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第１２章 旅行 
 

ＣＳ患者の旅行には、様々な困難が伴います。旅先で出会う化

学物質によって、症状が出てしまうからです。日常生活で、ＣＳ

生活をよく管理できていたとしても、旅行先では事情が違います。

見知らぬ土地で、予想もしない化学物質に出会うことになります。 

ＣＳ患者が旅行するときに、気をつけるポイントは何でしょう

か。この章では、私の旅の経験を「旅行記」として書き、それを

もとに、ＣＳ患者の旅行術について考えてみたいと思います。 
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  〔１〕仙台旅行記 

 ２００６年１１月１８日～２３日にかけて、仙台の実家に帰省

しました（５泊６日）。普通の旅行記というのは、旅の楽しい思い

出を書いたものが多いですが、ここはＣＳサイトなので、この旅

行記にはＣＳ対応を中心に書いていきたいと思います。それに加

え、ＣＳ患者なら誰でも直面する「自分の特殊な事情を人に伝え

て対応してもらう」ということを、特に取り上げて書いていく予

定です。私の場合は、化学物質過敏症に加えて、電磁波過敏症（Ｅ

Ｓ）と顎関節症（食事の問題）がありました。この旅行では、途

中何度かピンチに見舞われますが、そのつど切り抜けています。 

 ＣＳ患者の方には、様々な場面で、私がどのようにＣＳ対応を

行っているのかがわかると思います。一般の方には、ＣＳ患者の

一風変わった旅行ぶりがわかるのではないかと思います。 

 この旅行時の体調は、次のような状態でした。化学物質過敏症

は、この数年で回復してきて、耐えられるものが増えてきました。

電磁波過敏症は、携帯電話の電磁波をはじめ、様々なものに反応

します。そして、顎関節症の症状がとても悪く、離乳食のような

固さのものしか食べられませんでした。本来ならこんなに食べら

れないのだから、旅行になんて行くべきではなかったのです。し

かし、旅行を申し込んだときは、それほど悪くはありませんでし

た。その後、出発までの２週間でみるみる悪化して、このような

状態になってしまいました。もうチケットを取ってしまったので、

なんとか出かけることにしました。 

 

11 月 18 日 

 

○札幌の自宅から新千歳空港へ 

 はじめに新千歳空港に行きました。空港は電磁波過敏症にとっ

ては、危険が大きいところです。無線電波によって、様々な情報

をやりとりしているからです。私は長くいると、強い頭痛が起き

てしまって、どうにもならなくなります。空港ビルの屋上にたく

さんアンテナが乗っているので、なるべくビルの上の階に行かな

いようにしています。下の方の階でも、場所によってＥＳ反応が

強く出るところがあるので、近づかないように気をつけています。

これは、体感で判断しています。 

 手荷物を預けるときには、大きなビニール袋でカバン全体を覆

ってしまい、荷物庫の匂いがつかないようにしています。以前、

国際線に乗ったとき、預けた荷物に消毒剤のような刺激臭がつい

ていたことがありました。それ以来、ビニールで覆うようにして

います。ビニールは用意して行かなくても、カウンターでお願い

すると、航空会社の方でビニールをかけてくれます。私は念のた

め、自分用のビニールを持って行っています。 

 手荷物を預けるときは、貴重品を手に持って、それ以外のもの

を預けることになります。私はこのとき、いつも戸惑ってしまい

ます。一般の人にとっては、貴重品というのは決まったものです

が、私にとっては違うからです。私は旅行のときも、持ち物は旅

行用のものではなく、ふだん使いの日用品や服を持っていきます。

これは、何年もかけて匂いを抜いてきたものです。私にとっては

すべて貴重品であり、代わりのきかないものです。全部機内に持
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ち込みたいけど、そういうわけにはいきません。預けた荷物が、

どこかに行ってしまわないかと、いつも心配になります。 

 飛行機の座席は、翼より前の席を取るようにしています。これ

は、ジェット燃料の排気を避けるためです。翼より後ろの席だと、

離陸と同時にジェット燃料のにおいが強くなり、具合悪くなって

しまうからです。（→詳しくは、スモール・データ・バンク「飛行

機」をご覧ください。） 

 機内に乗り込み、離陸を待つことになりました。私は普通に乗

り込んでも大丈夫ですが、ＣＳ患者の人で、他の乗客の匂い（洗

剤や香水など）が気になる人は、「優先搭乗」させてもらうといい

です。体の弱い人、妊娠中の人など、他の乗客に先立ち、搭乗す

ることができます。 

 

○香水の匂いで…ピンチ！ 

 離陸。私が も好きな瞬間です。私は飛行機が好きで好きでた

まらなくて、機体がフワッと浮き上がると興奮してしまいます。

どんどん上昇して、地上の景色が小さくなっていくのを眺めるの

がたまりません。「こんなすごい眺めは、とても他では味わうこと

はできないな」「こんな美しいものを見ることができるなんて 、

生きててよかった」と思います。 

 この日は、離陸前から、前の席の乗客のことが気になっていま

した。香水の匂い、かなり強い匂いです。でも、いつもは離陸し

てしまうと、機内の給気設備の関係か、匂いが薄まることが多い

ので我慢していました。 

 しかし、この日は時間がたつと共に、香水の匂いがどんどん強

まっていくようでした。鼻の粘膜がヒリヒリして、頭が痛くなっ

てきてしまいました。夫に聞いてみると、「この匂いは健康な人で

もたまらないよ」という返事です。 スチュワーデスさんに言っ

て、席を替えてもらうことにしました。せっかく窓際の席で、窓

に張りついて外を眺めることができたのに、とても残念ですが…。 

 

 スチュワーデスさんを呼んで、事情を話してお願いしました。

「そこの方の香水で…」と言いつつ、チラッとその方に視線を向

けます。なるべく、その乗客に気づかれないように…。その人が

気づいて、せっかくの旅気分が台無しになってしまったら気の毒

だと思ったからです。コソッと席を替えてもらいました。少し後

ろの５席続けて空いている席に移動しました。  

 窓際に座ろうとしたら、直前の席にノートパソコンを使ってい

る人が！ ＥＳ反応で、目が痛くなってしまいました。それで、

窓際はあきらめて、なるべくパソコンから離れた席に座りました。

スチュワーデスさんは、「窓際の席が空いていますよ。どうです

か？」と声をかけてくださいましたが、私が遠慮すると、不思議

そうな顔をしていました。 

 席の移動のときには見のがしてしまったので、飲みものを持っ

てきたときに、この親切なスチュワーデスさんの名札を読み取り

ました。旅行後に、航空会社にメールを打つためです。いつも親

切にしてくださったことにメールでお礼をすることにしています。

そうすれば、香水が苦手で困っている乗客がいるということも、

アピールできます。 
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○やわらか～いスパゲティ 

 仙台空港から、バスと地下鉄に乗って、まず私の実家に行くこ

とにしました。実家近くで遅めのお昼ご飯。選んだ店は、禁煙席

があって、ＣＳ・ＥＳ的な立地もよさそうです。 

 問題は、私が食べられるものがあるかということで、普通の大

人用の料理はとてもじゃないけど、顎が痛くて噛めません。この

日は、迷った末に、スパゲティを頼むことにしました。注文時に、

ウェイターの人にお願いしました。 

「私は歯が悪くて、あまり噛めないので、スパゲティをよくゆで

てほしいんです。もう『やわらかめ』っていうんじゃなくて、か

な～りやわらかい、こう、離乳食みたいな感じに…」 

私が「かな～り」のところで、ニカッと笑うと、ウェイターも「ふ

ふっ」と笑いました。手応えあり、という感じです。 

 ゆでるのによほど時間がかかったのでしょう。スパゲティが運

ばれてきたときには、夫はもう食事を終えるところでした。皿の

上には、本当にくたくたに煮込まれたスパゲティが。これはとて

も食べやすかったです。顎が痛いので、少しずつ少しずつ食べて

いきました。途中から痛みでどうしようもなくなったので、麺を

「そばめし」のようにはさみで切って、スプーンですくって食べ

ました。痛かったけど、なんとか食べ終わりました。 

 はさみは、食品を刻んで食べるために必要なので、持参です。

スプーンも、ＥＳのせいなのか（？）金属のスプーンが使えない

ので、プラスチックのものを持ち歩いています。金属のスプーン

を使うと、手がビリビリとしびれるように痛くなります。また、

口の中に入れると、金属臭で吐き気がひどく、食べられなくなっ

てしまいます。 

 お店にアンケートのようなものがあれば、親切にしてくださっ

たウェイターやシェフの名前を書いてお礼をしようと思ったけれ

ど、この店にはありませんでした。お勘定のときに、両者にお礼

を伝えてくれるように、会計の店員にお願いして、店を出ました。 

 

○実家はシックハウス 

 その後、私の実家に行きました。両親に会えるのはうれしいも

のです。この日は、横浜に住む姉が、私の帰省に合わせて帰って

きてくれました。姉に携帯電話の電源を切ってくれるようにとお

願いしました。 

 実家はシックハウスであり、猫を飼っているので、私には危険

の多いところです。私は猫の毛にアレルギーがあります。また、

実家はオール電化住宅でもあります。私にとっては安心していら

れる部屋はないのですが、その中でも比較的マシな和室で団欒し

ました。この部屋はふだん使っていないので、猫が入り込むこと

がないからです。ＣＳ的には問題あるのですが、旅行中に猫が原

因で喘息を起こすのが怖いので、これが 優先となります。 

 和室は猫の心配はないですが、１５年前に床下にシロアリ駆除

剤をまいています。押し入れには防虫剤、仏壇には線香があり、

なかなか危険の多い部屋です。短時間であれば、なんとか過ごせ

ますが、長時間となると自信がないです。また、オール電化住宅

で、２００Ｖの電線が家中に走っているので、ＥＳ症状も出ます。

症状は、独特の体の圧迫感、筋肉の痛み、頭痛です。 

 ２００１年に自分が電磁波過敏症だとわかったとき、この家の
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電線の経路を調べたことがあります。ブレーカーを１つ１つ落と

してみて、どのコンセントがどのブレーカーに繋がっているのか

調べたのです。それがわかれば普段使っていないブレーカーを落

としておくことができます。この家には１００Ｖのブレーカーが

２０本、２００Ｖのブレーカーが６本あり、まるでパズルのよう

でした。家を建てたとき工事の人が整然と配線しなかったらしく、

いくら調べても、何が何だかわかりません。配電盤を操作してい

るうちに、ＥＳ症状で具合が悪くなってしまいました。このテス

トで、私は家の配電システムをメチャメチャにしてしまったので、

その後怖くて触っていません。帰省の日も、さわらずソーッとそ

のままにしておきました。 

 母が寒いだろうからといって、石油ファンヒーターを新しく買

っておいてくれました。でも、私は新しいものを焚くのに自信が

なかったので、これは点火しませんでした。新品は塗料のにおい

が強いと思ったからです。代わりにエアコンで暖房しました。エ

アコンから吹いてくる風は妙な匂いがしていましたが、なんとか

やり過ごせました。足元は電気コタツだったので、ＥＳ的には厳

しかったです。 

 一家でお話して、楽しく過ごしました。私はしゃべるだけで顎

が痛かったので、鎮痛剤の助けを借りました。食べ物はあらかじ

め米と水（ミネラルウォーター）を実家に送って、お粥を炊いて

いてもらいました。お粥以外のおかずはあまり食べられませんで

したが、楽しかったです。 

 

 

○ホテルへ 

 私は実家には泊まれないので、帰省時は、ホテルに泊まること

にしています。いつも泊まるホテルは、仙台市郊外にある「ロイ

ヤルパークホテル」です。街中のホテルは、携帯電話の電磁波が

問題になります。中継アンテナが多いし、電話を使う人も多いか

らです。「ロイヤルパークホテル」の近くにも大きめの中継アンテ

ナがありますが、平日はそれほど電磁波が強くないので、なんと

か耐えられます。土日にホテルで結婚式が行われると、携帯電話

の電磁波が、一気に増えるような感じがあります。旅行計画を立

てるときは、土日の朝は早くから出かけるようにして、ホテルに

いないような日程を組むようにしています。 

 実家からホテルまでは、母の車を借りて移動しました。この車

は、以前芳香剤を入れていたので、匂いに耐えられるかどうか心

配でした。夜なので、車の中が冷え切っていて、短時間なら何と

かなりそうです。翌朝、返しに来ることにしました。 

 

○客室での対策 

 ホテルの部屋に入ったら、まずは匂いの確認です。禁煙ルーム

をとったので、タバコの匂いは心配ありません。あちこちチェッ

クしているうちに、この日は、目にピリピリとくる刺激を感じま

した。原因を辿ってみると、空気清浄機でした。このホテルには、

もう何度も泊まっているので、だいたい状況はわかっていました

が、空気清浄機を見るのは、この日が初めてでした。 

 フロントに電話してみると、空気清浄機は、新たに設置したも

のだということです。空気をきれいにするはずのものに反応する
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  なんて…。でも仕方ありません。空気清浄機をビニールですっぽ

り覆って、密封することにしました。客室内にランドリー用のビ

ニール袋があったので、これを２つ使い、完全に覆ってしまいま

した。少し目の痛みが軽くなったような気がします。もう少し時

間がたってみないと、はっきりとした効果はわかりませんが…。

部屋に残った刺激物質を取り除くために、換気扇を回しました。 

 このホテルでは、寝具の匂いには、あまり問題を感じません。

洗剤のにおいはそれほど強くないです。ベッドに寝ると、頭が壁

に近くなるので、私は体の向きを１８０度回転させて寝るように

しています。壁際は配線が走っている可能性があるし、壁紙の匂

いもあります。ベッドのヘッド部分に合板を使っているところも

あります。枕元に電気スタンドがあり、ここもＥＳ的に問題あり

そうです。というわけで、ＣＳ・ＥＳ要因を避けるために、枕の

位置を変え、自分の頭が部屋の中央（何もない空間）に来るよう

にしています。明らかに眠りの質が違います。ツインの部屋なの

で、夫の足元を見ながら寝ることになります。 

 この日は、シャワーを浴び、髪を洗って寝ました。浄水シャワ

ーヘッドを持っていき、活性炭カートリッジに通したお湯を使い

ます。シャンプー・せっけんは、家から持参しました。ふだん使

っているものを使用します。 

 

 

 

 

 

11 月 19 日 

 

○卵アレルギー 

 朝食は、バイキングでした。顎関節症のために、食べられるも

のの種類が少ないので、このスタイルは助かります。お粥があっ

たのだけど、米が体に合わない感じなので、パンをはさみで刻ん

で食べることにしました。細切れにすると、食べやすくなります。

あとは、スープを飲んだり、オムレツを焼いてもらったりしまし

た。私は生卵にアレルギーがあるので、オムレツはよくよく火を

通してもらうようにしています。しっかり火が通ったものなら大

丈夫です。 

 このホテルに泊まるのは、もう１０回近くなりますが、はじめ

の頃は、卵のことでホテルの人にずいぶん手間をかけてしまいま

した。何度焼いてもらっても中身が生なので、３回くらい焼き直

してもらったり…。申し訳なかったです。その度に、親切にして

くださったウェイターの方の名前を、ホテルのアンケートに書い

て、お礼を伝えていました。そうしたら、そのうち私の顔と名前

を覚えてくださったようで、今では特別お願いしなくても、中ま

で火を通してくれるようになりました。ありがたいです！ 

 この日は、顎の痛みのために、オムレツを噛むのもつらいぐら

いになっていました。先の行程を思うと、自信がなくなってきて

しまいました。 

 

○客室清掃員へのメッセージ 

 朝、ホテルをたつ前に、客室でメモ用紙に「お願い」を書きま
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した。客室の清掃の方へ伝えるためです。文面は以下のとおりで

す。 

 

  清掃の方へ 

 

 いつもお部屋をきれいにしてくださってありがとうございます。

気持ちよく滞在できるのは、清掃の皆様のおかげです。感謝して

おります。 

空気清浄機が収納棚に入っています。この機械の“におい”が

私は苦手なので、このままにしておいてくださいますようお願い

いたします。空気清浄機を運転しないようにお願いします。 

 １１／２３に帰るときには、元通りにしていくつもりです。ご

面倒なお願いですが、どうかよろしくお願いします。 

 

 私は出がけに客室に自分の荷物を残さず、すべて持って出かけ

るようにしています。このホテルの清掃の人は、とてもきちんと

仕事をしてくださるので、間違えて私物を捨てられるなんてこと

はないはずですが、万が一ということもあるので、念のためそう

しています。私の日用品（洗面用具やシャンプーなど）は、すぐ

にそのへんで買えるものというわけではないので、なくなると困

ってしまうからです。荷物が大きくなってしまうけれど、車での

移動なら、なんとかなります。 

 

○レンタカーを借りる 

 母の車に乗って、実家に向かいました。車は、朝日を浴びて車

内の温度が上がってしまい、芳香剤の匂いがきつくなっていまし

た。これ以上乗るのは無理だと判断して、レンタカーを借りに行

くことにしました。 

 レンタカー会社の人に事情を話し、車内の空気を嗅がせてもら

い、どの車を借りるのか決めることにしました。（→レンタカーに

ついて詳しくは、スモール・データ・バンク「レンタカー」 に

書きました。） 車両は、なるべく年数のたったものを見せてもら

いました。新車の匂いは強烈なので、２～３年たった車を中心に

見せてもらうことにしました。 

 レンタカー会社の駐車場は、近くに巨大な電波塔があって、私

はこれに反応してしまいます。症状は、頭痛と全身の圧迫感、筋

肉痛です。電波塔によるＥＳ反応と、レンタカーの車内の空気に

よるＣＳ反応とを、明確に区別する必要があります。 

 まず、駐車場に立って、アンテナの影響を体で確かめます。次

に車内のにおいを嗅ぎます。アンテナの影響を念頭に置きながら、

車内の空気による反応のみを感じ取るようにします。また、この

とき他の車がアイドリングしていたりすると、排気のにおいが充

満しているので、それによる症状とも区別する必要があります。

それに、私の場合、車内のカーナビによるＥＳ反応とも区別しな

ければなりません。自分の体感だけが頼りの真剣勝負です。ここ

で体に負担の少ない車を選ばないと、のちの旅程に差し障るので、

緊張する瞬間です。 

 このときは、１台かいでみて問題なさそうなので、その車に決

めました。車内のにおいはそんなに強くありません。タバコの匂

いはしますが、それほど強くないので、なんとか耐えられると思
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いました。エンジンをかけて、エアコンをつけ、そのときの反応

も見ます。この車を借りることにしました。 

 

○車内の対策 

 レンタカーに乗って道路に出たあと、まずカーナビの電源を切

り、アンテナをアルミ箔とビニール袋で覆いました。こうすると、

頭痛が目に見えて楽になります。本当に驚くほどの効果なので、

レンタカーを借りたときは、この処置を欠かさずやっています。 

 しかし、この日はアンテナを覆っても、肩や首の痛みがなかな

か取れないので困りました。他に原因があるんだろうか…と思っ

て見てみると、カーナビ以外のアンテナのようなものがフロント

ガラスにくっついています。ＶＩＣＳ（道路交通情報通信システ

ム）とも違う…これはなんだろう？？ 筋肉の痛みが、車内の化

学物質によるＣＳ反応なのか、このアンテナみたいなものによる

ＥＳ反応なのか、区別がつきません。とりあえず、このアンテナ

をアルミとビニールで覆ってみることにしました。その後、筋肉

の痛みは弱まっていったので、たぶん、このアンテナみたいなも

のが原因だったのだと思います。 

 お昼を食べて、車に戻ってくると、車内の匂いを強く感じまし

た。新車の匂いです。乗っている 中はだんだん慣れてわからな

くなるのですが、車を離れてから改めてかぐと、強いにおいです。

少しひるみましたが、しばらく乗り続けていると、また慣れてし

まい、気にならなくなりました。症状もあまり出ませんでした。

この数年は、化学物質過敏症は本当によくなってきたと思います。

以前は、一度匂いが気になると、それになれることなく、ＣＳ症

状もどんどん悪化していきました。 近は、このようにやり過ご

せるようになってきました。 

 

○おいしい夕食 

 夫の友人宅で、手作りハンバーグをごちそうになりました。私

の顎関節症のことを知って、柔らかいメニューにしてくださった

のです。おいしかったです。ポテトサラダのマヨネーズ（生卵）

がダメだと、あらかじめ知らせておいたので、私のサラダはソー

スをかけてくれました。生協のソースでした。 

 帰りの車の中で、夫と話しているとき、このソースのことが話

題になりました。夫が言うには、「友人宅では、ふだん生協のソー

スは食べないから、マルガリータの体のことを気遣って、わざわ

ざ買ってくれたのだろう」とのことです。うわー、ありがとうご

ざいます！ そこまで気を使ってくださって…とうれしくなりま

した。 

 ホテルに戻ると、清掃係の方が、私のお願いの紙をちゃんと読

んでくださったらしく、空気清浄機はビニール詰めで棚に入った

ままになっていました！ 助かります。 

 しかも、ベッドメーキングの向きも、前回とは違っていました。

私のベッドだけ、枕の向きが逆向きに！ 毎晩寝る前に向きを変

えるのは、けっこう手間なので、本当にありがたかったです。 

 



 9

  11 月 20 日 

 

○ティータイム  

 午前中は、父の病院に行きました。父は、週２回リハビリに通

っています。病院の中は消毒臭がするけど、なんとかなりました。

外科と歯科以外の病院には、入ってもそれほど反応を起こさなく

なりました。（外科は、湿布のような匂いが苦手。） 

 そのあと、母とお茶することに。おととい行ったレストランに、

また行くことにしました。はじめていくところは様子がわからな

いので心配だけど、一度でも行ったところは安心だからです。私

は普段からカフェインが入ったものを飲まないようにしているの

で、このようなときに飲むものに困ります。また、甘味が強いも

のが苦手で、あまり食べられないので、喫茶店に行くと、何一つ

注文できないことが多いです。この日も困ってしまいましたが、

ドリンクバーを注文することにしました。母は、コーヒー・紅茶

などを飲み、私はお湯を飲むことにしました。紅茶を入れるため

のお湯が出るので、これをくんできて、いただきました。とても

あったまります。 

 おととい“やわらか～いスパゲティ“をつくってくださったシ

ェフが、私の顔を見て挨拶してくれました。私も改めて、おとと

いのお礼を言いました。「スパゲティがとても食べやすかったで

す」と伝えました。 

 午後、夫も合流して、３人でお昼ご飯を食べました。私はまた

“やわらかゆでゆでスパゲティ”をつくってもらいました。はさ

みでチョキチョキ切って、スプーンですくって食べます。 

○サイトの管理 

 その後、夫と電器店に行って、パソコンコーナーでインターネ

ットを見ました。私のサイトの掲示板をチェックするためです。

電気店は、ＣＳ・ＥＳ的に厳しいですが、この１年は短時間であ

れば入れるようになってきました。 

 掲示板。すぐにレスをつけなければならない書き込みがあった

ので、どうしようかと悩みました。この電気店は、すぐわきに変

電所、真上に高圧送電線、という電磁波過敏症には 悪の立地で

した。体全体に圧迫感を感じ、お腹が痛くなってきました。ここ

は危険なので、短時間で離れることにしました。 

 車で走りながら、ネットカフェを探しました。一軒見つかりま

したが、ここも高圧送電線の直下なので、あきらめて帰ってきま

した。 
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  11 月 21 日 

 

○友人の温かいもてなし 

 化学物質過敏症の友人宅へ。あらかじめ携帯電話の電源を切っ

ておいてくれるようにお願いしておきました。それと、「ノートパ

ソコンをアルミはくで包んでくれるように」とお願いしました。

こんなお願いを、嫌な顔せず実行してくれるのが、とても嬉しい

です。ＥＳの私のために、電気製品はすべてコンセントを抜き、

あらかじめ茶の間にあったテレビとビデオデッキを別室に移して

いてくれました。ブレーカーも、必要なもの以外は落としてくれ

ました。 

 私と夫で、庭にある衛星放送用のパラボラアンテナを、アルミ

はくで包ませてもらいました。これも友人は、嫌な顔ひとつせず

にやらせてくれました。 

 私たち夫婦は、友人宅に着くなり、持参した洗いたての服に着

替えました。私たちの着てきた服は、途中の乗り物の匂いや様々

な化学物質が付着していたからです。友人は「化学物質過敏症が

回復したので着替えなくても大丈夫」と言っていましたが、やっ

ぱり心配だから…ということで着替えました。私の服はいろいろ

な匂いがついていて、自分でも嫌になっていたのです。着替えた

ら、すっきりさわやかな感じになり、気持ちがよかったです。 

 たくさんたくさんお話しして、楽しい時を過ごしました。食事

は、私の顎のことを気遣ってくれて、食べやすいごちそうをいっ

ぱい用意していてくれました。おいしい！ 本当においしかった

です。茶碗蒸しはとても食べやすかったけど、びっくりしたのは、

私の分だけ茶碗蒸しの具がみじん切りになっていたことです。こ

こまで手間をかけてくれて、心の底まで温かくなりました。歯の

治療、難航しているけれど、「がんばって治していこう」と決心し

ました。 

 私は食後、顎が痛くてどうにもならないので、こたつに寝ころ

んでいました。人のうちで寝ころぶのはどうかと思ったんだけど、

どうにもなりませんでした。もう、今回の道中は、どこだろうと

ゴロゴロと横になっていました。顎が痛くて起きていられなかっ

たからです。コタツは、友人が私のＥＳを気遣って電源を入れず、

代わりに湯たんぽをいくつも入れてくれました。湯たんぽのお湯

でほんのり温かく、心地よいコタツでした。食事のあとも、とき

どき起きたり、また横になったりして、おしゃべりしました。 

 

○パラボラアンテナによる反応 

 帰り際、パラボラアンテナにつけていたアルミ箔をはずしたら、

その直後から頭痛。全身の気持ち悪さでうずくまってしまいまし

た。自分でも信じられませんでした。アルミをつけたのは、「ちょ

っと疑いアリ」くらいの気持ちで、自分でもパラボラに反応して

いるかは、半信半疑だったのです。これだけはっきり反応すると、

驚きました。「電源を切っているのに、それでも反応するなんてあ

るんだろうか？」「これはＥＳなんだろうか？」と自分でも信じら

れませんでした。 

 ２００３年に、自宅の２階に夫がパラボラアンテナを設置した

ときも、これと同じ反応がありました。このときも、電源を入れ

ていないし、チューナーに接続してもいません。アンテナが電波
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  を集めて…その後どう働いて私の体に反応が現れるのかは、全く

わかりません。こんな話、誰だって信じられないだろうし（私だ

って自分の体に反応が現れなければ信じられない気がする）、パラ

ボラアンテナに反応するんだったら、とんでもないことです。今

時、どこの家にでもパラボラアンテナがあるのだから。私が住ん

でいる家の近所は、老人世帯ばかりなので、たまたまパラボラア

ンテナがありません。幸運なことだと思います。 

 帰り道、ネットカフェを探して、掲示板に書き込みをしました。

見つけた店が、また高圧送電線の直下。いいところが見つからな

いので、しかたなくここで書き込みすることにしました。原稿は

昨晩ホテルの部屋でメモ用紙に書いてきたので、急いでタイプし

て、投稿。何台もあるパソコンの電磁波や、ブースを仕切ってい

る合板の匂いが気になりましたが、短時間だったのでなんとかな

りました。高圧送電線で、体の筋肉やお腹の痛みが出たけれど、

早めに切り上げたので、大事には至りませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 22 日 

 

○図書館はシックビル 

 朝、出かける前に、清掃の人にまたメッセージを書きました。

毎日私のベッドの向きを逆にしてくれて、とても助かるので、そ

のお礼を。 

 

 フトンの向きを（枕の位置）変えてくださって 

 ありがとうございます。とても助かっています。 

 

メモ帳に書いて、部屋に置いて出かけました。 

 

 午前中は、宮城県図書館へ。調べ物。目的の本が見つからない

ので、早々にあきらめて、１階でＣＤを視聴しました。札幌の図

書館とは品揃えが違います。バッハのオルガン曲を何曲も何曲も

聴きました。幸せ。 

 宮城県図書館は、シックビルディングです。１０年くらい前、

開館したての頃は、室内の空気に反応して職員が倒れてしまい、

救急車で運ばれたということです。私は仙台に住んでいた頃、か

かりつけのアレルギー医からこの話を聞きました。この建物は、

１０年たった今でも、建材のすごい匂いがします。換気が悪いの

か、なかなか減りません。 

 

 午後から、両親＋夫と、見晴らしのよいホテルのレストランで

食事をしました。私は顎の痛みのため味がよくわからなかったの
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  ですが、楽しかったです。景色がとてもよかったです。しかし、

ホテルの前にＮＴＴのビルが（３００ｍ位の距離）。ビルの屋上に

通信用のアンテナがたくさん乗っかっていて、頭が痛くなってし

まいました。クラクラしました。 

 

 夜ホテルに戻ってみると、私のベッドばかりか、夫のベッドま

でも、枕の向きが変わっていました。私のメモを読んでくれたみ

たい。うれしかったです。でも、夫は電気スタンドの方に枕があ

った方が便利だというので、元の向きに戻していました。また、

夫婦互い違いで寝ました。 

 旅程は残すところあと１日となり、少し安心しました。「ものす

ごい顎の痛みだったけれども、なんとかこなせたな」という気分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 23 日 

 

○ 終日 

 ホテルのチェックアウト。清掃の人にお礼の書き置きをしまし

た。メモ用紙に書いて、部屋に置いていきます。ホテルのアンケ

ート用紙があるので、ここにも親切にしてくれたスタッフの方に

お礼を書きました。荷造りを終えたあと、部屋を出る直前に、ビ

ニール詰めにしていた空気清浄機をクローゼットから出しました。

ビニールをとると、やっぱり目にピリピリとくる刺激！ 「密封

しておいてよかった」と思いました。空気清浄機を元の位置に戻

して、部屋を出ました。 

 実家に行き、家のリフォームのことについて、建設会社と話し

合い。工事の内容について、説明を受けました。外回りのことな

ので、特にシックハウス対応はしてもらわないつもりです。この

判断が正しいのかどうかは、わかりません。両親は、化学物質過

敏症の要素は全くない人たちなので、大丈夫だと思うのですが…。 

 私も外回りであれば、工事後２ヶ月もたてば、帰省するのに問

題ないと思います。業者のとの話し合いでは、値段のことなども

交渉しました。 

 たぶん、業者の人が持っている携帯電話のためだと思うのです

が、話をしているうちに、私はだんだん気持ち悪くなってきてし

まいました。集中力が落ちて、話し合いに根気がなくなってきま

した。なんとか 後まで話をすることができました。短時間なら

我慢できると思い、電源を切るようにお願いすることはしません

でした。 
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   午後は、夫の実家によって、おしゃべり。犬の散歩。ずっと顎

関節症で食べられない状態が続いているので、体力が落ちてしま

って、少し歩いただけでフラフラします。夫の実家は、自然豊か

なところで、河川敷を散歩していると、とても気持ちがいいです。

しかし、稲作地帯なので、夏になると、ヘリコプターによる農薬

の空中散布が行われます。私は稲作の行われていない時期に、帰

省するようにしています。 

 

 夕方、帰路につきました。楽しかった旅行も終わりに近づいて

きました。空港でレンタカーを返すときに、カーナビのアンテナ

を包んでいたアルミはくを剥がしました。その途端、よみがえる

強い頭痛。やっぱりアルミはくは、効果があるみたいです。 

 その後、飛行機・バスに乗って、札幌の自宅まで帰ってきまし

た。夫はあと１週間、仙台に残ります。私一人で札幌まで帰って

きました。道中は疲れていて、ずっと寝ていました。帰りの飛行

機は空いていて、なんの問題もありませんでした。ぐっすり寝て

いるうちにつきました。化学物質過敏症が悪かった頃は、乗り物

の中で神経が高ぶって眠ることができませんでした。今は移動中

に眠れるので、疲れがとれます。 

 

 

 

 

 

 

11 月 24 日 

 

○お世話になった皆さん、ありがとうございました 

 帰ってきて、さっそく航空会社にメールを打ちました。親切だ

ったスチュワーデスさんのこと、お名前とお礼を書きました。す

ぐに返事が来て、「また同じようなことがあれば、いつでも対応し

ます」とのことでした。また、「スチュワーデス本人にメールのこ

とを伝えます」と書いてありました。他のＣＳ患者が困ったとき

にも、親切に対応してくれるだろうと思って、うれしくなりまし

た。 
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〔２〕青森旅行記 

○旅行準備 

 ２００６年１２月１９日に、青森に行きました。かねてから会

ってみたいと思っていたＣＳの友人を訪ねる旅です。年の瀬も迫

っていましたが、ちょうどこのとき、それまでずっと続いていた

歯の治療がしばらくお休みになること、冬であれば農薬の心配が

いらないことから、この日程で出かけることにしました。 

 はじめは飛行機で行くつもりだったのです。飛行機なら短時間

で行くことができ、体への負担が軽くてすみます。しかし、冬の

〈札幌－青森〉航路は、ちょうどよい時間の便がありませんでし

た。〈札幌→青森〉は夕方の便、〈青森→札幌〉は朝の便のそれぞ

れ１本だけです。２泊しなければ、何もできません。 

 それで、バスかＪＲで行くことにしました。ＪＲ線は、夜２２：

００に発って、朝５：３０に着く列車がありますが、ＥＳ持ちの

私は、７時間半も電車に乗る自信がありませんでした。長時間、

電車に乗っていると、全身の筋肉が固くなって痛み、頭痛がして

きます。それで、〈札幌→函館〉間はバスで行き、津軽海峡はＪＲ

線に乗ることにしました。夜０：００に札幌を発って５：００に

函館に着き、７：００に函館を発って、９：００頃に青森に着き

ます。これなら、電車に乗る時間は少なくてすみます。函館で２

時間待たなければなりませんが、乗り物に乗っていない分、体は

楽なのではないかと思いました。 

 はじめは、１２月１８日（月）に行く予定だったのですが、バ

ス会社に問い合わせたところ、月曜日のバスはビジネス利用の乗

客が多く、ほぼ満席だということでした。人が多いと携帯電話の

電磁波が心配なので、１日延ばして、１２月１９日（火）に行く

ことにしました。この日のバスは、「ガラ空き」だということです。 

 １泊することも検討したのですが、結局日帰りにしました。宿

泊することになると、準備も持ち物も大変です。宿泊先のホテル

の空気や電磁波状況によっては、眠れない夜を過ごすことになる

かもしれません。仙台旅行と決定的に違うのは、初めて行くとこ

ろだということです。仙台は何度か行っているので、だいたい何

が問題となるのかが予想できました。しかし、初めて行く土地で

は、予想もしない化学物質に曝露する恐れがあります。それを考

えると、まずは日帰りが無難だと思ったのです。 

 今回の旅は、７年ぶりの一人旅となります。２００１年にＣＳ

が悪化してから、私は夫の付き添いなしに行動することができな

くなりました。化学物質に曝露すると急激に反応が進み、意識が

もうろうとして動けなくなるためです。２００４年秋頃からは、

日常生活では、ひとりでも出歩けるようになりましたが、旅行は

まだ自信がありませんでした。回復してきたので、ここいらで「挑

戦してみよう！」という気持ちになりました。結果はいかに？ 楽

しんで帰ってこられるのでしょうか、それとも、散々な目にあう

のでしょうか。 

 いつもなら、よく下調べをして、よく準備してから出かけるの

ですが、このときは勢いでパッと決めて、すぐに出発してしまい

ました。 
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○出発 

 １２月１８日の夜２２：３０頃、私は夫に送られて、地下鉄の

駅まで行きました。地下鉄でバスターミナルまで行きます。札幌

出発のバスターミナルは、ちょうど大通公園のテレビ塔の近くに

あるので、ＥＳ的に自信がありません。テレビ塔に近づくと、頭

痛・全身の圧迫感などの症状が出て、どうにもならなくなります。

「出発時刻の３０分前にターミナルに集合するように」と言われ

ましたが、あえて遅刻することにしました。３０分もテレビ塔の

近くにいる自信がなかったからです。地下鉄の駅からバス会社に

電話して、「やむを得ない事情で遅れます」と連絡し、出発の１５

分前に到着するようにしました。 

 大通で地下鉄を降りてからバスターミナルまで、なるべくテレ

ビ塔から距離をとったルートを歩いていきました。ここで強い症

状を起こすと、いきなり旅行が終了なので、注意深く行きます。 

 ターミナルには遅刻してつきましたが、出発まで１５分間、何

するでもなく待たされたので、遅れてよかったと思います。（バス

会社の人には申し訳なかったですが。）たった１５分でも、頭痛や

全身の痛みが出てきました。それ以上、長時間いたら危なかった

と思います。 

 ロビーで、バスの案内パンフレットを見ていたら、そこに驚く

べき情報が！ なんと、バスの車内にテレビが２台設置してある

と書いてあります。私はＥＳで、この３年程テレビを見たことが

ありません。大丈夫だろうか、症状（頭痛・強い目の痛み）が出

ないだろうかと、完全にビビりました。「あらかじめ下調べしてく

れば、前もって気づくことができたのに…」と思いましたが、後

の祭りです。 

 

○バスの車内 

 ２３：５５に車内へ乗り込みました。テレビ、ついてます！ な

るべくテレビを避けて、後部のエンジン部分も避けて座りたいと

思いました。エンジンの部分は、電磁波が強いと思ったからです。

また、後ろの席は、排気ガスの問題もあります。しかし、座席は

すでに決められており、私の席はあまりいい席ではありませんで

した（イラストの緑色の席）。 

 

席は車両の前方が男性席、後方が女性席と分けられており、真ん

中より後ろの席に座るしかありません。私の指定席は、テレビと

トイレの真ん前です！ トイレは芳香剤が入っているだろうから、

なるべく近寄りたくないと思っていました。 

 この日は乗客が少なかったので、もっと条件のよい席にこっそ

り移動することにしました。「０：００の消灯と共にテレビは消し

ます」というアナウンスがあり、この点は安心しました。トイレ

を避けつつ、後方のエンジン・排気ガスも避けて、座ることにし
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ました（イラストの紫色の席）。 

 ０：００に照明が消されると、車内は真っ暗闇になりました。

バスは函館に向けて、走り出しました。 

 

○トイレの芳香剤 

 消灯後に、トイレに行ってみました。芳香剤がどうなっている

かを確認するためです。芳香剤の匂いが弱くてやり過ごせそうな

ときはそのままにし、もし匂いが強いようなら、あらかじめ用意

していたビニール袋で、芳香剤を包もうと思っていました。出発

と同時にビニール詰めにして、到着直前にビニールをはがすつも

りでした。バス会社の側にも、芳香剤を設置する正当な理由があ

るのだから、できればビニールを使わずにすませたいと思ってい

ました。ところが…。 

 トイレに行ってびっくりしたのは、今時珍しいパラゾール（パ

ラジクロロベンゼン）のボールが設置してあったことです！ た

だの芳香剤ではありませんでした。確か、パラジクロロベンゼン

は発ガン性があるということで、使用禁止になっていたと思うの

ですが…。でも、確かに目の前にあります。これに近づくのは、

本当に久しぶりでした。なんとも懐かしい匂い…。そして、胃の

あたりがムカムカして気持ち悪くなってきました。狭いトイレ内

に立ちこめる匂い。ドアの隙間から漏れて、バスの車内に拡散し

ていることでしょう。 

 パラゾールは作りつけの専用ケースに入っていました。アクリ

ル板を組み立てたような透明なケースにボールが入れてあり、ぽ

つぽつと開いた穴から成分が揮発してきます。ケースは壁にビス

で留めてありました。壁にしっかりくっついているので、全体を

ビニールですっぽり包んで封をすることができません。 

 そこで、ケースの前面と側面をビニールで包み、壁との間は、

隙間があかないように、ビニールをなるべく壁に押しつけました。

これではまだ匂いは漏れてくるだろうけど、何もやらないよりは

マシです。作業が長引いて、体に影響が現れるのを恐れました。

ビニールごしの作業だったにもかかわらず、手にパラゾールの匂

いがついてしまいました。 

 

○函館へ 

 乗り物の中では、とにかく寝てしまうことです。私はＣＳが悪

かったときは、家でもどこでもほとんど眠れず、そのため昼間起

きている間もずっと具合が悪かったです。ＣＳの回復と共に、こ

の２年ほどは、乗り物の中でも眠れるようになりました。寝やす

いように、耳栓をして音を遮断するようにしています。 

 このバスは、リクライニングシートの角度が体に合わなかった

ので寝にくかったですが、なんとか眠りにつくことができました。

右手はパラゾールの匂いがついているので、顔に近づけると匂い

ます。右手に手袋をはめ、なるべく顔から離して寝ました。車内

の消毒の匂い、他の乗客の匂いも少し気になりましたが、いつの

間にか眠ってしまっていました。 

 ４：３０に、いきなり電灯とテレビがついて、起こされました。

函館駅に着く前に、途中の停留所で降りる客がいるためです。私

はテレビも電灯も気にせず、とにかく寝続けました。寝ないと昼

間に体力が持たないからです。５：００前に函館駅に着きました。
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雪が降っていました。 

 

○函館駅にて 

 函館で２時間の待ち時間があるので、この時も「いかに睡眠を

取れるか」が重要だと思いました。駅の待合室のベンチには、す

でにたくさんの人が寝ていました。私も「よっこらしょ」と横に

なって、眠ることにしました。早朝で暖房をしぼってあるせいか、

寒くてなかなか眠れません。新聞紙に包まって寝ている人は、暖

かそうでした。眠れずにいると、人の話し声が気になってきます。

そして、なぜか犬の鳴き声が！ 犬を連れての旅行なのか、待合

室にいる人の飼い犬のようです。犬の鳴き声もかまわず眠ってい

る人がうらやましくなりました。 

 先ほどから熱心に電車のダイヤについて話している人がいます。

旅行者なのだろうなと思って、ちょっと耳を澄ますと、話し相手

はとても声の小さい人のようで、よく聞こえません。「おかしいな」

と思って起き上がって見てみると、話し相手の姿はなく、一人の

人が延々と自分だけでしゃべっているのです。「この人はいったい

何者？」と思ったけど、かまわず寝ることにしました。 

 １時間過ぎて６：００になると、函館駅の駅員がベンチで寝て

いる人を起こしに来ました。始発が近づいてきて、通勤客のよう

な人も増えてきました。寝ている人がいるのは、見映えが悪いの

でしょう。私は６：３０まで、持ってきたパンなどを食べて朝食

をとりました。６：３０には津軽海峡線の列車が来たので、乗っ

てしまい、中で寝ることにしました。 

 

○津軽海峡線 

 この電車に乗ってみると、中の消毒臭の強いこと！ 驚きまし

た。鼻や喉が詰まるような強い臭気です。これまで札幌近郊の電

車に乗ったときは、こんなに強い消毒に出会うことはありません

でした。だから、電車に乗っても大丈夫だろうと思って出かけて

きたのですが、この匂いは計算外でした。こんな中で過ごせるだ

ろうかと躊躇しましたが、「とにかく寝てしまえば何とかなるだろ

う」と思い、席に座りました。３０分ほど寝ていると、電車は出

発しました。消毒臭で、ちょっと息苦しい感じがしてきました。 

 これはあらかじめ予想していたことですが、津軽海峡の海底ト

ンネル。ここを通過する間は、きっと地上にいるよりずっと空気

が悪くなるはずです。３０分ほど海底にいることになります。大

丈夫かと心配でした。 

 海底トンネルに入る直前に、車内放送で案内がありました。そ

して、列車はトンネルに入っていきました。それまでとは違い、

粉っぽいような、微粒子状の物質が車内に入ってきて、喉はいが

らっぽいし、目にしみて痛みました。じっと目をつむって、寝た

ままやり過ごすことにしました。 

 青森に着く頃にはヘトヘトで、私は本当に１日過ごせるのだろ

うかと心配になりました。列車が海底トンネルから抜けたあとは、

車内の空気は少しよくなってきました。そして、青森駅で電車か

ら降りると、さらに空気はよくなりました。 

 

○対面 

 青森駅で、ＣＳの友人と初対面。顔を見るのは初めてで感激し
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ました。車に乗せてもらって青森駅を出ました。感心したのは、

車内の匂いのなさです。さすがＣＳ患者！ ここまで無臭にでき

るとは。我が家の車はもっと匂うので、普通のＣＳ患者は乗れな

いかもなあ、と思いました。 

 友人宅で、飲みものや朝食などをいただいて、後はずっとしゃ

べりっぱなしです。そのうち、私はＦＦ式のファンヒーターにＥ

Ｓ反応を起こしたようで、頭が痛くなってきました。これを消し

てもらったら、頭痛はみるみる楽になりました。ストーブを消す

と寒いので、２人ともダウンジャケットを着ながらの会話です。 

 その後、おそば屋さんに場所を移して、お昼ご飯を食べながら

しゃべりました。禁煙のおそば屋さんなので、その点は安心でし

たが、畳張りなのでちょっとビビりました。畳の匂いは抜けてい

て大丈夫だったのですが、個室のふすまが開いていて、ここから

は匂いました。ここだけ畳を替えたばかりのようです。こっそり

ふすまを閉めてしまいましたが、後からそこに来た店員さんに、

また開けられてしまいました。青森の人は、きっちりしていらっ

しゃる。札幌の人はおおらかというか、たいていそのまま放っと

いてくれるのですが…。畳の匂いは少し気になりましたが、何と

かしのぐことができました。 

 その後、青森市内をドライブして、いろんなところを見せても

らいました。冬なので農薬の心配がなく、私はリラックスしてド

ライブを楽しみました。突然押しかけてきたのに、たくさんおも

てなしをしてもらって、うれしかったです。 

 風景はとても美しかったです。青森の空の色は、札幌とは違う。

私の出身地の仙台とも違います。何だか宗教的で神秘的な空の色。

本州の 果ての地の独特の風土を感じました。寺山修司や棟方志

功、太宰治を輩出した土地だというのは、うなずける感じがしま

した。 

 夕方、青森港の観光センター「アスパム」でお茶を飲みました。

上層階に、港が一望できる見晴らしのよい喫茶店があります。私

は１０年ほど前にここを訪れたことがありますが、風景はまるで

違って見えました。ここ２年ほどで、私は視覚症状（物の見えや

すさ）が格段に回復したので、このような違いが出たのだと思い

ます。１０年前より視野がとても広くなり、色調や光の具合も、

細やかに見えるようになっていました。神経が回復したんだなあ、

と実感したことでした。１０年前はいろいろ大変だったけど、私

はここまで回復してきたんだなあ、よかったなあと思いました。 

 

○帰路 

 夕方の電車に乗って青森を発ち、函館で乗り換えて、５時間半

ほどで札幌に着きました。帰りは、全行程ＪＲ線です。乗り継ぎ

の接続がいいので、行きよりずっと短い時間で帰れます。電車で

ＥＳ症状が出ても、あとは帰って寝るだけなので何とかなる、と

思いました。 

 帰りのＪＲ線の車両も、それはそれは消毒臭の強いものでした。

〈函館→札幌〉間は、列車自体のにおいも強かったです。新しい

車両だったのだと思います。ゴムのような匂いがしていました。

鼻から口から、重苦しい空気が侵入してきて、息苦しさを感じま

した。しかし、この５時間半はほとんど熟睡状態で、気づいたと

きは札幌に帰ってきていました。帰りは、いつ海底トンネルに入



 19

ったのかも、覚えていません。 

 地下鉄の駅まで、夫が迎えに来てくれました。私はこの日の旅

の楽しさを伝えたくて、興奮してしゃべっていましたが、夫の様

子が変です。呆然として、相槌もほとんど打ちません。どうした

のかな…と思いましたが、その日は疲れたので寝ました。 

 夫は翌日も、その次の日も、呆然としているようでした。３日

目くらいから、ようやく旅の話ができるようになりました。夫は

私の一人旅のことが心配で、あまりにも心配しすぎて、精神的に

変になっていたようです。そのことにようやく気づきました。

初の２日は、私が本当に無事に帰ってきたことが信じられなかっ

たのだそうです。３日目にようやくホッとしたようで、もとの夫

に戻りました。今回の旅行は、直前に決めて急に出発したので、

夫は心の準備をする時間がなかったのだと思います。 

 私は初の一人旅が成功して、本当にいい気分になっていたので

すが、ここまでこられたのは夫のおかげで、私一人の力じゃない

んだと、自分に言い聞かせました。２００１年にＣＳが劇的に悪

化してから、私は一人で出歩くことができず、夫はずっと私につ

きっきりでした。当時、私は一人になると、とても心細かったで

す。そういうことを思い出しました。 

 あれから６年。こうしてここまで回復できたのは、夫の力なし

には果たせなかったことだろうと思います。この先は、こんなふ

うに夫に心配をかけるようなことがないようにしたい、と思いま

した。 

 

 

〔３〕私の旅行術 

ａ．旅行の計画 

 ＣＳ対応の旅行では、出発前によく計画を立てることが大切で

す。あらかじめリスクを予想し、備えるためです。はじめに行き

先と日程を決めますが、自分の過敏性や体調と、旅行の目的とを

考え合わせて、どのような旅にするのか、決定します。 

 

○目標を決める 

 私が「旅行記」に書いたのは、楽しむための旅行でしたが、他

に仕事での出張や、化学物質を避けるための避難が目的の旅行も

あると思います。仕事の出張というのは、私には経験がないので、

ここでは省くとして、他の２つについてはそれぞれ目標を考えて

みましょう。 

 

◆ 楽しむための旅行 

 「気晴らしをする」「親しい人と再会する」「珍しいものを見る」

「おいしいものを食べる」など、ふだんの生活では味わえない楽

しみを求めて出かける旅です。行きたいところを決めたら、それ

が現在の自分の体調と照らし合わせて、無理のないものかを考え

てみます。体調が悪かったり、過敏性が高い場合は、道中、次々

と曝露に遭って症状が出てしまい、楽しむどころではなくなりま

す。予定通りに行動することが難しくなり、場合によっては、途

中で帰ってこなければならなくなるかもしれません。 

 私は、２００１年５月に、ＣＳが劇的に悪化してしまいました



 20

が、４月に旅行の計画を立てて手配してしまっていたため、６月

に海外旅行に行きました。このときの経験は、今、思い出しても

身悶えするほどです。苦しさ１００％、楽しさのかけらもありま

せんでした。拷問で、引き回されたようなものです。体調が悪い

と、さんざんな結果になります。そのようなときは、旅行をしな

い方がよいのです。計画を立てる段階で、予想を立てて、苦しさ：

楽しさの比率が５０％：５０％くらいにならないなら、出かけな

い方がよいと思います。２００１年の海外旅行は、楽しさ０％、

苦しさ１００％でした。ここ２年ほどの旅行は、楽しさ７０％以

上になってきています。旅の目標は“楽しむ”こと。私は、楽し

さ５０％以上を目標としています。 

 

◆ 避難のための旅行 

 「近所で外壁塗装が始まる」「近隣で農薬の空中散布がある」な

どという場合、家にいるのが危険なので、避難する必要が出てく

ることがあります。私の場合は、年に１回、年末年始の時期に、

携帯電話の電磁波を避けるために、毎年避難します。 

 ＣＳ患者にとって、「避難」の目的は、有害な化学物質を避ける

ことです。しかし、全く化学物質の害がない場所というのは、な

かなか見つけられないので、避難先でも曝露する危険性がありま

す。場合によっては、家にいるよりも、避難先の方が有害度が高

い場合もあります。「避難」旅行の目標は、家にいる場合よりも、

体が楽になることです。その目的を達成するためには、避難先を

よく考えて選択すること、リスクをシミュレートすることが必要

になります。はじめていく場所は、必ず予想もしないような汚染

源に出会うことが多いので、完璧な予測は難しいのですが、事前

によく調べて計画を立てることで、リスクを 小限にすることを

目指します。 

 

○計画を立てる 

 目標が決まったら、体調との兼ね合いで、行き先や日程を決め

ます。過敏性が高く、体調を崩しやすいときは、なるべく旅行期

間を短く、目的地を近くします。はじめは少しずつお出かけして

いって、慣れてきたら、もっと冒険してみます。私は２００２年

に札幌に越してから、何度か仙台に里帰りしていますが、はじめ

は２泊するのがやっとでした。その後、過敏性が下がるに従って、

日数が増えていき、現在では、５泊しても大丈夫になっています。 

 

○シミュレーションする 

 旅程が決まったら、全行程を紙に書き出します。どこに行って

何をするか、誰に会うのかをすべて書きます。（「気ままな旅が好

き」という人も、ＣＳが治るまでは、いったんお預けにした方が

無難です。） 計画が決まっていないところ、曖昧なところは、わ

かる範囲で決めてしまいます。実際、旅に出れば、変更を迫られ

ることもあるし、行ってみないとわからないこともあるのですが、

決められるところは決めてしまいます。 

 私は、２００３～２００４年頃、過敏性が高かったときには、

化学物質に曝露すると、すぐに思考力が落ちてしまい、自分が何

をやっているのか、どう行動したらいいのか、わからなくなって

いました。そのとき、行程を詳細に書いた計画表は、とても役に
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立ちました。事細かに記してあるので、その通りに動けばいいわ

けです。私がダウンしてしまったときに、夫に援助を頼むのにも

役に立ちました。紙に書いてあるとおりにしてもらえばいいわけ

ですから。 

 全行程を書き出したら、１つ１つについて、その場面を頭に思

い浮かべ、化学物質のリスクを予想します。そして、そのときど

のように対処したらよいかを考えていきます。バスに乗るのに、

他の乗客の持ち物に反応するのであれば、なるべく空いている便

を選ぶべきです。例えば、「青森旅行記」で、私は混んでいる月曜

日のバスをやめて、火曜日に出発することにしました。また、「仙

台旅行記」では、飛行機に乗るときに、預ける荷物をビニールで

包みました。荷物庫や、他の乗客の荷物からの匂い移りを防ぐた

めです。 

 旅行中は、その場になってから対応しようとすると、なかなか

難しいので、あらかじめ計画を立てて、紙に書いていくと、スム

ーズにできます。例えば、行程表の「電車に乗る」というところ

には、次のような注意を書き込んでおきます。「パンタグラフを避

けて車両を選ぶこと。なるべく空いている車両に乗る。頭痛が出

たら早めに鎮痛剤を飲む。薬・水を取り出しやすいところに入れ

ておく。」電車に乗るときに、このメモを読めば、すぐに思い出す

ことができます。 

例として、章末に旅行計画表を１つ載せておきます。ある年の、

年末避難旅行の計画表を読みやすく編集したものです。 

 

 

○地図の利用 

 行き先のリスクを予想するのに、地図はとても便利です。私は

事前に必ず確認します。使うのは、都市地図や道路地図と、国土

地理院の地形図です。（→地形図については、第５章〔２〕に詳し

く書いています。）地形図では、農地、公園、工場、清掃工場、送

電線、電波塔の場所をチェックします。農地・公園をチェックす

るのは、殺虫剤・除草剤のリスクを避けるためです。線路も確認

します。これは、電磁波と除草剤のリスクを避けるためです。自

分の苦手なものをよく想定して、地形図をチェックすることをお

勧めします。 

 都市地図、道路地図もよく見ます。泊まるホテルや外食する飲

食店の位置など、行く場所を確認し、地形図と併せてリスクを見

積もります。私の場合、どこに行くにも、まずＮＴＴビルがどこ

にあるのかを確認します。ビルの屋上には、大きな通信用アンテ

ナが乗っていることが多く、それに強いＥＳ反応を起こすからで

す。これが何を置いても一番先に確認する点です。テレビ塔や自

衛隊の電波塔などは、地形図に載っているので、確認しておきま

す。しかし、携帯電話の電波塔、アンテナは調べようがないので、

電話で現地に確認するなどの方法をとっています。 

 

○宿泊について  

 どこに泊まるか決めるとき、私のやり方をご紹介します。目的

の地域で、ホテルをネット検索し、立地を見ます。都市部、駅前

などは避けるようにしています。（人が集まるので、携帯電話を使

う人が多くなり、ＥＳ的につらいからです。）「仙台旅行記」に出
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てくるホテルは、仙台市の郊外にあり、体が楽でした。 

 また、地形図を見て、高圧送電線の位置をチェックします。送

電線が近いと、私はひどい頭痛になってしまい、全く耐えること

ができません。それから、客室で無線ＬＡＮが使用できるように

なっていないかも確認します。無線ＬＡＮが使えるような宿は避

けます。自分では当然使用しませんが、他の部屋の宿泊客が使用

すると、その電波に反応する可能性があるからです。 

 客室は、和室の畳がだめなので、洋室に泊まるようにしていま

す。また、新築のホテルはだめなので、築年数も調べるようにし

ています。インターネットで調べられる場合があります。また、

書店に行くと、宿泊施設のガイドブックがあって、それに築年数

が書いてある場合があります。直接ホテルに電話して聞いてみる

のもいいと思います。私の場合、築年数が２年以上たったものは、

大丈夫なようです。ホテルによっては、禁煙ルームを設けている

ところがあるので、確認して、あるようなら、その部屋を頼みま

す。温泉宿は、硫黄泉だと匂いがつらいので、避けています。温

泉宿の場合は、あらかじめ泉質を確認しておきます。 

 だいたい絞り込めたら、 後にホテルに直接電話して、建物の

屋上に携帯電話のアンテナが乗っていないかを確認します。また、

敷地内にアンテナ（鉄塔）がないか、一番近いアンテナはどのく

らいの距離にあるのかを聞きます。携帯電話のつながり具合も聞

いておきます。「圏外」なら 高ですが、今時はなかなかそういう

宿は見つかりません。 

 また、ホテルに電話して、宿泊日に工事をしていないか、聞い

たほうがいいです。２００３年に道北を旅したとき、夕方ホテル

に着いてみると、建物の周りに足場が組まれていて、今まさに外

壁塗装をし始めたところでした。私が泊まった部屋は、塗り始め

た場所から離れていたので、何とか耐えられましたが、これは予

想もしない事態でした。泊まるホテル自体の工事ではなくても、

近隣で工事をしている場合もあるので、あらかじめ確認した方が

安心できます。また、宿泊日には工事していなくても、直前に工

事をすると、その残留臭に反応してしまう可能性が高いので、宿

泊日の３ヶ月前までの期間に工事がないかどうかを、聞いておい

た方がいいでしょう。 

 このような一連の手順を踏んでＯＫなら、そのホテルに決めま

す。私の場合は、このような手順ですが、人によって反応するも

の、苦手なものは違うので、ご自分の事情に合わせてチェックし

てみてください。 

 

○外食について 

 目的の地域で、禁煙席がある店を探します。私は、座席が分か

れていれば耐えられますが、人によっては、部屋が完全に仕切ら

れていないとだめな場合もあるでしょう。 近は表示が細かくな

ってきているサイトもあるので、事前に確認することをお勧めし

ます。食材の農薬や添加物を避けるために、自然食レストランを

チェックしてもいいと思います。 

 都市地図で場所を割り出し、地形図で確認します。これは宿泊

場所を決めるときと同じで、反応が起きそうな場所をチェックし

ます。このようにして、なるべくリスクの少ない店を選びます。 
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○持ち物の準備 

 次に全行程をシミュレーションしながら、必要な持ち物をリス

トアップしていきます。ＣＳ患者であれば、ホテルに備え付けの

シャンプーなどは使えないでしょうから、自分が大丈夫なものを

持っていくことになります。１日の生活に必要なものを漏らさず

リストに加えていきます。衣類・水回りのもの・薬やサプリメン

ト・水や食品などです。 

 ふだん通りの安全性を確保したいと思っても、旅行中はそれが

不可能なこともあります。ふだん、空気清浄機や浄水器を使って

いる人でも、それを旅行に持っていくのは難しいでしょう。「どう

しても必要なものは何か」「あきらめたり妥協しなければならない

のは何か」ということをよく考えて、持ち物を決めます。一般の

旅行者が持たないようなものも持って行くので、どうしても荷物

が多くなってしまいます。荷物が重いと体に負担なので、少しで

も荷物を減らして軽量化を図りたいのですが、安全性との兼ね合

いで、難しいところです。 

 ひととおり必要なもののリストができたら、今度はリスクに備

えるためのものをリストアップします。旅程の中で、化学物質の

曝露が予想される場面で、自分がどのように対処したらよいのか

を考え、それに必要なものを持っていきます。「仙台旅行記」では、

レンタカーの車中にあるカーナビのアンテナを覆うために、あら

かじめアルミ箔とビニール袋を用意していきました。このように、

曝露が予想される場面で、対処する方法を考え、必要なものを持

っていきます。 

 どんなに綿密にシミュレーションしても、必ず何か見落としは

あるものです。また、旅行中に不測の事態に遭い、あわてること

もあります。そのとき、「あれを持ってくるのを忘れた！」「あれ

を持ってくればよかったのに…」という場面に行き当たります。

そのときは、持ってこなかったのを後悔しつつ、それなしで対処

しなければなりません。「あれがあったら、どんなに楽だったろう

か」と思うことしきりです。 

 このようなときは、その都度きちんと記録を取って、次回の旅

行に生かすようにします。家に帰った後に、もう一度持ち物リス

トを見て、不足を書き足しておきます。そうすると、次の旅行の

ときに、それが貴重なデータとなります。何度か旅行を繰り返し

ているうちに、持ち物リストは充実し、洗練されていき、過不足

なく準備ができるようになります。  

 

 このように、１つ１つの場面を思い浮かべながら計画を立てて

いきます。旅慣れないうちはとても時間がかかりますが、慣れて

くると、だんだんスムーズに考えられるようになってきます。い

くら綿密に計画を立てても、実際旅行中には予期せぬことが起き

てきます。そのときは、その場で対応しなければなりません。そ

れでもあらかじめ考えられるだけ考えておくと、現地での負担が

減ります。 

 過敏性が高いうちは、計画も事細かになり、膨大な注意点を書

き出さなければなりません。また、旅行中に不測の事態に出会い

やすくなります。そのつど対応していくことになります。私は２

００４年までは過敏性が高かったので、事前にたくさんのリスク

を想定しなければならず、出発前に疲労困憊してしまうような有
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様でした。いくら考えても、どんどん心配な点がわき上がってき

て、きりがありません。そのようなときは、どこかで見切りをつ

けなければならないのです。考え残しがあっても、ある程度まで

考え抜いたら、そこでやめます。後は、何が起こっても、冒険気

分で楽しめれば！ 思い切って出かけてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．旅のコツ 

○ビニール袋 

 とにかくビニール袋をたくさん持っていく！！ ＣＳ対策はこ

れが一番です。旅先で、 

 

Ａ．有害な物を包んで、化学物質の揮発を防ぐ。 

Ｂ．自分の持ち物を包んで、汚染から守る。 

 

そのどちらにも使えます。軽いし、かさばるものではないので、

多めに持っていくと安心です。私は、４５リットルのゴミ袋を８

枚、調理用のポリ袋（２０×３０センチ）を１０枚、小袋（６×

１０センチ）を１０枚持っていきます。あわせて、口をしばる針

金（パン屋さんで袋を閉じてあるようなビニールで被覆された針

金）も持っていき、サッとしばれるようにしています。他にマス

キングテープも持っていき、ビニールを貼りつけて使うようなと

きに使用しています。ビニール袋、針金、テープは一式、旅行カ

バンの外ポケットに入れておき、何かあったらすぐに取り出せる

ようにしています 

 「青森旅行記」では、夜行バスのトイレにあった芳香剤（パラ

ゾール）にビニールを被せて、成分の揮発をおさえるのに使いま

した。また、仙台旅行記では、ホテルの部屋にある空気清浄機を

ビニールで覆いました。（このときは、ホテルに備え付けのビニー

ル袋を使いましたが、なければ手持ちのものを使ったはずです。

持っていくと安心です。）これは、上記のＡの方法に当たります。 

 また、「仙台旅行記」では、飛行機に乗るとき、荷物を預ける際
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に、旅行カバンをビニールで覆っています。これは、上記のＢの

方法に当たります。 

 ２００５年１１月に、実家の両親と山形方面にドライブに行っ

たときも、ビニール袋が大活躍しました。道中、農家が直売して

いる白菜がとても安いというので、母が漬物用にたくさん買いた

いと言い出しました。しかし、その白菜は有機栽培ではなく、ふ

つうに農薬を使って育てられたものなので、私は反応してしまう

恐れがあります。このとき乗っていた車はトランクがなく、ハッ

チバック式の収納スペースだったので、車に乗っていると、白菜

から揮発してくる農薬成分を吸ってしまうことになります。私は

当時、野菜の残留農薬に接すると、目に焼けるような痛みを感じ

ていました。白菜を買っても、そのまま車に積むことができませ

ん。 

 このときは、カバンからサッとビニール袋（大）を取りだして、

白菜を包みました。口をしばって封をし、車に積み込みます。ビ

ニールが農薬成分の揮発をおさえてくれるので、同じ車内にいて

も、問題なく過ごせました。ビニールがなかったら、楽しいドラ

イブが台無しになっていたと思います。あるいは、白菜を買うの

をあきらめてもらうことになって、母をガッカリさせてしまうこ

とになったかもしれません。 

 

○洋服の着回し 

 家にいるときは、洋服が化学物質で汚染されるたびに着替える

ことができます。また、行く場所の汚染度別に服を着分けること

ができます。（→第１章〔３〕－ｄ） しかし、旅行中はたくさん

の服を持っていくことができないし、すぐに洗濯できないので、

限られた枚数で着回すことになります。着替えるタイミングをは

かるのに、ふだんとは違う判断が必要になります。 

 ２００３～２００４年に過敏性が高かったときは、着ていく服

の他に、外出着を２組スペアとして持っていきました。それでも

すぐに汚染されるので、枚数が足りないと感じていました。３組

の服を汚染度別に着分けていました。飛行機やバスの移動のとき

には、ジェット燃料や車内消毒で汚染されるので、「汚染度が高い

場所用の服」を着ます。他に「汚染度が中くらいの場所用」、「汚

染度が低い場所用」と分けて着回していました。 

 旅行中は、すぐに着替えたいと思っても、着替える場所に困り

ます。ふだんは外出先でも、「どこのトイレが汚染度が低いか」と

か「芳香剤を使っていないトイレはどこか」などという情報が、

だいたい把握できていますが、旅行先では行き当たりばったりで

す。洗剤や消毒剤、芳香剤の強いトイレにはそもそも入れないの

で、思ったように着替えができないことがありました。ふだんの

生活よりはルーズに、臨機応変に対応していくしかありません。

一瞬一瞬の判断力が必要になります。そんな中でも、なるべく体

に負担の少ない服装を心がけました。 

 現在は過敏性が下がったので、５泊程度の旅行なら、着ていく

服の他に、スペアを１組持っていくだけです。旅行の途中で着て

いる服の汚染が進んできたと思ったら、着替えるようにしていま

す。「仙台旅行記」では、旅程半ばで、ＣＳの友人宅を訪ねるとき

に、着替えています。これは、自分自身のためでもありますが、

先方に配慮してのことでした。着替えたら、それまで服について
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いた化学物質の影響がなくなり、体の周りの空気がよくなりまし

た。 

 このように、洋服を着回していきます。過敏性の高い人は、服

を多めに持っていった方が安全だと思います。しかし、荷物が大

きくなると持ち運びで体に負担になるので、その兼ね合いが難し

いです。避難などで、長期間同じ所に滞在するなら、あらかじめ

宅配便で送っておく、という手もあります。 

 

○交渉－特別な配慮を求める場面 

 旅行中、自力で解決できる問題は、それでよいのですが、どう

しても人の援助をお願いしなければならない場面が出てきます。

ＣＳのために、どうしても耐えられないような状況になったとき、

あるいは、それが予想される場面では、担当の人に事情を話して

対応してもらわなければならなくなります。 

 例えば、「仙台旅行記」では、飛行機で近くに座った乗客の香水

の匂いで、私は具合悪くなってしまいました。席を替えてもらう

必要がありました。このようなとき、次の点に気をつけています。 

 

【１】事情を簡潔に話す 

 自分が困っている状況をわかりやすく、簡潔に話します。相手

がすぐに理解できるように。私は、事実のみを話し、その理由は

あまりしゃべりません。とにかく困っている状況が伝わればＯＫ

です。私は化学物質過敏症という病気のことを詳しく説明するよ

うなこともしていません。どうしても話が長くなってしまいます

し、相手の理解力の範疇を超えてしまい、戸惑わせることになっ

てしまうからです。「～で、具合が悪い」「～が苦手」と、簡単に

伝えます。 

 このとき、「困っているから助けてください」ということを伝え

るようにし、汚染の発生源について非難したり否定したりするよ

うな雰囲気が出ないようにしています。（相手が抵抗感を感じない

ようにするため。） 有害な化学物質が身近に使用されている状況

は憂えるべきものかもしれませんが、この場面で達成したいこと

は、自分を目の前の苦境から救い、楽しい旅を続けることです。

そのための行動を取ります。旅行中は、なるべく心身に負担の少

ない行動を心がけ、信念を伝えるような活動は、旅行以外のとき

に行えばいいと思っています。 

 自分の状態を表現するのに、私は「～が苦手」の他に、「～のア

レルギー」という表現もよく使います。化学物質過敏症とアレル

ギーは違う現象ですが、これはとても通じやすい表現です。「畳の

裏に防虫紙がついていて、成分が揮発してくるので、それを嗅ぐ

と、具合悪くなる」と長々と説明するよりは、「畳アレルギー」と

言うと、一発で通じます。このような方便も利用します。そして、

真剣に堂々と、相手に配慮しながら訴えます。 

 

【２】どう対応してほしいのか、簡潔に話す 

 話を始める前に、どのように対応してもらいたいのかを決めて

おきます。化学物質に曝露して、症状が出始めているときは大変

ですが、がんばって考えます。いくつかの選択肢が思いついたら、

その中で一番よさそうなものを選びます。交渉がうまくいかない

ときは、代案があると有利なので、それも考えておきます。（第１
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選択肢、第２選択肢があると望ましいです。さらに第３選択肢ま

であると、かなり柔軟に交渉できます。） 

 どう対応してほしいかわからないまま、困っている状況だけを

伝えても、相手は困ってしまうので、必ず対処法を決めておきま

す。それは、自分にとっても、他の人にとっても負担の少ない方

法を選びます。 

 旅行に出かける前によくシミュレーションしておくと、その場

になってからあわてずにすむので有利です。このような場面では、

「こうすればすべて解決」という魔法のような方法は見つからな

いのがふつうですが、少しでも状況が改善することを目指します。

旅行中は、とにかく困ってしまう状況が次々押し寄せてくるので、

それをどんどんさばいていかなければなりません。旅慣れてくる

と、「波乗り」か「冒険」気分でスリルを楽しめるようになります。 

 さて、話がうまく相手に通じて、対応してもらえたとします。

それで状況が改善すればよいのですが、必ずしもそうとは限らな

いのが現実です。対応してもらった結果、かえって状況が悪くな

ることもあります。例えば、私は仙台行きの飛行機で、香水の匂

いから逃れるために席替えしてもらった結果、今度は近くにノー

トパソコンを使っている人がいる席になってしまいました。私は

ノートパソコンにＥＳ反応を起こしてしまいます。このときは、

たまたま他にも席が空いていたので、移ることで事なきを得まし

たが、それができなかったらつらかったと思います。ＣＳ・ＥＳ

では、身のまわりにある数多くのものに反応するので、対応して

もらった結果、かえって状況が悪くなることも多いのです。 

 私はそのときには、「あきらめる」ことにしています。何とかそ

の場をやり過ごすようにします。１回対応してもらって、せっか

く配慮してもらったのに、やっぱりだめで、もう１回お願いする、

ということが、どうしてもできません。相手の気持ちを考えると、

これは難しいです。あまりにも具合悪いときは、そのようなこと

は言っていられないかもしれませんが…。 

 特別な対応を求めたときには、次のような２通りの結果が予想

されます。 

 

対応をお願いする → 状況を変える → 改善 

対応をお願いする → 状況を変える → さらに悪化 

 

どうなるかはそのときの状況次第で、なかなか予想できません。

毎回“賭け”だと思います。過敏性が高かった頃は、どこに行っ

ても反応するので、負け続きでしたが、回復して、「負け」は少な

くなってきました。あまりにも過敏性が高いときは、旅先での困

難を予想して、旅行自体をやめにしたこともあります。 

 

○交渉のコツ 

 交渉のときに、相手の注意を喚起し、親身になってもらうため

に、効果的な方法があります。それは、相手のことを、その役職

で呼ぶのではなく、その人の名前で呼ぶことです。例えば、飛行

機で困ったことがあったときには、「スチュワーデスさん」と呼ぶ

のではなく、その人の名札を読み取って「○○さん」と名前で呼

びます。そうすると、相手は俄然こちらに興味を持って、注目し

てくれます。親身になってくれます。（名前を呼ばれた瞬間、相手
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 の表情が変わります。） 驚くほどの効果があるので、ぜひ試して

みてください。（これは、営業の仕事を長年やってきた夫の行動を

見て、私も見習ってやってみたことです。） ＣＳが重症だった頃

は、目の機能がとても悪かったので、人の胸の名札を読み取るの

が難しかったのですが、今は回復して読み取りやすくなりました。 

 また、その人の名前を覚えておくと、直接お礼を伝えることが

できます。もし店内アンケートなどがある場合は、それに名前を

書いて、感謝の気持ちを伝えます。また、帰宅後にメールを出し

てお礼を伝えることもできます。私は、帰宅後に思い出せるよう

に、必ず紙にメモしておきます。アンケートやメールを書けば、

化学物質で困っている人の存在を世に知らしめることができ、Ｃ

Ｓに対する理解が広がります。後の自分のためにも、他のＣＳ患

者のためにもなります。「仙台旅行記」では、帰宅後に航空会社に

メールを出し、感謝の気持ちを伝えました。航空会社からの返信

は、「今後もＣＳに前向きに対処するつもりです」という内容でし

た。また、仙台で宿泊するホテルでは、アンケートにお礼を書い

た職員の方は、私のことを覚えていてくれて、次に行ったときも、

とても親切にしてくれます。これによって、ＣＳで心細いはずの

旅が、心強い旅になりました！ 

 

 交渉のポイントは… 

・堂々と訴える。 

（卑屈にならない。） 

・なるべく簡潔に伝える。 

（表情を交えて、真剣に。） 

・対応してくれたときは、感謝と喜びの気持ちを伝える。 

（過剰なくらいの表現で。） 

・対応してくれないときは、すっぱりあきらめる。 

（後にひかないようにする。すぐに忘れる。他の方法を探す。） 

 

○具合が悪くなったときの対処法 

 気をつけて旅行していても、予想外の化学物質に出会い、症状

が出てしまうこともあります。私が重症だったときは、症状が進

んで意識が遠くなってしまうことが怖かったです。連れがいれば、

助けてもらうようにします。原因となる化学物質の発生源から離

れること、あるいは発生を抑えること（ビニールで包むなど）が

必要です。そして、いったん休める場所で、ある程度症状がおさ

まるのを待ちます。体が楽になってきたら、身につけているもの

の対策をします。着替えたり（できるなら）シャワーを浴びたり

します。持ち物で汚染されたものがあれば、洗えるものなら洗い

ます。着替えた服や汚染されたものは、いったんビニールで包ん

でしまい、帰宅後に処理するようにします。 

 この対処法は、家にいるときと基本的には同じですが、旅先で

は、休息する場所が自宅ほどはきれいな空気ではない場合が多い

ことと、頻繁にシャワーを浴びたり着替えたりできないところが

違います。洋服の枚数が限られているので、そのままでも症状が

ある程度回復するようなら、私は着替えずに、同じ服を着続ける

こともあります。旅行中は、ふだんの生活のようには、きめ細や

かにＣＳ対応できないので、ある程度具合悪くなってもしかたが

ないと割り切ることが必要だと思います。体調が悪くなってきて
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も、新しいものや珍しいものに目を向けて、気を紛らわせましょ

う。楽しみましょう。そのための旅行なのですから！ （旅行後

にドッと疲れが来るけど、そのときはそのときです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．旅が終わったら 

 楽しい旅が終わりました。まずは疲れを取ることが一番です。

シャワーを浴びて、化学物質の汚染を落とし、着替えてすっきり

した状態で休みます。旅行の後片づけは、休んだ後に行います。  

 その後、旅行中にお世話になった人にお礼をします。道中特別

な配慮をしてくれた人、訪ねて行った友人などにメールや手紙で

感謝の気持ちを伝えます。 

 十分休んだら、荷ときと後片づけをします。このとき、服や持

ち物についた化学物質の匂いの種類や強さをよく嗅いで、道中の

曝露の状況を確認します。（よく休息して、体調が回復してから行

います。） 旅行中、自分が鼻で感じていた化学物質の発生状況と、

服に付着した匂いとを併せて、特に危険だったものは何か、案外

耐えられるものは何かを把握します。これは、次回旅行に行くと

きの参考になります。 

 そして、旅行の記録を取ります。何に反応し、どのように対処

したのか、対策は成功だったか、失敗だったのか。次回、同じよ

うな場所に行くとしたら、どこをどう改善できるのか、というこ

とを考えていきます。 

 私は旅行中でも、毎日必ず日記をつけています。細かいことな

ど、旅行後に振り返っても、うまく思い出せないことが多いから

です。毎日記録を取っておけば、書きもらしが少なくてすみます。

しかし、旅行中は疲れやすいので、夜ホテルで日記をつけるのは

しんどいこともあります。私は自分のためだと思って、何とか記

録していますが、疲れているときついです。同じように感じる方

は、負担を減らすために、紙に記録する方法にこだわらず、ＩＣ
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レコーダーを使って、音声で記録する方法はどうでしょうか。こ

れなら手軽に記録が取れると思います。また、私は紙での記録の

他に、デジカメでいちいち写真を撮っています。これも、後に思

い出すために便利です。記録を取ると、次の旅行のとき、計画を

立てるのに有効です。ぜひ、記録することをお勧めします。 

 そして、旅行後の整理が終わったら、あとは旅の楽しい思い出

をしっかり味わいましょう。 

  

 皆さんも、よい旅を！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行計画表（例） 

 

 以下は、私が年末年始に避難旅行したときの計画表です。私は

普段から、携帯電話の電磁波で頭痛などの症状が出てしまうので

すが、年末年始になると、その症状が格段に強まります。社会全

体での携帯電話の通話量が増えて、環境中の電磁波が強まるため

ではないかと思っています。（年末準備の連絡、年始の挨拶、年賀

メールなどが、年々増加しているようです。）そのため、年末年始

は、携帯電話の電磁波量の少ない場所に避難することにしていま

す。電磁波過敏症（ＥＳ）のための避難とはいえ、旅行先では化

学物質にも反応するので、ＣＳ対策も念入りに行っています。実

物はメモ程度のものですが、今回サイトに載せるにあたり、わか

りやすいように書きなおしました。 

 

１日目 １２月３１日 

○往路 

７：５０ 出発。出発前に歯みがきして、歯ブラシを荷物に入れ

る。 

水道の水抜き（凍結防止）。戸締まり。 

 

８：００ バスで地下鉄駅へ。 

８：００のバスが天然ガス車なら、８：１０のバスに乗る。 

それも天然ガス車なら、８：１５のバスに乗る。注１ 

 

８：５０→９：２０ 地下鉄で移動。 
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大晦日なので、休日ダイヤ。注意する。 

 

９：２０ バスターミナル。 

はじめて行く場所なので、携帯電話のアンテナ位置確認。 

電波が強いようなら、時間まで、地下で待つこと。 

 

９：４０ 地下鉄駅より高速バスに乗る。 

バスは前の方の座席に座る。車内のトイレの位置を確認。 

空いていたら、他の乗客から離れた席に座る。（携帯電話を避け

る。） 

寝られたら、寝ていく。（耳栓する。） 

トイレに芳香剤があれば、様子見る。はじめは、夫に確認しても

らった方がいい。 

場合によっては、ビニール詰め。 

車内で、昼食（持参）を食べられたら食べる。食べられなかった

ら、バスを降りてから。 

 

１３：００ バスを降りる。 

タクシーでホテルまで。 

タクシーに乗る時、車内のにおいを嗅ぐ。 

行き先を言って料金を聞きながら、時間かせぎ。その間に、車内

をよく嗅ぐ。 

ダメなら次のタクシー。（繰り返し） 

 

 

○部屋を決める 

ホテルに着いたら、携帯電話のアンテナの場所を確認する。どの

くらい離れているか。 

ホテルの外観、周辺、ざっと見ておく。（注意深く） 

外気の匂いを確認。 

チェックインの時刻（１５：００）まで、時間をつぶす。昼食は、

このときでもよい。 

 

部屋に案内されたら、室内の空気をチェックする。はじめのひと

嗅ぎで、有害度を判定する。 

耐えられそうなら、その部屋に。 

有害度が高いなら、何が原因かを探り、原因次第では部屋を替え

てもらう。 

 

有害な物の影響をできるだけ取り除いて、部屋の空気を判定する。 

（まずは、すぐに対応できるものだけ、やってみる。） 

電気モノのコンセント、はずせるものははずす。 

（テレビ、冷蔵庫のコンセントを抜く時は、配線に注意する。） 

空調をいったん切る。 

その上で、部屋の中のものを、１つ１つ嗅ぐこと。 

 

明らかに有害であり、すぐにビニール詰めできるものは、してし

まう（芳香剤など）。 

収納庫、すぐに目張りできるようならしてしまう。（マスキングテ

ープで目張りする。） 
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電熱線がむき出しのタイプの湯沸かし→ビニールで包む。（目の痛

み） 

冷蔵庫のにおいを嗅ぐ。 

壁紙を貼り替えたばかりではないか。リフォーム（修復の跡）な

どチェック。 

 

その後、外気がよければ、いったん換気する。（５分くらい） 

その上で、部屋の空気を判定する。 

部屋を替えてもらえば解決するような原因なら、替えてもらう。 

どの部屋でも同じ条件ならあきらめる。 

リフォームのあと（壁紙の貼りかえなど）があれば、他の部屋も

同時に行ったのか、ホテル側に確認。 

他の部屋が大丈夫なら、部屋を替えてもらう。 

（壁紙は、特に汚れたり亀裂が入ったりした部屋だけ替えること

がある。） 

 

部屋を替えても仕方のないもの。 

禁煙ルームがないなら、タバコのヤニの匂い。 

芳香剤の残留臭。 

客室清掃の洗剤臭。消毒臭。 

浴室、カビ取り剤、漂白剤などの残留臭。 

家具の合板の匂い。家具・設備のプラスチック・ゴム臭など。 

 

外気（局所的なもの）が原因なら、部屋替えでよくなる可能性が

ある。 

ボイラーの近くの部屋など（排気）。 

あるいはＥＳ的に、高電圧設備の近くなど。 

その時は、避難案内図を見て、建物の形状と部屋の位置を確認し、

大丈夫そうな場所を割り出す。 

外に出て、一回りして、確認。 

 

部屋を替えてもらうなら、もとの状態に戻す。（コンセントをさす。

ビニールをとる。テープをはがす。） 

 

部屋替えは、１回まで！ それでダメなら、あきらめる！！ 

 

○部屋の調整 

部屋が決まったら、今度は念入りにＣＳ・ＥＳ対策をする。 

部屋の中のもの、１つ１つ嗅いで、怪しいものはすべてビニール

で包む。 

クローゼット・洗面所の収納庫の合板臭・接着剤臭が強ければ、

マスキングテープで目張りする。 

電気モノで、頭痛、目の痛みが出るものをアルミ箔で包む。さら

にビニール袋で包む。 

どこをどういじったのかを紙に書き、入口のドアに貼っておく。 

（チェックアウトのとき、部屋を復元するのに必要。戻し忘れを

防ぐ。） 

 

シャワーの型式を確認する。水を出してみて、水質を確認。 

部屋のカーテンの匂いを確認。匂うようなら、カーテンを閉めな
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い。極力、開けたままにしておく。 

（レースのカーテンと厚手のカーテンのそれぞれを嗅ぐ。） 

開けっぱなしだと、夜、外から丸見え…。ホテルの立地、部屋の

位置などから判断し、やむを得ない場合は閉める。 

 

空調をつけてみる。確認。→使うかどうか決める。 

外気の状態が大丈夫なら、換気する。 

換気扇を回しっぱなしにするか決める。（室温との兼ね合いもあ

り。） 

（↑自分でオン・オフできるのなら。） 

エアコン、換気扇のｏｎ・ｏｆｆで、室温は下の表のようになる

はず。 

室温との兼ね合いで、加減する。 

暖房  

ｏｎ ｏｆｆ 

ｏｎ まあまあ暖かい 寒い 換気扇 

ｏｆｆ 暖かい やや寒い 

 

着替えるかどうか。部屋の空気が悪かったら、そのまま。よけれ

ば着替える。 

脱いだ服は、部屋か洗面所に干す。（付着した匂いを飛ばす。） 

 

部屋の空気が悪ければ、 

今後、持ち物をビニール袋に入れておき、使うたびにビニールに

戻す。 

空気がよいときは、出しっぱなしにしてもＯＫ。 

判断がつかないときは、念のため、ビニールに入れる。 

 

ツインのベッドのどちらに寝るか決める。 

枕の向きを決める。 

壁際の配線、壁紙の匂い、ベッドの合板部分を避ける。 

 

○夕食まで 

一息ついたら、お茶を飲んだり… 

電気ポットがあるなら、夫がお茶を沸かすとき、注意する。 

水がよくないようなら、浴室でわかしてもらう。換気扇まわす。

（←外気との兼ね合い） 

私はミネラルウォーターをわかすこと。 

 

その後、時間があれば、部屋の設備をひととおり確認。 

館内を廻って、ひととおり確認。 

ホテルの周辺も歩いて見ておく。 

 

避難場所にもよるが、夕方から、携帯電話の通話量が増えるはず。 

頭痛、体の圧迫感など。 

どの程度か意識してチェックする。→記録をとっておく。（来年以

降のため） 
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○夕食 

レストランに移動。 

好きな席を選べるなら、空調の場所、換気扇の場所を確認して、

体感で決める。（空気の流れを見る。） 

電気モノの場所（照明も含む）もチェックすること。 

テレビがあるようなら、距離をとる。 

事前に、固形燃料を使うような料理がないかを聞く。 

そのような料理は、あらかじめ加熱して燃料が燃え切ってから出

してもらう。 

卓上コンロも同様。 

固形燃料・卓上コンロの料理があるときは、レストランが混んで

いる時間を避ける。 

 

○就寝まで 

入浴。夫は温泉（大浴場）。 

私は水質を見て、よくないなら、１日目はシャワーなし。２日目

の夜に浴びる。 

水質がマシなら、部屋でシャワーを浴びること。（浄水カートリッ

ジを通す。） 

夫のタオルは、洗面所に干し、部屋に持ち込まない。（温泉の匂い） 

 

パジャマに着替えたら、それまで着ていた服をどうするか決める。 

部屋に干すか、ビニールに入れてカバンにしまう。 

 

はさみ・スプーンを洗う。 

部屋に備え付けのティッシュと、手持ちのティッシュを使い分け

る。 

体に触れる部分に使用→手持ちのティッシュ 

それ以外→備え付けのティッシュ。 

 

備え付けのタオル類のにおいを嗅ぐ。 

寝具のにおいを嗅ぐ。 

タオルの方がマシなら、枕を覆う。かけ布団の襟元にかぶせる。 

 

日記をつける。 

部屋の中で、消灯後まぶしそうな部分、デジタル時計などを紙で

覆う。 

アラームセットする。 

 

２３：３０頃から、携帯電話の通話量が増えて、頭痛がひどくな

るかもしれない。 

横になってやり過ごすこと。１：００過ぎれば、大丈夫だと思う。 

札幌の自宅にいるよりずっとマシなはずなので、がんばること。 

夫と新年の挨拶をして、消灯。 

 

２日目 １月１日 

（以下略） 

 

注１：私は天然ガス燃料のバスに反応して、乗ることができません。

ディーゼル車のバスになら、乗れます。私が利用するバス路線は、天
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然ガス燃料の車両と、ディーゼル燃料の車両とが入り交じって運行さ

れているので、天然ガス車を避けて、ディーゼル車に乗るようにして

います。（→スモール・データ・バンク「バス」参照） 

 

解説１：この旅行は避難のためなので、私は同じホテルに何日間かこ

もりきりになります。外出して、人が集まるようなところに行くと、

携帯電話の電磁波を浴びることになってしまうからです。避難中は、

長時間ホテルの中で過ごすことになるので、これだけ念入りな部屋の

チェックと対策を行っています。ふつうの旅行で、一晩寝るだけの場

所なら、ここまでの対策はしないことが多いです。 

 

解説２：ホテルには、早めに着くように計画しました。明るいうちに

着いた方が、ホテルの外の環境をよくチェックできます。また、部屋

を替えてもらうにしても、早くチェックインした方が、他に空いてい

る部屋があって有利です。 


