがよくなりました。心の目が開けたように

感じたものです。 

 私の食事法は、「注意欠陥障害（ＡＤＤ）」の人のためのガイド

ブックを参考にしました。（この病名は、「注意欠陥多動性障害（Ａ

ＤＨＤ）とも言います。） 

「わかっているのにできない脳１・２」ダニエル・エイメン／著、

花風社／刊 
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この本の著者によると、神経細胞を形づくっているのは、タンパ

ク質や脂肪であり、神経伝達物質は、ほとんどタンパク質ででき

ているということです。食事によって、これらの栄養を摂ること

で、脳の働きがよくなるのではないかということです。脳が正常

に働くためには、栄養が大切です。そのことを身にしみて感じた

体験でした。 

 もし、いつも頭がボンヤリして気が晴れず、物忘れが激しいよ

うであれば、もしかしたら栄養が不足しているのかもしれません。

食事を改善することで、精神症状が回復する可能性があります。

心当たりのある方は、よく検討してみてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔４〕ＣＳ患者の周囲の方々へ 

ａ．家族の方へ 

 ＣＳ患者の家族の方は、大変な苦労をされているでしょう。患

者が身のまわりの化学物質に反応してしまうため、家族も生活の

大部分を患者に合わせて変えていかなければなりません。体調の

悪い患者を支え、面倒を見てやらなければなりません。それだけ

で大きな負担ですが、その上、患者に精神症状が出ていたら、そ

の苦労はもっと大きいものになるでしょう。 

 私がかつて自分の家族に（とりわけ夫に）多大な苦労をかけて

きたことを思うと、胸が痛みます。私は重症の時期を経て、現在

は回復してきましたが、今でも夫の協力なしには生活していくこ

とができません。夫の様子を見て、ＣＳ患者の家族が抱える苦労

を実感することができます。 

 私がそのことを客観的に考えられるようになったのは、ＣＳが

回復してきて、かなりたってからです（２００５年頃）。それまで

は、ＣＳ症状が重く、生活していくのがやっとだったので、自分

以外の人のことを思いやる心の余裕がありませんでした。私は、

自分のことに精一杯で、夫がどれだけ私のために心を尽くして支

えてくれているかということに、全く気づかなかったのです。当

時の私は、自分のことだけに目を奪われていて、感謝の知らない

人間であって、病気のために（精神症状のために）、神経質で、気

難しくて、扱いにくい存在だったと思います。今は回復したので、

そう考えることができるのですが、症状が強く出ていたときは、

それがはっきりとはわかりませんでした。 
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○極端な考え 

 ＣＳ患者が家族との間でトラブルになる例として、次のような

パターンをよく見聞きします。（私が実際に目にした例をもとに考

えていきたいと思います。） 精神症状が出ている患者は、外界か

ら情報を取り入れる機能に障害があったり、その情報を総合的に

考えて判断する機能が弱っていることが多いのです。そして、常

に頭が働かない、ぼんやりと霞がかかっているような感じがしま

す。そのため、考えが偏りやすく、思い込みに支配されやすく、

心に余裕のない状態になりやすいです。その結果、ものの見方が

主観的になったり、一方的にしゃべったりします。人の話を聞か

ず、受け入れられなくなってしまうこともあります。ふだんは生

気がないのに、何かがあると急に興奮して攻撃的になったりしま

す。 

 特に、自分をおびやかす化学物質に対しては、感情的になるこ

とが多く、次のように主張したりします。 

「私は化学物質の被害者で、化学物質は絶対的に悪いものだ。ほ

んの少しでも、この世に化学物質があるのは許せない。」 

家族が使っている化学物質も絶対的に悪いものだと見なし、徹底

的に排除しようとします。「化学物質を使っている人＝悪者」とい

う考えにとりつかれて、制御できなくなってしまいます。 

 確かに化学物質はＣＳ患者の健康を脅かすものであり、避けて

いく必要があるものです。しかし、そこからさらに進んで、「化学

物質が自分を攻撃している」とか、「化学物質を使っている人→悪

人」と考えてしまうのは、かなり極端な考え方であり、そこには、

やはり精神症状の影響が出ているのではないかと思うのです。 

 また、何かにとりつかれたように、化学物質の排除以外のこと

を全く考えられなくなってしまう人もいます。次のようには考え

られなくなってしまうのです。「化学物質を使っているのは、患者

本人も含め、社会のすべての人間であり、それはＣＳ患者を傷つ

けるためにわざとやっているのではない。他の人には、それぞれ

の生活や利益があり、それは自分とは異なった独立したものであ

る。」 

 また、自分のことをよく見つめるためのモニター機能が壊れて

しまうと、自分の行動をよくコントロールし、抑制することがで

きなくなってしまいます。そして、他人のことを一人の人間とし

て認め、相手の立場に立って考えるということができなくなって

しまいます。 

 家族にしてみれば、患者のことを、全く道理のわからない、偏

屈な人のように思うかもしれませんが、病気によって能力が損な

われた結果、起こってくることも多いのです。家族の人は、その

ことをよく認識する必要があります。家族の目から見て、患者の

困ったふるまいが、病気によって起こっているのか、それとも、

本人の意志によって起こってきているのかを見分けることは、と

ても重要です。原因が能力不足である場合、相手に道理を説いた

り、言い聞かせたりしても通じないことが多いからです。「言って

聞かせればわかるはずだ」とか、「本人の心がけや努力次第で治せ

るはずだ」と考えていると、それがかなわず、家族が無力感に陥

ってしまうことがあります。また、何度も何度も同じことを繰り

返しては、患者への怒りをためてしまうことがあります。 

 精神症状が出ている患者の家族は、そのようなことを繰り返し
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ているうちに、だんだんと疲れてきます。このとき、重要なこと

は、「ＣＳ患者に何を求めるか」ということを見極めることです。

本人が自分の意志や努力で変えられるようなことは、求めてもよ

いのですが、病気の場合、本人の努力ではどうにもならないこと

もあります。これを区別することが大切です。病気によって出て

しまっている症状と、本人のもともとの性質とを区別して考えま

す。まず、ＣＳ患者のことを理解すること。これが対処していく

ための第一歩です。 

 そして、もし可能であるなら、原因となる化学物質を見極めて、

それを取り除くことです。原因物質を取り除くことができれば、

患者の精神症状もおさまることが多いからです。 

 

○患者が感情的になって攻撃してくるとき 

 精神症状に支配されている患者は、自分のことで頭がいっぱい

になっていて、人のことまで考える余裕がないことが多いです。

患者が攻撃的になって家族を責めるとき、真に受けて応戦すると、

やり合いになってしまい、泥沼になってしまいます。患者は、病

気のために理性の目が眠ってしまっていて、ただ衝動だけで攻撃

してくることがあります。脳の機能が働かなくなっているのです。

だから、家族が本気で怒って、相手の態度を改めさせようとして

も、難しいのです。相手はさらに興奮し、不安になって、精神症

状が強く出てしまう結果となることもあります。 

 この場合も、どこまでがその人のもともとの性質で、どこから

が病気によって起こっているのかを区別することが重要になって

きます。そして、相手の言葉に真っ向から反応せずに身をかわし

たり、いったん距離を置くことが必要になってきます。一番は、

患者を安心させてやるように振る舞うのが効果的だと思います。

しかし、家族も「人間」なので、ひどい言葉を投げかけてくる人

に、そのような対応をするのは難しいでしょう。だから、自分を

守るためにも、いったん距離や時間をとることが重要になってき

ます。 

 病気の性質をよく知って、それに合わせて対処することが必要

です。自分の人格や生活が脅かされないように、一線を守るよう

にします。家族の気持ちや生活が傾いてしまうと、患者と共倒れ

になってしまうからです。 

 

○凝り固まった思考 

 精神症状の出ているＣＳ患者は、心が外の世界から隔絶され、

閉ざされているため、暗示にかかりやすい状態になっています。

そこに、病気にまつわる情報、環境汚染のことや身のまわりの化

学物質の害についての情報が入ってくると、それ以外考えられな

くなってしまうことがあります。そのことに心を奪われ、他のこ

とを考えられなくなってしまうのです。それは絶対的に正しい情

報だと、まるで新興宗教の洗脳を受けた人のように繰り返し、家

族にもそれに合わせるように迫ります。資料や本を読むように強

要し、読まないと怒り出したりする患者もいます。また、ある治

療法のことを知ると、それ以外はないと思い込み、極端に走り、

そればかりを追求したりします。家族にもそれを強要したりしま

す。 

 それは、患者の心が病気によっておかされているから起こって
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くることです。痛ましいことですが、現実問題として、このよう

なことが起こってくる例があります。 

 家族の側としては、とうてい受け入れがたい、気が動転してし

まうような事態ですが、どうか、冷静に状況を見極めるようにし

てください。このような患者に対しては、「よい暗示」を与えてあ

げてほしいと思います。この世界がよいところで楽しいところだ

ということを教えてあげたり、自然の美しさに目を向けさせたり

します。１日の中でよい出来事があったら、それを伝えてあげる

とか、あるいは、ただ安心させるだけの言葉でもいいと思います。

子守歌を歌ってもらって安心して眠る子供のように、安心させる

言葉かけだけでも効果があるのではないかと思います。 

 家族も大変な目に遭っていて、そんな心の余裕はないかもしれ

ません。また、さんざんな思いをしていて、患者に対して、寛容

な心など持てなくなってしまっているかもしれません。それでも、

患者に対する姿勢としては、「よい暗示を与える」「安心感を与え

る」、これが一番効果的ではないかと思います。患者は、それによ

って落ち着くことができるし、家族本人も患者の攻撃的で感情的

な態度の影響を浴びなくてすむからです。 

 

○希望を持つ 

 患者の際限ない要求を聞かなければならず、家族は生活が様変

わりしてしまいますが、そこに自分をきちんと保ち、こういう姿

勢で行く、という線がはっきり決まれば、対応しやすくなるので

はないかと思います。（それは、とても難しいことですが…。） 家

族も精神力を問われていく問題だと思います。 

 家族の苦労は大変なものだと思います。精神症状の出ている患

者と一緒にいるのは、大変なことです。しかし、患者本人も苦し

んでいるので、どうかそれを理解していただき、本人も家族もい

い方向に進んでいけるように、どちらも楽になれるようにして行

けたら、と思います。そのためにも、病気に対する理解は欠かせ

ないものです。「病気の症状だからしかたない」という免罪符には

決してなりませんが、それが病気の症状で起きていると理解する

ことは、からくりがわかり対処しやすくなるということです。家

族の人が自分の感情を整理するのに役立ちます。  

 大変な状況にあるときは、希望を持つことが大切です。精神症

状が強く出ていて、人格が変わってしまったかのように見える患

者でも、化学物質の影響を避け、回復していくことで、本来の自

分を取り戻すことができます。その回復の日をめざして、どうか

がんばっていってほしいと思います。 
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ｂ．支援者の方へ 

 常日頃、ＣＳ患者を支援してくださっている方々に、感謝して

います。ＣＳ患者をサポートする団体の方や、ＣＳ対応の業者の

方々のおかげで、ＣＳ患者達は、とても助けられています。また、

この方々のこれまでの活動がなければ、「化学物質過敏症」という

病気の社会的な認知がここまで進むことはなかったでしょうし、

対応商品の開発もここまで進まなかったと思います。 

 私の少ない経験の中から、支援者の方々の状況を慮り、患者の

立場からメッセージを送ることができるのではないか、と考えま

した。私がときどき心配になるのは、ＣＳ患者を支援してくださ

っている方々に大きな負担がかかってしまっているのではないか、

ということです。ＣＳは日常生活に使用する化学物質に反応する

病気であり、生活そのものが脅かされる病気なので、それに対応

することは並大抵の苦労ではないでしょう。その病気の性質に加

えて、ＣＳに伴う精神症状が、支援者達のさらなる負担になって

いるのではないかと感じるのです。私の立場で書き表せることは

限られていますし、また僭越なことかもしれませんが、どうか患

者の声に耳をお傾けください。 

 

○ＣＳ対応の難しさ 

 私が気になるのは、支援者の人たちが疲労困憊しているように

感じることです。ＣＳ対応をはじめた当初は、「困っている人たち

の役に立ちたい」と、情熱にあふれているのに、何年か活動を続

けているうちに、 初の勢いがなくなり、疲労感が出てきます。

ＣＳ対応という仕事の難しさ自体が、その疲れを生み出している

のだと思います。ＣＳ患者は、個人差が大きく、ＣＳ対応をして

も、はっきりと効果があらわれない場合も多いようです。どのよ

うなケースもうまく対応の効果が出ればよいのですがそうでない

ケースも多いようです。また、現状では、ＣＳという病気の性質

がはっきりわかっていない上に、治療法も確立されていないので、

このような事態が起こりやすいのだと思います。そんな困難な状

況の中で、ＣＳ患者を支援してくださっていることには、本当に

頭が下がります。 

 このような苦労に加え、ＣＳによる独特の精神症状がトラブル

のもとになっているのではないかと思うのです。前項まで長々と

書き連ねてきましたが、私もかつては精神症状が強く出ていたＣ

Ｓ患者でした。現在、回復してきた者として、ＣＳ患者と支援者

の人たちの心の架け橋を繋ぐ役目を果たせないかと考えました。

また、私はこのような小さなサイトを運営する者ですが、メール

でＣＳ患者から相談を受ける機会も増えてきました。私も少しだ

け「支援者」としての立場を経験するようになってきました。こ

のような経験からも、患者と支援者との関係について考えていき

たいと思います。 

 

○どこまで支援できるか 

 精神症状が出ている患者は、周囲と自分とをつなぐ精神の働き

が弱くなってしまっています。そして、自分の心の内側でも、考

えをまとめたり判断したりする力が弱まっています。そのため、

思い込みが激しかったり、一方的に自分の主張を述べたりする患

者もいます。支援者や周囲の人々によく聞くのは、「同じことを何
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度も何度も繰り返し、人の話をぜんぜん聞かない患者がいる」と

いうことです。そして、感情的で攻撃的な人が多いといいます。

アドバイスをしても、聞いているのかどうかわからない、コミュ

ニケーションがうまくいかない感じがする、と言います。そして、

対応に少しでも不備があると、細かいことを大きく取り上げて、

激しく攻撃してくるということです。このような患者の対応を繰

り返していると、支援者はだんだんと疲れてきます。 

 この場合も、これまで私が述べてきたように、病気によってこ

れらの症状が出ていることを認識することは、とても重要です。

それがその人のもともとの性格ではなく、病気の症状なのだと知

ることは重要だと思います。その上で、このような症状が出てい

る患者に対して、支援者として、「何ができて何ができないのか」

を推し量ることが必要です。自分の仕事の効力と限界とを設定し

ておいた方がいいと思います。つまり、相手の性質をよく知って、

それを考えることです 

 相手の立場に立って考える能力が損なわれている患者は、どこ

までも何もかも求めてきます。すべてに対応するのは不可能です。

過度に依存的になり、制御がきかない患者によって、支援者の生

活が侵食され、脅かされることがあります。「仕事」と「私生活」

を区別することは重要です。どこまでやって、どこからはやらな

いというラインを常に意識することが必要だと思います。 

 

○相手に合わせて対応を変える 

 それと、理性的な能力が保たれていて、具体的な解決方法を求

めてくる患者と、そうでない人を区別すると、対応しやすくなる

のではないかと思います。精神症状のため、大きな混乱に見舞わ

れていて、ただ不安から何かにすがりたくて支援を求めてくる患

者がいます。この人たちに具体的な解決方法（空気清浄機の購入

など）を勧めたとしても、話をうまく受け取れないことがありま

す。 

 この人たちは、自分の問題を認識する能力が損なわれていて、

どうしたらいいのかを冷静に考えることもできないし、ただただ

不安なだけのことがあるのです。そういう人たちに対しては、ま

ず、安心させること、温かさを伝えること。それが第一になるの

ではないかと思います。（これは、とてもエネルギーのいることで、

支援者達に過大な負担を強いることになってしまいますが。）  

 時間の感覚が損なわれている患者は、何時間でも、一日に何度

でも電話をしてきたりするので、ここははっきり枠を決めて、支

援者の生活を守るべきだと思います。患者の精神の波に、一緒に

飲み込まれないようにすることが大切です。自分の精神をしっか

り保つことです。強い精神力が求められる仕事だと思います。と

にかく、相手の精神状態の度合いを測ることは大切で、それによ

って、対応を変えていく必要があります。 

 支援者の人たちは疲れるでしょうが、がんばってほしいと思い

ます。患者にとっては大きな力となる、希望の光となる存在だか

らです。 

 

○私の体験から 

 私には、ＣＳ対応の支援者との間で、忘れられない思い出があ

ります。私が困っているときに、助けてくれた人のことです。そ
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の体験は、困っている状況を解決してくれただけでなく、私の心

に大きな変化を与えることになりました。 

 私は２０年以上ＣＳ患者として生活してきて、 初の１４年は

自分の病名が何であるかわかりませんでした。病名がわからない

ので、解決法や治療法も見つからず、ただ苦痛に耐えるだけの生

活が続きました。誰も私の病気を治せないし、助けてくれる人も

いないから、もう希望を持つこともやめていたのです。私は決し

て人に心を開こうとしませんでした。自分の病気をないものとし

て否定していたし、世間に受け入れられるものではないと思って

いたのです。私は多分、自分のこの奇妙な病気のことや、社会に

適応できないことを恥じていたのだと思います。 

 ２００４年に、その心が一変するような出来事がありました。

それは、ＣＳ対応の仕事をしてくれている人が、私の症状・体質

をよく理解して、よく耳を傾け、もっとも適切な対処をしてくれ

たことです。私は、このときのことを今でも決して忘れません。

そのとき、私の心の中の氷が溶けたように、その人の思いやりが

心にしみました。温かさを感じました。私は、そのときから、自

分の病気に対するネガティブな考えを変え、もっと肯定的に考え

られるようになりました 

 それまでの私は、社会から孤立して、誰からも顧みられること

なく、ひっそりと生きていければいいと思っていました。他の人

が、どんな生活をしようと、苦しもうと、はっきり言って、どう

でもいいと思っていました。長年、病気のために孤独であり、肉

体的に苦しんでいたために、心が病んでいたのだと思います。こ

のような孤独に陥る危険性は、慢性病に病む患者には、常に存在

するものです。 

 私はこの出来事をきっかけにして、自分がこれから他の人のた

めに何か力を貸すことができないか、ということを真剣に考えは

じめました。私は、サイトを開設して、情報を発信することで、

他のＣＳ患者を支援することにしました。私の心をここまで変え

た出来事だったのです。 

 ＣＳ患者は、暗闇の中をさまよっているような存在です。たっ

た一人の人間の心遣いが、患者の人生に光を当て、暗闇から救い

出すことができるのです。私は自分の体験から、そのことが身に

しみてわかりました。ＣＳ患者の支援をしている人々は、貴い活

動をされています。どうかこれからも、患者のためにご支援くだ

さい。よろしくお願いします。 
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おわりに 

 長々と書き連ねてきましたが、 後まで読んでくださってあり

がとうございます。私はありったけの力をこめて、書いてきまし

たが、まだ私の立場では手に負えない、書ききれない部分が多か

ったように思います。あとは、それぞれの患者や周囲の人々が、

自分の力を信じて、がんばっていってほしいです。皆様の行く末

がよくなるようにとお祈りしています。 

 精神症状は、その人をその人たらしめている、人格の根幹を揺

さぶるような症状です。その影響が大きいと、患者はまるで性格

が変わってしまい、別人のようになってしまいます。一体、「本当

の」その人は、どこに行ってしまったのでしょうか。長い年月の

間、私は自分の心を見失ってしまっていて、自分の実体を感じる

ことができませんでした。自分の精神をコントロールすることや、

自分の心を自分のものとして感じることができなかったのです。 

 だから、今、回復して、しっかりとした自分を取り戻すことが

できて、本当に幸せです。自分の人生を生きていると実感できる

こと、それは私にとって、かけがえのないものです。 

 自分の心がしっかりしていれば、人生の苦しい場面で自分を励

ましたり、解決方法を考えることができます。目標を立てたり、

未来に希望を持つこともできます。日々の幸福感を生み出すこと

ができるのも、自分の脳の力であり、精神の自由のおかげなので

す。長年失っていたものを取り戻すことができ、本当にうれしく

思います。 

 後に、多くの方々が回復されますように、心からお祈りして

います。 

コラム 化学物質過敏症と脳の機能について 

 ＣＳ症状が出るとき、脳の働きは、どのように変化しているの

でしょうか。 新の画像診断技術の発達により、そのことが解明

されはじめています。  

 ＰＥＴ（陽電子放射断層映像法）やＳＰＥＣＴ（単一光子放射

断層撮影法）、ｆＭＲＩ（機能的磁気共鳴映像法）の開発によって、

生きている人の脳の活動の様子を見ることができるようになりま

した。それまでの脳の診断方法は、ある機能障害（例えば言語障

害など）にかかっている人が死んだときに、解剖して脳を調べる

方法でした。生きている間の脳の働きについては、直接調べる方

法がなかったのです。 

 時代は変わって、生きている人の脳を調べられるようになった

ために、健康な人の活動において、脳のどの機能が使われている

のかが解明されてきています。また、精神疾患や、機能障害のあ

る人を調べることで、疾患の原因となる、脳の機能が解明されつ

つあります。例えば、うつ病や統合失調症の人々は、脳のどこに

異常が現れているのか、ということが研究されています。＊１１ 

 注意欠如障害は、「注意力が働かない」「思考力の低下」「物事を

整理して考えられない」「時間の管理ができない」などの症状が現

れる病気です。この病気の患者の脳をＳＰＥＣＴで調べてみると、

物事の管理や注意にかかわる部位である前頭葉に、血流量が低下

している部分があることが確認されます。＊１２ 

 私も注意欠如障害と同じような症状を抱えていたので、本の中

で、この診断画像を目にしたときは、衝撃を受けました。目に見

える形で、障害の原因を確かめることができたからです。私の脳
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にも、同じようなことが起きているのではないかと思いました。 

 ＣＳ患者の脳の機能についても、似たような研究が進んでいま

す。ＣＳ患者の脳の血流量がどのように変化するかを調べた研究

があります。ＳＰＥＣＴで調べてみると、ＣＳ患者の場合、脳の

側頭葉・頭頂葉・後頭葉の部位で、血流量の低下している例が見

られたそうです。＊１３ 

 また、開業医の角田和彦医師は、ＮＩＲＯ（近赤外線酸素濃度

計）という装置を使って、ＣＳ患者の脳の血流量を測定していま

す。症状が出ているときに測定すると、患者の脳の血流量が低下

していることが確認されました。また、低下のあとに急に上昇し

たり、不安定な状態になりました。その患者が治療によって回復

してくると、血流量が増え、安定してくる様子が確認できたとい

うことです。＊１４ 

 また、厚生労働省と東北大学が共同で行った研究があります。

健常者とＣＳ患者に化学物質を吸入させ、ｆＭＲＩで脳を画像診

断した研究です。この研究では、まずバニラのにおいを二群に嗅

がせます。その反応を見ると、健常者とＣＳ患者とでは、脳の働

きに違いは出ません。しかし、トルエンを吸入させてみると、健

常者が異常な反応を示さなかったのに対し、ＣＳ患者の脳の中で

は、明らかに異常な反応が起きていました。＊１５ 脳のどこの

部分に異常が現れているかによって、ＣＳ反応がどのようなメカ

ニズムで起きるのかが、今後解明されていく可能性があります。 

 この分野の研究は、まだ始まったばかりという段階ですが、今

後研究が進めば、化学物質過敏症の病態の解明が進んでいくので

はないかと思います。 

資料：文献に見られるＣＳ患者の精神症状 

 

私が本の中に見つけたＣＳ患者の精神症状の例を、いくつか引用

します。 

 

１．ランドルフ博士の著作より 

 まずはじめに、「化学物質過敏症」という病気の発見者、セロン・

ランドルフ博士の著作より引きます。ランドルフは、多くのＣＳ

患者を診察する中で、患者の症状の現れ方には一定のパターンが

あることを見抜きました。ＣＳ患者は、身体症状の他に、次のよ

うな精神症状が現れるということです。 

『疲れ、活力の減弱、仕事へのイニシアチブや意欲の欠如、健忘

症、思考困難、集中障害、読書困難で、時にはユーモアも解せな

くなることがある。』 

『いっそう重い慢性体質疾患が現われてくると、局所症状は弱ま

るようである。例えば、いっそう重い精神的錯乱や軽いうつ状態

を特徴とするいわゆる“ノイローゼ”の慢性の段階がある。その

症状は次のようにいろいろである。固定概念、幅の狭い思考、非

社会性などの傾向やむっつりした、ふきげんな、引っ込み思案の、

時には敵対的、偏執的な行動、示唆に対する拒絶、麻酔にかかっ

たようなぼんやりした状態、ふらふら歩行、周囲への無関心、時

には居眠り状態になることもある。 

 上記の症状は融合し増強していわゆる精神病の段階にまで達す

る。それらは、重いうつ病、見当識障害、退行、時には幻覚、妄

想や健忘症に特徴づけられる。』 
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また、患者が“興奮”期に入ると、次のような症状が出ます。 

『第一段階では、患者は活発で、機敏で、やや興奮しているが、

そのほかの症状はない。（中略） やがて、過敏性が強まり、適応

が弱まり、“興奮”が始まり、エネルギーが噴きだして、体を動か

し、多動となる。その状態では数時間の間、神経質になり、調子

が上がり、いらいらし刺激性である。周囲の人々は対人関係のト

ラブルにしばしば巻き込まれることがある。これを“情緒的混乱”

と呼んでいる。』 

『いっそう激しい反応も起こることがある。そのときは顔面が紅

潮し、不器用になり運動失調を起こし、理屈っぽくそして攻撃的

になる。この場合、ほかの人たち巻き込む可能性はいっそう増大

するが、犠牲者の行動はこの時点では明らかに異常であるのに、

周囲の人たちが深刻に受けとめることは少ない。』 

「人間エコロジーと環境汚染病」 

セロン・ランドルフ／著、農文協／刊 

 

２．運転中の反応 

 さらにランドルフは、自動車を運転している 中に化学物質に

さらされると、ＣＳ患者に次のような症状が現れることを指摘し

ています。 

『臭気や煙霧の吸入に対する も危険な慢性反応は、じわじわと

おそってくる疲労と耐え難い睡魔であろう。これは通常数時間の

曝露後に起こるので、ドライバーの催眠状態と肉体的疲労を鑑別

することは不可能でないにしても極めて困難である。 

 この反応で起こる疲労は、二日酔いのような状態（記憶力、注

意力、精神集中力や理解力などの障害）やいらいらである。反応

を起こしている人々は、必要に応じて素早く判断し行動すること

がなかなかできにくく、ほか 

の人や物事に対しすぐに腹を立て怒りやすい傾向がある。これは

時には極端な怒りとなって現われる。混乱したドライバーはこの

怒りをほかのドライバーや車に向けるかもしれない。他人の誤り

を認め、対応し、許容する能力の減退は非常に深刻であるが、

大の危険は空気や食物中に添加されたり混入されている化学物質

や食物そのものに反応して、ドライバーが居眠り運転することで

ある。』 

『症状はひどくなると、目的物に手がいかなかったり、いき過ぎ

たりする無器用さを示し、酔払いのような全身の運動失調に陥る

ことが多い。 

 この酔払いのような症状は、また次の点でアルコール酔いに類

似している。すなわち、患者は赤ら顔になり、声はしゃがれ、多

動で、症状の程度を過小に評価するとともに、運転能力を過大に

評価する傾向がある。 

 この傾向はさらに進展し、アルコール酔いの人が自分の足を見

ないとその位置をいうことができないように、化学物質によりこ

の段階の大脳症状を起こしているドライバーは、メーターを見て

いなければ、アクセルやブレーキを踏む力を加減することはでき

ない。』 

「人間エコロジーと環境汚染病」 

セロン・ランドルフ／著、農文協／刊 
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３．入院患者の例 

 また、ランドルフの病院に入院していたＣＳ患者が、化学物質

にさらされることで、精神症状を起こした例を紹介しています。 

『ほとんど症状が消えたこの時点で、患者は、きびしい禁止命令

を破って、窓を広く開け放った。すると精油所の臭気でひどく汚

染きれた空気が南東の微風にのって、入ってきた。すぐに患者は

気が変で、いらいらして緊張状態になったと訴え始めた。そして、

本を読んでも理解でないと言い、ひとつの考えだけに心を奪われ

ているようであった。この発作の初期症状の特徴である不眠と落

ち着きのなさの後に疲労と鼻づまりが続いた。』 

「人間エコロジーと環境汚染病」 

セロン・ランドルフ／著、農文協／刊 

 

４．北里研究所病院・石川哲医師のお話 

 北里研究所病院には、全国から数多くのＣＳ患者が診察に訪れ

ます。多くの患者を診察した経験から、石川医師は精神症状につ

いて、次のように語っています。 

『過敏症の患者さんのなかには、猛烈に多弁になって、相手を攻

撃するようなことを言う人がいます。しかも、それが発作的な行

為で、相手にそういうことを言ったという意識さえない場合もあ

ります。外から見れば精神異常的に見えるような症状が起こって

くる。そのため離婚してしまうとか、家を飛び出してしまうとい

うことが起こってくる。あるいは、子供をひっぱたいたりする。

そういう事例が確かにあります。 

 結局それは、化学物質のために脳の中の情動脳といわれる大脳

辺縁系が非常に過敏な状態になって、行動面でおかしなことを起

こすわけです。』 

『もっとも日本の患者も、この本の第一章でインタビューに答え

てくれた患者さんたちのように前向きに考える人は少ない。被害

者意識だけを強烈にもっている人が多いんです。国が悪い、メー

カーが悪い、自分は被害者だ、そればっかり。そういう話を診察

室で際限なく聞かされると、困ってしまう。被害者意識だけでは

何も生まれないからです。』 

「化学物質過敏症」柳沢幸雄／他著、文春新書、 

文藝春秋、ｐ．１７２，１８５ 

 

次に患者の手記から引用します。 

 

５．元美容師の手記より 

 化学物質の曝露によって、衝動的に行動してしまい、自分では

抑制できない様子が描かれています。 

『すべての洗剤、柔軟剤、防虫剤のこれら合成のたまらなくとて

も嫌な匂いを吸うと、ごくごく微量で頭にカーと血が上り、相手

をとことんやっつけてしまわなければ気がすまない、強い凶暴性、

攻撃性が出てきてしまうのです。他人に対しては何とか抑制でき

ても、私に対して弱い者には追い詰めてしまうところまでいって

しまう。もしこれを我慢すると卒倒してしまうかもしれないとい

う、恐いところがある。 

 これは何故だろう？すごく微量の洗剤の匂いでこの反応である

（ちょっと多めの柔軟剤、洗剤の匂いでは死にそうな思いになる
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のに……）。これを母にやってしまった。我慢に我慢をしていたの

だが、とうとうキレてしまったのです。母のびっくりした顔、「何

がどうしたの」というような、とても不思議な顔をして私を見て

いた。私の心臓は早鐘のようになり、ハアハアと息も荒く、気が

付くととんでもないことを言っていたのです。母を責めた私は胸

がスカッとしたと同時に後悔、後悔が後から湧き起こってくるの

です。母はすぐ「ごめん」と謝って、へナへナと布団の上に座り

込んでしまいました。』 

「ＣＳネット通信」１１号、 

化学物質過敏症ネットワーク ｐ．７より 

 

６．シックハウスで発症した女性の話 

 同じような例は、他にもあります。 

『驚かないでくださいね。正直な話をすると、もともと私はイラ

イラするタイプではなかったのですが、問題の家に入居してから

キレたことがあったんです。それは風邪薬を飲んだ後でした。ま

だ問題の家に住んでいるとき、抗生物質を飲んでしばらくすると、

突然、ローチェストを投げずにはいられないような感覚がバーッ

と起こってきて、二階の階段から投げつけたらすっきりした。自

分でもどうして投げたのか分かりません。夫に金切りバサミを投

げつけたくて仕方なかったこともあります。喧嘩をしてるときで

はなく、何でもないときです。 

 車を運転しているとき、頭の片隅で悪魔にささやかれたみたい

になって、反対車線に突っ込みたい衝動にかられたこともありま

した。それは排気ガスで頭痛がしているときでした。“問題の家”

を出て身体が楽になってからはなくなりましたが、一番調子の悪

いときはそんな状態がよくあって、これ以上この家にいたら精神

を病んでしまうと思いました。夫のほうは突然キレて、私をボコ

ボコに殴っちゃったんです。私は全治一カ月で死ぬかと思うほど

でした。夫自身も、殴った後に自分が何をしたのかが分からず、

とても動揺していました。』 

「化学物質過敏症」柳沢幸雄／他著、 

文春新書、文藝春秋、ｐ．３０より 

 

７．シックハウス・薬が原因で発症した女性 

この方は、うつ症状の他に、私のように離人症と似た症状も体験

しています。 

『薬を飲むと死にたくなる誘惑にかられる（精神症状）。精神症状

が出ると、自分の子供が「人間」ではなく「物体」に見える。理

由もなく「死んでみたい」と思う。朝起きて、ボーッとしている

私を見て、主人が「一家心中しそうな目つきだ。会社に行きたく

ない」と言った。子供に食事を作ってやれない。一日中、座り込

んでうつむいている私に、１歳の次女でさえ近づいてこなかった。

「死のう」と思って道を歩いていると、車が大きく私をよけて通

った。ある医師が「精神科へ行ったらどうですか？」と言った。』 

「化学物質過敏症症例集１」 

化学物質過敏症ネットワーク／刊、ｐ．２８より 

 

８．自宅近くの洗車場の洗剤によって発症した女性の例 

 この方は、統合失調症のような症状を体験しています。 
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『私自身の事に触れますと、書き出したらきりがありませんが、

幻覚、幻聴、痴呆症のように聞いたことをすぐ忘れる、徘徊、自

分が自分でなくなり「私の心を返して」と心の中で叫んでいた時

期がありました。動作が緩慢で３時間かけて夕食を作ったり、嗅

覚も味覚も失い、過食症も経験しました。子供の面倒が全く見ら

れず、部屋の隅でニタニタしている（幻聴で）私を見て、実家の

母は涙を流していました。死にたいと何度思った事でしょう。大

好きだった義父母とも人間関係を崩し、夫と離婚したいと、どん

なに思ったことでしょう。今は以前のように愛する人たちに戻り

ましたが、化学物質がこれほどまで人間を攪乱し、人間の尊厳を

奪い取ってしまうものなのか、本当に恐ろしい。』 

「ＣＳネット通信」１７号、 

化学物質過敏症ネットワークｐ．１４より 

 

９．家の改築とガーデニングの農薬で発症した女性の例 

 この方は、ＣＳ症状のうち、長年、精神症状に特に苦しめられ

たと語っています。 

『自分の仕事は、この１年位前にすでに辞めて、というより出来

なくなっていました。ＣＳの症状の一つに集中力の低下がありま

すが、デザイナーという職業には致命的で、元々集中力とか根気

には自信があったが由に、それは、集中力の低下というより消滅

という位深刻なことで。人間としての自信とか尊厳といったもの

を、私からすべて奪い取ってしまったように感じられたのでした。

変わらず仕事をしている主人や友人達と較べては、自分だけ世の

中から取り残されてしまった疎外感に襲われて、生殺しの様な状

態に生きている意味さえ問う様になり。まさに出口の見えない、

深い沼に頭までどっぷりと浸っている様な心境でした。これはご

く 近まで、私を苦しめ続けたのです。』 

『一進一退を繰り返す症状に疲れ切り、己の身に振りかかった運

命を呪い、「死にたい」と言っては泣く日々が続いていました。理

解の無い人の言葉に傷つき、もう、主人や友人の励ましの声さえ

耳に入らず、世の中すべてに見放されたかの様に心が宙をさまよ

い。生きている実感も、無くなっていました。』 

 

「化学物質過敏症 症例集２００４」 

化学物質過敏症ネットワーク／刊、ｐ．６８，７０より 
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資料：家事のマニュアル 

食器洗いの手順（２００３年作成） 

 

準備 

給湯器をオンにする。 

食器下げる。残った料理を保存容器に入れる。 

ナベ、皿をきれいにする。（ヘラ、ティッシュ）。 

流しの上のゴミをまとめる。ゴミを捨てる。 

玄関から布巾をとってくる。洗いかごをとってくる。 

冷蔵庫に保存容器をしまう。 

洗いかごに入っている食器（乾いたもの）をしまう。 

流しの上にぶら下がっているもの（乾いたもの）をしまう。 

ビニール手袋をする。 

食器をまとめる。カトラリーをまとめてマグカップの中へ。電気

釜忘れず。 

お湯出し始めの冷たい水をペットボトルに入れる。２本分。 

食器を大きいものから順にお湯をはり、下から上へ重ねてゆく。 

カトラリーをお湯に浸す。（流しの左に置く） 

なべにお湯をはる。電気釜の内釜にお湯をはる。 

大皿にお湯をはる。ボールにお湯をはる。（右に置く） 

置き場所が足りないときは、先にボール、ザルだけ洗ってすすい

で、流しの上に掛ける（吊る）。 

 

洗う 

マグカップのお湯を捨てて、カトラリーをシンクの中に置く。 

左が柄、右が先端となるように。 

食器洗いスポンジに石けんを付けて、マグカップを洗う。 

カトラリーをぬぐう。ぬぐったものは、マグカップに立てていく。 

終わったら、マグカップごと流しの左にのせる。 

うるかしておいた食器のお湯を捨てる（ご飯茶碗以外）。 

小さいものが下になるように伏せて重ねる。 

汚れひどいものは、サッとすすぐ。 

大きい食器から順にスポンジでぬぐい、流しの左に重ねる。大き

いものを下に、上に小さいものを重ねていく。 

ご飯茶碗をぬぐい、左に重ねる。 

ナベのお湯を捨てる。フタを洗う。置き場所がないときは、フタ

をスタンドに立てる。 

ナベのこびりついた汚れをヘラでぬぐう。 

ナベ本体を洗う。置き場所がないときは、大きいのを下に重ね、

流しの右。 

ヘラ・お玉などを洗う。ナベの中に入れる。 

シンクをペットボトルに汲んでおいた水で流す。 

 

すすぎ 

洗いかごをシンクの中の左側に置き、マグカップのカトラリーを

右に置く。 

カトラリーを１本１本すすぎながら、洗いかごに入れる。動きは、

右から左。 

マグカップをすすぐ。 

ヘラ・お玉をすすぐ。 
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カトラリー用のスタンドに入れる。（そのまま乾燥する。） 

吊って乾かすものは、流しの上のフックに掛ける。（ヘラ・お玉な

ど） 

シンク右側をペットボトルの水ですすぐ。 

洗いかごを右側に移動し、食器のすすぎ。 

小さいもの→大きいものとすすぎ、伏せて重ねる。（もともとのマ

ニュアルには、ここに重ね方の説明が詳細に書いてありますが、

サイト上では省略します。） 

終わったら、洗いかごを玄関に持っていって、乾燥させるように

セッティング。 

ナベをすすぎ、ナベ用の洗いかごに立てる。（立てる順番や配置に

ついては、サイト上では省略します。） 

量が多くてフタがたたないときは、フタ用のスタンドを使う。（流

しの右に置く） 

 

台所掃除 

布巾を濡らしてテーブルを拭く。 

カトラリースタンド・スポンジを流しの右に移動する。 

ヘラで流しの左側の水滴をぬぐう。布巾で拭く。 

カトラリースタンド・スポンジを左に戻す。流しの右側の水滴を

ヘラでぬぐい、布巾で拭く。 

こびりついた汚れはヘラでこそぐ。 

コンロを拭く。換気扇まわりを拭く。 

シンクの中で布巾を洗ってすすぐ。絞って流しの右にたたんでお

く。 

シンクの中を洗う。まずゴムべらでシンク内の水分をぬぐう。 

石けんをスポンジに付けて、シンク内を洗う。ゴムべらを洗う。 

ペットボトルに汲んでいた水ですすぐ。 

スポンジを洗う。スポンジをしまう（干す）。ゴムべらをすすぐ。 

シンク内の水滴をゴムべらでぬぐう。 

ゴムべらをフックに掛けてしまう。 

布巾を玄関に持っていって、ハンガーに掛ける。 

ビニール手袋を外して干す。 
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資料：外出のマニュアル 

 

買い物の手順（２０００年作成） 

 

出かける前にメモをとる。 

今日は、○○スーパーと区役所。 

××ビルの前、工事中。○○通りの方を通ること（迂回）。 

服装は、白カットソー。フレアースカート（１１／２に着たもの）。 

このメモを忘れずに持っていくこと！！ 

出かけてから帰るまで、１時間を目安とする（目標）。 

スーパーが先、区役所があと。（＊１：区役所の方が空気が悪いか

ら） 

区役所すいている時間、午後３時頃行く。 

出発２：３０。 

スーパーに着くまで、他のものに気をとられても寄り道しないこ

と。 

ウロウロするなら、帰り道ですること！！ 

スーパーで買うものリスト 

塩１、豆乳２、バター１、パン１、鶏肉２００ｇ、豆腐１、油揚

げ１、だし昆布１、春雨１。 

スーパー、まず、調味料売場→パン売場→乾物（売場のにおい注

意）→乳製品売場（冷却装置のあたり注意、近づかない）２分以

内！→豆腐売場 ２分以内！→肉売場 鶏肉、うどん・そば用、

カットされたもの２００ｇ。それがないときは、親子丼用。それ

がないときは、ムネ肉かたまり。 

目的のものがないとき、迷ったときは、いったん肉売場を離れる

こと！ 離れて考え直してからまた戻る。 

あまりにも具合悪いときは、買い物カゴを置いて、いったん外に

出て考えること。 

２階のトイレに行ってもいい（←空気マシ） 

肉売場、総計１分以内としたい。（←ムリか？） 

肉に限らず、品切れで手に入らないときは、その場で代替案を考

えずにいったん家に戻ること！！しきりなおし。 

レジに並ぶとき、前に並んでいる人のにおい気をつける。 

並んでる 中、めまいがひどいときは、カバンから何か出してそ

れを見つめること。 

（＊２：間近のものを見つめているうちは、めまいは少なくてす

む。） 

袋詰め。鶏肉におうときは、ビニールで三重にすること。口をち

ゃんとしばる。 

荷物忘れずに持ったか確認。財布、カバンに戻したか確認。確か

めること！！ 

傘かくにん。 

区役所、短時間ですませること！ 

１階のトイレに近づかない。（芳香剤） 

用紙をもらったら、いったん外に出て記入する。 

具合が悪くなったら、用紙を持って家に帰り、後日あらためてく

ること。 

呼ばれるまで待っている間、がまん。 

帰り際、証明書、印鑑、カード、財布、全部そろっているか確認
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する。 

忘れ物に注意。 

傘！！忘れないように、指さし確認。 

××ビル工事注意する。迂回する。 

家に帰ったら、すぐに着替える。買い物したもの冷蔵庫（メモつ

くって貼る）。 

↑疲れてもがんばってやる。 

 

このメモについての解説  

 メモをつくること自体にものすごいエネルギーを使いました。

過去の記録を読みながらプランを立てました。何もないところか

ら予定を立てるのは無理でした。途中でメモをつくっていること

自体を忘れてしまうこともありました。メモを持っていくのを忘

れてしまうこともありました。外出先で、メモを忘れたことに気

づきます。 

 買い物途中で、メモの存在を忘れてしまいます。あとは、ぼん

やりしたまま何となくものを買って帰ってきます。買い忘れや、

「何でこんなもの買ったの？」というものがいっぱい。それと、

注意が足りないので、いらぬ曝露を受けて、ＣＳ症状を起こして

しまうことも多かったです。 

 当時の思考力では、メモがないと、スーパーのあとに区役所に

行くことを思い出すのは不可能でした。後日、あらためていくこ

とになります。 

 ぼんやりして自分の意識が薄れている中で、珍しいものや新し

いものに目をひかれ、そちらに行ってしまうことがありました。

あてもなくウロウロしたり、予定とは別の場所に足を伸ばしてし

まいます。ＣＳ的安全を確保するためには、これらの行動を統制

する必要がありましたが、自分の行動を管理するのは難しいこと

でした。 

 予想もしないような事態に出会うと、頭が真っ白になってしま

い、対処できませんでした。スーパーの売り場の一部が改装工事

をしているような場面です。いつもとは違う状況に適応できず、

どう行動していいのかわかりません。建材のにおいが強いときは、

すぐにその場を離れなければならないのに、うまく気持ちを切り

替えられませんでした。その売り場で買う予定だったものに、気

持ちがとらわれてしまい、予定変更することができません。適切

な判断ができず、いたずらに化学物質に曝露してしまうことが多

かったです。このような状況のときは、すべての予定を取りやめ

て、家に帰ることにしていました。 

 買おうとしていた商品が品切れだった、というようなささいな

ことでも、頭が真っ白になりました。予定どおり行かないと、ど

うしていいのかわからなくなってしまいます。代替案はすぐには

浮かばないので、一度家に帰るようにしていました。その場でい

ろいろ考えて、あまりに精神力を使いすぎると、疲れ切って家に

帰ることすら忘れてしまいます。いったん家に帰って、よく考え

直してから、また出かけることにしていました。 

 家に帰り、心が平明になるのを待って計画を立て直します。し

かし、化学物質に曝露されたあとなどは、何時間も意識が平明に

ならないことがありました。この頃は、頭がちゃんと働いている

時間というのが、平均で１日２時間程度しかありませんでした。



 57

一つのことをやりなおしたりやり遂げるのに、膨大な時間がかか

りました。 

 外出の用事は、１回に２つまでが限度でした。それ以上は覚え

ていられません。２つの用事をすませたら、家に戻ってしきりな

おしをして、また出かけるようにしていました。 

 持ち物をよく忘れました。傘、カバンなど、気づくとどこかに

置いてきてしまいます。いつ自分の手を離れたのか、全く思い出

せません。荷物の数が２つ以上になると、覚えていられません。

常に２つ以内に制限するようにしていました。傘は、ひもでカバ

ンにつないで分離しないようにしていました。財布を忘れると大

変なので、財布とカバンをひもでつないでいました。「指さし確認」

をよくやっていました。しかし、タイミングよく確認できないの

で、出かけている間ずっと神経を使わなければならず、とても疲

れました。（今、回復してみると、これは大変な労力でした。） 

 ２０００年当時は、身体感覚が弱かったと思います。だから、

荷物が自分の体のどこにあるか、ということや、その存在感を感

じにくかったです。いつの間にか、自分の体から離れていってし

まっても、それに気づきません。また、注意力をうまくコントロ

ールできませんでした。常に注意を保っていることもできないし、

注意力を発揮しなくていいような場面で力を抜くこともできませ

んでした。 

 

回復した状態とは 

 精神症状が出ていない人にとっては、私の当時の障害・不自由

さがわかり、正常に精神が働いている状態との比較ができたこと

と思います。しかし、読者の中には、現在、当時の私と同じよう

な精神症状が出ている人もいるでしょう。その人たちは、きっと

「正常な状態」というのが、どういうものなのかわからないだろ

うから、ここにそれを書き記したいと思います。 

 

買い物に行く（現在の私の状況） 

何を買うかは、あらかじめ軽くメモしていく。 

出かける。 

何かのついでに買い物をすることもある。（出かけた帰りにスーパ

ーに寄るなど。） 

 

売り場に行く。目的の品をカゴに入れる。その間に、予定してい

たものとは別の商品にも目をやって、よさそうなものを買う。こ

のとき、この先３食くらいの献立を頭に思い描く。組み立てる。

当初予定していたものとは違う献立になることもあるが、変更内

容に合わせて買うものを変える。買い物をしながら、ときどき周

囲の環境（化学物質）に目を配る。あくまで買い物がメインで、

周辺視野でチラチラと見ながら注意する。それ自体に心を奪われ

ることはない。（ 近は過敏性が下がり、ＣＳ反応がおさまってき

たので、これをあまりやらなくなった。やる必要がなくなってき

た。） 

 

どちらの商品を買うか迷うようなときには、２つの商品の違い（値

段、品質、使う目的、今後の自分の予定に合っているかなど）を

頭の中で考えて、組み立てて結論を出す。あまり考えず、直感で
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決めてしまうこともある。 

 

レジでお金を払い、袋詰め。これは、無意識のうちにやっている

動作で、以前のように、そのことに激しく注意を向ける必要はな

い。他のことを考えながらやっている。 

 

買い物の 中、ずっと自分の荷物の状態に目を配り、落としたり

なくしたりしないか注意している。しかし、これは、リラックス

してごく自然にやっていることであり、他のことをしながら、と

きどき注意を向けているにすぎない。そのことにエネルギーを使

うことはない。荷物に異変があったとき（落としたりしたとき）

だけ、特に注意が向けられる。 

 

時間の流れも、わざわざ意識しなくても、だいたいどのくらいた

ったのかがわかる。 

 

 以上のことは、健康な人であれば当たり前のことなのに、２０

００年頃の私には、思いもよらない世界でした。 

 

 

 

 

 

 

 

出典一覧 

 
*1 ｢化学物質過敏症｣柳沢幸雄､文春新書､文芸春秋(2002)､p.172 

*2 ｢臨死体験･下｣立花隆､文芸春秋(1994)､第 25 章､第 26 章､p.383-384 

*3 ｢CS 支援｣24 号､化学物質過敏症支援ｾﾝﾀｰ(2005)､p.4 

*4 ｢CS ﾈｯﾄ通信｣11 号､化学物質過敏症ﾈｯﾄﾜｰｸ(1999)､p.7 

*5 ｢化学物質過敏症｣柳沢幸雄､文春新書､文芸春秋(2002)､p.30,91,172 

*6 ｢思考･感情･意識の深淵に向かって｣ﾘﾀ･ｶｰﾀｰ､原書房(1999)､p.177-179 

*7 ｢脳と心の地形図｣ﾘﾀ･ｶｰﾀｰ､原書房(2003)､p.291-292 

*8 ｢脳のはたらきのすべてがわかる本｣ｼﾞｮﾝ･J.ﾚｲﾃｨ､角川書店(2002)､p.105-115, 

*9 ｢Silent Rain｣感覚遮断実験 

 http://www.geocities.jp/survivor0014/kou/syadan.html 

*10 ｢ｲﾝﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ･ｼﾝｷﾝｸﾞ 最新脳科学が教える固定観念を打ち砕く技法｣ 

ﾖｰﾗﾑ･ｼﾞｪﾘｰ･ｳｨﾝﾄﾞ､ｺﾘﾝ･ｸﾙｯｸ､ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾞﾝｻｰ､高遠 裕子/訳､日経 BP 社(2006)､

p.278-285 

*11 ｢脳と心の地形図｣ﾘﾀ･ｶｰﾀｰ､原書房(2003) p.38-39 

｢ｶﾗｰ版徹底図解 脳のしくみ｣､新星出版社編集部/編､新星出版社(2007) 

p.184-185 

*12 ｢わかっているのにできない脳 1｣ﾀﾞﾆｴﾙ･ｴｲﾒﾝ､花風社(2001)､p.85-96 

*13 ｢化学物質過敏症｣柳沢幸雄､文春新書､文芸春秋(2002)､p.114 

*14 ｢CS 支援｣24 号､化学物質過敏症支援ｾﾝﾀｰ(2005)､p.4 

*15｢室内空気質と健康影響｣室内空気質健康影響研究会,ぎょうせい(2004)､

p.334-339 

 



 59

資料一覧 

○離人症 

｢臨床心理学大系｣第 11 巻､福島章･他､金子書房(1990) 

｢ICD-10｣World Health Organization･編､融道男, 中根允文, 小見山実 監訳､医

学書院(1993) 

｢講座 臨床心理学 3｣下山晴彦, 丹野義彦･編､東京大学出版会(2002) 

｢ｶﾌﾟﾗﾝ 臨床精神医学ﾃｷｽﾄ｣第 2 版､ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ J.ｻﾄﾞｯｸ, ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ A. ｻﾄﾞｯｸ･編､ 

井上令一, 四宮滋子･監訳､ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(2004) 

｢精神医学体系 3B 精神症状学 II 離人症｣木村敏､中山書店(1976) 

 

○脳の機能 

｢脳神経科学｣伊藤正男､三輪書店(2003) 

｢日経ｻｲｴﾝｽ 心のﾐｽﾃﾘｰ｣日経ｻｲｴﾝｽ社(1998) 

｢ここまでわかった脳と心｣大島清､集英社(1998) 

｢脳の探究｣ｽｰｻﾞﾝ･ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ､無名舎(2001) 

｢一目でわかるﾆｭｰﾛｻｲｴﾝｽ 第 2 版｣服部孝道(監訳)､ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮ

ﾅﾙ(2004) 

｢図解雑学 脳のしくみ｣岩田誠､ﾅﾂﾒ社(2006) 

｢生存する脳｣ｱﾝﾄﾆｵ･R･ﾀﾞﾏｼｵ､講談社(2000) 

｢無意識の脳 自己意識の脳｣ｱﾝﾄﾆｵ･R･ﾀﾞﾏｼｵ､講談社(2003) 

｢脳のはたらきのすべてがわかる本｣ｼﾞｮﾝ･J･ﾚｲﾃｨ､角川書店(2002) 

｢思考･感情･意識の深淵に向かって｣ﾘﾀ･ｶｰﾀｰ､原書房(1999) 

｢脳と心の地形図｣ﾘﾀ･ｶｰﾀｰ､原書房(2003)､ 

｢ｼｬﾄﾞｰｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ｣ｼﾞｮﾝ･ﾚｲﾃｨ､河出書房新社(1999)  

 

○化学物質過敏症 

｢化学物質過敏症｣柳沢幸雄､文春新書､文芸春秋(2002) 

｢室内空気質と健康影響｣室内空気質健康影響研究会,ぎょうせい(2004) 

｢CS 支援｣24 号､化学物質過敏症支援ｾﾝﾀｰ(2005) 

｢CS ﾈｯﾄ通信｣11 号､17 号､化学物質過敏症ﾈｯﾄﾜｰｸ(1999)(2001) 

｢人間ｴｺﾛｼﾞｰと環境汚染病｣ｾﾛﾝ･ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ､農文協(1986) 

｢化学物質過敏症症例集 1｣化学物質過敏症ﾈｯﾄﾜｰｸ(1997) 

｢化学物質過敏症 症例集 2004｣化学物質過敏症支援ｾﾝﾀｰ(2004) 

 

○心理学 

｢ｵﾌﾟﾃｨﾐｽﾄはなぜ成功するか｣ﾏｰﾃｨﾝ･ｾﾘｸﾞﾏﾝ､講談社文庫､講談社(1994) 

 

○注意欠如障害 

｢わかっているのにできない脳 1｣ﾀﾞﾆｴﾙ･ｴｲﾒﾝ､花風社(2001) 

｢ひらめきすぎる人々｣ﾛｸｽｹ､ｳﾞｫｲｽ(2002) 

著者：マルガリータ   発行：mmmECLIPSE 

http://www14.plala.or.jp/margarita/ 
©2004-2017margarita 


