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＊ＣＳ：化学物質過敏症、ＥＳ：電磁波過敏症 

 (サイト初出時期：2004～2008年） 
 
 
 

あ 

 

アイロン 

［アイロンが使えなくなった経緯］ 

 アイロンがけは私の好きな家事でしたが、２０

０１年にＣＳ症状が悪化してからはできなくな

ってしまいました。２００１年の５月頃から水道水に反応するよ

うになり、水道水に接すると激しい目の痛みを感じるようになり

ました。それとほぼ同時に、アイロンがけをしている時も目の痛

みを感じるようになってきました。原因は洗濯物に水道水の成分

が残留しているらしいこと、アイロンのスチーム機能を使ったこ

とでした。洗濯物に ついている水道水の成分がアイロンの熱で揮

発して、激しい刺激臭を発しました。また、スチーム機能を使う

時はタンクに入れた水道水が蒸発して、これもものすごい刺激で

した。アイロンがけした洗濯物も、アイロン台も、作業をしてい

た私の服や髪も、すべてが強い刺激臭を発するようになってしま

いました。このとき以来、アイロンがけはほとんどしていません。 

 それまで使っていたアイロンは汚染されていて使えそうにない

ので、新しいアイロンを買いましたが、新品のにおいがあって具

合悪くなってしまいました。この頃(２００１年)からテフロン加

工のフライパンにも強い目の痛みを感じるようになっていたので、

アイロンのフッ素樹脂加工が原因なのかと推測しました。困って

いたら、義母が長年愛用している古いアイロンを譲ってくれまし

た。３０年くらい使っているものです(アイロン面はクロムメッ
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キ)。電源を入れて加熱してみたら刺激がなくて使えそうでした。

それで、義母には新品のフッ素樹脂加工のものを使ってもらうこ

とにしました。ありがたかったです…(涙)。 

 

［現在の状況］  

 アイロンは熱を発するものなので、普段耐えられる衣類でも、

アイロンがけによって染料や生地加工剤などの化学成分が揮発す

ることがあります。だから現在でも私はめったにアイロンがけは

しません。する時は 30年もののアイロンを使って、アイロン台の

代わりにバスタオルを使っています。アイロン台は 、以前のもの

は汚染されて使えないので、新しいものを探してみたのですが、

私が使えそうなものは見つかりませんでした。店頭でにおいを嗅

いでみてよさそうでも、熱をかけてみるとどうなるかわからない

ので判断しにくいです。いずれ自作してみようかと思っています

が、現在はまだ過敏性が高いので保留にしています。 

 私は比較的安全な布を買ってきて帽子やスカートを手作りする

ことがあるのですが、裁縫のときにアイロンを使いません。ミシ

ンの機械油のにおいや電磁波(と思われるもの)でフラフラになる

ので 、この上アイロンの負担も重なるととても作業できません。

それで、折り目をつける時には爪を使ってつけるようにしていま

す。綿であればけっこううまくいきます。ナイロン・キュプラな

どはいくら折っても折り目がつかないので、かなり苦労します。 

（2005．1．9） 

 

 

家探し 

 結婚を機に引っ越したアパートがシックハウ

スで、結局住めなかったという話をスモール・

データ・バンク「リフォーム」の項で書きまし

た。以下はその続きです。 

 

［天然素材の家なら安全？］ 

 アパートを解約して引き払った私は、ＣＳについて根本的に調

べてみることにしました。夫と住むための新居を探さなければな

りませんでしたが、どのような住居なら大丈夫で、どのような住

居だとダメなのか、ということが全然わからなかったからです。 

 図書館で「シックハウス」「化学物質過敏症」についての本を何

冊か読んでみました。今でこそ多くの出版物が出ていますが、当

時は関連本は数冊しかありませんでした。医療も建築業界も、対

策はまだ始まったばかり…という感じでした。当時の情報で主流

を占めていたのは、 

「合成化学物質を使った家に住むと発病する。天然素材を使った

家なら安全である。」 

という考えでした。シックハウスをすでに建ててしまった場合で

も、天然素材でリフォームすれば大丈夫という考えでした。知り

合いに相談してみたら、何人かは「ローンを組んで自然素材の家

を建てなよ。」とアドバイスしてくれました。 

 

［モデルハウス見学］ 

 他によい情報もなかったので、賃貸物件を探しつつ、家を建て
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る方向でも動いてみることにしました。まず、一般の住宅メーカ

ーの「シックハウス対策住宅」のモデルハウスを一軒見に行きま

した。そのモデルハウスは、壁が珪藻土で床下に炭が敷いてあり

ました。しかし畳は普通の防虫紙つきのものだし、合板を使った

部分も多数あり、ピンポイントの対策という感じがしました。私

は畳のにおいでフラフラになり、すっかり具合悪くなってしまい

ました。 

 次に、材料や工法にこだわった本格的な自然住宅のモデルハウ

スに行きました。昔ながらの工法で建てられた木造住宅で、床や

天井は天然木無垢材、壁は漆喰で作られていました。そのモデル

ハウスの玄関に入ったとたん、木のにおいが鼻につき、何だか具

合悪くなってきてしまいました。頭が痛くてフラフラします。そ

れでも何とか営業マンにいろいろ質問して、内容をよく把握しよ

うと努めました。そのモデルハウスでは、システムキッチンは一

般の材料を使っているということでした。吊り戸棚の扉を開ける

と、中は溶剤のにおいが強くしていました。お風呂場は檜の無垢

材を使ったものなのですが、湿度が高くカビが生えやすい場所な

ので、防腐塗料を塗っているということです。檜のにおい自体も

強いですが、防腐塗料のにおいもしていました。ウッドデッキな

どに塗ってある塗料のにおいです。キッチンとお風呂場が具合悪

いのは仕方ないにしても、他の部屋はどうなのでしょうか？ 

 リビングでも寝室でも、私は何ともいえない怠さを感じました。

それらの部屋は天然素材しか使っていないにもかかわらずです。

キッチンやお風呂場の有害物質が家中に漂っているせいなのでし

ょうか？ それとも、天然素材にも反応しているのでしょうか？ 

よくわかりませんでした。 

 

［こだわりのお宅拝見］ 

 この住宅メーカーで家を建てた人が自宅を見せてくれるという

ので、住宅メーカーの営業マンに連れられて訪ねていきました。

その方は、かつては東京で暮らしていたのですが、子供がひどい

喘息だったので、仙台に転勤を願い出て引っ越してきたというこ

とです。仙台に新しく建てた家にとても満足していると言ってい

ました。子供の喘息は、引っ越してからとてもよくなったという

ことです。 

 その家に入ってみて、私はまたモデルハウスと同じ具合悪さを

感じました。そのお宅は、収納部分に合板を使ったというので、

そのせいなのかな？ とも思いました。とにかく調子がよくない

ので、何千万円もかけて家を建てるのはリスクが高いのではない

かと思いました。そのお宅の方のようによい結果が出ればよいの

ですが、もしそうでない場合は大変なことになります。 

 

［天然素材の病院］ 

 次に、アレルギー医が天然素材の医院を建てたというので、診

察を受けにいきました。その医院は隅々までとことんこだわった

作りで、収納や建具もすべて天然素材で大工さんが作ったのだそ

うです。壁・天井・床は杉材、壁の一部は漆喰、暖房はマキスト

ーブです。木のぬくもりのある、本当にすてきな医院でした。し

かし、私はここでもまた具合が悪くなってしまったのです。院内

に杉材のにおいが充満しており、鼻やのどがヒリヒリ痛くなり、
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息苦しくなります。重苦しい頭痛がして、視野が狭く暗くなりま

す。思考力が落ちてしまうので、診察の度に伝えたいことを紙に

書いていきました。その場ではとても思い出せないからです。こ

の体験から、私は天然木に反応する体質なのかな、と思いはじめ

ました。 

 初診の時は春だったのでストーブは焚いていませんでしたが、

冬になってマキストーブを炊き始めると、さらに刺激を感じまし

た。燃やしている木や紙のにおいで？ あるいはストーブの塗料

のにおいで？ 煙突から漏れ出る排気・煤のにおいで？ 原因は

よくわかりませんでしたが、強い刺激を感じました。後にホーム

センターでマキストーブを見てみましたが、内部に錆止め（？）

の塗料が塗ってあり、その刺激はとても強かったです。これだけ

こだわって建てた自然住宅で具合が悪くなってしまうってどうい

うことなのだろう…？ と私は悩みました。 当時は天然素材であ

れば大丈夫なはず、という思いが強かったからです。 

 

［木材の干し場を見る］ 

 １９９９年１０月、隣県で自然住宅の展示会があるというので、

夫と二人で出かけることにしました。駅前からマイクロバスで隣

県まで案内してくれるという企画でしたが、私はバスに乗ると具

合が悪くなりそうだったので、自家用車で行きました。モデルハ

ウスは、床・天井は 天然木無垢材、壁は漆喰でした。ここでも私

はこれまで見てきた自然住宅のモデルハウスと同じような具合悪

さを感じました。粘膜への刺激、頭痛、視覚の変化、思考低下。 

 この見学会の目玉は、材木を干している現場も見学できるとい

う企画です。 材木のにおいを嗅いでみれば、自然住宅による反応

が天然木によるものなのか、それ以外のものによるものなのかは

っきりわかると思い、参加しました。山間の広い敷地に大きなテ

ントが張ってあり、その中に木材がたくさん積み上げられて干し

てありました。数ヶ月干して木材をよく乾燥させてから建材とし

て用いるのだそうです。私はこの木材置き場でも具合が悪くなっ

てしまいました。テントを出たり入ったりして、反応を確かめた

のですが、外気よりテントの中の方が明らかに具合悪かったです。

木のにおいがツーンとしていました。（テントの布と材木をよく嗅

いで、テントによる反応なのか、材木による反応なのかを確認し

ました。材木による反応でした。） 

 この経験から、私は天然木が体に合わないのだと結論づけるし

かありませんでした。当時「天然木でＣＳ患者が具合悪くなる」

という記述は、どの資料にも見あたらなかったので、動揺しまし

た。しかしダメなものはダメです。仕方がありませんでした。 

 

［自然住宅より中古住宅の方が楽］ 

 その頃、モデルハウス巡りと平行して、賃貸物件をあちこち見

て回っていましたが、古い中古住宅の方が自然住宅よりずっと体

が楽だと感じていました。それに、シロアリの問題もあります。

当時「床下の毒物シロアリ防除剤」*1という本を読んだのですが、

この本の中の一例が私の目にとまりました。自分の家ではシロア

リ駆除をしないのに、隣家で薬剤散布をして具合悪くなった、と

いう話でした。私も過敏性が高いので同じ事態にならないとも限

りません（→スモール・データ・バンク「シロアリ駆除」参照）。
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家を建てて定住するとなると、このようなことが起きたときに困

ります。そのためにも、いざとなったらすぐに引っ越しできる賃

貸住宅の方がよいのではないか…と考えるようになりました。 

 

［賃貸物件を見て歩く］ 

 賃貸アパート・住宅は本当に数多く見ました。紹介してもらっ

たのは１００件くらい、室内を見たのは４０件くらいだったと思

います。あちこちの不動産会社に事情を話し、次々紹介してもら

いました。「リフォーム」の項で書いたように、次の条件で紹介し

てもらいました。 

「前住人が退去後、リフォーム・ハウスクリーニングをしていな

いもの」 

これに、さらに木造・築１０年以上・南向き（カビ対策のため）

という条件を加えました。はじめは夫の仕事の都合から、仙台市

の東の方で探していました。しかしこの地域は工場がたくさんあ

り、街全体の空気がよくなかったので、あとからは仙台市全域で

探すことにしました。何件も見て回ったのですが、「これは大丈夫」

というようなところは一軒もありませんでした。それぞれにどこ

かしら難があります。 

 

 室内では・・・合板のにおい、畳の防虫紙、塩ビ壁紙、タバコ

のにおい、カビなど 

 

以上のようなものが気になりました。いくつも物件を見ていくう

ちに、頭の中に有害物質濃度のスケールができあがってきました。

「今見ている物件は、今まで見た中ではこの辺の有害度に当たる」

ということが解るようになってきました。かなり数をこなしてい

くと、木造築１０年以上の建物であれば、室内はそこそこ耐えら

れるということがわかるようになってきました。しかし、木造住

宅は床下にシロアリ駆除剤をまくらしく、１階は薬剤のにおいが

します。物件によって濃度はかなり違っていましたが、最も濃度

の低い家でも、長時間暮らすとなると、どうなるのか心配でした。

集合住宅の２階以上に暮らせば大丈夫かもしれないと思いました

が、集合住宅は他の入居者が使用する化学物質が問題になります。

たとえば隣家で 「バルサン」をたかれた場合、耐えられるかどう

か、とても心配でした。しかし、一戸建てだとシロアリの問題が

ある…なかなか解決できない問題を抱えていました。 

 

［外気の問題］ 

 賃貸住宅は外の空気が問題になる場合もあります。私が物件を

探していて問題となったのは次のような項目です。 

 

 外気の状況・・・ 

隣家に古タイヤを積んでいる 

隣がガソリンスタンド・クリーニング店・美容室 

家の前の側溝（どぶ？のにおい、側溝に消毒剤を入れる場合があ

りそう） 

線路が近い（除草剤） 

田畑が近い 

住宅地はシロアリ駆除剤のにおい（あちこちで） 

その他特定できない刺激物 
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 そういった様々な有害物を何とかすり抜けて、条件のよいとこ

ろを探さなければなりませんでした。 

 細かい問題はいろいろあったのですが、大きな問題は次の２点

です。 

 

○外気の有害性・・・室内より室外の方が有害である物件が多か

った。これでは換気ができない。 

○シロアリ駆除剤・・・古い住宅でも木造のものは約５年に１回

ずつシロアリ駆除剤をまく。 

 

［鉄筋コンクリートはどうか］ 

 「木造」－「シロアリ駆除」の問題をクリアするために、鉄筋

コンクリートの古い賃貸マンションを探したこともあります。カ

ビが心配だったので、風通しのよさそうな高層階を探しました。

鉄筋コンクリートの建物は、１０年経過したものでも、同じ築年

数の木造住宅より建材のにおいが強かったです。そして木造には

ない独特のにおいがしました（コンクリートのにおい？）。なんだ

か寒い感じもしました。マンションは１５年以上経過したものと

いう条件で探しました。 

 ２０００年９月と１２月に賃貸マンションを契約しましたが、

結局住めませんでした。両方とも外気が原因でした。 

 １軒目は８月に下見に行った時は、外気は問題なかったのです。

しかし、契約後９月にいったら、外気がとても強い刺激を帯びて

いました。この時はマンションに行くたびショック症状のような

物を起こしていたので、怖かったです。半径１ｋｍくらいに渡っ

て刺激が広がっていました。今でも原因はわかりません。 

 ２軒目は、日曜日に下見をしたときには、外気は問題ありませ

んでした。室内は少し問題があったのですが、何とかなるかもし

れないと思い、契約しました。しかし、平日は、隣のビル（新築）

の換気口から有害な空気が大量に排出されていたのです。その排

気が部屋の中に入ってくるので、刺激が強くて窓が開けられませ

ん。土日になると、その刺激はやみます。年末年始の５日間は隣

のビルが休業だったので、本当に空気がきれいになりました。し

かし、１月４日からは もとの刺激に戻ってしまいました。隣のビ

ルに行ってみましたが、かなり新しい建物らしく、室内は強い刺

激臭がしていました。 

 

［下見でどこまでわかるか］ 

 ２軒ともダメだったので、精神的にも経済的にもかなり大きな

ダメージを受けました。住居探しはとても難しいです。賃貸住宅

を下見する時は、じっくり見たとしてもせいぜい３０分くらいの

時間であり、実際に暮らしてみるのとは全く違います。「量・距離・

時間」の法則（→第１章〔１〕－ｃ）でいうと、「時間」が圧倒的

に短いのです。 

 この問題をクリアしようと奮闘している方もいます。「化学物質

過敏症になった歯科医たち」（ＣＳ支援センターブックレット）に

出てくる事例です。家を探す時に、不動産屋に「あらかじめ一週

間住んでみてから契約するかどうか決めさせて欲しい」と交渉す

るのだそうです。しかし、居住権や火災保険の問題などからなか

なか承諾してもらえない、ということです。 
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 ＣＳ患者は、日用品から高額の商品まで、「買ったのに有害で使

えなかった」という経験があるでしょう。できるだけ出費は抑え

たいのですが、そうもいかないことがあります。特に住宅関連の

費用は大きいので、１つの不具合が大きな損失になってしまうの

です。その最たるものが「シックハウス（マイホーム）」です。 

 この賃貸マンションの件で意気消沈した私は、少しの間住居探

しを休むことにしました。そうしているうちに、２００１年５月

にＣＳが急激に悪化してしまい、とても家探しをしていられるよ

うな状況ではなくなってしまいました。 

 この話は第５章〔３〕へ続きます。 

 
*1 「床下の毒物 シロアリ防除剤」植村振作／著 三省堂／刊 

（2005．5．24） 

 

印刷物 

 本や雑誌や新聞などの印刷物は、紙やインク

の匂いがＣＳ症状を起こさせます。私は農薬に

対する反応がとても強く、それに比べれば印刷

物に対する反応は軽い方です。 

  

［これまでの印刷物との関わり］ 

 重症化する前(～２００１年)は、それほど反応しなかったので、

割と自由に印刷物に接することができました。紙やインクのにお

いもそれほど気になりませんでした。むしろ図書館の本は、カビ

やホコリの影響の方が大きかったです。カビくさい本で、よく目

が痒くなったり、息苦しくなっていました。(これはアレルギー反

応です。) この頃は、白黒の印刷物はほとんど平気でしたが、カ

ラー印刷物の新しいものは、インクの匂いがツーンとして、頭が

痛くなりました。特にビニール袋の封筒に入っている通販カタロ

グなどは、頭痛が強かったです。これは、誰か他の人に一回読ん

でもらうと、すべてのページが一度空気にさらされるので、にお

いは少し薄くなります。しかし、先に読んでもらう人がいない場

合は、なるべく顔を離して、風上に座ってみるようにしていまし

た。１回 でも目を通してしまえば、においがとんで、２回目から

はかなり楽になります。印刷物に対する過敏性がそれほど高くな

かったので、こういった方法で読めるようになっていました。も

っと過敏性が高い場合は、ビニールに入れて読むとか、専用の箱

をつくるとか工夫しなければなりません。一般に、新品のものは

化学物質の濃度が高く、時間がたつにつれて減少してきます。新

しいものより使い古したものの方が、有害性は下がります。しか

し、封入して読む方法だと、いくら読んでも外気に曝されること

がないので、においが減ることがないのです。重症度に合わせて

方法を選択するべきです。重症化する前までは、私は封入しない

方法を選んでいました。 

 

［症状の季節差］ 

 この頃、文章を読むときに、行をうまく追えないとか、視線が

ガクガク揺れて読みにくいという症状が起きていました。これは、

私の場合、印刷物から揮発する化学物質による症状というよりは、

もともと神経が不調になっているためだったようです。夏になる



 8

と、農薬に接触する機会が増え、長期間、常に神経がやられたよ

うな状態になります。冬には読める本が、夏になると読みにくく

なることが多かったです。読みにくいのは本の化学物質だけが原

因なのではなく、農薬の影響を大きく受けていたようです。 

 新聞は本にくらべて読みやすいものでしたが、季節によって読

みやすさに変化がありました。冬は割と楽に読めるのですが、夏

は読みにくかったです。これは原因が２つ考えられます。 

 

(１) 冬は夏に比べて、環境中の農薬の量が少ないので、体調がよ

くなり、新聞を読めるようになった。 

(２) 冬の新聞は、夏の新聞よりも刺激が少ない。夏の新聞は製造

段階で農薬の成分が付着している可能性がある。(例えば、印刷工

場が農地の近くにあるなど。) 

 

どちらが原因かはわからないのですが、季節差は大きかったです。 

 

［図書館の本］ 

 逆説的なのですが、私は新刊書より、図書館の本の方がずっと

有害性が高いと感じていました。図書館の本の方が年数がたって

いる分、インクや紙の化学物質は揮発して減少しているはずです。

しかし、それにもかかわらず、図書館の本より新刊書の方が読み

やすかったのです。私は新刊のインクや紙のにおいにはかなり耐

性があります。一方、図書館の本はそれまで読んだ人の生活環境

の匂いが本に染みついてしまっています。香水をつけている人が

読んだ本、防虫剤のにおいが強い部屋で読んだ本、農薬を散布し

た近くで読んだ本など、図書館の本には実に様々な匂いがついて

います。特に農薬・防虫剤のにおいがついた本は有害で、目の神

経がやられてうまく読めなくなってしまっていました。図書館の

本は、いろいろな人に読まれるので、次第にインクや紙や糊のに

おいは減少していきます。その代わりに生活臭がついてしまうの

です。白黒の印刷物は、表面が粗い紙を使っているので、よくに

おいがつきます。カラー印刷物は紙の表面がツルツルで、全体に

インクがのっているので、あまりにおいはつきません。図書館の

本で、カラー印刷物は、白黒のものよりずいぶん楽だと感じてい

ました。 

 

［重症になり印刷物が読めない状態に］ 

 ２００１年に、ＣＳが重症化してからは、あらゆる化学物質に

過敏になり、体調が悪くなって、とても印刷物を読んでいられな

いという状態になりました。生活用品のあらゆるものが刺激を帯

びているように感じました。本にも強い刺激を感じ、２年くらい

ほとんど読めませんでした。 

 ２００３年春頃から体調が回復しはじめ、再び本を読めるよう

になりました。うれしかったです。その後も少しずつ体調がよく

なり、だんだん本を読みやすくなりました。１年前に読んだ本を

読み返してみると、当時は体調が悪くて、内容の半分くらいしか

理解できていなかったことがわかります。自分ではちゃんと読ん

でいたつもりなのですが、注意力や思考力が、今と比べると低か

ったことがわかります。 
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［印刷物を読むための工夫］ 

 有害な印刷物を読めるようにするために、私が行ってきた方法

を紹介します。私はもともと本を読むのが好きで、体調が悪いと

きも何とか本を読めるようにしたくて、いろいろ工夫しました。

まず、外気に曝してにおいを飛ばす方法ですが、これはあまりう

まくいきませんでした。ベランダや外に本を干しておくと、空気

に曝されている部分のにおいはよく抜けます。しかし、空気に触

れない部分はほとんど抜けません。本は１ページ１ページを外気

に曝していないと、においが抜けず、読めるようにならないので

す。外で何度もパラパラとページをめくってみましたが、それぞ

れのページが空気に触れる時間が短いので、ほとんど効果があり

ませんでした。熱をかけてみたらどうかと思い、電気ストーブの

前でパラパラとページをめくってみましたが、これもほとんど効

果がありませんでした。(本が熱に曝されている最中に、強い刺激

臭が上がります。それを吸い込むと、けっこう具合悪いです。)  

 干す方法がダメなら、覆って有害物質の揮発を抑える方法を試

してみようと思いました。化学実験の時に、透明な箱の中に手を

入れて試薬を扱っている場面を、テレビか何かで見たことがあり

ます。(「グローブ・ボックス」という名称らしいです。) それ

を参考に、本を読むための箱をつくってみました。本体は段ボー

ル、のぞき窓はプラスチック板(塩ビ板)です。(私は、塩ビにはそ

れほど強い反応を起こしません。) 最初はガラスを使ってみまし

たが、光の反射がきつく、また、厚みがあるので、文字が２重に

見えて、とても目が疲れました。薄手のプラスチック板の方がず

っと楽でした。段ボールに手を入れる穴を２つあけて、そこにビ

ニール製の手袋(使い捨て)を貼りつけました。読んでる最中に手

がむれてくるので、綿の手袋をしてから、ビニール手袋に手を入

れました。手袋が２重になるのでページはめくりにくかったです。 

 この箱は、割と効果がありました。本のにおいで具合悪くなる

のが減りました。しかし、本体が段ボールで気密性が低いために、

有害性の高い本を入れると、有害物質が漏れ出てしまいます。ま

た、読み終わったあと箱を開けると、中に充満していた有害物質

が一気に出てくるので、これはずいぶん怖い思いをしました。ま

た、何冊も読んでいるうちに、箱の中に有害物質が付着して、ど

んどん有害度が上がっていきます。そのため、何度か使ううちに、

箱のふたを開けたり閉めたりすること自体が難しくなってきてし

まいました。 

 

［ビニールを使う方法］ 

 次に試したのは、ビニール袋を使う方法です。これはとても簡

単な方法です。ビニール袋に本を入れて口を輪ゴムで縛ります。

縛り口から右手を入れて本のページをめくります。ビニールは汚

れてきたら取り替えられます*1。本を読み終わったあとは、右手

をよく洗います。袋から本を取り出すときに、中に充満していた

有害物質が一気に出てくるので、屋外に出て行うとよいです。長

時間読んでいると、手からの発汗で、ビニール袋の中が曇ってき

ます。このときは、室外でいったん本を出して、中の空気を入れ

換えるようにすると曇りが取れます。また、ビニールに光が反射

すると、とても読みにくいです。目が疲れます。電灯と本の角度

を工夫すると少し楽になります。 
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 ２００５年３月に、さらに新しい方法を試してみました。これ

はとても便利な方法です。ビニール袋に本と消しゴム１つを入れ

て、口を輪ゴムで縛ります。ビニール越しに本を読みます。ペー

ジをめくるときは、ビニール越しに消しゴムでページの端をこす

ると、１ページだけ浮き上がるので、めくれます。この方法だと、

手をビニール袋に入れなくてよいので、手に有害物質が着かない

し、ビニール袋の中が曇ることもありません。消しゴムは化学的

なにおいがしますが、ビニール袋の中に入れてしまうので、それ

ほど害になりません。この方法は、夫がある本に書いてあるのを

見つけてきてくれました。*2 

 

［紙を干す］ 

 冊子は干してもにおいが

取れないので上記のような

方法をとります。しかし、１

枚１枚分かれているような

印刷物は、干す方法が有効で

す。靴下などを干すときに使

う小物干し(洗濯ばさみがい

っぱいぶら下がっている物干し)を使うと干しやすいです。しかし、

それだと大量に干せないので、私は自分で印刷物専用の物干しを

つくりました(写真参照)。この物干しの枠は塩ビの水道管パイプ

です。*3。 ひもは荷造り用のひもです *4。塩ビの枠に、荷造り

ひもを何列にも渡して、巻きつけます。そのひもに、洗濯ばさみ

で紙をとめつけます。この方法は割と有効なのですが、干す場所

の空気が汚染されていると逆効果になります。私は、夏の間は農

薬が心配で、あまり干せませんでした。また、有害性が高いもの

は長期間干さなければならず、干している間にホコリや汚れがつ

いてしまうのにも困りました。また、いつまで干せば読めるよう

になるのかがわからないのも問題でした。むしろコピーした方が

よかったです。コンビニやお店によってコピーの紙やトナーの種

類が違い、私にとって刺激の強いところと弱いところがありまし

た。セブンイレブンのコピー機はよかったので、ずいぶん利用し

ました。しかし、コピー代がかなりかかるので、上記のビニール

袋を使う方法を見つけてからは、もっぱらビニールに入れて読ん

でいます。 
 
*1 使い始めはビニール自体のにおいが気になったので、１日干してから使
いました。 
*2 「続続続続続 伊東家の食卓 裏ワザ大全集 ２００４年版」日本テレ
ビ／刊 （意外なものを使ってお風呂で本が読めちゃう裏ワザ） 
*3 塩ビが苦手な方は、木で枠を作ってみるといいでしょう。私は塩ビより
天然木の方が苦手なので、塩ビを使いました。 
*4 ビニールひもの素材が苦手な人は、梱包用の紙ひもを使うという手があ
ります。 

（2005．3．22） 
 

塩化ビニール  

［塩化ビニールの日用品］ 

 浮き輪やホースに使われているプラスチック

です。健康な方でもその独特な匂いを思い出す
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ことができるのではないでしょうか。ＣＳ患者の中では苦手な方

が多いようですが、私は割と平気です。塩ビのホースは買ってき

てすぐ使うことができました。ビニール手袋（一般には「ゴム手

袋」と呼んでいるもの。炊事用）も、私は使うことができます。

ビニール手袋は、開封したての時は割と匂いが強いので、２～３

日風を通してから使うようにしています。(２、３日で すむとい

うのは私にとっては驚異的なことです。他の素材では、こんなに

すぐに使えるものはめったにありません。) ビニール手袋は、調

理や皿洗いの時に使います。使わないと指先がひび割れてボロボ

ロになります。 

 ２００２年頃から、私が愛用しているビニール手袋の可塑剤が

変わりました。フタル酸系の可塑剤は環境ホルモンの疑いがある

ということで、非フタル酸系の可塑剤に変わったようですが、成

分は不明です。前よりも嫌な匂いになりました。それでも何とか

使えています。可塑剤が変わってから柔軟性が悪くなり、少し時

間がたつとゴワゴワになってしまうようになりました。買い替え

の周期が短くなり結果としてゴミが増えました。また、新品を下

ろす回数が増えたので体にも負担です。企業としては環境や人体

によいものを、と思って改良するのでしょうが、私にとっては 、

このように裏腹な結果になることは少なくありません。 

 

［塩化ビニールの壁紙］ 

 同じ塩ビ製品といっても、塩ビの壁紙は桁違いに毒性が高いで

す。建築材料なので、難燃剤などが添加されているためだと思い

ます。賃貸住宅を探している時に(１９９９年頃)、ホームセンタ

ーで塩ビ壁紙を１０ｃｍほど切り売りしてもらって嗅いでみまし

たが、強烈な匂いです。目が痛くなって鼻がヒリヒリして胸がム

カムカしてきます。そして、頭が腫れるように痛くなってきて、

ゆらゆらとめまいがします。目の前の事物がチラチラと点滅して

見えます。新築住宅や賃貸住宅のリフォームしたてのものは、塩

ビ壁紙から揮発する化学物質がこのサンプルの何十倍もの濃度に

なっているはずですから、とても耐えられたものではないと思い

ました。 

 賃貸物件を見て回る時は、まず不動産屋に「前の住人が退去後

リフォームしていないもの」という条件を出します。リフォーム

していなかったとしても、前の住人が１年しか住んでいなかった

物件や、日の当たらない部屋の壁紙の匂いは強いです。どのくら

いの年数がたてば耐えられるのか…？ということが問題になって

きます。何十件も賃貸物件を見て経験的に感じたのは、私の場合、

３年経ったくらいではまだまだ匂いが強く、できれば１０年以上

経過したものがよい、ということです。 

 

［他の壁材は？］ 

 それでは、「塩ビより砂壁のほうがよいのか…？」というと決し

てそうではなくて、砂壁の場合、後から染み込んだ匂いが強く、

それを掃除することができないので、塩ビより有害なものが多か

ったです。例えば、それまで喫煙者が住んでいた場合、タバコの

ヤニが砂壁に染みついてしまって、強い匂いがします。 

 それなら、「天然木はどうか…？」というと、１９９９年頃、天

然木で内装したモデルハウスを何件か見てみましたが、木の匂い
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が強くて、私は耐えられそうにありませんでした。 

 現在は、塩ビ壁紙を使った賃貸住宅に住んでいます。たぶん壁

紙は５～８年くらい経過したものだと思われます。すこし匂うけ

ど、何とか耐えられます。 

（2005．1．9） 

 

園芸 

 ２００３年の春に「家庭菜園で無農薬野菜を

作ろう！」と思い立ちました。うちで野菜を作

れば、安全だし、新鮮だし、楽しいし…いいこ

とずくめです。 

 

［培養土に反応］ 

 我が家は借家で、庭に砂利が敷いてあります。野菜の栽培には

向きません。プランターで栽培することにしました。 園芸につ

いては全く知識がないので、図書館で本を借りたり、人に聞いた

りして栽培の計画を立てました。初心者は「培養土」を使うと手

軽で失敗が少ないというので、まず土を買いにいきました。 

店で培養土を買ってきてプランターに入れた瞬間、私は具合悪く

なってしまいました。土から強い刺激臭が立ち上り、目や鼻が痛

くなりました。あっという間に目の前が暗くなり、フラフラして

立っていられない状態になりました。すぐに家の中に入り、その

まま寝込みました。この頃はまだ、このような「ショック症状」

を頻繁に起こしていました。 

 私がウーンウーンとうなりながら寝ている間に、夫が後始末を

してくれました。プランターの土を袋に戻し、それを隣家の人に

あげたそうです。それで、我が家の庭の刺激はいったん収まりま

した。しかし、翌日隣家の人が、その土を庭に入れたので、刺激

が我が家の方に流れ込んで来るようになりました。隣家から我が

家の方に風が吹くたび、私は具合悪くなって困りました。それで

も、土を隣にあげたのは正解だったと思います。隣とはいえ距離

があるので、自分の家の庭にあるよりずっと刺激が少なかったか

らです。隣家の庭の刺激は、２～３日たつと少しずつ薄れていっ

て、そのうち気にならなくなりました。私たち夫婦の手元には、

空のプランターだけが残りました。なぜ培養土に反応したかはよ

くわかりません。土に残留している農薬が原因なのではないか、

とか、肥料の成分が合わないのではないか、などと推測してみま

したが、はっきりした原因はわかりませんでした。 

 

［安全な土を手に入れることができた］ 

 その後、刺激の少ない土を求めて園芸店をまわったのですが、

なかなかよいものが見つかりませんでした。売っている土はビニ

ール袋に入っているので、外から嗅いだだけではよくわかりませ

ん。園芸店に入るだけで、すでに具合悪くなっていたので、判断

するのは容易ではありませんでした。 

 ある時、園芸店の店先に使いかけの培養土の袋が置いてありま

した。袋の口が開いていて、中には１／２ぐらい土が入っていま

す。中身をじかに嗅げるチャンスだと思いました。袋の中をよく

嗅いでみると、刺激がなく使えそうです。それで、その培養土を

１袋買って帰りました。家でプランターにあけてみたら 「問題な
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し」です。さらにもう１袋買ってきて、プランター４つを満たし

ました。 

 この頃は、まだ私の過敏性は高かったので、何をやるにもその

つど関門があって、それを乗り越えていかなければなりませんで

した。 

 その後、ホームセンターの苗売り場に野菜の苗を買いにいきま

した。苗売り場は全体が農薬の臭気に包まれていて、具合悪くな

ってしまいましたが、なんとか買うことができました。野菜の苗

のコーナーより、花の苗売り場の方が農薬のにおいは強かったで

す。花の苗の方にはなるべく近づかないように気をつけました。

そうして、買ってきた苗をプランターに植えて、ようやく我が家

の家庭菜園はスタートしました。 

 

［使える肥料が見つからない］ 

 毎日水やりをして少しずつ成長していくのを見守りました。は

じめの頃は、培養土に含まれている養分を吸って植物たちはよく

育ちました。しかし、２ヶ月ほどすると、成長が鈍ってきました。

追肥をしなければならない段階になったのですが、今度は私が使

える 肥料が見つかりませんでした。何種類か試してみたのですが、

どれも刺激があってダメでした。有機肥料は独特のにおいと刺激

があって苦しいものが多かったです。それで結局、追肥をするの

を諦めてしまいました。 

 肥料をやらずに育てたものの、野菜は少しずつ成長していきま

した。そして、夏には弱々しいながら少しずつ実をつけました。

葉物は案外よく育ったので 、たくさん食べられました。しかし、

実のなる野菜は少ししか実らず、寂しい収穫となってしまいまし

た。２００３年の夏は天候が悪く、気温が上がらなかったのも、

不作の原因でした。 

 

［天候不順の夏］ 

 本当に寒い夏でした。何日も雨ばかりが続き、肌寒い日ばかり

でした。そのため、我が家ばかりでなく近所の家庭菜園でも植物

が育たず、夏の初めに野菜が実をつける時期になっても、ほとん

ど実りませんでした。実のならぬまま腐ったり枯れていったりす

るものもありました。そのため近所の家庭菜園では早々と農作業

をやめてしまい、畑を放りっぱなしにするところが出てきました。

平年なら夏中せっせと殺虫剤などをまくところを、この年はほっ

たらかしです。そのため私にとっては、それまでになく体が楽な

夏となりました。この時は、回復して体調がよくなったために、

農薬をあびても症状が出なくなったのだとばかり思っていました。

実際は、農薬の濃度自体が低かったのです。翌年、猛暑が来た時

は、近所の家庭菜園では平年以上に農薬を使用したようです。私

の体は農薬に反応して、一夏ずっと体調が悪いままでした。 

 

［肥料が見つかる］ 

 ２００４年度は前年の経験を生かし、種まき、苗植えまではう

まくいきました。しかし前年と同様に使える肥料が見つからなく

て右往左往しているうちに、植物が栄養不足で弱ってきました。

あちこち探し回って、何とか使える肥料を見つけて来ました。そ

れを与えてやったら、植物はみるみる元気になっていきました。
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この年の収穫は前年と比べればうまくいった方だと思います。肥

料は、自然に近い形の有機肥料だと、においをとても強く感じま

す。「においが少ない」などと表示してある、やや人工的なタイプ

のものの方が、私には負担が少なかったです。「有機肥料は安全」

と考えられているようですが、実際にはどういう由来のものかわ

からないものが多いです。例えば、鶏糞はどんな餌を食べた鶏の

糞なのか、と考えてみると、どこまで安全性を信じていいのかわ

からなくなります。完璧な安全性を求めると話が難しくなるので、

私は「ほどほどの安全」を目標にしています。 

 植物はプランターで栽培すると、あまりよく育たないので、や

はり地植えにするのがいいようです。私の家の近くに、近所の人

が共同で野菜をつくっている空き地があります。敷地をいくつか

の区画に分けて、一軒ずつ割り当てて使っています。２００３年

の春に、その空き地の一角を我が家にも貸してくれることになり

ました。とてもありがたい申し出だったのですが、私は断ってし

まいました。前の年に、その畑で次々と殺虫剤をまいているのを

見ていたからです。その度に畑とその周辺の空気が農薬で汚染さ

れ、私は具合悪くなってしまっていたのです。 その畑には、一夏

近づくことができませんでした。私が同じ場所で農作業をできる

とは、とても思えませんでした。せっかく誘ってくれたのに残念

でしたが、丁寧にお断りしました。それで、我が家は今でもプラ

ンター園芸を続けています。 

今年も園芸シーズンがやってきました。「２００５年はどんな野菜

を作ろうかなー？ 」と今から楽しみにしています。 

（2005．5．30） 

か 

 

カビ（対策） 

［我が家のカビの状況］ 

 私が現在住んでいる家は、築３０年の木造賃

貸住宅です。建材によるシックハウスの心配は

ほとんどないのですが、古い家だけあって、カビが生えやすいで

す。私はカビアレルギーがあるので、カビ対策はＣＳ対策と並ぶ

重要事項です。本を読むと、ＣＳ患者の中にはカビで具合悪くな

る人が多いようです。*1  

 ２００２年にこの家に引っ越してきた時、室内のカビのにおい

の強さに驚きました。引っ越して１週間ほどで、喘息がひどくな

ってきたので、本格的に対策しなければ、と思いました。その頃、

私はＬＤＫに寝ていたのですが、システムキッチンの辺りが特に

カビくさいと感じました。システムキッチンはステンレス製の古

いものです。これは各パーツを並べて置いているだけのもので、

パーツとパーツの隙間にはシーリングが施されていませんでした。

隣り合う調理台の隙間は５ｍｍ程あり、この部分にゴミや汚れが

入り込んでいました。ここから強いカビのにおいが立ち昇ってい

ました。この部分はどうやっても掃除できそうになかったので、

幅の広いマスキングテープでふさぐことにしました。システムキ

ッチンのありとあらゆる隙間をマスキングテープでふさいでいき

ました。マスキングテープは独特のにおいがありますが、私はこ

のにおいには耐えられました。 
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 隙間をテープでふさいでしまうと、その日の晩から喘息はぴっ

たり止まりました。やはりキッチンのカビが原因だったようです。

あれから３年たった現在でも、隙間をふさいだままで暮らしてい

ます。マスキングテープは時間がたつと糊が変質してきて剥がれ

にくくなるので、定期的に貼り替えています。 

 システムキッチンは、配水管などをうまく処理すれば、丸ごと

はずして移動することができるようなのですが、あまりにも大が

かりな作業になってしまうので考慮の末やめました。移動させる

と中のカビが大量に飛散する恐れがあるし、大量のカビを目にし

ても、それをうまく掃除できるか自信がありませんでした。 

 この家はもともと、お風呂場と脱衣所に換気扇がありませんで

した。こんな湿気の高いところに換気扇がないというのは驚きで

した。引っ越してきた時点で、すでにお風呂場と脱衣所は、カビ

くさかったので、すぐさま換気扇をつけることにしました（→ス

モール・データバンク「換気」 参照）。そして、お風呂場に生え

ているカビを徹底的に掃除しました。 

 ２００３年４月に、お風呂場のタイルの割れ目にカビが生えて

きて、喘息が悪くなりました。この割れ目はブラシなどでは掃除

できなかったので、割れ目にコーキング剤を入れて封入しました

（第１章〔１〕－ａ「様々な有害物質を嗅ぎわける方法」参照）。

コーキング剤のにおいで一時的にＣＳ症状が出てしまいましたが、

カビのにおいはうまいぐあいに 収まりました。 

 

［トイレのカビ対策］ 

 我が家のトイレは、夏になると、かなりカビくさくなっていま

した。２００３年の５月に徹底的にカビ掃除をしました。まず、

便器の縁の内部が黒くかびていたので、ブラシで念入りに掃除し

ました。（→スモール・データバンク「消毒用アルコール」参照）。

よく観察してみると、他にもカビが生えているところはいっぱい

ありました。便器とタンクの境目、便器と床の境目、排水パイプ

の外側などが真っ黒にかびていました（図１の赤く塗った部分）。

カビはたいてい石鹸をつけてブラシでこすり、水で流すときれい

になるものですが、この部分は水を流してすすぐことができない

場所でした。元栓で止水して、トイレをバラバラに分解して丸洗

いしてみようと思いました。それで、図書館で本を借りてきて、

トイレの構造を調べました。我が家のトイレはＴＯＴＯとかＩＮ

ＡＸのものではなく（？）、本に載っているような典型的な構造の

トイレではありませんでした。どう分解していいのかわからない

し、分解して壊したりすると、ＣＳのために修理が難しそうなの

で、分解は諦めました。 

 拭き掃除だけでカビをきれいに落とせるのかどうか心許なかっ

たので、結局ビニールでカビ部分を完全に覆ってしまうことにし 

 

     
     図１       図２          図３ 
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ました。ホームセンターで養生用のビニール*2 を買ってきて、そ

れをちょうどよいサイズに切って、トイレのカビ部分を覆いまし

た。夫と２人で、ビニールを被せてはマスキングテープで貼りつ

ける、という作業を続けました。曲面の部分も、ていねいにやれ

ば、きれいに覆えるものです（図２，図３）。全身カビだらけにな

りながら、最後までやり遂げました。私は化学実験のような出で

立ちで、全身を完全防御して、作業しました。カビの胞子を吸い

込まないようにマスクもしました（→スモール・データ・バンク

「マスク」参照）。ビニールで覆ったらトイレのカビ臭は格段に少

なくなりました。安心してトイレに行けるようになりました。 

 

 以上のように、家中のカビ対策をしてきましたが、それでも毎

年５～１０月は家中がカビくさいです。目に見えるところではな

く、見えないような部分（外壁と内壁の間など）が、かびている

のではないかと考えています。これは対策のしようがないので困

っています。 

 

［空気清浄機］ 

 「カビ対策に空気清浄機はどうかしら？」と思い、調べてみた

ことがあります。結局、リーズナブルで私の体に合いそうな空気

清浄機は見つかりませんでした（→第１章〔２〕－ｄ「浄化する」

参照）。空気清浄機について調べていくうちに、とてもよいサイト

を見つけました。花粉症の患者が運営するサイトです。「空気清浄

機はなぜ効果があるのか」「どのような条件でいかに効果を発揮す

るのか」ということをよく分析し、よい空気清浄機とは何かを考

えています。各メーカーの空気清浄機の中から 、よりよい製品を

選ぶための具体的なガイドになっており、読み応えがあります。

アレルギー対策のために空気清浄機を買おうとしている方は、一

見の価値があります。 

 

「あつまれ！花粉症の仲間達」 

http://www.geocities.co.jp/Beautycare-Venus/6468/seijouki2

005_index.html 

 

このサイトには、ＣＳ用の空気清浄機についての説明もあり、参

考になります。とてもいいサイトです。空気清浄機の効果的な使

い方がよくわかります。 

 

［カビを防ぐ方法］ 

 カビを生やさないようにするには、どのような点に気をつけれ

ばよいのでしょうか。生活環境の中でカビが好む状況は次の３点

です。 

 

１．高温  ２．高湿度  ３．栄養源がたくさんあること 

 

この３点についてうまく管理すると、カビの発生を抑えることが

できるようです。本にはこのように書いてあります。温度・湿度

については、本によって数値がまちまちなので 、ここに具体的な

数値を載せるのはやめました。しかし、実際にこれを実行すると

なると、案外難しいです。 
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 １の温度についてですが、夏になると気温が上がって、カビが

生えやすくなります。家中をエアコンで猛烈に冷やさない限り、

カビの生えにくい温度にするのは難しいのではないでしょうか。

我が家にはクーラーがないので、温度を下げる方法はありません。

カビは驚くほど低い温度でも生えます。例えば、冷蔵庫の中に生

えるカビもあります。我が家では真冬になると暖房をしていない

部屋は氷点下になります。さすがに、この時はカビは生えないの

ですが、春になって気温がプラスになると、早速カビが生えてき

ます。よく換気していても完全に防ぐことはできません。 

 ２の湿度については、除湿器を使うという手があります。除湿

器の効果はどれくらいあるのでしょうか。私には喘息持ちの友人

がいて、この人はカビアレルギーがあるので、いつも家中を徹底

的に掃除していました。換気も頻繁に行い、湿度が高い時は除湿

器も使います。カビの生態については異常に詳しい人です。（本州

に住んでいる人です。） この人が言うには、除湿器で湿度を管理

するのは難しいということです。特に梅雨の季節は外からどんど

ん湿気が入ってくるので、どうにもならないそうです。除湿器を

回しっぱなしにして、いったん室内の湿度を下げても、ちょっと

窓を開けただけで一気に湿度が跳ね上がると言っていました。こ

の人は気密性の高い鉄筋コンクリートのマンションに住んでいて

こうですから、木造住宅の場合はもっと難しいと思います。 

 ３のカビの栄養源を断つ方法ですが、これはとにかく、ひたす

ら掃除するとよいようです。カビは有機物なら何でも餌にしてし

まうので、埃や食べこぼし、汚れを掃除します。ダニとカビはセ

ットになっていて、ダニの餌はカビの餌にもなるので、掃除をす

るとどちらの対策にもなります。仙台にいる時は、部屋がフロー

リングだったので隅々までよく掃除し、寝具を頻繁に洗濯し、カ

ビ・ダニ対策に努めました。これはアレルギーにものすごく効果

がありました！ これによって子供の頃から２０年以上続いてい

た 、ハウスダストによるアレルギー性鼻炎はほとんど治りました。

（だいたい完治と言ってもよいと思います。１年に２日くらい鼻

水の発作を起こす程度です。ふだんは、鼻水が出ることはありま

せん。） 

 現在住んでいる家はカーペット敷きなので、いくら掃除しても

あまり効果が出ません。ダニ数はフローリングに比べてカーペッ

トは１００倍～１０００倍くらいいるようなので、掃除しきれな

いようです。ダニが多いということは、それだけカビも多そうで

す。フローリングなどにすればよいのでしょうが、ＣＳがあるの

でリフォームは難しいです。こんな生活状況ですが、何とか暮ら

しています。 

 カビを生やさないようにするために、換気は効果がありそうで

す。カビは空気がよどんでいるところに生えやすいので、カビの

胞子がひとつ所にとどまらないように空気を動かしてやるのがい

いのだそうです。 
 
*1 「環境アレルギー」ピーター・ラデツキー／著 青土社／刊 
*2 養生用ビニールは幅１８００ｍｍ×１０ｍのポリエチレンのシートで
す。ホームセンターで買うことができます。 
 

（2005．7．7） 
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換気 

 「化学物質過敏症・シックハウス問題には換

気が重要」ということをよく耳にします。換気

について私のこれまでの経験と考えたことを書

いていきます。 

 

［外気に注意］ 

 換気が有効となるのは、室内よりも外気が正常であることが大

前提となります。外で農薬を散布していたり、ものを燃やしてい

たりすると、有害な空気が一気に入ってきてしまいます。私は換

気をするときは、外気の状態をよく確かめてから行うようにして

います。 

 ２４時間換気システムの場合はどうなのでしょうか。２４時間

絶えず外から空気が入ってくるわけですから、外気の有害物質も

一緒に入ってきてしまわないか心配です。私は２４時間換気のこ

とはよく知らないのですが、多分吸気口にフィルターのようなも

のがあって、外気を漉してから取り入れる構造になっているので

はないかと思います。 

 

［換気の効果］ 

 シックハウス対策として「換気をすれば建材のにおいが薄くな

って住めるようになる」という方針を耳にします。本で調べてみ

ましたが、実際には「換気をして住める場合」と「換気をしても

住めない場合」とがあるようです。*1, *2 次のような場合は住

み続けるのは難しいようです。 

○室内の化学物質の濃度が高すぎるとき 

○患者の過敏性が高すぎるとき 

 

このような場合は、窓を全開にして２４時間換気扇を回しっぱな

しにしても患者が耐えられるレベルまで室内汚染物質濃度を下げ

るのは難しいです。スモール・データ・バンク「リフォーム」の

項にも書きましたが、私が１９９９年にシックアパートで経験し

たのがまさにこのケースでした。３ヶ月間換気扇を回しっぱなし

にし、家中の窓を開けっ放しにしても、室内汚染物質濃度は、私

が耐えられるレベルには下がりませんでした。最大限に換気をし

て何とか耐えられるレベルになったとしても、実際 に暮らしてい

くには、現実問題として困難な場合も考えられます。常に窓を全

開にして換気をするのは、夏であれば実現可能かもしれませんが、

冬になると寒くて無理です。私のシックアパート体験も真冬だっ

たので、室温が２度まで下がってしまい、夜はとても眠れません

でした。また、窓を全開にするのは防犯上の問題もあります。こ

のようにみてくると 、換気の問題はケースバイケースだと思いま

す。シックハウスに関しては、「換気して住めるようになるか」「換

気しても住めるようにならないか」をよく見極めて、対策を立て

ていく必要があります。換気して住める可能性があるなら、住み

続けることを選択するべきです。しかし、いくら換気しても住み

続けられそうになければ、他の方法を選択するしかありません。

先のことを見極めるのはとても難しいことですが、この区別を つ

けた方が方針を立てやすくなると思います。 

 換気の威力を実感した体験を１つ紹介します。知り合いの医師
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が日曜日に特別治療をしてくれるというので、病院に出かけてい

ったことがあります。休業日なので電灯も換気扇もついていない

病院に入っていきました。入ってすぐ私はトイレを借りました。

それまで何度かそのトイレを使ったことがあるのですが、その時

は匂いは気にならない程度でした。しかし日曜日に入ったトイレ

は、それは強いにおいがしました。建材や設備、長年の汚れやホ

コリのにおいです。私はとてもトイレの中にいることができず、

用を足さずに出てしまいました。この時は、換気扇は室内汚染物

質の濃度を下げるのにものすごい効果があるのだと実感しました。 

 

［換気とエネルギー消費とのかねあい］ 

 人が集まるような公共の建物やオフィスは単位時間当たりの換

気量の基準が決められているようです。だから締め切っているこ

との多い一般住宅に比べて、においが抜けて行きやすいのだと思

います。 私は、商品をたくさん置いてある（化学物質の総量が多

そうな）デパートよりも、一般住宅の方がずっと有害に感じるこ

とが多いです。（建材の違いにもよるでしょうが。） また、同じ

年数たった建物でも、一般住宅より公共の建物の方が室内空気汚

染濃度が低いように感じられます。このように換気量が多いとこ

ろは室内汚染が少ないのです。そのため、シックハウス対策＝換

気という構図ができあがったのだと思います。しかし、十分な換

気量を得ながら、快適な住空間を保とうとするには、エネルギー

が必要です。暖房をしている部屋で換気をして大量に外気を取り

入れたら、その分室温が下がります。その分よけいに暖房を焚か

なければなりません。現在シックハウス対策として、すきま風が

ある家が推奨されていますが、すきまの多い家でよく換気すると、

膨大な冷暖房エネルギーが必要になります。そこが現実問題とし

て、難しいところです。 

 この問題をユニークな方法で解決して例を１つ紹介します。「健

康な家に住みたいな！」（外丸 裕／著 ＰＨＰ研究所／刊） と

いう本です。この方は、奥さんの化学物質過敏症、ご自身とお子

さんのアレルギーを治すために方法を模索して、高気密・高断熱・

高換気量の住宅を建てました。この方の考え方は次のようなもの

です。 

 

○高気密にして外からの有害物質(化学物質、アレルゲン)を防ぐ。 

○高断熱にして冷暖房を最小限に抑え、体への負担を少なくする。 

○高断熱にして家中温度を均一にして結露によるカビを防ぐ。 

○換気量を大きくして室内汚染物質の濃度を下げる。吸気はフィ

ルターで漉して清浄にする。 

 

これまでの化学物質過敏症・シックハウス対策とは全く逆の方針

ですが、一理ある方法だと思いました。この家に住んでから、一

家の化学物質過敏症・アレルギーは大きく回復したということで

す。興味を持った方は本をご一読 ください。著者は、１つ１つの

建材や家の仕組みについて徹底的に調べ、業者と交渉し、自分な

りの信念で建築を進めていきました。その様子が詳しく描写され

ています。同じ方法で家を建てようと思わない方でも、建築につ

いての説明が素人にもわかりやすく書かれているので、一読の価

値はあると思います。著者が 、ひたむきに自分のアイディアにつ
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いてよく調べ、実現していく様は、胸を打ちます。 

 このようにみてくると、換気とエネルギーの問題は切っても切

れない関係にあります。エネルギーの問題を考えずに換気の推奨

をしている情報がけっこうたくさんあります。現実的な対応をし

たいと思えば、複数の情報源に触れて、よく考えてみる必要があ

ります。 

 

［我が家の換気事情］ 

 我が家の換気の話を書きます。我が家は築３０年の木造住宅で

す。上記の家とは正反対の低気密・低断熱住宅であり、すきま風

ですごく寒いです。換気は換気扇（スイッチは手動）と窓開け換

気を行っています。外気の状況を確認しながら換気をします。 

 この家に引っ越してきたときに驚いたのは、トイレ・浴室・脱

衣所に換気扇がなかったことです！ 「北海道だから？」「乾燥し

た気候だからカビが生えないの？」などと考えてみましたが、「そ

んなことはないはずだ」と思い、自分で換気扇をつけることにし

ました。借家なので、工事をするわけにはいかず、窓用の換気扇

を買ってきて取りつけました。これは窓を少しスライドさせては

め込むだけなので、工事が必要ないし、借家を出

るときにきれいに取り外せます。参考までに紹介

しておきます。 

 

東芝換気扇（窓用） 

型名：ＶＦＭ－１５Ｘ2 

 

換気量は大きくないので、入浴後長時間回しておかないと、湿気

が抜けません。でも、ないよりはずっとマシです！ いつも換気

扇を回しているのに、それでも少しずつカビが生えてくるので、

もし換気扇がなかったら大変だったと思います。 
 
*1 「シックハウス 予防と対策」井上雅雄／著 日刊工業新聞社／刊 
*2 「シックハウスがわかる」大阪府建築士会／著 学芸出版社／刊 
*3 熱交換型の換気扇というものがあるみたいです。どのようなものか、調
べてみたいと思います。 

（2005．8．11） 
 

薬 

［薬が合わない体質］ 

 ＣＳ患者は、薬を飲むと具合が悪くなる人が

多いのではないでしょうか。私も体に合わない

薬が多くて、苦労してきました。同じ薬効の薬でも、メーカーが

違うと、体に合わない場合があります。体に合わない薬を飲むと、

息苦しさ・眠気・だるさ・ふらつき・胃の痛みのような副作用が

出ます。副作用が出たときは 、たいてい具合悪くて起きていられ

ず、寝込みます。そのため新しい薬を飲むときは、はじめは、ほ

んの少しずつ試していくようにしています。副作用が出ない薬で

も、メーカーによって効く薬と効かない薬があります。不思議な

ものです。 

 医師の処方箋が必要な薬の場合は、医師に自分の体質について

説明し、説得しなければならないのですが、なかなかうまくいき

ません。薬を飲んで具合悪くなってしまったときや、効果の現れ
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ないときは、別メーカーの薬を飲むと副作用なく効くことがあり

ます。医師にそのことを説明しても、わかってもらえないことは

多いです。たいていの医師は「メーカーが違うだけで成分は一緒

だから、別メーカーのものを出しても同じはず」というのです。

私の場合、薬の主成分だけではなく、添加されている成分に反応

している可能性が考えられます。 

 

［理解を示してくれた医師］ 

 仙台にいたときは（～２００２年）、私の特殊な体質をよく理解

してくれる医師がいたので、とても助かりました。この医師は、

「同じ薬効の薬でも、メーカーによって違いが出るのは当然」と

いう考えを持っていました。ご自身も同じような体質をお持ちだ

ったようです。この医師は何種類もの薬を試させてくれました。

抗アレルギー剤や抗ヒスタミン剤は１０種類くらい試したと思い

ます。私が飲めたのはそのうちの１種類だけでした*1。１種類し

か処方しない方針の医師であれば、私は自分に合う抗ヒスタミン

剤を見つけることはできなかったでしょう。また、この医師は隣

接の調剤薬局に置いていない薬でも、取り寄せて処方してくれま

した。本当に助かりました。 

 「薬は対症療法だから根本治療にならない」とか、「薬は化学物

質だから有害だ」という人がいます。そういう考えにも一理ある

のかもしれませんが、私は「使えるものは使う」という考えでや

っています。西洋医薬は苦しい症状を見事に取り去ってくれる、

私にとっての強い味方です。根気よく探せば、副作用が出ずに効

く薬は見つかります。 

 札幌に引っ越してからは（２００２年～）、同じような医師には

巡り会えていません。そのため有効な薬を手に入れられない生活

が続いています。 

 

［体質の違いはどこから来るのか］ 

 現在、薬学の分野では「人によって薬の副作用の出方が違うの

はなぜか」という研究が進んできています。従来の副作用情報は、

薬を集団に投与してみて、どのくらいの割合の人に副作用が現れ

るのかを調べたものです。同じ薬を飲んでも、副作用が起きる人

と起きない人がいます。その仕組みは謎でした。個々の患者に副

作用が起こるかどうかは、飲んでみなければわかりませんでした。 

 最近の研究では、副作用の発現の有無は、遺伝的な体質の違い

によるのではないかと考えられています。個体によって体内での

代謝酵素の状態が違っており、ある種の薬をうまく代謝できない

人がいます。その人が代謝できないような薬が体内に入ってくる

と、血中濃度が上がりすぎて全身に様々な副作用を起こさせます。

普通に代謝できる人と、代謝が遅い人の間では、血中の薬物濃度

が１００倍もの違いになることがあります。薬物は代謝されて化

学構造が変化しないと排泄されないので、排泄のスピードが遅く

なり、血中濃度が上がってしまうのです。(→「代謝」の仕組みに

ついては、第４章「解毒」に詳しく書きました。ご参照 ください。) 

 ここ数年で遺伝子解析の技術が発達してきたので、いずれはこ

のような体質の違いを診断できるようになるかもしれない、とい

うことです。*2 

 私はある種の抗うつ剤で、かなり重い副作用が出たことがあり
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ます。この薬品を代謝する酵素がうまく働かないために、このよ

うに重い副作用が出たのかもしれません。この先、研究が進めば、

いずれ遺伝子から各人の代謝の性質がわかるようになり、副作用

をうまく避けながら薬を服用できるようになる日が来るかもしれ

ません。 

 ＣＳのメカニズムを考えるときに、代謝酵素の個体差が原因と

なっているという仮説が考えられることがあります。ある種の代

謝酵素が欠損していたり、働きが悪いために、ＣＳが発症すると

いう考えです。この研究は始まったばかりのようなので、この先

何かがわかってくるかもしれないと期待しています。*3 

 将来、遺伝子解析によって、ＣＳになりやすい人となりにくい

人が区別できるようになるかもしれません。 
 
*1 抗ヒスタミン剤「ゼスラン」（旭化成） 
*2 「薬物代謝学 第 1版」加藤隆一／編 東京化学同人／刊 
*3 「ＣＳ支援第１８号」、「ＣＳ支援第２０号」 ＣＳ支援センター／刊 

（2005．7．11） 

 

結婚式 

［結婚式は苦手なものがいっぱい］ 

 ＣＳの人にとって、冠婚葬祭は敷居の高いも

のだと思います。大勢の参列者、礼服（防虫剤

やクリーニングのにおい）、ローソクや線香のにおい…できれば近

づきたくない状況です。 

 １９９３年、まだ自分の病気がＣＳだとはわかっていなかった

頃、兄の結婚式に出席しました。この時は、あまりの具合悪さに、

披露宴の途中で退席しました。今ふりかえってみると、会場の空

気や参列者の服装のにおい、タバコの煙に耐えられなかったのだ

ろうと思います。このように、結婚式は、ＣＳ患者にとっては、

負担の大きな行事です。 

 しかし、私はＣＳなのに、自分の結婚式を敢行してしまいまし

た。今、思い返してみても、どうしてそこまでやったのか驚きで

す。 

 結婚式はＣＳ患者にとってはハードルだらけなので、会場の人

とよく話し合って対策を決めていきました。重症度が２Ｂくらい

までの人なら、うまく対策すれば挙式できるのではないかと思い

ます。強烈に「結婚式をしたい！」と思っている人は、諦めない

で欲しいです。以下に私の体験を書きます。 

 

［ひょんなことがきっかけで］ 

 私は１９９９年１１月に入籍し、住むところが決まらないまま、

２０００年１０月に挙式しました。そして、夫と同居できたのは

それから１年半後の２００２年５月です。 

 １９９９年にＣＳだとわかったときは、どだい結婚式など無理

だろうと思っていました。私はもともと結婚式にあこがれたりす

る気持ちがなく、お金がかかるし、見せ物みたいだし、わざわざ

やるほどのものではないと思っていました。 

 しかし、夫の両親の「挙式して欲しい」という気持ち（情熱）

はとても強かったです。その気持ちに応えたいとは思いましたが、

どうやったって無理です。例えば、ウェディングドレス。貸衣装

はクリーニングのにおいでダメだろうし、新品はとても高価です。
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そんなわけで、はなから諦めていました。 

 ところがふとしたことがきっかけで、結婚式に向けて大きく動

き出すことになりました。２０００年２月に夫とショッピングモ

ールを歩いているときに、偶然レンタル・ウェディングドレスの

処分市に行き当たりました。これまで貸衣装屋がレンタルしてい

たドレスを、もう使わないので売りに出していたのです。見てみ

たら、いい感じのデザインのものがあったので、冷やかし半分で

試着してみました。けっこう似合っていました。（ウェディングド

レス姿は、買い物客の目を引いたようです。人がたくさん集まっ

てきて、ちょっと恥ずかしかったです。「おめでとう」と言ってく

れる人もいました。） たった５０００円だったので、はずみでそ

のドレスを買ってしまいました。 

 このあたりから、結婚式はがぜん現実味を帯びてきました。衣

装は、何ヶ月か干せば、においがかなり抜けそうです。またまた

半分本気、半分冷やかしで式場探しをしました。条件は、「窓を開

けられて外気を取り入れられる会場」でした。市内に２軒そのよ

うな会場があったので、下見に行きました。この時も、「ＣＳだか

ら無理だろう」と思いつつ、会場の人に事情を話して相談してみ

ると、「できるだけ対応させていただきます。」との返事でした。

それでもう、本当に結婚式をすることになってしまいました。 

 

［ＣＳ対応の結婚式作り］ 

 結婚式に際して行ったＣＳ対応は次のようなものです。 

花嫁の衣装 

◇ウェディングドレスは８ヶ月干し、クリーニング・防虫剤のに

おいを抜きました。 

◇ベールは布を買ってきて３ヶ月干し、自分で作りました。 

◇メイクは無香料の粉おしろいと眉墨のみ。口紅は合うものが見

つからなかったので、日本画の顔料を配合して色を作り、油で溶

いて自作しました。この自作の口紅は、どんなに工夫して作って

も、塗るとムラになって困りました。でも、プロの美容師さんは

さすがです。ブラシでムラにならないように、きれいに塗ってく

れました。 

◇ヘアメイク、メイクアップは、当日の朝、美容師さんに自宅ま

で出張してもらいました。（会場の美容室に入れないので。） 

◇お色直しは、階段の下のスペースに屏風を立てて、そこでして

もらいました。（美容室に入れないため。） お色直しは衣装替え

はなしで、ヘアメイク、ブーケの交換のみでした。ベールを取っ

て髪型を変え、色鮮やかな花を飾りました。ブーケも白が基調の

ものから色鮮やかなものに交換しました。これだけでも、がらっ

と印象が変わります。 

 

新郎の衣装 

◇手持ちの礼服を１ヶ月よく干して使用しました。お色直しの衣

装は、手持ちのスーツの中で仕立てのよいものを１ヶ月干して着

ました。（貸衣装はクリーニング臭が強くて無理でした。） 

◇シャツ、タイはフォーマルなものを新たに購入しました。これ

だけで、ぐっとあらたまった雰囲気になりました。 
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会場 

◇会場は窓を開けてもらい、十分外気を取り入れるようにしまし

た。 

◇会場の空気の流れを考えて、ひな壇の位置を決めました。会場

（ホテルのレストラン）に換気扇がないと聞いてびっくり。窓際

にひな壇を設け、式の間中、窓を開けることにしました。 

◇ひな壇に飾る花は 、通常の１／３に減らしました。（農薬の害

を減らすため。） 残りの花は、参列者の各テーブルに飾りました。 

◇会場の外の芝生は、通常では週２回除草剤を撒いているという

ので、挙式日から１週間前の撒布を中止してもらいました。 

◇会場内は完全禁煙としました。会場の外に灰皿を設置し、そこ

で吸って もらうことにしました。 

◇式は人前式とし、披露宴の前に同じ会場で行いました。複数の

会場を使う必要がないので、その分リスクが減ります。 

 

参列者 

◇参列者は、「平服」で参加してもらうことにしました。 

和服・礼服を着た人が多数参列すると、私は具合悪くなってしま

うからです。 

◇案内状を出すときに「お願い」の文書を同封しました。 

文面（大意）「新婦は化学物質過敏症で、防虫剤、クリーニング溶

液が苦手なので、式に着てくる服は１週間前にタンスから出して

室内干ししてください。」 

どれだけの人数が実行してくれたのかはわかりませんが、何もや

らないよりマシです。 

上記の文章を、さらに挙式１週間前に参列者全員にはがきで送り、

お願いしました。 

 礼服はめったに使わないものなので防虫剤、タンスのにおいが

強いですが、平服ならば 、普段使いのスーツなどなので、かなり

負担が減ります。女性はみな洋装で、ワンピースなどを着てきま

した。「和服より準備が楽でよい」とおおむね好評でした。日本の

結婚式は、女性の親戚は黒留め袖、男性はみな黒の礼服。会場全

体が真っ黒です。「平服」にすると、会場の色合いがソフトになり、

色数も増えて、華やかな雰囲気になりました。 

 

［挙式敢行！］ 

 以上の対策を行って挙式当日を迎えました。花嫁はとても緊張

するものらしいですが、私はそれまでの準備で疲れ気味で、むし

ろ開き直った気分でした。前日まで口紅が用意できず、夜中まで

試行錯誤して自作していたので、当日まで何とか間に合ってよか

ったと思いました。目標は、「素敵な思い出を作る」などというも

のではなく、「最後まで倒れずにやり通す」というものでしたから、

一般の結婚式とは趣が異なっていました。 

 式はやってみて本当によかったと思いました。たくさんの人が

集まってお祝いしてくれました。うれしかったです。結婚式には、

もともとそれほど大きな期待はなかったのですが、思ってもみな

い大きな満足がありました。 「夫とこれから一緒にやっていくん

だ」という決心ができて、みんなの前で誓うことができてよかっ

たです。 

 最後まで式・披露宴をやり遂げることができましたが、ＣＳ症
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状はけっこう出てしまいました。でも、最後まで気を張っていた

ので務まりました。当日のビデオを見てみると、最初の５分くら

いが経過したところで、私はすでにめまいを起こしていることが

わかります。（眼球がキョロキョロと泳いでいます。）  また、後

半は頭痛がひどくて、我慢するのが大変でした。人々を見送って

から、ほっと一息つきました。 

 夫の両親はとても喜んでいました。（私の両親もです。）結婚式

をして本当によかったと思いました。 

 これから結婚予定のＣＳ患者の皆さん、工夫すれば結婚式をで

きるかもしれません。参考にしてみてください！！ 

（2006．2．5） 

 

公共交通機関 

 ＣＳ患者は公共交通機関を利用する時に、

様々な困難に出会うことがあるでしょう。他の

乗客が身につけているもののにおいや、 車体か

ら出る化学物質が問題となります。各交通機関について、私が気

づいた点と行っている対策について、書いていきたいと思います。 

 

［新幹線］ 

 新幹線は、車両によって、車内の空気の質がかなり違います。

東北新幹線では、新型車両（２階建てＭＡＸなど）より、古い型

の車両（２００系）の方が体が楽だと感じていました。それで、

新型車両が来たら、１台やり過ごして古い型の方に乗るようにし

ていました。しかし、新幹線のホームで何十分も待つのはつらい

ものです。機械油か何かのにおいが充満しています。以前は、タ

バコを吸う人の煙もつらかったのですが、２０００年頃には（仙

台駅では）喫煙所はホームの隅に追いやられていました。その後

のことは確認していないのですが、多分、現在はホーム内は禁煙

になっていると思います。 

 もし、改札を通る前に車両の種類がわかれば、予定を立てやす

くなります。できれば、時刻表を見ただけで車両の新・旧が見分

けられればとても便利だと思いました。新幹線に乗る前に、駅員

に時刻表を見せて、車両が新型か旧型かを問い合わせたことがあ

ります。この時は、車両運行を把握していないのか、単に面倒だ

ったのかわかりませんが、教えてもらえませんでした。「ホームで

確認して乗ってください」と言われました。今思うと、車両がど

うのこうのと駅員に詰め寄る私は、「鉄道オタク」だと思われてい

たようです。 

 駅員に聞いても埒があかないので、次に新幹線を利用した時に

は、事前に本物の「鉄道オタク」に相談しました。時刻表の列車

番号から車両の新・旧を見分ける方法を教えてもらいました。「こ

れで対策は万全」と思い、安心して旅行当日を迎えました。しか

し、当日ホームで待っていると、私の目の前にやってきたのは新

型の車両ではありませんか！ 「オタク」の友人の情報は間違っ

ていたのです。仕方がないので、１台やり過ごして次の電車に乗

りました。後でその友人に確認してみると、「最近は車両の変化が

めまぐるしいから、全部は把握できなかったんだ。ごめん」と言

われました。その後、新幹線に乗る機会がないので、この問題は

謎のままです。 
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 私は当時、２００系と呼ばれる東北新幹線開設当初の車両を選

んで乗っていました。２００系は新しいタイプの車両（Ｅ１，Ｅ

２，Ｅ４）より車内のにおいが強くないので、体が楽だと感じて

いました。２００系は、現在ではもうなくなっているかもしれま

せん。２０００年の時点で「２００系は数年以内に廃止の方向」

と本に書いてあるのを見ました。新幹線の車両はどんどん新しく

なっています。 

 私は現在北海道に住んでいるので、新幹線とは縁遠い生活をし

ています。ここに書いた情報は２０００年頃のもので、現在では

状況が違ってきているはずなので、新幹線に乗る予定のある人は、

最新の情報を得て対策を立ててみて ください。 

 新幹線は、化学物質の他に電磁波の影響も大きいと感じていま

す。 

東北新幹線 

 
    ２００系    E１系      E２系     E４系 

 

［ＪＲ線］ 

 在来線も原則は新幹線と同じです。車両のにおいが強くて耐え

られないと思われるときは、１本やり過ごして次の便に乗るよう

にしています。行き先によっては路線が重複していて、２本の車

線が運行されていることがあります。この２つをＡ路線、Ｂ路線

とすると、Ａ路線の車両のにおいは苦手だが、Ｂ路線は比較的楽

だというような傾向が見られることがあります。このような時は、

いつも意識してＢ路線に乗るようにすると、有害物質を回避する

ことができます。例えば、宮城県の＜仙台＞ ←→ ＜岩沼＞間は、

「東北本線」と「常磐線」が同じ路線を走っています。２０００

年の時点で、私は「常磐線」より「東北本線」の車内の方が、体

が楽だと感じていました。 

 ＪＲ線は夏になると、線路に除草剤を撒くようです。線路の雑

草が赤や黄色や灰色に枯れているのを目にします。２００１年に

ＣＳが悪化する前は、夏でも何とか電車に乗ることができていま

したが、２００１年以降は全く乗れなくなってしまいました。激

しい目の痛みが出るためです。電車に乗れないどころか、線路に

近づくこともできません。その症状は現在でも続いています。車

で出かける時も、夏は線路の近くを通らないようにルートを決め

ています。 

 夫が夏に道外に出かけたことがありました。帰ってくる時に、

私が車で最寄りの駅まで迎えに行くことになりまた。前日に最寄

りのＪＲ駅に車で下見に行ってみたのですが、目が痛くなって近

づくことができません。それで当日は 、ＪＲ線ではなく地下鉄で

帰ってくるようにお願いしました。私は、地下鉄の駅には近づく

ことができたからです。地下鉄だと乗り換えがあって面倒なので

すが、他に方法がありませんでした。私は地下鉄の駅まで夫を迎

えに行きました。不安がある時は、このように事前に下見に行っ
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てみると状況がよく飲み込めてよいです。あらかじめ危険を予測

できると、うまくそれを回避することができます。 

 ２００４年１２月からはＪＲ線に乗れるようになりました。そ

れまではＪＲで行けばすぐのところを、わざわざバスで行ってい

ました。冬になると雪の影響でバスのダイヤが大幅に狂います。

いくら待ってもバスが来なくなったので、仕方なしにＪＲに乗り

ました。最初に乗った時はドキドキしました。けれども乗ってみ

ると、特に何の症状も起こりませんでした。拍子抜けするほどで

した。２０００年頃にＪＲに乗った時と比べて、体が回復して過

敏性が下がったためだと思います。 

 現在でもＪＲ線に乗っています。そろそろ暖かくなってきて草

が生えてきたので、線路に除草剤を撒き始めるかもしれません。

もし除草剤を撒き始めたら、またバスに切り替えなければなりま

せん。ＪＲ線は冬は大丈夫ですが、夏は乗るのが難しいです。 

 ＪＲ線も電磁波が問題になります。現在は１回当たり５分くら

いしか乗らないので問題ないのですが、長時間乗った場合、電磁

波の影響にどれくらい耐えられるのか自信がないです。 

 

［地下鉄］ 

 地下鉄は、施設が地下にあるので、換気をしているとはいえ、

空気は汚れがちです。様々な物質のにおいがこもっています。札

幌の地下鉄は車輪がゴムタイヤなので、ゴムのにおいも混じって

います。最初に地下鉄がゴムタイヤだと知ったときは驚きました。

「なぜ地下鉄にゴムタイヤ？」と思ったのです。「車両の揺れが少

ないから」という理由で導入されたようですが、乗ってみるとゴ

ムが弾んでいるような変な揺れ方をします。 

 仙台市に住んでいたとき（～２００２年）は、よく地下鉄を利

用していました。自分がＣＳだと気づく前から（～１９９９年）、

地下鉄は苦手だと感じていました。ときどき乗り込んだ車両の中

が独特のにおいがして、具合悪くなってしまうことがありました。

自分がＣＳだと気づいてからは、その具合悪さが化学物質による

反応だとわかりました。それからは車両のにおいで具合悪くなっ

た ときは、いったん降りて、１本後の車両に乗り換えていくこと

にしました。車両によってにおいがかなり違います。多分、私が

反応していたのは車両の消毒剤だと思います。においは、ホテル

のロビーや古めの温泉旅館の建物、バスやタクシーの車内のにお

いに似ていました。 

 反応が起きると、次のような症状が起きます。刺激のあるガス

が鼻から進入したような感覚があり、胃がムカムカしてきて、思

考力が低下し、だるくなります。私は月初めに乗ると、においの

強い車両に当たるような気がしていたので、いっせいに車両消毒

を行っているものだと思っていたのですが、仙台市に問い合わせ

てみると、そういうことはないそうです。順次車両を消毒してい

くので、常に消毒直後の車両と、そうでない車両が混在している

状態だと言っていました。 

 ２００１年に地下鉄に乗ると、猛烈な目の痛みに襲われるよう

になりました。洗剤か消毒剤が新しいものに変わったのではない

かと思いました。仙台市に問い合わせてみましたが、この ときは

原因を特定できませんでした（→第５章〔３〕［資料活用の実践例］

参照）。その後ずっと、地下鉄に乗れない時期が続きました。１年
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くらいして自分が電磁波過敏症（ＥＳ）であることに気づき、Ｅ

Ｓのことを学んでいくうちに、地下鉄で感じた刺激は、電磁波に

よるものではないかと考えるようになりました。丁度 、私が地下

鉄で反応を起こすようになる直前に、車内で「もうすぐ地下鉄で

携帯電話を使用できるようになります」というアナウンスを耳に

していました。私が地下鉄に乗れなくなった時期と重なります。 

 ２００３年２月に札幌から仙台に帰省したとき、１年半ぶりで

仙台の地下鉄に乗りました。以前、大変な苦しみを味わった場所

だったので、再び乗るのは勇気がいりました。１年半ぶりに乗っ

た地下鉄は確かに目が痛かったのですが、以前のような強烈な痛

みではなくなっていました。体調が回復して過敏性が下がったた

めだと思います。地下鉄のホームの天井から携帯電話とＰＨＳの

通信用アンテナがぶら下がっていました。そのアンテナに近づく

と目が痛くなり、遠ざかると目の痛みが軽くなりました。「ああ、

これが原因だったんだな」とわかりました。地下鉄は地下のトン

ネルになっているので、携帯電話などの電磁波が発生すると、外

に逃げていかないのです。だから電磁波が強くなっているのだと

思います。 

 ２００２年に札幌に引っ越したときは、とても症状が重かった

ので、地下鉄に乗るどころではありませんでした。何度か試しに

地下鉄の入り口から中に入ろうとしたのですが、その つど刺激が

強くて引き返していました。札幌の地下鉄に乗れるようになった

のは、２００５年１月になってからです。初めて乗ったときは緊

張しました。地下はやはり独特のにおいがしました。炭坑跡や鍾

乳洞に入った ときのひんやりとした感じに似ています。粒子状の

物質がこもっているようなにおいです。ゴムタイヤのにおいと機

械油のようなにおいも混じり合っています。最初に地下鉄に乗っ

た ときは、乗る直前に服を着替えてから乗り、地下鉄から降りた

後にもとの服に着替えました（→第１章〔３〕－ｄ［有害物質の

影響を減らすための衣服の着まわし］参照）。服に地下鉄のにおい

が つくと、その後ずっと具合が悪いまま過ごさなければならない

ので、影響を最小限に抑えるために着替えをしました。はじめは、

どの程度危険があるのか予測できなかったので、このような予防

措置をとりました。地下鉄に何度か乗るうちに、冬の間は構内が

寒く、それほどにおいが強くないので、着替えをしなくても大丈

夫だということがわかりました。現在、私は車両の消毒のにおい

にはほとんど反応を起こさなくなりました。むしろ車外の空気の

方が苦手です。（仙台と札幌では車両の消毒剤の種類が違うのでは

ないか、とも思います。札幌の方がずっと楽です。） 

 ２００５年５月現在も、まだ地下鉄に乗ることができています。

しかし、これから暖かい季節になると、いつか乗れなくなる日が

来るのではないかと予測しています。気温が上がると、ゴムタイ

ヤのにおいが強くなるはずです。それに、地下鉄の車両は手で窓

を開けられるようになっているものがあります。この先、気温が

上がり車内が暑くなると、窓を開ける乗客が現れるはずです。窓

を開ければトンネル内の空気が車内に流れ込み、多分、私は耐え

られなくなると思います。窓が開かない車両を選んで乗ってみる

ことにするつもりです。 

 地下鉄は、化学物質の他に、電磁波の面でも問題があります。

ＣＳのサイトが完成したら、ＥＳのサイトを立ち上げる予定なの
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で、そのときもっと詳しく書きます。 

 

札幌にお住まいの方への情報 

 札幌の地下鉄は、東西線と南北線とでは、においが違います。

南北線の方が古いためか、においが強くて苦手です。南北線のホ

ーム同士をつなぐ地下連絡通路は、カビがひどいので、カビアレ

ルギーの人は通らない方が無難です。（東豊線は乗ったことがない

のでわかりません。） 

 

〔地下鉄・その後〕 

 ２００５年６月末から、地下鉄の窓が開けられるようになりま

した。気温が高くなって、ゴムタイヤのにおいが強くなった上に、

窓からトンネル内の空気が車内に流れ込んできます。具合が悪い

ので、一時は地下鉄に乗ることを断念することも考えましたが、

次のような対処法で、何とかしのいでいます。 

 地下鉄の先頭車に乗ります。そして車両の一番前に立ちます。

こうすると、窓が開いている部分より前に位置することになりま

す。車両が動き出したときに、一気に車外の空気が入り込んでき

ますが、先頭にいると、その風を直接あびることがないので、少

しはしのぎやすいです。 

 結局、車両の内外の空気はつながっているので、車内の空気は

一様に汚染されてしまうのですが、先頭にいると比較的空気がよ

いように感じます。しばらくこの方法でしのいでいくつもりです。

先頭車両に乗るために、地下鉄のホームを端から端まで、しょっ

ちゅう走り回っています。          （2005．6．5） 

抗菌製品 

［「抗菌」製品 の増加］ 

 １９９６年にＯ－１５７の食中毒事件が起き

てから、日本中が抗菌ブームになりました。も

ともと「におわない靴下」などで抗菌製品は少しずつ出てきてい

ましたが、ブームに火がついたのは、食中毒事件がきっかけだっ

たと思います。店で売られている商品のありとあらゆるものが抗

菌処理になっていきました。その頃から、私のＣＳ症状も別の局

面を迎えたように思います。１９９９年までは、自分が化学物質

過敏症だと気づいていなかったのですが、 １９９６年頃から衣類

で肌に合わないものや、日用品で何となく調子が悪くなるものが

増えました。 

 １９９９年に自分が化学物質過敏症だと気づいてから、真っ先

に対策を行ったのは、抗菌製品です。それらのものを生活から取

り除いていくと、驚くほど体調がよくなっていきました。 

 

［「抗菌」による症状］ 

 抗菌処理の方法は何種類もあるので、症状の現れ方も多彩でし

たが、私が一番苦手なタイプの抗菌処理では、次のような症状が

出ました。抗菌処理剤のにおいを嗅ぐと、目や鼻や皮膚に刺激を

感じ、思考力が落ちて頭がボンヤリします。手足がだるくなりま

す。 

 １９９９年にあるデパートの靴下売り場に行ったとき、今まで

感じたことのないような具合悪さに襲われました。急に手足の力

が抜けて気が遠くなり、その場に座り込んでしまいそうになりま
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した。何とかその靴下売り場から離れてみると、具合悪さは少し

ずつ回復していきました。現在でも靴下売り場に行くと、刺激を

感じます。抗菌処理によるものではないかと推測しています。 

 

［「抗菌」処理の現状］ 

 １９９９年に、抗菌製品を生活から取り除くに当たって、抗菌

処理について本で調べてみました。わかったのは次のような点で

す。*1 

 

○抗菌処理の方法はいろいろあり、種類が多い。 

○どのような抗菌剤を使っているかは、製品に表示されていない。 

○抗菌処理をしても菌が繁殖することはある。 

○「抗菌」などの付加価値をつけないと商品が売れない時代にな

ってきた。 

 

 私が読んだ本には抗菌剤の一覧表が載っていましたが、本当に

びっくりするほど種類が多いです。これらを鼻でかぎ分けるのは

とても無理だと思いました。「抗菌」効果は、それほど大きくはな

いようなのですが、抗菌処理しないと商品の売れ行きが悪いので、

とりあえず抗菌にしている、という印象の商品が多いように感じ

ました。「とりあえず抗菌」という弱い動機だとしても、私にとっ

ては商品の選択肢が狭まってしまっている結果になっているわけ

です。 

 

 

［「抗菌」製品を避ける方法］ 

 その本には、抗菌製品を避ける方法も載っていました。目次を

見たときに、「お！ これは！！」と目を引かれました。抗菌製品

をうまく見分けて避ける方法がわかれば、商品選択の重要な武器

となります。しかし、本文を見てがっかりしました。次のような

内容です。 

 

抗菌製品を避ける方法 

○昔からある伝統的な殺菌方法を選ぶ(加熱・日光消毒・乾燥など) 

○菌との共生をはかる 

○汚れを許容する（潔癖症にならない） 

 

確かにその通りなのですが、現実に抗菌製品が溢れているのに、

この方法ではそれを避けることはできないじゃないですか！！ 

 結局、商品を買うときは、「抗菌」表示のあるなしにかかわらず、

鼻で嗅いでみてよさそうなものを買うようにしました。「抗菌」と

表示してあるものの中にも使えるものはあるし、「抗菌」と表示し

てないものの中にも使えないものがありました。それを感覚で判

断して選ぶことにしました。 

 

［衣類の「抗菌」処理］ 

 しかし、過敏性が高かったときは、選ぶ商品のどれもが有害に

感じられ、買えるものが１つもないという状態になっていました。

一番困ったのが衣類です。多分、衣類には「抗菌」表示してない

ものでも、実際は抗菌処理されているものが高い割合で含まれて
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いるようです。あるＣＳ患者は、衣類メーカーに問い合わせて確

認しています。メーカーによって返答にばらつきがあるのですが、

まとめると次のような内容になります。 

「天然繊維であれば、ほとんどの衣類が抗菌処理されている。抗

菌表示の有無は抗菌糸の混入率の違いによる。抗菌糸の割合が高

いものは『抗菌』と表示し、低いものは表示なしとなっている。」 

*2 

 衣類はある時期からいっせいに刺激が強くなりました。（１９９

０年代後半です。） 新しく買ったものが着られないので、古いも

のを何年も着回していました。２０００年を過ぎたあたりから、

古い衣類が次々にすり切れて着られなくなったので、着るものに

不自由するようになってきました。その状態は、現在まで続いて

います。 

 

［日用品の「抗菌」処理］ 

 調理用品や、バス・トイレ用品も「抗菌」してあるものが増え

ました。現在では、「抗菌」していないものを探すのが難しいくら

いです。これらのものはなるべく「抗菌」表示のないものを選び

ますが、見つからない場合は、よくにおいを嗅いで一番刺激の少

ないものを買うようにしています。「第１章〔４〕－ｃ商品を購入

する際の注意」でも書きましたが、無条件で返品ＯＫというホー

ムセンターを利用しているので、刺激のあるものは返品できて、

とても助かっています。*3 

 抗菌処理していないものを探すのに、外国産のものや１００円

ショップのものを探すことがあります。外国では日本のように“抗

菌ブーム”が起きていないためか、抗菌処理していない商品が見

つかります（→スモール・データ・バンク「まな板」参照）。また、

１００円ショップでも原価を低く抑えるためか、抗菌処理をして

いない商品が見つかることがあります。１００円ショップの店内

は、プラスチックなどのにおいが強いので、ＣＳ患者には行きに

くい所かもしれませんが、もしできるのなら探してみてください。 
 
*1 「ここがいけない消臭・抗菌剤」花岡邦明／著 ＮＣコミュニケーショ
ン／刊 
*2 「ある日、化学物質過敏症」山内雅恵／著 三省堂／刊 
*3 「ホーマック」北海道を中心に全国展開しているホームセンター 

（2005．7．22） 

 

香水 

［香水で具合が悪くなる］ 

 私は香水がとても苦手です。人が集まるとき

や、すれ違いざまに香水のにおいがすると、と

てもイヤな感じがします。香水による反応は複雑で、香りによっ

て違う症状が出ます。あるものは粘膜に刺激を感じ、あるものは

息苦しくなり、あるものは頭痛がし、あるものは皮膚が痒くなる、

といったぐあいに。 

 香水の他にも、香料を使ったものはたくさんあります。芳香剤、

石鹸、シャンプー、整髪料。これらのものも苦手なのですが、香

水は、香水にしかない独特の有害性があるように感じられます。 

 天然の香料も苦手です。化学物質過敏症だと気づく前から、ラ

ベンダーなどの香りで具合悪くなっていました。また、柑橘系の
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香りが苦手で、天然の香料はもちろん、果物それ自体のにおいで

も具合悪くなります。（無農薬のものでもです。） 柑橘系の香り

は、粘膜に刺激を感じます。症状は天然木のにおいを嗅いだとき

に似ています。息苦しくなり、頭痛がします。 

 ここ数年、アロマテラピーの流行と共に、香料のにおいを身に

つけている人（特に女性）が増えました。それに伴い、図書館の

本でも、香料のにおいがついたものが増えました。特に料理の本・

洋裁の本は、香料のにおいが強いものが多いです。これらの本は

読んでいるうちに具合悪くなるので（症状は様々）、はじめから借

りないようにするか、ビニール袋の中に入れて読むようにしてい

ます。 

 

［香水はなぜ有害か］ 

 一体、香水の何が有害なのでしょうか？ 長らく疑問に思って

きましたが、いくら調べてもわかりませんでした。香料について

書かれた本は、ほとんどが「香りでリラックスしよう」という内

容の本です。少し固い内容の本も、「香りがいかに精神によい作用

を及ぼすか」という内容のものばかりでした。 

 「カナダのある大学で、香水アレルギーで強い症状が出る人が

いるので、香水を全面禁止にした」という話を、どこからか聞い

たことがあります。香水が有害なものになりうるという情報は、

これたった１つだけで、長い間謎のまま過ごしてきました。 

 考えてみると、化学物質過敏症の原因となる化学物質はたいて

い、「体に悪い」といわれているものです。日常で使用されている

濃度では、たいていの人には症状が現れませんが、それでも、基

本的には「有害なもの」だということになっています。排気ガス

や農薬は、環境問題の話題になると必ず出てくる物質で、社会的

に「体に悪い」という共通認識があります。だから、一般の人に

化学物質過敏症のことを説明するのに、その共通認識を利用する

ことができます。「これは、本当は体に悪いものなんですよ」と。 

 しかし、香水の場合は、いくら探しても、「有害」だという情報

は見つかりませんでした。実際、香水や香料を大量に使用してい

る人に、化学物質過敏症について理解を求めようとしても、「香料

が有害である」ということを理解してもらうために、どのように

説明したらよいのか、その手がかりが見つからなかったのです。

「私が具合悪くなるから」といえば、それはそれでいいのですが、

人を説得するためには、もっと強い根拠が必要だと感じました。

しかし、「香料の何が有害なのか」については、いくら調べてもわ

かりませんでした。 

 

［香水の成分］ 

 ２００４年に図書館で２冊の本を読み、香水の謎が解けてきま

した。以下が調べた内容です。*1,*2 

 

●香りの化合物 

 ○天然香料 

 はるか昔は、豚の脂身に花などのにおいを移したものを使った。

その後、蒸留の技術が出てきた。香りのもとを沸かして、揮発さ

せて香りの分子を分離する。（ウィスキーなどのお酒をつくる行程

に似ている。） 
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１９世紀にはいると、ベンゼンで香りの分子を抽出する方法が開

発された。しかし、ベンゼンは毒性が強いので、そのあと、ヘキ

サン、トルエンなどを使うようになった。現在では、二酸化炭素

で抽出するのが一般的。二酸化炭素を低い温度に冷やすと、液体

になる。その液体を使って、香りを抽出する。二酸化炭素はそれ

自体においがないので、香料の抽出に向いている。 

 ○合成香料 

 合成香料には２種類ある。 

１．従来香料として使われてきた天然香料と同じ分子を化学的に

合成したもの 

２．天然には存在しない化学合成物（アルデヒドなど）。  

実験室で合成してみたら、たまたま香りがよかったもの。香りの

分子は実に様々な構造をしている。香料を作るときにはいろいろ

な構造の分子を多数つくってみて、その中から香料に向いている

ものを選出し、製品化している。 

 

●溶剤 

 香水の溶剤はアルコール（エタノール）。高級なものほど、アル

コールの純度が高い。安いものほど、水を多く含む。 

 

  以上の内容により、私が香水で反応が起きるときには、２つ

の場合が考えられます。 

 

１．香りの分子によって反応が起きる。 

２．溶剤によって反応が起きる。 

 

私の場合、溶剤のアルコールに反応している可能性はあります。

また、香りによって症状が違うのは、１のほうの反応によるもの

だと思います。香りの分子は、実に様々なものがあります。合成

香料は、天然に存在しないものを化学合成してつくっているので、

化学物質過敏症の症状を起こす分子が含まれているのだと思いま

す。 
 
*1 「逆説・化学物質」ジョン・エムズリー／著 丸善／刊 
*2 「匂いの帝王」チャンドラー・バール／著 早川書房／刊 

（2005．10．3） 

 

ゴーグル 

［強い目の痛み］ 

 ２００１年にＣＳが悪化してから、それまで

にはない症状が出てきました。強い目の痛みで

す。農薬にさらされると目が焼けるように痛くなります。一般の

人の経験に照らし合わせて説明すると、タマネギのみじん切りを

しているときの痛みに似ています。あるいは、太陽をじかに見つ

めたときの痛みというのでしょうか。とにかく強烈な痛みで、目

を開けていられなくなります。視神経から脳にかけて異常な興奮

状態になり、何も考えられなくなってしまいます。 

 この目の痛みの発作によって、私の生活は広範囲で制限を強い

られるようになりました。今でもその痛みは続いています。私の

生活の質は、「目の痛み」の症状に左右されていて、「目の痛みが

ない日は良い日、目の痛みがある日は良くない日」と思います。
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それが他の何よりも大きな判断基準となっています。「目の痛み」

の症状の強さに比べれば、他の症状の辛さは、問題にならないほ

どです。そのくらい、「目の痛み」の症状だけが突出して強いもの

になっています。 

 

［ゴーグルを探す］ 

 自分の周辺の空気の中に刺激物が存在しているために、目の痛

みが起きてくるのだから、外気を遮断すれば目の痛みは軽くなる

はずだ、と考えました。それで、自分に合うゴーグルを探してみ

ることにしました。 

 まず、スポーツ用品店に水中メガネを見に行きました。これは、

ゴムパッキンのにおいが強くてとても無理でした。ゴムの刺激で

目が痛くなってしまいました。 

 次にスキー用のゴーグルを見てみました。これはパッキンはな

いのですが、隙間だらけで効果が薄そうです。 

 水泳用のゴーグルも見てみました。これもゴムパッキンのにお

いがとても強くて全く耐えることができませんでした。スポーツ

用品店は、その場にいるだけで具合が悪くなるので、選ぶのは容

易ではありませんでした。 

 結局良いものが見つからず、そのまま２年ほど過ごしていまし

た。 

 

［すばらしいゴーグル］ 

 ２００３年にホームセンターでとても良いゴーグルを見つけま

した。軽作業用のゴーグルです。 

安全メガネ／クリア （株）高儀 

 

 ゴムパッキンはなくて、見た目は

花粉症用のめがねに似ています。こ

のゴーグルはレンズは透明です。こ

のゴーグルは私の顔にぴったりで、つけると目の部分をよく覆っ

ていて、隙間はほんの少しです。まるで、「石膏で私の顔型を取っ

て作ったのか！？ 」と思われるほど、顔によくフィットしてい

ます。これをかけると目の痛みがとても楽になります！ 目の粘

膜に刺激物が到達しないので、痛みが抑えられるようです。それ

で、目が痛くなると、このゴーグルをかけるようにしています。

とても重宝しています。 

 このゴーグルはポリカーボネイト製。環境ホルモンが出るとい

われている素材ですが、使用上、問題はないです。なぜかＵＶカ

ット。 

 現在まで、ずっと愛用しています。値段が安いので（￥４００）、

いくつか買って有害物質のレベル別に使い分けています。汚染の

強いところに行くと、ゴーグルにもその刺激物がついてしまいま

す。あらかじめ、ゴーグルを「弱い刺激用」「中くらいの刺激用」

「強い刺激用」と分けておき、外気の刺激に合わせて使い分けて

います。（レベル表示については第１章〔１〕－ａ「記録する」，

〔３〕－ｄ「有害物質の影響を減らすための衣服の着まわし」を

ご覧ください。） 

（2005．9．30） 
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ゴム製品 

［合成ゴムによる症状］ 

 私は、合成ゴムがとても苦手です。ＣＳだと気

づいてから、カー用品店やガソリンスタンドな

ど、タイヤを積んである場所では具合悪くなっていました。２０

０４年秋に中古車を見て歩いたのですが、後部座席にタイヤを積

んでいる車が数多くあり、そのにおいをかぐと、とても気持ち悪

くなりました。 

 症状は、まず胃がムカムカしてきて、生唾が出ます。そして背

中から首筋が硬直した感じになり痛みます。その痛みが上に上っ

ていって重苦しい頭痛を引き起こします。車酔いのときの症状に

似ています。気道にゼラチンのような固まりが詰まっている感じ

で、息苦しくなります。時間がたつと、だんだん視界が暗く狭く

なってきます。ゆらゆらと体が揺れて気持ち悪くなります。物の

輪郭が虹色にきらめくことがあります。重症だったときは、その

場を離れても、２～３時間は調子が悪かったです。 

 

［アスファルトによる症状］ 

 ２０００年夏、オープンして半年くらいたったスーパーに行き

ました。私は建物の中のにおいがきつかったので、店内に入りま

せんでした。夫が買い物をしている間、駐車場の車の中で待って

いました。すると、だんだん気持ち悪くなってきて、車のシート

を倒してぐったりしてしまいました。夫が買い物から戻ってきて、

家に帰ることになりました。その頃、私と夫は同居していなくて、

それぞれの実家に住んでいました。私は夫と別れて、車を運転し

て帰ろうとしたのですが、具合悪くてうまく運転できません。運

転中、路側帯の白いラインが視界に入ってくるのですが、それが

波打って左右に揺れるので、まっすぐ走るのにとても苦労しまし

た。ラインはまっすぐなのに、私がひどいめまいを起こしていた

ために、波打って見えたのです。だんだん気が遠くなってくるし、

あまりにも危険なので、すぐ目についた駐車場に車を入れて、地

下鉄で家まで帰りました。どうやって家まで戻ったのかよく覚え

てい ません。家に帰ってから、ウーンウーンとうなりながら寝て、

翌朝早く、車を取りに行きました。(早朝の方が道路がすいていて

運転しやすいので。) 

 あとで夫が調べてくれたのですが、そのスーパーの駐車場のア

スファルトは古タイヤを再生して作ったものだということでした。

夏なので、炎天下でゴムの成分が揮発していたみたいです。 

 

［靴を購入する方法］ 

 ふだん合成ゴム製品と接触しないように気をつけているのです

が、靴だけは履かないわけにはいきません。靴店は、ドアを開け

ただけで、ゴムと革のにおいがムワーッと迫ってくるので入れま

せん。デパートやスーパーで、広いフロアの一角が靴売り場とい

う場合は、何とか近づくことが できます。靴店よりゴムの揮発成

分の濃度が低いからです。 

 私はどんな商品でも、買う前によくにおいを嗅ぐようにしてい

ますが、靴だけは特別です。靴は鼻先でにおいを嗅ぐと刺激が強

すぎるので、少し離して用心深く嗅ぐようにしています。明らか

ににおいが強いものと、比較的マシなものがあるので見分けて買
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います。 

 靴は、買ってから１年くらいベランダに置いておき、においが

抜けてから履くようにしています。現在履いている靴の次の靴が、

すでに干してあります。先を見越して購入するようにしています。 

 

［ズック靴］ 

 ２０００年春に、祖父が入院しました。しばらくして少し症状

が落ち着いてきたので、リハビリをすることになりました。祖父

が売店でズック靴を買ってきて欲しいというので、買いに行きま

した。ズック靴を手にしたのは、高校卒業以来１０年ぶりのこと

です。それはそれは、ゴムくさかったです。よせばいいのに、私

は鼻先まで持っていってにおいを嗅いでしまいました。どのくら

いにおうのか確かめようとして…。最近「シックスクール」の問

題が取り沙汰されていますが、ＣＳの子供には 、ズック靴はすご

くきついんじゃないかと思います。祖父はその後、病状が悪化し

て、そのズック靴を使わないまま亡くなりました。私は病院に行

くだけで体がつらくて、あまり何もしてあげられなかったことを、

今でも後悔しています。 

 

［調理用品］ 

 調理器具などの底に、滑り止めのゴムがついていることがあり

ます。新品はけっこうにおいます。しかし、使用されているゴム

の量がそれほど多くないので、２，３ヶ月我慢して使っていると、

においがうすくなってきます。時々耐えられないほど刺激が強い

ものがあるので、そのときはゴムの部分をカッターで削り取って

しまいます。しかし、その際 、そのゴムを貼りつけている接着剤

(黄色っぽい色のものが多い)が露出してしまうことがあります。

これはゴムよりも刺激が強いことが多いです。 ゴムをはがさなか

った方がマシだったということが何度かありました。そういうと

きは粘着テープで接着剤の部分を覆ってしまうと、刺激が少なく

なります。(粘着テープは刺激の強いものが多いのですが、私には

１種類だけ使えるものがあります。) 

 

［水道］ 

 水道や浄水シャワー・浄水器などにも、接合部にゴムパッキン

が入っています。これは、けっこう刺激があります。水道のパッ

キンは古くなってもなるべく替えないようにしています。(蛇口の

締まりが悪いです。) 新品は干してから使うと、刺激が減ります。 

 

 

［シリコンゴム］ 

 シリコンゴムも苦手なものの１つです。シリコンゴムは熱に強

いので、耐熱容器の蓋のパッキンなどに使われています。容器を

買うときにパッキンが有害かどうかよく確かめるようにしていま

す。刺激が強くて使えないものがほとんどです。目の粘膜に刺す

ような刺激があります。圧力鍋を買うときも、ゴムパッキンで困

りましたが、ドイツ製のもので、１つだけ刺激が少ないものがあ

ったので助かりました。(フィスラー：圧力鍋) 

 歯科治療の際に、詰め物をしたあと、シリコンゴムのヤスリで

表面をなめらかに研磨することがあります。これは、けっこう目
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が痛いです。そのため、歯科治療後、家に帰ってから、治療した

歯の表面をオイルクレンジング(洗顔用)と石鹸(液体)で洗います。

かなり刺激が取れます。はじめの頃は石鹸だけで洗っていました

が、クレンジングも併用した方が、刺激がよく取れることがわか

りました。 

 

参考までに…クレンジング(ドクター・ウィスラーズ・ウォーター)、

石鹸(自然丸台所用) 

 

［天然ゴム］ 

 天然ゴムでも刺激を感じることがあります。これも目の痛みの

症状が出ます。合成ゴムやシリコンゴムよりは刺激が少ない感じ

です。ＣＳ患者は、あの独特のにおいが苦手なのだと思いますが、

私はにおいは割と平気で、とにかく目が痛みます。天然ゴム製品

は、遠くに離れて存在している分には、まだ影響が少ないのです

が、近くにあるとかなり痛いです。 

 私は２００１年に電磁波過敏症(ＥＳ)を発症してから 、金属製

品を身につけると強い目の痛み・頭痛を感じるようになりました。

髪をまとめるのにヘアピンやバレッタ(髪留め)を使えないので、

仕方なくゴムを使っています。髪をまとめるゴムはたいていレー

ヨン＋天然ゴムが原料です。最近ポリウレタン１００％というも

のも出ました。(見た目は、輪ゴムに黒い色をつけたようなかんじ

です。) しかし、これは従来の髪ゴムよりずっと刺激が強いです。 

 髪ゴムは身につけて使うものなので、少しの刺激でも影響が大

きいです。私は使用する３ヶ月前に、ゴムを干すようにしていま

す。ゴムは伸ばして使うものです。縮んだ状態で干しておくと、

使用したときゴムが伸びて、それまで空気に触れていなかった部

分の刺激が出てきてしまいます。必ずのばした状態で干すように

しています。こうすると、刺激が減って使えるようになるのです

が、すでに初使用のときには、ゴムが伸びてヨレヨレになってい

ます。使っているうちにさらに伸びていき、弾力性がなくなって

いきます。寿命はとても短いです。このような方法で、なんとか

髪ゴムを使えるようになっています。 

 輪ゴムは問題なく使用できています。においも刺激もそれほど

感じません。 

 

［衣類のウェストゴム］ 

 ２００１年にパジャマのズボンのゴムが伸びて、ズルズルずり

下がるようになってしまいました。新しいゴムを入れようとした

ら、刺激が強くて目が痛くなってしまいました。買ってきたゴム

の原材料は、天然ゴム＋ポリエステルです。これは使えないので

あきらめて、ひもを通してしばることにしました。市販の綿ひも

を買ってきましたが、これも刺激があって使えなかったので、自

分でひもを作ることにしました。私は布も使えないものが多いの

ですが、１種類だけ使用できるものがあったので、その布を細長

く切って、折りたたんで縫い、５ｍｍ幅のひもを作りました。こ

れをズボンのひも通し穴に通して使っています。ズボンのずり下

がりはなおったのですが、弾力性がないので、寝ていて 、何とな

くお腹が苦しいです。ゴムというのは、本当に便利なものだと思

いました。 
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［歯科治療］ 

 歯科治療のときに歯科医が手にはめているゴム手袋も天然ゴム

です。これはけっこうゴムくさいです。そして目が痛みます。治

療時間はせいぜい３０分～１時間くらいなので、何とか耐えられ

ます。もし、そのゴム手袋を自分の手にはめて長時間過ごさなけ

ればならないとしたら、とても耐えられないと思います。 

 ラテックス・アレルギーの人は天然ゴムに接触するとかぶれま

す。医療現場では、ラテックス・アレルギーの患者のために代替

品を用意しているはずなので、かぶれる人は相談してみるとよい

と思います。しかし、代替品を使うと、かぶれは防げてもＣＳ症

状が強く出る恐れがあります。多分、代替品はポリウレタンか合

成ゴムで、これはかなり化学的なにおいがします。医師・歯科医

師とよく相談してみてください。 

（2005．4．15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ 

寒さ対策 

 ＣＳ患者にとって、冬は厳しい季節です。た

いていの患者は、寒くても灯油を使った暖房器

具を使うことが難しいなどの理由で、寒い冬を

過ごすことになります。また、衣類や寝具など、寒さから身を守

る衣料品についても、体に合わない素材があったり、購入しよう

にも新品の化学物質が問題になって、満足に使用することができ

ません。そんな中でも、何とか工夫して、少しでも寒さをしのげ

るように暖を取っているのが現状です。 

 ここでは、私の冬の「寒さ対策」を書いていこうと思います。 

 

 私は２００２年に、それまで住み慣れた仙台の地を離れて、札

幌に引っ越しました。札幌の寒さは、本州育ちの私にとっては、

想像を絶するものでした。私は引越してきた年に、北国仕様の暖

房器具（ストーブ）を購入しようとしましたが、いくら試しても

体に合うものが見つかりませんでした。そのため、仙台から持っ

てきたポータブルの灯油ファンヒーターのみで、寒さをしのいで

います。小型のものなので、部屋が十分に暖まりません。このス

トーブも、灯油を燃やす匂いが体に厳しいのですが、ストーブな

しで北国の冬を越すのは、大変難しいです。体をだましだまし、

何とか使っています。（→詳しくはスモール・データ・バンク「暖

房」に書きました。） 

 小型のストーブだけなので、真冬の室温は１０℃前後で、それ
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以上あがることはありません。寒いです。また、夜はストーブを

消して寝るので、早朝の室温は氷点下まで下がります。外出時は、

外気が－５度以下の中を歩かなければならないこともあり、この

ときも寒さを防ぐ必要があります。 

 暖房・防寒のための商品は数多く売られていますが、私が使え

るものはごくわずかです。繊維製品は、綿のみ。ポリエステル・

アクリル・シルクはにおいが強く、身につけるのは難しいです。

ウール製品は、肌がかぶれます。ＣＳ患者の中にはフリース（ポ

リエステル）を使える方が多いようですが、私はどうしても匂い

がダメで使えずにいます。綿素材を駆使して、少しでも暖を取ろ

うと、日々工夫しています。 

 暖房器具については、子供の頃から電気あんかや電気炬燵を使

用してきましたが、電磁波過敏症を発症してから、使用できなく

なりました。湯たんぽは、素材そのものが熱せられるので、にお

いが強くなり、使用できるものを見つけるのが困難です。 

 このような状況ですが、寒さを防ぐためにどのような対策をし

ているのか、書いていきたいと思います。 

 

［室内での寒さ対策］ 

○服装の工夫 

 小さなファンヒーター以外は熱源がないので、あとは自分の体

温を逃がさないように工夫しています。とにかくひたすら厚着を

して、体熱を保つようにします。 

 服装のポイントは、 

 

(１)重ね着をして、体熱が逃げないようにする。外の寒さが体に

伝わらないようにする。 

(２）衣類の隙間をなくし、体熱が逃げないようにする。 

 

（１）はもちろんですが、（２）が特に重要だと感じています。 

私の冬の服装は、タマネギのようです。服を一皮むいても、さ

らに下に着ています。もう一皮むいても、さらにむいても、次々

服が出てきます。マトリューシュカ人形とでも言えましょうか。

十二単と言ってもいいでしょう。これだけ着込むと、けっこう暖

かいです。でも、動くたびに全身が重いです。特に、下半身と腰

の部分を冷やさないようにすると、全身の温かさが保たれるよう

に感じます。お腹には自作の腹巻き（綿素材のもの）をして、下

半身にはズボンとスカートの重ね履きをしています。ズボンは隙

間から冷気を防ぐのに役立ちます。スカートは、足さばきを悪く

することなく、足や腰を温めるのに役立ちます。スカートは、２

～３枚はいています。靴下も２枚重ねると、１枚のときより格段

に暖かいです。首筋から肩にかけての寒さもこたえるので、ここ

は「頭巾」のようなものをかぶって防いでいます。頭をすっぽり

覆い、耳も首も外気から守られるので、熱が逃げずに暖かいです。

（「頭巾」について詳しくは、後述します。）指先が冷たいときは、

室内でも手袋をしています。 

 

○体を内部から温める 

 温かい飲み物や食べ物を摂ると、体が中からじんわり温まりま

す。水分補給もかねて、頻繁にお湯を飲むようにしています。こ
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れは、思ったよりずっと効果があります。全身がぽかぽかする感

じになります。 

飲み物についてですが、私はお湯を飲むようにしています。２

００２年１１月まではコーヒーや緑茶など、カフェインを含む飲

み物を飲んでいましたが、思うところがあってやめました。私は

コーヒーがとても好きだったので、身を切られるような決断でし

たが、やめることによって体調は確実によくなりました。それま

では、コーヒーを飲むと頭がスッキリと覚醒して、爽快になった

ので、飲むのが好きでした。しかし、全身の血管が収縮するよう

な感じがあり、体が冷えて、熱が失われていく感じがしました。

また、カフェインの利尿作用からトイレが近くなり、体から水分

が抜けて、全身が乾いたような状態になっていたと思います。常

に軽い脱水症状になっていたようで、そのためか体温の調節が悪

かったです。体がほてったり、寒気がしたりしていました。カフ

ェインをやめてからは、体温調節かよくなり、冬に体が冷えるこ

とが少なくなり、過ごしやすくなったと感じています。これは、

人によって体質に差があるでしょうから、他の人にも当てはまる

のかどうかはわかりませんが、心当たりのある方は一度カフェイ

ン断ちをしてみてはどうでしょうか。私はやめてから今年で５年

になりますが、これからもカフェイン断ちを続けていくつもりで

います。 

 食べ物で体を温めるものは、お粥です。私は２００６年以来、

歯の具合が悪く「ご飯」が食べられないのですが、代わりにお粥

を食べるようになりました。これが、体の保温効果には、とても

よいのです！ ご飯の何倍も体があったまります。量を食べると

のぼせてしまうほどです。これは、お湯を飲むより、ずっと体の

保温力が高いです。 

 また、私は圧力鍋でお粥を炊いているのですが、炊きあがった

鍋を膝の上にのせて抱えると、本当に暖かいです。座って、もも

の上に鍋敷きを置き、その上に圧力鍋を乗せておくと、お腹も体

も全身暖まります。（火傷に注意。） また、熱いお粥をガラス製

の保存容器に入れて、膝の上にのせておくのも、暖かくて好きで

す。以前、掲示板で「ラップに包んで冷凍しておいたご飯を電子

レンジで温めて、湯たんぽ代わりにすると暖かい」という書き込

みがありましたが、それの「お粥」版です。ご飯もお粥も、お湯

より冷めにくく、長持ちします。 

 鍋料理も、部屋と体を暖めるのに最適です。コンロを囲んで、

アツアツを食べると、本当に暖かいものです。湯気が部屋を暖め

てくれます。我が家は室温が低いので、炒め物などは、つくった

直後から急激に冷めていってしまい、食べる頃には冷たい料理に

なっています。その点、鍋料理は熱いままを食べられるので、冬

はしょっちゅう鍋をやります。 

 卓上コンロにハロゲンコンロ（電気コンロ）を使うので、ガス

の匂いに悩まされることはないのですが、電磁波過敏症があるの

で、加熱している間は離れているようにしています。また、湯気

が部屋にこもって湿度が上がり、壁や窓が結露するとカビが生え

るので、窓を３センチほど開けておきます。（ここから寒風が入っ

てくるので、鍋の温かさとのせめぎ合いになっています。） 本来

なら、結露を防ぐために、窓を開けて換気扇を回すべきなのでし

ょうが、暖房の貧弱な我が家は、それをするとあっという間に室
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温が氷点下になってしまい

ます。 

 冬は食事をきっちりとっ

た方がいいです。栄養が足

りなくなり、体重が減って

くると、寒さに俄然弱くな

ります。私は２００６年か

ら歯の調子が悪く、食事が

満足に摂れなくなって、と

ても寒さに弱くなりました。前年と同じ気温でも、格段に寒く感

じます。体が内部から凍えるという感じです。冬はたくさん食べ

て、体脂肪をつけておくと、過ごしやすくなるのではないかと思

います。 

 また、前述のように、私はお粥を常食にしているのですが、そ

のため急激に体重が減ってしまいました。ふつうのご飯を水で５

倍に薄めたような食品なので、これで従来の栄養を摂るのは難し

いです。おかずも満足に噛めないので、こんなことになってしま

いました。お粥で体を内部から温める方法も、毎食ではなく、と

きどき食べるのがいいのではないかと思います。逆に体重を減ら

したいと思っている人は、ご飯の代わりにお粥を主食にしてはど

うでしょうか。体もあったまるし、体重も減ります。「お粥ダイエ

ット」。効果は私が実証済みです。 

 

○住環境の工夫 

 窓ガラスからの寒気を防ぐために、窓にエアキャップを貼りま

した。（エアキャップは、荷物を梱包するときに使う、プチプチと

した緩衝剤のことです。）これでいくぶん寒さは防げているようで

す。めざましいほどの効果はありませんが…。エアキャップはビ

ニールの匂いがしますが、室温が低いので成分の揮発量は少ない

ようです。強い症状は起きていません。 

 私の家は２重窓になっていて、外窓はアルミサッシ、内窓は木

枠の窓です。この木枠の隙間から冷気が入ってくるので、ここに

折りたたんだ新聞紙を挟み込んで防いでいます。スースーとした

冷気が入り込んでいたのがやんで、部屋が暖かいです！ 新聞紙

を使えるＣＳ患者は少ないと思うので、その場合は、大きな紙を

代わりに使えばいいと思います。北海道の古い木造住宅に住んで

いる方は、ぜひ試してみてください。 

 また、人から勧められて使ってみて、よかったものを紹介しま

す。窓際あったかボード」という、厚さ１センチくらいのスポン

ジ状のボードです。これを窓に立てておくと、冷気が防げます。

夫の部屋では重宝しています。これは、はっきりとした保温効果

が感じられました。私はこの断熱シートの匂いが苦手だったので、

表面をビニールで覆って使っていますが、そうすると断熱効果は

低いです。このシート表面の小孔（発泡スチロールのような素材）

が空気をとらえて断熱効果を発揮するらしく、表面をビニールで

覆うとその効果がなくなってしまうようです。 

 夫は、自室の窓に段ボールを挟み込んでいます。２重窓の間で

す。私は段ボールの匂いに耐えられるか自信がないのと、結露で

段ボールにひどくカビが生えそうなのでやらずにいますが、これ

は暖かそうです。 

【図１】 
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［寝るときの防寒対策］ 

○寝具 

 昼間、寒さをしのぐのも大変ですが、夜寝るときの寒さはもっ

と大きな問題です。真冬になると、室温が氷点下になるので、寒

くて寝ていられず目が覚めてしまいます。吐く息は、白く濁って

います。手足は氷のように冷たくなります。寝ている間にどれだ

け暖を取れるか、ということが、私にとっては重大な問題でした。 

 北海道の一般的な家庭では、ストーブを一晩中つけっぱなしに

するのが標準のようです。我が家のストーブはポータブルの灯油

ファンヒーターなので、３時間たつと自動消火装置で消えてしま

います。一晩中たくことはできません。私は自動消火装置が働く

までもなく、就寝時にはストーブを消すことにしています。寝て

いる最中は換気ができないので、開放型のストーブがはき出す排

気に耐えられないからです。 

 私が使っている寝具は、冬を越すのに十分なものとは言えませ

ん。掛け布団や毛布を何枚か重ねていますが、いずれも薄く、綿

やポリエステルの素材なので、あまり暖まりません。新しいもの

を買いたいのですが、匂いの問題があって、なかなか買えずにい

ます。夫の寝具は、私のものより厚手のもので、アクリルの毛布

も掛けているので、ずっと暖かいです。ときどき夫の布団に入っ

てみると、本当に暖かくて、私の普段の寝具がいかに貧弱である

かを思い知らされます。夫の布団は、化学物質の匂いがあって、

私は長時間寝ていることができません。 

 以前、私のこの状況を見かねた方が、親切に、古い綿の布団を

譲ってくださったことがありました。何日も何日も日にさらして

匂いを抜き、全面に掃除機を掛けて、私が使えるようにしてくれ

ました。しかし、私はその布団も使うことができなかったのです。

化学物質の匂いはよく抜けていましたが、とても古い布団だった

ため、ホコリやカビの匂いが内部から出てきて、息苦しさと痒み

とで、眠れなかったのです。せっかくの善意を生かすことができ

ず、申し訳なく思いました。他のＣＳ患者の方と話をしていると、

「古くて化学物質の匂いが抜けているものなら大丈夫」という人

と、「古すぎるものは、カビやホコリの問題があるからダメ」とい

う人に分かれます。私は後者にあたり、古すぎるものも新しすぎ

るものもダメなので、難しいです。住む家を探すときも、古すぎ

る家はカビの問題があり、新しい家は化学物質の問題があり、ち

ょうどよいものを見つけるのに苦労しました。 

 現状、貧弱な寝具しか揃えられないので、その機能を最大限に

生かすことを心がけています。私は掛け布団の上に綿の毛布を掛

けているのですが、すそを折り込んで、敷布団の下に入れていま

す。足元の三方向を折り込んでします。寝返りをうつのに少し窮

屈ですが、隙間から冷気が入りにくくなるので、足の冷えが緩和

されます。これはと

ても効果のある方

法です。毎晩、寝る

前に掛け布団や毛

布を整えて、きちん

と折り込みます。 

 

【図２】 
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○湯たんぽ 

 就寝時の暖房器具についてですが、前述のように、電気製品は

使えません。また、使い捨てのカイロも使うことができません。

それで、湯たんぽはどうかと思って、いろいろなものを試してみ

ました。 

 はじめに、金属製の湯たんぽを試してみましたが（２００１年

頃）、これは外も中もひどいにおいで、とても使えませんでした。

錆止めの加工か何かがしてあるのではないかと思います。また、

私には、金属自体のにおいも気持ち悪く感じられました。 

 プラスチック製の湯たんぽは匂いそうで自信がなかったのでや

めて、次に、陶器製の湯たんぽを試しました（２００２年頃）。こ

れは、私の窮状を知った方が、あまっている陶器製の湯たんぽを

貸してくださったのです。そのため、費用をかけずに試すことが

できました。多分、陶器の素材には反応しなかったと思います。

しかし、お湯を入れると湯たんぽ全体から、ピリピリと突きささ

るような刺激が立ちのぼりました。部品をひとつひとつ嗅ぎわけ

てみると、原因は、栓のところについているゴムパッキンだとわ

かりました。ゴムパッキンなしで蓋を閉めてみましたが、お湯が

漏れてしまい、使い物になりません。ゴムパッキンを日に干した

り、熱湯につけたりすれば、刺激は抜けるかもしれませんが、お

借りしたものなので、それはできず、そのままお返ししました。 

 布団のときもそうでしたが、人の親切を受けても、それを生か

せないというのは、大変心苦しく、申し訳ないものです。私は過

敏性が高く、多くのものに反応していたので、これまでこのよう

な体験を数多くしてきてしまいました。人の好意を気持ちよく受

けることができたら、どんなにすばらしいことでしょうか。 

 次に、「ペットボトルを湯たんぽにする」というアイデアをどこ

かで聞いてきて、これも試しました（２００２年頃）。ペットボト

ルなら、手元にミネラルウォーターのものがたくさんあります。

普段ミネラルウォーターを飲んでいて、ペットボトルに強い反応

はないので、気軽にできそうでした。ペットボトルなら、蓋のと

ころにゴムパッキンがないので、よさそうです。 

しかし、４０℃くらいのお湯を入れてみると、ペットボトル全

体からモヤッとした匂いが立ちのぼりました。鼻や呼吸器を圧迫

するような重苦しい空気です。プラスチックの素材が熱せられて、

立ちのぼってくる感じです。これで一晩寝てみましたが、朝起き

ると重苦しい頭痛がして、息苦しくなってしまっていました。こ

れまで試してきた湯たんぽよりは、まだ反応は緩やかだったので

すが、これを毎日使うのは難しそうです。 

 その直後に、今度はガラス瓶を試すことにしました。義母（夫

の母）が看護婦をしていたときに、患者のために、醤油や酒のビ

ンを湯たんぽに使ったということです（１９６０年頃の話です）。

５０℃程度のお湯なら、ビンが割れることはないといっていまし

た。ガラスなら大丈夫だろう…と思ったのですが、これにも反応

してしまいました。やはり蓋の部分です。水漏れしないようにか

ませてあるプラスチックの素材が熱せられて、刺激を発していま

した。私は目がとても過敏で、少しの刺激でも強い目の痛みが起

こります。私はガラス瓶の湯たんぽを一晩使ってみましたが、朝

起きると、刺激で目が痛くなってしまいました。それで、ガラス
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瓶も私には無理だということがわかりました。 

 いくつかの湯たんぽを試してみてわかったことですが、温度管

理がとても難しいです。瓶やペットボトルでは、お湯は案外すぐ

冷めてしまうので、寝る前に熱め（５０℃くらい）のお湯を入れ

ます。そうすると、布団の中が熱くて、汗をいっぱいかいてしま

います。しかし、３時間もするとお湯は冷えてしまうので、その

あと寒気が襲ってきます。また、たった２晩試しただけなのに、

敷布団がカビました！ 私はもともと汗っかきなので、布団の中

が厚すぎると大量の汗をかいてしまうようです。それで、布団が

湿ってカビが生えたようです。外から熱を与える方法よりも、自

分の体温を逃がさない方法の方がいいのではないかと思いはじめ

ました。 

 湯たんぽについては、もう１つ試した体験があります。２００

７年にＣＳ患者の方のブログを見て、電子レンジで温めるタイプ

の湯たんぽを試しました。これも、素材が熱せられるので自信が

なかったのですが、値段も安いのでダメ元で試しました。素材は、

プラスチックのビニール袋に、中はゼリー状の素材が入っていま

す。成分表示は、「ゲル化剤」となっています。これは、食品にと

ろみをつけるための素材と同じなので、それほど有害性は高くな

いのではないかと思いました。万が一、中身がこぼれたときに解

るようにと、このゼリー状の素材には、赤い色がついていました。

この色素も少し気になりました。色素の成分表示はありませんで

した。 

 はじめ、箱を開けたときに、段ボール箱の匂いなのか、それと

も内容物なのかわかりませんが、刺激を感じました。中には、湯

たんぽ本体と湯たんぽカバーが入っていたのですが、このカバー

の方がにおいます。カバーは使わないことにしました。自分で簡

単なカバーを綿の布で作りました。湯たんぽ本体は、そのものの

匂いなのか、カバーの匂いが移ってしまったのかわかりませんが、

少しピリピリとした刺激がありました。 

これを電子レンジで加熱すると、温まるごとにピリピリとした

刺激がますます強くなり、目の痛みが強まってしまいました。（と

にかく目が過敏なのです。）これを手製のカバーに入れて寝てみま

したが、途中であまりにも目の痛みが強いので、寝室の外に出し

てしまいました。続けて使うのは無理そうでした。 

このように私は使えなかったのですが、電子レンジで加熱する

タイプの湯たんぽは、電気を使うものではないので、ＥＳの人で

も使えますし、お湯を用意しなくてもいいので、手間がかからず

便利です。使える方は重宝するのではないでしょうか。 

たった数時間試しただけでしたが、湯たんぽの温度をそれほど

高くしたわけではなかったのに（４０℃くらい）、やっぱり私は体

がほてってしまい、たくさん汗をかいてしまいました。何日か使

っていたら、また布団にカビが生えていたと思います。私の場合

は、外から熱を加えるより、自分の体温を逃がさない方法の方が

合っているのだと思いました。 

 

○服装の工夫 

 重ね着をして寒さから身を守ること、服装の隙間をなくして体

熱を逃がさないようにすることをポイントにして、就寝時の服装

も工夫を重ねてきました。 
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 私が寒くてつらいと感じたのは、次の３点です。 

（１）腰やお腹が冷えて、全身が寒い。 

（２）布団から出ている頭や顔が冷たい。耳がちぎれるよう。衿

元から外気が入って、肩まで寒い。 

（３）足が氷のように冷える。 

 

（１）については、パジャマのズボンを２枚重ねてはき、さらに

その下に腹巻きをすることで、何とか寒さを防いでいます。腹巻

きは市販のものが使えなかったので、体に合う布で自作しました。

パジャマのズボンも自作です。 

（２）はじめは帽子をかぶって寝てみました。頭を覆うだけでも、

かなり暖かいです。しかし、帽子はすぐに脱げてしまうので、ど

うやって頭につけたままにしていられるかが問題でした。どうや

っても、朝までには脱げてしまいます。また、２００１～２００

３年は、首もとにバスタオルをまいて寝ていました。これは、衿

元からの冷気を防ぐ上で、とても効果がありました。布団と体と

の隙間を減らすことがポイントです。しかし、これでは耳のちぎ

れるような冷たさは防げませんでした。それで、頭も耳も首もと

も全部覆えるような帽子を作れないかなあと考えました。 

 店頭やカタログで、ときど

き首まで覆えるデザインの

毛糸の帽子を見ることがあ

りました（図３）。素材はア

クリルやウールのものなの

で、その製品を買っても、私

は使うことができませんが、同じ形のものを綿の素材で自作でき

ないかと思いました。それで、図書館に行って、このようなスタ

イルの帽子の型紙を探しました。いくつか見つかりましたが、た

だ耳当てがついているだけのものが多く、後頭部から肩にかけて

の部分を覆うデザインが見つかりません。それで、型紙なしで、

自己流でつくってみることにしました。基本的な考え方は、筒状

のものがあって、顔の部分が開いていればいいわけです（図４）。

使える布さえあれば、な

んとかなりそうでした。 

 それでいろいろ試行錯

誤をしたあげく、次のよ

うなものができました

（２００５年頃）。 

 

用意するもの：メリヤス地の下着（長袖）通称“ババシャツ”， 

       スナップボタン 

作り方：  

〈１〉下着の下半分を折りたたんで脇を縫う。ポケットのような

ものができます。 

〈２〉ひっくり返して頭をつっこみ、袖を体の前にたらす。 

〈３〉頬の両脇の布を引っぱって、顎の部分に隙間がないように

合わせる。 

〈４〉ちょうどいい位置にスナップボタンをつけて、ボタンをと

める。 

〈５〉袖を結ぶとできあがり。 
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 すそを折りたたむ幅や、ボタンの位置は、つくりながら決めま

す。縫ったりほどいたり何度かやると、体に合うちょうどいいも

のができあがります。首の後ろの部分がスースーして寒いので、

私はここにもスナップボタンをつけて、パジャマの衿の部分とつ

なげられるようにしました。 

 はじめにこの帽子をかぶって寝たときは、それはあったかくて、

あったかくて…。まだ冬の初めで気温がそんなに低くなかったこ

ともあって、暑苦しいくらいでした。本当にこの帽子には助けら

れています。これがなければ、真冬はとても寝ていることができ

ません。 

 オプションで、１０×２４ｃｍくらいの布をスナップボタンで

つけました。これで目を覆うと、アイマスクになり、真っ暗な中

で安眠できます（図５の〈５〉）。 

 この「頭巾」の見た目は、いいものではないので、家族に見ら

れると、引かれるかもしれません。でも、暖かさはピカイチです。

寒い日は昼間もかぶっています。夫は私を見て、「（エジプトの）

ファラオだ、ファラオだ！」と言って、喜んでいます。（ツタンカ

ーメン・黄金のマスクの雰囲気。） 

 

（３）足元の冷えに対しては、靴下やブーツ状のもので対策しま

した。初めは厚手の靴下をはいていたのですが、これは締め付け

られる感じがあって、寝苦しいです。ゆるめの靴下だと、寝てい

る間に脱げてしまいます。しかも、靴下だけだと、どうにも足の

冷たさが防げない感じがしました。 

 厚手のフワフワな布で、ブーツのようなものをつくることにし

ました（２００３年頃）。型紙は、図書館の本を見たのではないか

と思います。窮屈なのは嫌なので、型紙を拡大コピーして、ゆる

めのものをつくりました。布は綿のキルティング地。中綿はポリ

エステルです。この布の匂いは少し気になりましたが、寒さには

勝てず、これを使うことにしました。 

 図６のようなものができて、さっそく履いてみました。暖かか

ったです！ しかし、厚手

なので、ゴワゴワして、履

き心地があまりよくなかっ

たです。また、すぐに脱げ

てしまうので、足首のとこ

ろを布のベルト（自作）で

しめて寝ていました。これ

も窮屈な感じがしました。
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パジャマのズボンの裾をブーツの中に入れていましたが、ここも

ゴワついて、感触がよくなかったです。裾がブーツから抜けてま

くれ上がり、スースー寒くなります。ブーツが分厚いので、パジ

ャマズボンの裾を外に出して重ねることができませんでした。い

ろいろ不満はありましたが、これを４年ほど使いました。 

 ２００８年になってからは、別の方法をとるようになりました。

驚くほど簡単な方法です。 

 

ゆるめの靴下（履き古した

もの）を履く。パジャマズ

ボンを履く。靴下とズボン

の裾にスナップボタンをつ

けて、両者を連結する。お

わり。 

 

あっけないほどです。しかし、これによってズボンのすそがまく

れあがらず、ゆるめの靴下が脱げず、両者の間に隙間がないので、

暖かさが保たれ、窮屈さはまるでありません。靴下は、ふつうの

厚さのものですが、隙間がないというだけでこんなにも保温力が

保たれるものなのでしょうか。２００８年の冬は寒さが続き、室

温が－２℃まで下がりますが、足は冷えなくなりました。 

 このような服装の工夫で、就寝時の寒さをしのいでいます。使

える布は綿だけですが（綿の中でも使えるものは限られています）、

工夫次第で、暖かさを保つことができています。 

 

［外出時の寒さ対策］ 

 札幌の冬の外気はとても冷たく、昼間でも－５℃くらいのこと

もあります。もっと寒い地域に住んでいる方には、たいしたこと

がないと思われるかもしれませんが、仙台育ちの私にとっては、

想像を絶するような寒さでした。 

 私は２００４～２００６年に自宅の車に乗れなくなり、外出は

すべて公共交通機関を使っていました。吹雪の中、バス停でバス

を待っているのは、とても体にこたえました。車で移動できると、

ずいぶん寒さを防げます。 

 外出時の服装について書きます。コートは、ウールやダウンの

ものを使えると暖かいのでしょうが、私は使えないので、キルテ

ィングのコートを着ています。中綿がポリエステルのものです。

このコートは、１９９９年に買ってから、１０年近くなります。

本来、ドライクリーニングに出すべきもので、水につけてはいけ

ないもののようなのですが、汚れるたびに浴槽で手洗いしていま

した。年を経るごとに、だんだん中綿がへたってきました。仙台

にいるときは、これで十分でしたが、札幌では、このコート１枚

では、寒さを防ぎきれないように感じます。しかし、代わりのも

のがないので、大切に着ています。 

 これまで何度か、ダウンジャケットを購入しようとしてきまし

たが、その度に断念しています。夫のダウンジャケットをときど

き試しに着させてもらうと、本当に暖かいです。外気が－５℃で

もダウンジャケットを着ていれば、ほとんど寒さを感じません。

ダウンジャケットは、外布の化学物質臭の他にも、ダウンそのも

のに対する反応があります。ＣＳ反応の他に、アレルギーのよう
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な症状が出ます。喉に粉っぽい感じがあって、むせてしまいそう

になり、皮膚や鼻の粘膜に痒みを感じます。羽毛に対してアレル

ギーを起こしている感じです。私はそんなわけでダウンジャケッ

トを使えないのですが、寒冷地に住む人は、ぜひダウンジャケッ

トが着られるようにがんばって欲しいです。干したり、何とか匂

いを抜いたりして、工夫してみてください！ 本当に暖かいで

す！ 

 

 外出時の服装は… 

◇スカート 

 綿スムースのペチコート２枚をはき、その上に綿シーチングの

スカートを２枚重ね履きです。どれも自分でつくったものです。

外出時にズボンを履く習慣がないので、冬でもスカートです。ス

カートの下に、手製の腹巻きをしています。 

 

◇靴下 

 靴下を２枚重ね履きにしています。その上に、レッグウォーマ

ーを着用しています（図８）。これは、綿１００％の素材のもので

す。かつてルーズソックスが流行っていた頃（２０００年頃）、足

先の部分がない、レッグウォーマータイプのルーズソックスを買

いました。においも少なく重宝しています。今は手に入らないと

思います。綿だけのレッグウォーマーは、なかなか見つからない

中で、いいものを買えました。 

 ルーズソックスなので、放っておくとずり落ちてしまいます。

「ソックタッチ」（靴下のずり下がりを防ぐための糊）は使えない

ので、膝下の部分に綿のバンド（自作）をしめて、ずり下がりを

防いでいます。 

 

 

◇手袋 

白い綿の手袋をしています。ドライブ用の薄手のものです。真冬

には２枚重ねにします。１枚のときより、格段に暖かいです。私

が買っているものは、手首のところが短くて、ここらか冷気が入

るので、手首の部分を覆う布をつけたして、丈の長い手袋にして

います（図９－a）。また、夏用のドライブ手袋は、日焼け防止の

ために、肘までの長さのものが売られています。これを適当な長

さにカットして、手首まで覆える手袋にしています（図９－b）。
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白い手袋は汚れやすいので、頻繁に洗濯しなければなりません。

この手袋と１枚つけた上に、厚手の冬用手袋をつければ暖かいの

ではないかと思うのですが、素材のいいものが見つかりません。

ウールやアクリルは、綿手袋の上につけても、チクチクして、ど

うもだめです。ナイロンかビニールのような素材のものを狙って

いますが、掌の部分に、滑り止めの合成皮革がついているものが

多いので、よいものを探せずにいます。色の濃い手袋を上につけ

れば、汚れが目立たなくて便利だと思うのですが。 

 

◇靴 

 長靴を履いています。２００２年に購入し、１年くらい直射日

光にさらしていたものです。今はもうゴムの匂いはしませんが、

材質が劣化してヒビが入ってきました。水たまりを歩くと、中に

水が入ってきてしまいます。気をつけながら歩いています。ブー

ツ代わりに履いています。暖かいです。 

 もっといい素材で、いいデザインのマフラーを、いずれつくっ

てみようと思っています。 

 

◇帽子 

 帽子は１年中かぶっている綿の素材のものを、冬も着用してい

ます（自作）。頭を覆うと、暖かさがぜんぜん違います。かぶらな

いと、頭皮からどんどん熱が逃げていく感じです。車に乗れなく

なって、バスで移動していたときは、頭があまりにも寒いので、

２枚重ねにしていました。外出時にも、就寝時にかぶる頭巾のよ

うなものが欲しいのですが、見た目の問題もあって、実現できず

にいます。 

 フード付きのジャケットやパーカーを着られる方は、フードを

かぶれば首筋の寒さを自分防ぐことができるはずです。私は着ら

れるものを見つけられずにいますが、あれば暖かいのではないか

と思っています。 

 

◇マフラー 

 襟元からはいる冷気を防ぐと、暖かさがぜんぜん違います。綿

の布しか使えないので、ネル地を買ってきて、自作しました（１

９９９年頃）。首に巻くと暖かいです。綿の中でも、ネル地は厚み

があって、表面が起毛しているので、暖かさがあります。これを

６年ほど使いました。 

 しかし、ネル地は、ウールやアクリルのマフラーのように柔軟

性がないので、首へのあたりが強く、ゴワゴワした感じがします。

またフィット感も今ひとつで、隙間があきやすいです。それで、

だんだんマフラーをつけなくなってしまいました。コートの襟を

立てると、スタンドカラーになるので、それで首からの冷気を防

いでいます。 
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私の冬の服装は、このようなものです。これだけ厚着をしてい

ると、外では寒さが防げてよいのですが、公共の建物や店舗など

の暖房をたいている室内に入ると、暑くなってしまいます。その

時は、靴を長靴からふつうの靴（持参）に履き替え、レッグウォ

ーマーとスカート１枚を脱いで対応しています。北海道は、外気

の寒さに引き替え、室内は暖かいところが多いです。暑いくらい

です。だから、外の服装でいると、暑くて我慢できなくなります。

下着を重ね着していると、すぐに脱げないので、上に着るもので

調節できるようにしています。 

２００６年くらいまでは、冬の室内温度が高すぎるので、つら

かったですが、その後の灯油価格の高騰からか、２００７年から

は室内がやたらと暑い建物は少なくなったように感じています。

とても助かっています。 

 

 こんな感じで、私は寒さ対策をしています。本文の中には、私

のよかったもの、ダメだったものを取り混ぜてかいてきましたが、

ＣＳは個人差の大きな病気です。私がダメだったものの中にも、

解決のヒントがあるかもしれません。いろいろ試して、少しでも

暖かい冬を過ごしましょう。（2008．2．4） 

 

 

 

 

 

自動車 

 車はとても便利です。車に乗って窓を閉めて

いれば、周囲の化学物質を直接あびずに移動で

きます。また、体力が弱って外出するのも一苦

労というときは、体に負担がかからない移動手段でもあります。 

 しかし、「シック・カー」という言葉もあるように、車内の化学

物質がＣＳ患者にとっては問題となります。自動車と私のこれま

での関わりを紹介しながら、自動車に乗るときの注意を書いてい

きたいと思います。 

 

［これまでの自動車との関わり］ 

 １９９２年に車の免許を取ってから、祖父の車を借りて運転し

ていました。これは買ってから１０年以上たった車だったので、

化学物質はすっかり抜けていました。しかし、祖父がよく畑に農

薬（噴霧器）を積んで出かけていたので、今振り返ってみると、

農薬のにおいが強い車でした。車に乗ると調子が悪かったのです

が、当時は原因がわかりませんでした。 

 １９９６年に祖父が新車に買い換えたので、私もそれを借りて

時々乗っていました。この頃から１年くらい体調が悪かったので、

今思うと新車の化学物質に反応していたのかもしれません。 

 私は、１９９９年に自分がＣＳだと気づきました。その時には、

車は買ってからすでに３年たっていたので、だいぶにおいが抜け

ていました。それで、その車をそのまま乗り続けることができま

した。それまでずっと、新車のにおいを吸い続けていたのだと思

うと、心配になりましたが…。 
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 夫の車は１９９８年に中古車を購入したもので、買った当初は

ものすごくタバコのにおいが強かったです。前の持ち主がヘビー

スモーカーだったようでした。私は、とてもその車に乗っていら

れませんでした。夫が、少しでもにおいを減らそうと、いろいろ

やってくれました。中古車販売会社の人が、「これを使うとにおい

が取れますよ」と、「バルサン」のようなものを勧めてくれました。

車内を煙で燻蒸してにおいを抜くという商品です。私は、「バルサ

ンなんてとんでもない！」と思いましたが、そのにおい取りは「天

然素材のみで作られているのだから、安全だ。」というのです。そ

の頃はまだ、何が危険で何が安全かの区別があまりつかなかった

ので、言われるままにそのにおい取りを使ってしまいました。そ

うしたら、車内の空気は前より悪くなり、耐えられないものにな

ってしまいました。今となってみれば、「天然素材でも体に合わな

いものがある」ということは、分かり切ったことなのですが、当

時はそのような知識がなかったのです。結局、夫の車には乗れな

いので、２人で出かけるときは私の車（祖父から借りたもの）で

出かけるようにしました。当初、夫の車のにおいはとても強かっ

たので、夫の服や荷物にそのにおいが強く染みついてしまいまし

た。一緒に車に乗ると、車内にそのにおいが充満して、私は具合

悪くなってしまいました。しばらく我慢しなければなりませんで

したが、そのにおいも１年過ぎた頃には、ずいぶん弱まってきま

した。 

 ２００１年夏に、私の車（祖父から譲り受けたもの）のエアコ

ンが故障し、新品のエアコンに交換しました。すると、エアコン

をつけるたびに強烈な刺激を感じるようになり、車に乗れなくな

ってしまいました。新品のエアコンから発せられる化学物質に反

応したようです。私は「エアコンを使いつづけていけば、そのう

ち化学物質が抜けて、刺激が減っていくかもしれない」と思いま

した。それで、夫と私の車を交換して、しばらく 、夫に私の車を

運転してもらうことにしました。夫が毎日の通勤でエアコンを使

い続ければ、次第に刺激が減ってくるのではないかと考えたので

す。８月～１０月まで夫は毎日エアコンを使いましたが、３ヶ月

たっても刺激はほとんど減りませんでした。 

 がっかりした私でしたが、その頃にはＣＳが悪化し、ほとんど

外出をすることができなくなってしまっていました。当時、私と

夫はそれぞれの実家に別れて住んでいました。私のＣＳのために、

一緒に住む家を見つけられなかったからです。夫は実家から私の

家まで５０ｋｍの道のりをはるばるドライブしてきて、身の回り

の世話をしてくれました。外出できない私の代わりに買い物をし

てくれました。どうしても外出しなければならない用事があると

きは、夫に運転してもらって出かけました。夫の車で“バルサン”

をたいたのは、３年以上前のことだったので、車内の空気は私が

何とか耐えられるレベルになっていました。 

 ２００２年に札幌に引っ越したとき、夫の車もフェリーで津軽

海峡を渡りました。札幌でもその車に乗り続けました。私は重症

になってからは、自分で車を運転することができず、夫に乗せて

もらっていました。自分で運転できるようになったのは、ある程

度回復してからで、２００３年になってからです。 

 その後、特に問題もないカーライフが続いていましたが、２０

０４年８月に、私は突然、車に乗れなくなってしまいました。エ
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アコンをつけると猛烈な刺激臭が吹き出てくるようになったので

す。目の痛みのためにとても運転していられません。無理して運

転していたら、駐車場で車をぶつけてしまったので（対物自損）、

それ以来 、車に乗るのはやめました。それからは公共交通機関を

利用して移動しています。 

 エアコンの何が原因で刺激が生じたのかは、今もってよくわか

らないです。古い車なので、「エアコンの冷却ガスが漏れたせいな

のか？」あるいは「エアコンにカビが生えて刺激を感じるのか？

（カビくさいにおいはしませんでしたが…）」などと、いろいろな

可能性を検討してみましたが、結局 、原因はわかりませんでした。

ボンネット内にオイルがこぼれていたので洗浄してみましたが、

効果はありませんでした。 

 

［自動車の運転］ 

 車を運転していると、常に交通事故の危険性がつきまといます。

特にＣＳで神経の不調があるとき、集中力が落ちているとき、体

が弱っているときは、注意が必要です。 

 私はＣＳだと気づく前も気づいた後も、体調が悪かったので、

自分の運転が危ないと感じるときが多くありました。今はかなり

回復して、しっかり運転できるようになりました。今、当時を振

り返ってみると、「よくもあんなに具合悪い状態で運転していたも

のだ…」と怖くなります。大きな事故を起こしていないのが不思

議なくらいです。 

 ２００３年春までは、ＣＳ症状が重く、常にめまいがあり、視

野が狭く暗かったので、よほど注意して運転しないと、とても危

険でした。車に乗っているときは、化学物質からの回避よりも、

交通安全が優先になります。そのことだけは運転するたびに、い

ちいち心に刻み込むようにしていました。運転中バスやトラック

の後ろに つくと、ディーゼル車の排気が一気に迫ってきて、平静

ではいられなくなります。しかし、それを避けようとして不自然

な動きをすると、事故を起こしかねないので、よくよく自制して

運転するようにしていました。 

 体調が悪いときは運転しないように決めていました。しかし２

００３年までは「体調のよいとき」というのがめったになかった

ので、少々体調が悪くても運転するようにしていました。運転す

るかしないかを判断する基準がとても曖昧でした。それでも、危

険を避けるために一定のルールを自分に課していました。次のよ

うなものです。 

 

○出かける前に目的地までのルートをよく確認し、危険を予測す

る（化学物質に出会いそうな場所・運転上注意しなければなら

ない場所をチェックしておく） 

○信号機のない交差点で右折しない。（どうしてもしなければなら

ないときは、代わりに左折を３回する） 

○信号機のないＴ字路で右折をしない。（しないですむように遠回

りする。） 

 

 右折するときは周囲にまんべんなく気を配らなければなりませ

んが、首を左右に振るとめまいがひどくなるし、動いている車を

うまく目で追えないので、とても危険なのです。それで、上記の
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ようなルールを決めて守るようにしていました。２００１年にＣ

Ｓが重症になってからは、初めていく場所は必ず夫に運転しても

らい、連れて行ってもらうようにしていました。１人で行くと思

わぬ有害物質に遭遇し、運転不能になる可能性があるからです。 

 

［車内の空気の管理］ 

 車の中は狭い密閉空間なので、少しでも有害なものがあると車

内の汚染濃度がすぐにあがってしまいます。私は少しでも疑わし

いものであればトランクに積むようにしています。最近はハッチ

バック式でトランクがない車が増えてきました。その場合は、衣

装ケースなど、きっちり蓋が閉まる収納ボックスを車内に積み込

むといいと思います。（ケースはよく日に干してにおいを飛ばして

から使います。） 車内の収納の工夫については、第１章〔３〕－

ａ 「量・距離・時間の法則」，ｂ「すべての物・場所をレベル別

に分類する」，ｃ「有害物質を避けるための収納の工夫」，〔４〕－

ｂ「新しい場所に行くときの注意」にも情報があるので見てみて

ください。 

車の運転中、私は窓を閉めます。私の場合、車内の空気より外気

の方が有害だと感じる場合が多いからです。都市部では他の車の

排気ガス、田舎では農薬が問題になります。人によって事情は様々

でしょう。新車などで車内の空気の方が有害性が高い場合は 、窓

を開けて走った方が楽だと感じるはずです。事情に合わせて選択

してみてください。 

 

 

［中古車探し］ 

 ２００４年９月から、車を買い換えるために、中古車売り場を

見て回るようになりました。中古車の営業マンに事情を話して、

「においの少ない車」を選ぶことになりました。私が１台１台車

内のにおいを嗅いでいって判断しました。まず、ざっと３０台く

らい見てみました。中古車は芳香剤の強い車、タバコのにおいが

染みついている車、カビくさい車など様々なにおいがあります。

中古車でも製造されてから３年以内のものは新車のにおいがきつ

くて、私には耐えられそうにありませんでした。車は新しいと車

自体の化学物質が問題になり、古いものだと後からついた化学物

質（タバコなど）が問題になります。ほどよいものがなかなか見

つかりません。レンタカーや展示車、試乗車だった車は比較的生

活臭が染みついていないものが多いです。芳香剤を使っていない

のでその点も有利です。しかし、レンタカーにはタバコのにおい

はしっかりと染みついていました。 

 よくにおいを嗅ぎながら少しでも条件のよい車を選びました。

３０台見てみて 、乗れる可能性のある車が１台あるかないかです。

また、においを嗅いでみるまでもなく、一見しただけでダメだと

わかる車も多かったです。北海道の中古車は、冬タイヤをセット

にして販売するのが標準のようで、車内にタイヤを積んで展示し

ている車が多いのです。タイヤが積んである車は、車内が猛烈な

タイヤ臭なので、そもそもにおいを嗅ぐことができません。営業

マンは「タイヤを降ろしてみましょうか。」と言ってくれました。

しかし、タイヤを降ろしたところで、すぐににおいが取れるわけ

ではないです。よほど長期間換気しなければ、タイヤのにおいは
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消えることはないです。もともとタイヤを乗せていない車だけを

見て回ることにしました。（タイヤを積んでいない車は、全展示車

の１／５といったところでした。） 

 乗れる可能性がある車が見つかると、その車を細部までチェッ

クします。制止した状態でよさそうな車も、エンジンをかけたり、

エアコンをつけたりすると、刺激を感じることが多かったです。

このようにチェックしていくと、私が乗れそうな車はほとんど見

つかりませんでした。 

 何件か中古車屋に行ったのですが、一軒とても親身になってく

れる営業マンがいる店がありました。この営業マンは、１台１台

よく見せてくれて、よさそうな車があれば時間をかけて細部まで

チェックさせてくれました。こちらの事情を説明すると、よく耳

を傾けてくれました。展示場で見てみて判断できなかったときは、

その車を一晩貸してくれる、とまで言ってくれたのです！ とて

もありがたかったです。一晩借りてみてよくわかったのですが、

展示場で短時間見るのと一晩じっくり検討するのとでは雲泥の差

があります。一晩借りてみた車は、昼間はよさそうだったのです

が、暗くなってライトを点けると、強烈な目の痛みに襲われまし

た。目の痛みはライトを点けた瞬間に始まり、消した瞬間に収ま

るので、電磁波過敏症（ＥＳ）の症状だったようです。車を一晩

貸してもらったのにダメだったので、営業マンはがっかりしてい

ました。私はとても申し訳なく思いました。さらにもう１台借り

たのですが、これも長時間乗っているうちに刺激を強く感じるよ

うになってきてダメでした。 

 いくら探しても見つからないので、私はだんだん意気消沈して

いきました。営業マンも元気がなくなってきました。営業の人に

は、ここまで親切にしてもらったのに期待に応えられない、とい

う申し訳なさがあり、心苦しくなってしまいました。これは家族

に対しても、日常的に抱く感情です。 

 車は高価な買い物です。買ってダメだったら…と思うと、気後

れしてきました。何だか疲れてきたので、それまでよりペースを

落として中古車探しをしているうちに、冬を迎えました。冬にな

ると、展示してある中古車の車内のにおいはかなり薄くなります。

気温が低くなって化学物質の揮発量が減るためです。そのため、

ドアを開けて嗅いでみて大丈夫な車でも、１５分くらい暖房をた

いて車内を暖めてみるとにおいが強くなる、ということが頻繁に

起こりました。車内を暖めてみなければ判断できないというのは、

探すのに効率が悪すぎます。春になるまで車選びは延期すること

にしました。春に車を買って、一夏換気すれば、かなりにおいが

減るのではないかと予想しています。 

（2005．6．13） 

 

消毒用アルコール  

［トイレのカビ掃除］ 

 ２００３年５月頃から、自宅のトイレに入る

とカビのにおいがするようになってきました。

私はカビアレルギーがあるので、目や鼻が痒くなったり、咳が出

て息苦しくなったりしました。このままでは具合が悪くなる一方

なので、トイレの大掃除をすることにしました。 
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 我が家のトイレは洋式便器です。便槽の

へりの部分にカビが生えているようでし

た（イラストの赤い部分）。へりの部分は

複雑な形状になっていて、普通のトイレブ

ラシでは掃除することができませんでし

た。ホームセンターに行って、いろいろな

形のブラシを買ってきて、工夫してカビを掃除しました。ゾッと

するほど大量のカビが取れて、前よりもカビのにおいは薄くなり

ました。どうやら私が引っ越してくるよりもずっと前から、カビ

が増え続けていたようです。 

 

［消毒用アルコール］ 

 ブラシでこすれるだけこすったのですが、どうしても届かない

ところがあり、いまいちスッキリしません。そこで、薬局で消毒

用アルコールを買ってきて消毒することにしました。消毒用アル

コールの容器の蓋を開けて鼻先で嗅いでみました。ツーンとした

においがありましたが、 それほど刺激は強くなさそうでした。そ

れで、消毒用アルコールをトイレのタンクに入れてみました。入

れた瞬間、強烈な刺激臭が立ち上りました。目や鼻がヒリヒリし

て猛烈な痛みです。私はすぐさまトイレから逃げ出しました。そ

して、服を着替えてシャワーをあびました。シャワーをあびたら

目や鼻の痛みは軽くなりましたが、トイレに近づくことができま

せん。夫にトイレの窓を開けっ放しにしてもらい、よく風を通し

ましたが、強い刺激臭はなかなか取れませんでした。 

 

［対策］ 

 その日からトイレに入れないので、とても困りました。仕方が

ないので、トイレ用の服と帽子を一式用意し、トイレに行くたび

に、全身着替えることにしました。着替えてマスクをして用を足

します。そしてトイレから出てきたら、またもとの服装に着替え

ました。トイレ用の服には刺激がついてしまいますが、すぐに着

替えるのでその影響を最小限に抑えられるわけです。それを１日

に何回も、トイレに行くたびに繰り返していました。 

 「いつまでこんな生活を続ければいいのだろう…？」と途方に

暮れましたが、解決はあっさりやってきました。たった３日でア

ルコールが揮発し、刺激が薄れてきて、終いにはなくなってしま

いました。４日目からはまた、もとのように普通にトイレに行け

るようになりました。アルコールは、他の化学物質に比べると、

揮発するのが早いようです。それに、トイレのタンクは水が頻繁

に入れ替わるので、それもよかったようです。大騒ぎした割には

あっけない幕引きでした。その後、私はトイレ用の服装一式を洗

濯して、「トイレアルコール事件」は決着しました。トイレのカビ

のにおいは、念入りな掃除と消毒用アルコールのおかげで、スッ

キリと消えていました。 

 病院や歯科医院に行くと、消毒用アルコールのにおいがします。

ＣＳ症状が重かったときは、このにおいを嗅ぐと頭がボンヤリと

してきて、思考力がふだんの半分くらいに落ち込んでしまってい

ました。病院に行く前に、あらかじめ、診察のときに話す内容を

よくまとめてメモしていくようにしていました。現在は症状が軽

くなったので、メモは必要なくなりました。  （2005．7．5） 

カビが生え
ている部分
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食品 

 ＣＳの人は体に合わない食品があるので、そ

れを避けなければなりません。食品選びには工

夫が必要です。私の食品の選び方を以下に紹介

します。 

  

［野菜］ 

 野菜は、基本的には無農薬有機野菜のものを買っています。無

農薬有機栽培の野菜でも、刺激が強くて食べられないものがあり

ます。これは、次のような理由が考えられます。 

 

○有機栽培の畑の近くに普通の農地があって、そこで使用された

農薬が飛散している。 

○輸送中に有害物質が付着した。 

○農薬以外のものに反応している（有機栽培に使用する肥料など） 

 

実際にどの理由によることなのかは、よくわからないです。その

つど鼻で確かめて刺激がないか確認しています。外食のときに野

菜を食べても大丈夫なことがあるので、スーパーで売っている野

菜でも食べられるものがあるのではないか、と思うこともありま

す。しかし、有機野菜はスーパーの野菜よりずっとおいしいので、

もっぱら有機野菜を食べています。「グルメだなー」と思います。

にんにく・しょうが・もやしは普通のスーパーのものを買って食

べています。(国産のものを選んでいます。) 

 

 

［卵］ 

 「正直村」の卵を食べています。今のところ問題なしです。私

は卵アレルギーがあるので、他メーカーのものを試すのは勇気が

いります。加熱した卵であれば、食べられます。生卵を食べると

アレルギー症状（皮膚に湿疹・呼吸困難）が出るので注意してい

ます。卵はよく加熱するように、調理中よくよく気をつけていま

す。 

  

［肉］ 

 羊肉がおいしい！ 北海道では、羊肉が安く手に入ります。た

いていニュージーランド産のものです。羊肉は他の動物の肉に比

べて薬品臭さが全然ないので、重宝しています。育てられ方が、

とても自然な状態に近いようです。ラムしゃぶしゃぶ用の肉を豚

バラ肉の感覚で使い回しています。麻婆豆腐を作るときなどもラ

ム肉を使います。 

 豚肉はＳＰＦのものを時々食べています。ＳＰＦとは、豚が生

まれたときから細菌感染しないよう注意して育てたもので、抗生

物質を使わずに育てられた肉です。他の豚肉よりはよいようです

が、それでも脂身が薬くさいので、いちいち取り除いて使ってい

ます。 

 牛肉はオーストラリア産のものを時々食べます。国産のものも

たまに食べます。選ぶ基準は、店頭でにおいを嗅いでみて刺激の

少ないということです。牛肉はその時々で当たりはずれがあり、

よくないものに当たると、調理中に有害成分が揮発して、台所中
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が刺激臭に包まれます。 

 鶏肉は体に合うものが見つからないので、うちでは食べていま

せん。外食でたまに口にするくらいです。外食でも体に合うもの

と合わないものがあります。 

 自然食品で売っている肉は、安全性に配慮した方法で育てられ

ているようですが、私は利用していません。２度ほど買ってみた

ことがあるのですが、食べられませんでした。冷凍した肉を売っ

ていたのですが、商品の回転が悪いらしく、油がすっかり酸化し

ていました。加熱すると強烈なにおいがしました。高い肉なので

無理して食べようとしてみましたが、少し食べただけで具合が悪

くなってしまいダメでした。その肉は賞味期限内のものでしたが、

品質は劣化していました。どのような基準で賞味期限を決めてい

るのか、店頭での品質管理は十分だったのか、よくわからないの

ですが、とても食べられたものではありませんでした。 

  

［魚介類］ 

 魚介類を買うときは、店頭で鼻先に近づけてよくにおいを嗅ぐ

ようにしてします。魚介類は肉に比べて有害なものが多いです。

最近はスーパーでの表示が徹底されてきて、産地や天然・養殖の

区別、冷凍・生の区別がわかるようになりました。できるだけ天

然の生のものを買うようにしています。現在の冷凍技術は発達し

ているので、冷凍物を解凍して売っているものでも鮮度がいいよ

うですが、私はなぜか冷凍物でダメなものがとても多いので、結

果として生ものを買うことになっています。ＣＳ患者の中には、

生はダメで冷凍物なら大丈夫という人もいるようなので、「人によ

って過敏性が違うんだなぁ」と驚きます。*1 魚介類は、肉より

も刺激の強い物が多く、売り場にあるものの半分は刺激があって

買えない、という感じです。 

  

［米］ 

 米はいくら探しても体に合うものを見つけられませんでした。

有機栽培のものでも（理由はわかりませんが）、ダメなものが多か

ったです。いろいろ試した結果、生協の減農薬米に落ち着きまし

た。それを３年ほど食べていましたが、２００３年の夏に天候不

順となり、その商品はなくなってしまいました。とても困りまし

た。何種類も試してみたのですが、私が食べられる米はなかなか

見つかりません。一時は 、明日の米にも困る状態になりました。

いつも有機野菜を買っているお米屋さんで、無農薬の米を何種類

か試してみました。１種類よいものが見つかったので、それを食

べていくことにしました。しかし、その米は買うときによって、

有害度が全然違うのです。よいときもあれば悪いときもあります。

一度、とても食べられないような有害度の高い米にあたったとき

があったので、そのときを境に、そのお米を買うのはやめました。

どうやら精米機が原因のようでした。その米屋では、１台の精米

機で様々なお米を精米するので、精米器にその削りカスがついて

しまっています。無農薬米の他にも、農薬を使った米も販売して

おり、どの米も一台の精米器で精米されています。私が買う直前

に精米した米が有害だと、その成分が精米器に残っていて、私の

お米についてしまうようなのです。精米する前は大丈夫でも精米

機に通すとダメになってしまうのです。家庭用の精米機を買って
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みることも検討しましたが、結局やめました。その精米機で１回

でも有害なお米を精米してしまうと、その後、機械が使えなくな

ってしまう恐れがあるからです。 

 困っていたら夫の実家から、お米を送ってくれました。近所の

農家で自家用に栽培されたお米です。これは無農薬というわけで

はないのですが、なぜか刺激がなかったので、私は食べることが

できました。自家用なので、あまり農薬を使っていないそうです。

市販品でいえば、減農薬に当たるものだと思います。そのお米を

しばらく食べていました。その後、無農薬米で食べられるものが

見つかったので、現在までそれを食べ続けています。 

  

［その他の食品］ 

 基本的には、体感で大丈夫なものは何でも食べるようにしてい

ます。有害なものを食べると、次のような反応が起きます。 

 

○鼻や目に刺激を感じる 

○食べた後、胃が痛くなる 

○食べた後、発疹が出たり息苦しくなる 

 

このような反応が起きたら、その食品をよく覚えておいて、次回

からは食べないように気をつけています。 

 

［食品の購入方法］ 

 有機野菜や自然食品は、宅配サービスが発達していますが、私

はこれを利用していません。宅配サービスを利用しようとして、

何社かサンプルをとったのですが、送られてきた野菜の半分は刺

激があって、食べられませんでした。宅配は、「実物をあらかじめ

鼻で確かめてから買う」ということができないので、このような

ことになってしまいます。それで、宅配は諦めて、店頭売りの有

機野菜を買うようにしています。自然食品店でもスーパーでも、

とにかく自分の鼻でよく嗅いで、確かめて購入します。たいてい

の食品はビニールの包装に入っているので、中身のにおいはよく

わからないのですが、袋の上からでも刺激の強いものはわかるこ

とがあります。多分、工場で袋詰めするときに、内容物から発散

する有害成分がビニール包装の外側にも付着するからだと思いま

す。 

 

［外食］ 

 私はときどき外食します。外食はとても楽しいです。でも、新

しい食材に反応するリスクがあるので、慎重にしています。一度

食べてみて大丈夫だったもの、ダメだったものをよく覚えていて、

次回の参考にするようにしています。だからいつも、同じ店で同

じメニューを頼むことが多いです。 

 私は「自分で調理すると具合が悪くなるが、調理されたものな

ら食べられる」という食品があります。ちょっとわかりにくい現

象でしょうか。調理中は、熱と共に食品の有害成分が立ち上り、

揮発しています。そのとき、自分で調理していると、そのガスを

もろに吸ってしまいます。台所中が刺激でいっぱいになります。

しかし、調理された料理は有害物が揮発して抜けていて、案外刺

激が少ないことがあるのです。下ゆでした食物は、かなり刺激が
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少なくなると感じています。外食の場合は、食卓から離れたとこ

ろに厨房があって、強力な換気扇が設置されています。食卓に座

っていて、調理中の煙を嗅ぐことはありません。少しだけにおい

が漏れ出てくるだけです。調理された料理が出てくると、それは

案外刺激が少ないものが多いです。そのため、外食は、ふだん自

分では調理できない食材を食べるためのよい機会になっています。

例えば、キノコ類です。生のキノコは胞子のためか薬品のためか、

私は触ることも持ち歩くこともできません。我が家では何年もキ

ノコを買っていません。しかし缶詰の水煮のキノコであれば大丈

夫です。外食で調理されたキノコも大丈夫です。キノコはとても

おいしいです。外食の ときに積極的に食べるようにしています。

このように外食でしか食べられない食品があるので、栄養の偏り

を防ぐために、ときどき外で食べるようにしています。 

 （食品の調理については、スモール・データバンク「調理」に

書きます。） 
 
*1 「ある日、化学物質過敏症」山内雅恵／著 三省堂／刊 

（2005．9．1） 

 

シロアリ駆除  

［シロアリ駆除剤による症状］ 

 私は農薬が特に苦手です。虫を殺すものには、

たいてい激しい反応を起こします。１９９９年

に自分がＣＳであると気づいてから、何十件も賃貸住宅を見て廻

ったのですが、一番問題となるのはシロアリ駆除剤でした。ＣＳ

のため集合住宅に住むのは難しいと考え、古い一軒家を探したの

ですが、床下・１階は強烈な反応があります。私は物件を見ると

き、床下の通風孔を必ず嗅いで みるようにしていました。シロア

リ駆除剤による反応は、次のようなものです。嗅いだ途端 、重苦

しいガスが呼吸器に入ってきた感覚があり、一気に吐き気がしま

す。手足がだるくなって体に力が入らなくなります。立っている

のがやっとという状態になります。重力が５倍くらいになった感

覚です。船に乗っているような揺れるめまいが現れてきて 、歩く

のが難しくなります。思考力が落ちてしまい、不動産屋と会話を

することもおぼつかなくなります。視覚の変化もあり、物が歪ん

で見えます。遠近感も狂ってきます。視野が暗く狭くなったと感

じます。ひどいときは家に帰れなくなるので、一人で見に行くと

きは警戒していました。家に帰ると 、丸一日寝込んでしまうこと

がありました。 

 

［過敏性の高さ］ 

 どんなに古い住宅でも、シロアリ駆除は５年に１回くらいやる

ようです。私の場合、「薬剤撒布後１０年経っても反応する」とい

う感じです。２００２年まで実家に住んでいたのですが、この時

点で薬剤撒布後１０年経っていましたが、１階の畳の部屋は薬剤

の匂いがして、具合悪かったです。 

 私がＣＳだということを知って、何人かの人が健康住宅を建て

てみたらどうかと勧めてくれました。しかし、私の過敏性の高さ

では 、自分の家でシロアリ駆除剤を撒布しないとしても、隣家で

撒布すれば十分反応を起こす可能性があります。”ニュータウン”
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などという名称の住宅地に入ると、住宅地内にシロアリ駆除剤の

匂いが充満していると感じられるほどなのです。そのため一ヶ所

に定住するのは難しいと感じていました。 

 

［シロアリのいない地域］ 

 シロアリ駆除剤のために新しく住む家を見つけることができず、

私と夫は結婚後３年経っても、それぞれの実家に住んでいました。

「木造は無理なのではないか…？」と思い、鉄筋コンクリートの

マンションを探したこともありました 。しかし、鉄筋コンクリー

トの建物は、気密性が高いために建材の匂いがこもりやすく、１

０年経ったものでも木造よりずっと匂います。どこにも住む所が

ないという状態が３年続きました。 

 その後、北海道（南部地域を除く）にはシロアリが生息してい

ないということを知り、札幌に引越しました。現在は 、木造築３

０年の一軒家に住んでいます。 

（2005．1．21） 

 

新築建物 

［建物の有害度をはかる］ 

 私は新築の建物になるべく近寄らないように

しています。新しい店がオープンしたという情

報を耳にするといってみたくなるのですが、そこは我慢。デパー

トやスーパーなら、だいたい 1年半～２年たつと行けるようにな

ります。 

 新築建物のリスクを避けるために、次のような方法を行ってい

ます。今まで行ったことのない建物に入るときは、まず建物の外

観をよく見て、新築かどうか見当をつけます。そして中に入って

みます。玄関を入ったときに、室内の空気を嗅いで有害度を判断

します。玄関に入った時点で室内の空気に耐えられそうにないと

思ったときは、すぐに建物から出て、引き返すようにしています。

どうしても すまさなければならない用事があるときは、急いです

ませるか、他の人に代わりに行ってもらうかしています。どちら

の方法をとるかは、建物の空気を嗅いでみて決めています。 

 建物を訪ねる前に、あらかじめ築年数を確認することもありま

す。１９９９～２０００年にかけては、旅行に行くときは、あら

かじめ宿泊先に電話して、築年数を確認していました。また、ホ

テルガイドブックなどを見て、築年数を確認することもありまし

た。たいてい築１０年以上たっていれば大丈夫でした。（１泊程度

の時間を過ごす分には、大丈夫だということです。） 

 このように、ある程度長い時間を過ごす場所は、事前に確認し

ておくと安心です。友人の家を訪ねるときも、築年数を聞いて、

大丈夫かどうか判断するようにしています。 

 １９９９年に自分がＣＳだと気づいてから、数多くの賃貸物件

を見て回りましたが、それによって築年数と室内空気の状態を関

連づけて把握できるようになりました。どのくらいの築年数であ

れば化学物質の濃度がどのくらいか、ということが予想できるよ

うになりました。不動産物件を見て歩いて、一般住宅（主に木造）

の「有害度と築年数の関連スケール」が頭の中に でき上がってき

ました。 

 公共の建物についても、同じようなスケールがあれば便利だと
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思いました。それで、１９９９年から２０００年にかけての１年

間は、出かける度にその建物の築年数を調べたり、職員に直接尋

ねたりしていました。そのような経験が積み重なり、公共の建物

についても、「築○年であれば室内空気の状態はこれくらい」とい

うことが把握できるようになりました。もちろん建物によって有

害度や汚染物質の種類は違うのですが、大まかな傾向がつかめる

ようになりました。このデータをもとに、自分にとって耐えられ

るのは築何年までの建物なのか、ということが建物の種類によっ

て細かく予想できるようになりました。現在は、今までの経験を

もとに行動しているので、うまく新築のリスクを見分けられるよ

うになっています。また、体調が回復してきたので、以前よりは

るかに、新しい建物に耐えられるようになってきました。 

 ２００３年３月に、札幌駅前にビルがオープンしました。その

中に大きな書店ができたので、私は行きたくてうずうずしていた

のですが、新築なのでとても無理です。しかし、オープンしてか

ら、１年半後の２００４年９月には 、その本屋に入れるようにな

りました。以前の体調では、１年半後では、とても入れなかった

と思います。「本当に回復してきたんだなあ」と実感した出来事で

した。 

 半年ほど前に、札幌駅の西側に大きな本屋がオープンしたので、

これも行ってみたいのですが、まだ無理です。あと１年くらいは

待たなければ行けないようです。気長に待ってみます。 

 

［ビルと住宅の違い］ 

 新築の建物は、化学物質の濃度が高いので、近づくことができ

ませんが、デパートやスーパーなどの鉄筋コンクリートのビルだ

と、１年半でかなりにおいが抜けます。しかし、一般住宅はもっ

とにおいが抜けにくいように感じています。一番の違いは換気量

の違いのような感じがします（→スモール・データ・バンク「換

気」参照）。同じ築年数の鉄筋コンクリートの建物でも、ビルより

も住居（マンション）の方がずっと建材のにおいが強く感じます

（生活空間にはビルとはちがう化学物質が存在するせいもあるか

もしれませんが。例えば防虫剤など。） そして、木造の住宅は、

鉄筋コンクリートとはちがう独特のにおいがします。まず一番鼻

につくのは合板のにおいです。木造住宅は合板が大量に使われて

いるので、そのにおいがとても強く感じられます。そしてビニー

ル壁紙のにおいや畳のにおいが混じり合って、室内の空気相を作

っています。 

 

［北海道の住宅］ 

 札幌の木造住宅は、仙台のものより高気密なので、同じ築年数

の住宅でもずっと有害度が高いように感じます。２００４年１１

月に、築６年の友人宅を訪ねていったのですが、玄関を入った途

端、鼻を突くような強烈な合板のにおいがしていました。仙台で

木造築６年の建物といえば、短時間であればそこそこ耐えられる

ものだったので、そのつもりで出かけていったのですが、それは

大きな間違いでした。入った途端、重苦しい頭痛がして、一気に

思考力が落ちました。そこで数時間話をしたのですが、帰るとき

はぐったりしてしまいました。そして、その後２日くらい寝込ん

でしまいました。 
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 北海道で、完成したての建物に入ったことはないのですが、築

７年であれだけの濃度があるなら、新築であればどうなってしま

うのだろうかと怖くなります。その友人宅は２４時間換気システ

ムが入っていて、６年間運転しっぱなしなのに、それでもあれだ

けの有害度があるのです。 

 

［マンションの動向］ 

 ２００４年６月と２００５年２月に、夫は不動産会社が主催す

る「市内マンションツアー」に行きました。これはマンションを

購入予定の人を集めて、市内の新築マンションを見学してまわる

というものです。夫は「最近のマンションの動向を調べるのだ」

と、意気込んで出かけていきました。 

 夫が帰ってきて説明するには、最近のマンションは「シックハ

ウス対策」を意識して、内装に合板をほとんど使用していないそ

うです。営業マンは「だからシックハウスの心配はないんですよ。」

と言っていたそうですが、夫が言うには、やはり新築マンション

は化学物質のにおいがとても強かったということです。ホルムア

ルデヒド対策は相当進んだようですが、他の化学物質については 、

対策はまだまだこれからのようです。 

 夫がマンションツアーから帰ってきたら、体中に新築のにおい

がついていたので、すぐに着替えてシャワーをあびてもらいまし

た。持っていったカメラにもにおいがついてしまったので、２、

３日干しました。 

（2005．11．25） 

 

生理用品 

 女性であれば、何十年にもわたっておつきあ

いしなければならない生理（月経）。ＣＳ患者の

場合、それを処理するための生理用品について

も、材料の制約を受けます。綿や布、ビニールなどに反応する患

者は、使える生理用品を見つけ出すのに苦労します。私はこれま

で何度かメールで、過敏性の高いＣＳ患者の方から深刻な相談を

受けたことがあります。また、このサイトの掲示板でも、何度か

話題になっています。なかなか表立っては語りにくいテーマです

が、ここで生理用品について取り上げてみたいと思います。 

 私自身、２００７年に入ってから、これまで使っていた生理用

品が使えなくなり、新しいものを試してみなければなりませんで

した。前半は、私が生理用品をいくつか試した体験を書きます。

後半は、生理用品の歴史をひもとき、「ＣＳ患者にとって負担の少

ない生理用品とは何か」について、考えてみたいと思います。 

 

 まず、私自身の体験を書きます。私は生理用品の素材について、

特別ＣＳ的に過敏性が高いということはないようなのですが、他

の人と比べて、ＣＳとは別の意味で生理に対して過敏だといえま

す。皮膚や粘膜が大変かぶれやすいということと、生理に対する

不快感が強いことです。２００７年１２月から、様々な文献や資

料を調べましたが、私のように過敏な人は数少ないことがわかり

ました。だから、その点あらかじめ考慮に入れて、読み進めてい

っていただきたいと思います。また、私のように過敏な方は、私

の体験がいくらか参考になるのではないかと思います。 
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○生理・私の経歴 

 初経は１９８３年、１２歳のときでした。使い捨てナプキンを

使いましたが、当時は綿を不織布で包んだフワフワとした感触の

ナプキンでした。これは肌触りがよかったですが、活発に動き回

ると、ナプキンがずれて血液がもれやすかったです。私は、もれ

ないようにとても気を遣いました。 

 生理期間中は、とにかくお腹が痛く不快で、ナプキンを当てた

ところがしけっぽくジメジメするし、肌がかぶれるし、本当に嫌

なものでした。血液が排泄される感覚も、特に不快でした。こう

やってこの先何十年も、生活の４分の１の期間（４週間のうちの

１週間）をこんな状態で過ごすのかと思うと、絶望的な気持ちに

なりました。今、資料を調べて、他の女性の体験をひもとくと、

私の生理痛はそんなに強いものではないようです。量も、他の人

に比べれば、むしろ少ない方。それにもかかわらず、不快感は大

変強く、毎月生理が来ると憂鬱でした。 

 私の不快感は、触覚に関するものが主なものでした。液体が何

日間にもわたって排泄される感覚、湿ったものが皮膚に当たって

いる感覚、皮膚の痛みやかぶれ、そういったものが、生活を根本

からおびやかすくらい、つらく感じられました。アトピー性皮膚

炎がある方は、感覚的にわかるのではないかと思いますが、皮膚

に刺激があると、そこがかぶれやすくなります。そのため、日常

生活で刺激を与えないように気を配ると、だんだん炎症が治まっ

てきます。しかし、生理期間中は、１週間近くにわたって皮膚に

刺激が与えられて、切れ目がないので、歯止めがきかず炎症が続

きます。防ぎようがありませんでした。 

 生理期間中は、血液がもれるのを防ぐために、ナプキンと組み

合わせてサニタリーショーツをはきます。これは、普段はいてい

るショーツよりピチッとして締めつけられる感じがあり、不快で

した。また、素材が化繊のため、肌へのあたりが強く、静電気や

湿気がたまりやすく、それもとてもつらかったです。 

 生理の間は、ナプキンを替えるタイミングをはかることや、も

れないように気を配ることで、相当のエネルギーを使いました。

今ふり返ってみると、多分、中学校・高校には、トイレに「パラ

ゾール」（パラジクロロベンゼン）が設置してあったはずです。そ

のため、トイレに行くごとに気分が悪くなってしまい、生理中は

頻繁にトイレに行かなければならなかったので、その不快感を増

したのではないかと思います。 

 

○新しいタイプのナプキン 

 高校生のとき、羽根つきのナプキンが発売されました。確か、

１９８６年頃ではないかと思います。これで、「血液がもれるので

はないか」という心配は軽くなりました。羽根なしのナプキンと

は大きな違いです。活発に動き回っても、もれにくくなりました。

私はとても喜びました。 

 この製品には他にも、これまでの製品にない特徴がありました。

血液を吸収する部分の表面が、「ドライメッシュ」というサラサラ

としたさわり心地のものになりました。これは、表面をよく見て

みると、小孔があいていて、肌に密着しないのでべとつかないし、

一度吸収した血液が表面に戻るのを防ぐので、むれない製品だと
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いうことです。また、このとき業界で初めて、吸収体に綿や紙で

はなく、化学的な合成物である「高分子吸収体」が使われるよう

になりました。その結果、ナプキンは、それまでよりずっと薄く

なりました。この「ドライメッシュ」タイプが、私にはよくなか

ったのです。これは、従来のナプキンに比べて、とても皮膚・粘

膜にしみました。そして、かぶれが強くなりました。もれにくい

ナプキンがほしいという気持ちで、羽根つきタイプを選んでいた

のですが、この頃から生理の不快感が格段に強まったように感じ

ます。 

 

 当時、読んだ少女漫画に、次のような話がありました。*1 と

ても生理痛の重い少女（高校生）がいて、生理が来るたびに寝込

んでしまい、学校も休んでしまうことになります。この少女は決

心して、婦人科の病院に行き、子宮を摘出してもらえないか相談

しようとします。毎月のあまりにも強い生理痛のことを考えると、

将来子供を産めなくなってもいいから、子宮を取ってしまいたい

と考えたのです。私も同じ気持ちでした。本当に毎月毎月憂鬱で、

生理のために人生の大半の喜びが損なわれているように感じたの

です。さわやかに毎月の生理を乗り切っている女性も多い中で、

私のこの悩みは、誰にも言えない、行き場のないものでした。 

 

○タンポンとの出会い 

 ２０歳の頃のことだったと思います。私の生活に大きな変化が

訪れました。私は当時、本か何かで、タンポンに関する記事を読

みました。「これだ！」と思いました。それまで私はタンポンを使

うことなど、考えもしませんでした。小学５年生のときに、生理

の処置について授業を受けたときも、紹介されたのは使い捨てナ

プキンだけだったし、母から教わったのもナプキンだけです。タ

ンポンという生理用品があることを思いつきませんでした。 

 当時読んだ記事では、「タンポンは生理が来ていることを感じさ

せないくらい快適である」と書かれていました。もれる心配はな

いし、むれたりかぶれたりすることもない。動いても違和感がな

く、入浴、水泳にも差し障りがないということです。その構造を

調べてみると、タンポンは体内に入れて血液を吸収するので、血

液が体外に排泄されず、私を悩ましていた触覚的な不快感を解消

できそうでした。 

 私はさっそくタンポンを買ってきて、試してみました。それは

私の人生のターニングポイントになりました。「これまでの悩みは

何だったのか」というくらい、生理期間中を楽に過ごせました。

本当に、タンポンの記事に書いてあった通りの使用感でした。こ

のときから、私は毎月訪れる生理を不安な気持ちで待つことがな

くなり、生理期間中の憂鬱もなくなっていきました。肌はほとん

どかぶれなくなりました。 

タンポンの場合は、サニタリーショーツをはかなくていいので、

綿１００％の普段使いのショーツをはき続けることができるよう

になり、不快感が減りました。私はふつうのショーツに、手製の

小さな布ナプキン（ライナー）を併用しました。これは、タンポ

ンを替えるタイミングが遅れたときに血液を受けとめるのに役立

ちました。タンポンを使い始めた当時、１９９１年頃は、布ナプ

キンはほとんど知られていなかったと思います。私はまったく自
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分の思いつきから、布ナプキンを作って使うことにしたのです。

自分で縫ったものを両面テープでショーツにつけて使いました。

メインはタンポンなので、布ナプキンは小型の薄いものですみま

した。これを毎月、洗濯して使いました。 

 私はその後何年も淡々と、毎月訪れる生理期間を過ごしていき

ました。生理の間もそのことを意識せず、いつの間にか始まって、

いつの間にか終わっているものになりました。私の生活をおびや

かすものではなくなっていたのです。 

 

○タンポンによるＣＳ症状 

 次に、ＣＳ的な観点から、タンポンの素材について考えていき

ます。私がタンポンを使い始めた当時、１９９１年頃には、私は

すでにＣＳを発症していましたが、自分の病名がＣＳであること

に気づいていませんでした。生活の中で、体に合わない化学物質

が数多くあったはずなのですが、その害に気づいたのは、反応し

ているもののごく一部でした。それ以外のものについては気づか

ず、無防備に使ってしまっていました。 

 １９９９年（２８歳）に、自分がＣＳだと気づいたとき、身の

まわりの生活用品を１つ１つ点検して、体に合わないものは、別

のものに変えていきました。そんな中で、タンポンは特別ＣＳ的

な問題を感じなかったので、そのまま使い続けることができたの

です。これは、とてもありがたいことでした。 

 私は当時、「タンパックス」のタンポンを使っていました。私が

住んでいた地域（仙台市）で容易に入手できたのは、「タンパック

ス」と「ユニチャーム」のタンポンです。私は「ユニチャーム」

のものより「タンパックス」の方が、化学臭が少なく、体に負担

が少ないように感じていました。しかし、２００１年、日本で「タ

ンパックス」の輸入販売を行っていた商社が取り扱いをやめたた

め、日本全国の薬局から「タンパックス」製品は一斉に姿を消し

ました。 

 それで、やむを得ず「ユニチャーム」のタンポンを使いました。

他のタンポンは手に入らなかったからです。これは、少し化学的

な匂いがして、粘膜にしみる感じがありました。しかし、強い反

応はなかったので、使い続けることができました。 

 タンポンにいかなる化学物質が使われているのか、その詳細は

わからないのですが、１０年以上使い続けていると、だんだん粘

膜に影響が現れてきたように感じます。タンポンを入れるときに、

ときどき痛みを感じるようになり、入れている間に少ししみるよ

うな感じがしてきました。私のＣＳ症状が進んだせいもあるのか

もしれませんが、２００４年頃からスーパーサイズ（量が多いと

き用で、レギュラーサイズより大きいもの）を使えなくなりまし

た。痛みが強いためです。それで、レギュラーサイズをこまめに

交換して使っていました。多分、タンポンそのものの素材も、時

と共に変わっていったのではないかと思います。以前より刺激が

あって、粘膜に影響のある成分に変わっていったのかもしれませ

ん。 

 ２００７年になると、明らかにタンポンの成分が変わりました。

嗅いでみると、刺激のある匂いがしました。これを使って大丈夫

なのかと心配になりました。しかし、当時はそれまでの習慣で、

そのまま使っていました。他のメーカーのものが手に入らない以
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上、「ユニチャーム」のものを使い続けるしかないと思ったのです。

私はナプキンに戻す気はまったくなかったので、そのままタンポ

ンを使い続けていました。 

２００７年の後半になると、タンポン使用中に、なんともいえ

ず不快感があり、粘膜のしみる感じや下腹部の鈍い痛みが出るよ

うになりました。それは、生理痛とは別の痛みでした。そして、

頭に重い痛みがあって、全身がだるく、気持ち悪い感じになって

いました。私の頭の中のイメージでは、タンポンを入れていると

ころの粘膜から化学物質が吸収され、血液に乗って全身に広がっ

ている感じでした。その結果、全身症状が出るように思えました。 

 私はタンポンの成分が本当に変わったのか、私の体質の問題な

のかを調べるために、３年前のタンポンと現在のタンポンを比べ

てみることにしました。３年前にスーパーサイズのタンポンが使

えなくなってしまったので、当時のものがまだ家にあります。包

装を取って現在のものと嗅ぎ比べてみると、２００７年のものは

２００３年のものに比べ、明らかに刺激が強かったです。それで、

これをこのまま使うのは体に負担が大きすぎると考えて、新しい

生理用品を模索することにしました。 

 

○布ナプキンを試す 

 インターネットで調べてみて、特に評判がよいのが、布ナプキ

ンです。私が１９９１年に手作りしたときに比べて、この世界は

格段に進歩していました。今では、数多くのデザイン、製品を見

ることができます。また、手作りで布ナプキンを作る人も多くな

っていて、これなら自分の大丈夫な布で作れるので、ＣＳの私に

もできそうだと思いました。 

 洗いざらしの布を使うのだから、化学物質の点ではまったく問

題がないようです。しかし、十分な量を吸収できるのか、もれや

すいのではないか、夜間の使用感はどうか、など気になる点があ

りました。 

 その悩みは、多くの人々の体験談を読んで払拭されました。と

にかく使用感がよいというのです。ネット上には、布ナプキンに

変えてどれだけ快適になったか、生理痛やかぶれが楽になったか

ということが、情熱的に語られていました。その言葉は、心の底

から出たもので、私の心を動かしました。 

 ２００７年１２月、手製の布ナプキンをいくつか作り、生理の

日を迎えました。ナプキンのデザインは、ネットで見たものを真

似て、自分なりに作ってみました。手作りの手軽さで、まずは試

してみて、問題があるなら作りなおしていけばいいと思いました。 

 布ナプキンは、確かに市販の使い捨てナプキンよりは格段に快

適でした。サラリとして、肌へのあたりがよいし、化学臭がない

ので、粘膜への負担も少ないと感じました。もし、現在市販の使

い捨てナプキンを使っている方がいれば、ぜひ試していただきた

いです。 

 この先は、私の特殊な体質によるものなのでしょうが、私にと

っては、布ナプキンであっても心地悪さを感じました。使い捨て

のナプキンよりはむれにくく、かぶれにくいとはいえ、体外に排

泄された血液と皮膚がじかに接触することにより、私の肌はかぶ

れてきてしまいました。また、湿った感じ、液体がふれている感

じは、とても不快でした。これは頻繁にナプキンを交換しても、
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解消できませんでした。 

 そして、タンポンのときより生理痛がずっと強いのです。生理

痛というのは、子宮が収縮して、血液を体外に押し出すときに現

れる痛みだということです。私は大学生のとき、医学に詳しい友

人に教えてもらいました。だから、頭痛の痛みと違い、鎮痛剤が

効きにくいのだそうです。布ナプキンを使っていたときの生理痛

は、確かに子宮が収縮するような痛みでした。タンポンのときに

は感じなかった痛みです。タンポンは子宮口の近くに入れるので、

強い力で押し出さなくても、血液がすぐに吸収されるのではない

でしょうか。それは膣の自浄作用という点から見れば、体によく

ないことなのかもしれませんが、とにかくタンポン使用時の生理

痛はとても軽いものでした。少し下腹部に鈍い痛みがあるだけで、

ほとんど気になりません。しかし、ナプキンにすると、とても痛

みが強くなりました。 

 私は１２月の生理をナプキンだけで過ごしましたが、結果はさ

んざんなものでした。かつての不快感が一気によみがえりました。

それは、長い間まったく忘れていたものです。私はこれまでずっ

と、私の生理生活を快適に守ってきてくれたタンポンに対して、

感謝の気持ちでいっぱいになりました。もしずっとタンポンを使

わずに来たら、これまでの人生がどれだけ暗いものになっていた

でしょうか。布ナプキンはいったん終わりにして、またタンポン

に戻すことにしました。 

 

 

○オーガニックタンポンを試す 

 ２００８年１月には、オーガニックのタンポンを試すことにし

ました。オーガニックコットンが原料のものです。私はオーガニ

ックコットンの布に反応を起こしてしまうので、タンポンを使え

るかどうか自信がありませんでした。試したのは、「ナトラケア」

のオーガニックタンポンです。これは、サイト「化学物質過敏症 

私の方法」の掲示板で、その存在を知りました。書き込みしてく

ださった方、ありがとうございます。 

 通販で注文し、家に届けられた荷物を開けて、さっそくタンポ

ンの匂いを嗅いでみました。これまで試してきたオーガニックコ

ットンの布は、綿の植物性の匂いが強く、喉や鼻の粘膜がいがら

っぽく、からみつくような感じがしました。すぐに息苦しくなっ

てしまいます。それで、オーガニックタンポンにも同じ反応が出

るのではないかと身構えました。しかし、タンポンの方は、その

ような刺激がなく、また化学臭もないので、体に負担を感じませ

んでした。 

 生理が始まったので、さっそく使ってみると、これが実に快適

なのです。それまで使っていた「ユニチャーム」のタンポンと違

って、粘膜のしみる感じや刺激がありません。また、重苦しい頭

痛や、全身のだるさ、気持ち悪さもまったくありません。生理痛

もほとんどなく、生理であることを忘れてしまうような快適さで

す。本当にタンポンを使用していることもまるっきり意識しない

ような、自然な使い心地でした。 

 夫が言うには、毎月の生理期間中、私は精神的に余裕がなく、

神経質になって、ピリピリとした緊張感を漂わせていたそうです。

それに比べて、オーガニックタンポンの使用期間は、精神的にと
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ても穏やかで、端から見てもその違いがよくわかるということで

す。私にも、それははっきりとわかりました。生理中のホルモン

バランスの関係で、神経質になっていたのではなく、タンポンの

化学成分によって症状が出ていたようです。 

 私はオーガニックタンポンの使い心地をすっかり気に入ったの

で、これからもこれを使い続けていくつもりです。唯一問題とな

るのが価格で、これは「ユニチャーム」のタンポンの３倍以上の

値段です。オーガニックタンポンは、通販の送料も合わせると、

１本あたり７５円くらいの計算になります。これを高いと見るか、

快適さへの正当な対価と見るかは、人によって変わってくるでし

ょう。私にとっては、十分見返りのある対価であるように思われ

ました。 

 ２００８年１月から６月まで、オーガニックタンポンを使い続

けてきましたが、半年間、問題なく過ごしています。 

 私の体験はこのようなものでしたが、ＣＳ患者の皆さんには、

まず布ナプキンを試してみるようにお勧めしたいです。私のよう

な特殊な過敏さを持っている人でなければ、布ナプキンで十分快

適に過ごせるのではないかと思います。特にかぶれやすい方や、

不快感の強い方は、ぜひタンポンを試してみるようにお勧めしま

す！ こんなによいものを知らずに過ごしている人がいるのだと

したら、もったいないことです。 

 しかし、タンポンは体内に入れて使うものなので、体への影響

がいくつか心配されるのではないでしょうか。（このことについて

詳しくは後述します。） 様々な情報を勘案して、自分に最も適し

た生理用品を見つけていってほしいと思います。 

 

○ＴＳＳ（トキシックショック症候群）について 

 タンポンを使用している中で、いちばん心配なのがＴＳＳです。

これはタンポン使用者にまれに見られる疾患で、膣内で黄色ブド

ウ球菌が大量に増殖するために起こります。菌の毒素が粘膜を介

して血液に入り、全身に廻ることで、重篤な症状を起こします。

急な発熱、吐き気、日焼けのような発疹、失神または失神に近い

症状、筋肉痛、めまい、意識の混濁、 下痢。重症になると死亡す

る場合があります。*2 

 この問題がクローズアップされたのは、１９７０年代に起きた

Ｐ＆Ｇ社の「リライ」タンポンのショック死事件でした。当時、

このタンポンを使っていた人の中に、突然の発熱から死に至る人

が続出したのです。遺族がメーカーを相手に裁判を起こし、何年

にもわたり争った結果、メーカー側は敗訴しました。（この経緯は、

「第１１の戒律」という本に詳しく載っています。裁判の経過は、

遺族側にあまりに過酷で、涙なしには読めないです。）*3  

このタンポンは、新しい素材の高分子吸収体を使用したもので、

この素材が黄色ブドウ球菌の増殖を格段に早めるものだったので

す。そのため、タンポンを使用していた人の膣内で大量の毒素が

産出され、死に至ったものです。 

メーカー側はこの製品を回収し、以後、黄色ブドウ球菌が繁殖

しにくい素材でタンポンを製造するようになりました。だから、

当時のような大きな危険は現在のタンポンにはなくなっています。

ＴＳＳを過剰に恐れる必要はないと思います。それでも、タンポ

ンの使い方を誤れば、ＴＳＳを発症する可能性があるので、注意
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する必要があります。 

 ＴＳＳを防ぐためには、とにかくこまめにタンポンを取り替え

ることです。長時間使用すると、黄色ブドウ球菌の増殖を招きま

す。量が多い日は、頻繁に交換するのですが、少ない日や生理期

間の終わりかけのときに、長時間入れっぱなしにしているのがよ

くないです。生理の終わりに取り忘れるのが、最も危険です。ふ

つうの頻度で交換している分には、危険は少ないのではないかと、

私は考えています。私はなるべく頻繁に交換し、長時間タンポン

を入れっぱなしにしないように気をつけています。 

 

○生理用品の歴史－現代への応用 

 ときどきＣＳ患者の方から、生理用品の相談を受けます。あま

りにも過敏性が高く、布も紙も使えないような人からです。トイ

レットペーパーやティッシュペーパーも使えないので、生理の処

理に困っているという相談です。このような方は、他の面でも生

活用品の使用に窮乏していることが多く、生活はギリギリのとこ

ろで維持しているような人です。重症度でいうとＥ（生活必需品

にも事欠く。ライフラインが確保できない）にあたる人です（重

症度については、第１巻「あなたの重症度チェック」をご覧くだ

さい。）私はそのような窮乏状態に対し、これまで適切なアドバイ

スをできずに来てしまいました。しかし、相談を受けるたびに少

しずつ生理用品について調べるようになりました。これまで長い

歴史の中で、人々はどのように月経処理をしてきたのだろうか。

２００年以上前には合成の化学物質はほとんどなかったのだから、

天然の素材を使っていたはずです。その中に解決のヒントがある

のではないかと考えました。 

 生理用品の歴史は、表だって文書に記録されることはほとんど

ありませんでした。長い歴史の中で、女性はなるべく目立たない

形で処理してきたのであり、公の文書に残ることはなかったので

す。（そのような文書を作るのはたいていは男性でした。） その

ため、明治になるまでは、ほとんど資料が残っていません。私が

調べて参考になったのは、アンネナプキンの社会史」（ 小野清美

／著、ＪＩＣＣ出版局／刊  １９９２年 ）という本で、出版され

ている本の中で生理用品をメインテーマにしているのは、これだ

けのようです。インターネットでも調べてみましたが、たいてい

の情報がこの本をもとにしているらしく、どこでもほとんど同じ

ことが書いてあります。（出典の明記があるところとないところが

あります。） それで、この本の内容を参考にしながら、ＣＳ患者

の生理用品について考えてみたいと思います。 

 生理用品は、これまで大きく分けて２通り、ナプキンタイプと

タンポンタイプがありました。この本の著者は、下着の形態など

から（これは記録が残っているので）、過去の生理用品の形態を推

測しています。タンポンタイプはつめものをするので、吸収体が

あればＯＫですが、ナプキンタイプはそれを保持しておくための

下着が必要です。自然の成り行きとして、「タンポンタイプがナプ

キンより早くから使用されていたのではないか」と著者は推測し

ています。ナプキンを当てるための下着も、いろいろと工夫され

てきたようです。タンポンタイプにせよ、ナプキンタイプにせよ、

血液を吸い込む吸収体が必要です。この素材について、調べてみ

ました。 
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 工業的に管理されていないものを体内に入れるのは、ＴＳＳの

問題などもあり心配なので、ここではナプキンタイプにしぼって

話を進めます。 

 これまで生理用品として使われてきた吸収体には、次のような

素材のものがありました。 

 

① シート状のもの 

布、（綿、麻、絹）、紙（和紙）、木の葉、植物など。 

② スポンジ状のもの 

綿（わた）、海綿など 

③ 粉状のもの 

おがくず、米ぬか、灰、炭の粉など 

 

①、②のものは、そのまま当てて血液を吸収させることができま

す。木の葉というのは、第二次世界大戦中の日本で、物資が少な

かった頃に使われたようです。吸収力がどのくらいあったのかは

わかりません。 

 布か紙があれば、たいていは処理できたようです。重症のＣＳ

患者の中には、それも使えない人がいるので、大変苦労なさって

いることと思います。 

①の分類で、現在手に入るものは、布や和紙、トイレットペーパ

ーやティッシュペーパーなどです。 

②のスポンジ状のものは、綿（わた）や海綿があります。現代の

素材では、ウレタンやセルロースのスポンジがあります。脱脂綿

や手芸用の綿（わた）などからも、よいものが見つかるかもしれ

ません。 

③の粉状のものは、飛び散らないように入れておくための袋が必

要です。歴史的には、和紙や布の袋を使ったようです。中に入れ

るものは天然の素材で粉状のものであればたいてい吸収します。

本を読んでいて、私がとてもよいと思ったのは炭の粉で、これは

消臭効果があるので、血液の匂いも少なく快適なようです。化学

物質の匂いも吸収するので、ＣＳ患者にはいいかもしれません。

中の粉は使い捨てにします。袋は、和紙であれば使い捨て、布な

ら何度も洗って利用できます。 

現代の生理用品の概念にとらわれなければ、この他にも使える

素材は見つかるかもしれません。本当に困っている人への明確な

答えにはなっていないかもしれませんが、いくらかでも解決のヒ

ントになれば、と思って書いてみました。 

 
*1 「赤すいか 黄すいか」 大島弓子選集（８）、大島弓子／著、朝日ソノラマ／刊 

*2 社団法人 日本衛生材料工業連合会  

http://www.jhpia.or.jp/standard/tss/tss1.html 

トキシックショック症候群（ＴＳＳ）についてさらに詳しく知りたい方は、このサイトが参

考になります。 

*3「１１番目の戒律〈上〉―汚されたアメリカンドリーム」 アレシア・スウェージー／著、 

岸本 完司／訳 、アリアドネ企画／刊（1995） 

（2008．7．7） 
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掃除機 

［掃除機改造！］ 

 掃除機は進化を続け、排気がクリーンだとい

う商品が次々販売されてきました。アレルギー

疾患の増加に伴い、需要が増えてきたためです。 

 しかし、排気対応型の掃除機を使っていても、私は排気のほこ

りっぽさに耐えられません。現在では０．３μmの粒子まで取れ

るという掃除機が出回っていますが、その掃除機の排気でも私は

息苦しくなってしまいます。そのため我が家では掃除機を改造し

て使っています。 

 この項はＣＳには直接関係ないのですが、アレルギー疾患の人

のために書き加えました。 

 まず掃除機を使用する前提として（多分ＣＳの人はすでに十分

承知していることだとは思いますが）、使用するゴミパック（使い

捨て）は抗菌処理していないものを選ぶことです。抗菌処理のも

のは、排気とともに抗菌剤が排出されるので、耐えられないにお

いになります。電器店で抗菌していないものを買うようにします。

無ければ注文しましょう。 

 

［吸引力の問題］ 

 仙台にいたときは、掃除機の吸い込み口に延長パイプをつけて、

本体を部屋の外に出して使っていました。 

 吸い込み口が象の鼻のようになっています。本体を屋外に出せ

るので、排気も外に出ます。仙台の家はフローリングだったので、

これで十分対応可能でした。 

 

しかし札幌の家はカーペットなので、「象の鼻」方式では吸引力が

弱すぎます。延長パイプを使うと、吸い込み口が本体のモーター

から遠く離れてしまうので、吸引力が落ちてしまうのです。この

方法だと、カーペットにからみついた髪の毛や埃は、まったく取

れる気配がありませんでした。そのため、吸引力を落とさずに排

気を外に出す方法を考え出しました。 

 掃除機本体に長いビニールの筒をつけて、その筒の端を窓の外

に出します。排気は筒を通って屋外に排出されます。 
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［掃除機改造のしかた］ 

用意するもの 

養生用ビニールシート（幅１８００ｍｍ長さ６ｍ。ホームセンタ

ーで入手。素材はポリエチレン。） 

梱包用テープ（できるだけにおいの少ないものを選ぶとよい。） 

我が家では、透明タイプを使いました。 

 

作り方 

【１】 ビニールシートを輪にして、テープでとめて筒状のものを作る。 

 

【２】 掃除機本体をビニールですっぽり覆う。 

コンセントは、本体に収納できなくなるので、しまうときも出しっぱなし

になります。 

 

 

【３】 掃除機本体の車輪は使えなくなるので、移動のための台車を作

る。 

 
 

使い方 

筒状ビニールの端を窓の外に出して、コンセントを差し込んだら、

あとはいつもと同じように掃除機をかけます。かけ始めは、うま

く排気が外まで行っているか、よく確認します。ビニールがねじ

れていて、排気がうまく出て行かないと、破裂します。掃除機の

移動に伴って、ビニールの位置を変えて、うまくさばきながら掃

除します。 

 

注意 

我が家の掃除機では、３年間問題なく使っていますが、機種によ

っては、本体に負担がかかって故障する恐れがあります。その点、

あらかじめ覚悟が必要です。 

 

この掃除機を使うようになってから、排気の問題は解決しました。

吸引力も十分あるので、カーペットもきれいになります。 

（2006．1．15） 


