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た 

畳 

 私が建材の中で最も苦手なものは「畳」です。

他にも有害な建材は数多くありますが、その中で

も畳は群を抜いています。 

 １９９９年から２０００年にかけて住む家を探していたときに、

室内で一番の問題は畳でした。（これに床下のシロアリ駆除剤が加

わって、二大問題となっていました。） 

 

［畳による症状］ 

 現在住んでいる家の畳は１０年以上たっているものらしく、表

面がささくれ立って、よく日にやけています。それでも鼻につく

強烈なにおいがします。うまく表現することができないのですが、

分類的にはハッカのようなにおいです。ハッカを苦くして重苦し

くしたようなにおいがしていました。このにおいを嗅ぐと、鼻の

穴がヒリヒリして痛くなります。のどと気管が腫れたようになり、

息苦しくなります。神経にもダイレクトに影響が出て、手足がだ

るくしびれた感じになります。胃がムカムカして吐き気がしてき

ます。ゆらゆらした浮遊性のめまいが出ます。畳の裏には防虫紙

がついていて、その成分による症状ではないかと思います。我が

家の畳は、引っ越してきたときに、すべてビニールで包んで、有

害成分が発散しないようにしました（→第１章〔２〕－C「覆っ

て有害物質の揮発を抑える」参照）。 
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［イ草製品］ 

 ホームセンターのイ草製品売場には近づくことができません。

強い刺激がして、１０メートル以上離れないと耐えられません。

イ草自体が防虫処理されているのではないかと思います。夏期は

イ草製品が店内にあるので、近寄れない売場があります。目的の

ものを買えずに帰ってきたことがありました。夫に頼んで、イ草

製品売り場の近くの商品を買ってきてもらったことがあるのです

が、その商品にもイ草製品のにおいがついてしまっていて、刺激

が強くて使えませんでした。デパートでもスーパーでも、夏にな

るとイ草製品の売り場ができるので、近づかないように気をつけ

ています。 

 

［賃貸住宅を探す］ 

 １９９９年から２０００年にかけて賃貸住宅を探したときは、

「前住人が退去したあと、リフォーム、ハウスクリーニングをし

ていないもの」という物件を紹介してもらいました。（→スモール

データバンク「家さがし」参照） 

 畳表が新しいものに替えてある部屋は、絶対に無理です。畳が

すっかりやけている部屋でも、まだ有害だと感じる場合が多かっ

たです。賃貸住宅を探しているときは、入居後に畳をビニールで

覆ってしまうという前提で探しました。ビニールで覆わなくても

私が耐えられる畳というのは、いくら探しても見つかりそうにな

かったからです。 

 現在住んでいる家は４ＬＤＫですが、和室は１室だけです。北

海道の家は和室が少ないような感じがします。寒い地域なので、

暖かい感触のカーペット敷きが多いようです。とても助かります。

（カーペットはカーペットで 、アレルギーにはすごく悪いのです

が…。） 

 ２０００年頃、仙台で家さがしをしているとき、「畳替えをして

いない家がある。畳はかなり年数がたっている」ということで、

とても古い家を見に行ったことがあります。不動産屋に鍵を渡さ

れて、私一人で見に行きました。 

 その家の畳は、確かに古かったです。すっかり日にやけてささ

くれ立っていました。しかし、いくら何でも古すぎです。畳表が

ところどころすり切れて、畳床が見えているではありませんか！ 

いくら何でもこんな畳では暮らせない…いくら古いと言っても限

度がある…と思いながら、ふと上を見ると、砂壁が水玉模様です。 

「へー、こんなデザインもあるんだ。」 

と思って、よく見ると、緑色の斑点はすべてカビでした！ 私は

あわててその家から飛び出しました。カビアレルギーがあるので、

大量のカビと接触するのは恐怖なのです。 

 

［神様の卵］ 

 「新しい畳もダメだし、古すぎてもダメ。なかなか難しいなあ。」 

私はトボトボと帰路につきました。 

 その後、私はちょっと不思議な体験をしました。呆然としなが

らうつむいて歩いていると、一人のおばあさんに会いました。そ

のおばあさんは手に卵を持っていて、それを見ず知らずの私にく

れると言うのです。 

「今、神様のところにお願いに行ってきたんだよ。この卵は神様
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からもらったものだよ。あなたにあげるよ。」 

私は、その人とは一面識もなかったので、突然のことに驚きまし

たが、言われるままに卵をもらいました。私がお礼を言うと、そ

のおばあさんは、去っていきました。その卵を手に、私は家に帰

りました。 

 もらってはみたものの、私は卵アレルギーがあるので、その素

性のわからない卵を食べる勇気がありませんでした。見たところ、

鶏の卵ではないような感じもします。結局、夫にあげて、夫の実

家で食べてもらいました。 

 今でも、ときどきあのときのことを思い出します。あのおばあ

さんは一体誰だったのだろう？ なぜ私に卵をくれたのだろう？ 

「あのとき、神様からもらった卵を食べていたら、病気がとっく

になおっていたのかもしれないな」 

などと思ってみたりします。あのころは、何件も賃貸物件を見て

回っていましたが、見ても見てもいいものが見つからず、落ち込

んでいました。卵をもらったことで、その暗い気持ちが慰められ

たような気がしました。 

 

［ホテルの畳］ 

 ２０００年春に旅行したとき、泊まった宿が畳の部屋でした。

しかも畳替えをしたばかりらしく、真っ青です。私はすぐにぐあ

い悪くなってしまいました。特にひどかったのが鼻水です。鼻の

粘膜がやられてしまったらしく、洪水のように鼻水があふれ出て

きました。一晩その部屋で寝たら、翌日にはぐあい悪さでぐった

りしてしまいました。その宿には２泊することになっていたので、

ホテルの人に事情を話して、２泊目は洋室にかえてもらいました。

この とき以来、宿に泊まるときは、和室ではなく洋室に泊まるよ

うにしています。 

 

［実家の畳替え］ 

 ２００３年に、私の実家（仙台）で、畳替えをすることになり

ました。もし、防虫紙つきの普通の畳にしてしまったら、私は実

家に帰省することができなくなってしまいます。このときは、畳

のことをよく調べて、安全な畳表を使ってもらうことにしました。 

 その結果、選んだのは、ダイケンというメーカーで作っている

畳表です。 イ草の代わりに和紙を原料にした畳表です。防虫処理

はしていません。 

 実家で畳替えをしてから半年後に、私は帰省しました。そのと

き、この和紙畳のにおいを嗅いでみましたが、とても刺激の少な

いものでした。私は、和室に入ることができました。普通の畳表

だったら、何年たっても和室に入ることはできなかったでしょう。

２～３時間なら、和室に居続けることができました。 

 この畳を自宅に置いたらどうなるだろうか？と考えてみると、

結果を予想するのは難しいです。２～３時間なら大丈夫なのです

が、それ以上長時間になると、耐えられるかどうか自信がありま

せん。実家は仏壇や防虫剤、シロアリ駆除の影響もあるので、畳

だけの有害性を判断するのは、難しかったです。 

 

［フェリーの畳］ 

 ２００４年１２月にフェリーに乗ったときには、特等船室に泊
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まりました。２等船室だと安いのですが、案内に和室だと書いて

あったので、無理だと思い、特等にしました。（値段がとても高い

です。１等はすでに満室でした。） 

 フェリーに乗ってから実際に目で確認してみましたが、２等船

室はカーペット敷きになっていました。何年か前に乗ったときは

確かに畳が敷いてあったのですが…。畳よりカーペットの方が管

理しやすいということで替えたのかもしれません。畳が苦手な人

で、フェリーに乗る予定がある人は 、電話でフェリー会社に確認

してみるとよいと思います。私が見た船はカーペットでしたが、

船によってちがうかもしれないからです。 

 

［飲食店の畳］ 

 ２００５年２月に、和食のファミリーレストランに行きました。

その店は何度も行ったことがあって、それまではあまり問題なく

食事ができていました。しかしその日は店内に入った途端に、ぐ

あい悪くなってしまいました。息苦しさ、だるさ（全身の力が抜

ける感じ）、手足のしびれ、ゆらゆらしためまい。これらの症状か

ら、座敷席の畳を替えたのではないかと思い当たりました。店員

に聞いてみると、やはり畳を交換したばかりだということでした。

ただし、すべての畳ではなく、一部の畳を替えただけだというこ

とでした。私は椅子席に座っていましたが、席を立って、座敷席

の畳を見に行きました。その店の畳は、時間がたっても変色しな

いものらしく、古い畳でも青々としていました。色では見分けら

れないので、表面の風合いで判断することにしました。表面が毛

羽立っているのは古い畳です。１枚１枚チェックしていくと、全

部で２０枚くらいあるうちの１枚だけ交換したことがわかりまし

た。その畳は私の座っている席からずいぶん離れています（５メ

ートルくらい）。たったこれだけで、こんなに症状が出るなんて…

驚きました。畳で症状が出るのは久しぶりでした。２００５年２

月には、前と比べてかなり体調が回復していたので、畳に対する

過敏性が下がったはずと思っていたのですが、やはり前と同じよ

うな症状が出ます。がっかりしました。家に帰ってから着ていた

服を洗濯し、体をシャワーで洗い流しました。 

 それから１ヶ月後、同じ店に行きましたが、畳のにおいはずい

ぶん薄くなっていたので助かりました。建物の換気がよいせいな

のか、と思いました。ほんの少し反応が出ましたが、大丈夫でし

た。 

（2006．1．25） 

 

タバコの煙 

［タバコの煙による反応］ 

 タバコの煙はとても苦手です。2004年に健康

増進法というのができてから、公共のスペース

での喫煙場所が減ってきて助かりました。しかし、禁煙スペース

が増えたとはいっても名ばかりのものも多いです。 場所が区切っ

てあるだけで、煙が流れてきてしまう場合が多いからです。これ

から、もっとよくなっていけばいいとおもいます。 

 私がタバコの煙を吸ったときの反応は、まず鼻やのどがヒリヒ

リ痛くなってきます。そして、息が苦しくなって、肩で息をする

ようになります。いっしょうけんめい息をするのですが、追いつ
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かなくてどんどん気が遠くなってきます。動作が緩慢になって、

思うように動けなくなります。頭痛がして、視野が狭く暗くなり

ます。 

 

［飲食店での利用］ 

 外出先でタバコの煙を避けるために、私が行っている方法を紹

介します。飲食店などに行くときは、必ず電話で禁煙席があるか

どうかを確認するようにします。禁煙席があったとしても、ただ

単に場所を分けているだけの所も多いので 、店内に入ったら空気

の流れをよく確認するようにします。まず、天井の換気扇の位置

を確認します。何ヶ所かあるのですが、換気量が多いのは、厨房

にある換気扇です。空気は、吸気口やドア・窓の隙間から入って

きて、換気扇から出て行きます。店内には必ず空気の流れがある

はずなので、その流れを読んで煙の風上に座るようにするとよい

です。しかしこの方法も、タバコの煙の濃度が高すぎると効果が

ありません。店中に煙が充満しているような場合です。そのとき

は早めに店を去るようにしています。仕方ないです。店に入ろう

とした瞬間や、禁煙席に座ろうとした瞬間に煙が多すぎるな、と

感じたら、その店で過ごすのはあきらめ、他の店に行くようにし

ています。ＣＳの事情に理解がある人が一緒の場合は 、店を変え

ることに同意してくれますが、それ以外の人が一緒だとつき合い

上なかなか難しいので、下調べをよくして店を選ぶか、これまで

に何度か行ったことがあって、喫煙事情をよく知っている店に行

くようにしています。 

 

［要望を伝える］ 

 店によっては「お客様アンケート」などというスタイルで、客

の意見を吸い上げるシステムがあるので、大いに利用しています。

タバコの煙で苦労したときはその旨を書き、どのように改善した

らよいのかも具体的に書くようにします。また、全席禁煙のよう

な まことにありがたいお店には、「とても助かります。素晴らし

い。」などと賞賛の言葉を書きます。これを毎回毎回しつこいくら

い繰り返しています。実際に、ある店は、数ヶ月間アンケートを

書き続けた結果、何箇所もあった喫煙場所を１ヶ所に縮小してく

れました。これで座れる席が増えて大助かりです。またある店で

は、禁煙席はないのですが、なるべく煙の来ない席をわざわざ用

意してくれるなど、細かい対応をしてくれました。何度も訴えて

いると、いろいろ親切にしてもらえることがあります。 

 客のニーズを伝えるのはとても大切なことだと思います。「アン

ケート」を置いている店は、客の意見を聞く姿勢があるわけです

から、これに書かない手はないです。こまめに訴えることで、社

会全体が少しずつ変わっていく原動力になるのではないかと期待

しています。 

（2005．1．9） 

 

暖房  

［北海道でストーブを購入］ 

 ２００２年５月に札幌に引っ越しました。そ

れから４ヶ月たって秋口になると、本格的に冬

の準備を始めなければなりませんでした。 
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 近所の人の話からすると、北海道の冬はとても寒いので、仙台

から持ってきた小型のファンヒーターでは、とても対応できない

ということです。北海道の寒さにも対応できるパワーのあるスト

ーブを買うことにしました。あまり知識がないので、隣の家の人

が使っているのと同じ ものを買うことにしました。 

 そのストーブが配達されてきた日に、試

しに焚いてみることにしました。事前にい

ろいろな人に聞いたところによると、スト

ーブの炊き始めは耐熱塗料のにおいがき

ついので、何時間か空焚きする必要がある、

ということでした。窓を開け、換気扇を回

してストーブを空だきしました。初めはストーブからみるみる煙

が上がって強烈なにおいになりました。私は家にいられないので、

外をウロウロしていました。４時間くらい焚いてみましたが、ま

だ強烈なにおいです。それから１０日間、毎日、外出しては８時

間ずつ空焚きを行いました。しかし、１０日たってもとても耐え

られるレベルにはなりませんでした。さらに１週間…さらに１０

日…と空焚きしましたが、全然ダメです。 

 

［ストーブを交換］ 

 困ってしまい…ちょっと変わった方法を試してみることにしま

した。隣家に住んでいる人は、全く同じ型のストーブを使ってい

ます。そして、そのストーブは、すでにワンシーズン焚いて、２

年目に入ろうとしています。そのストーブなら塗料のにおいが抜

けているはずです。隣の人にお願いしてストーブを交換してもら

いました。隣の人はこの奇妙な提案に一瞬戸惑ったようですが、

ストーブが新品になったので喜んでいました。しかし、私は１年

経過したそのストーブの耐熱塗料のにおいにも耐えられなかった

のです。 

 これはとても深刻な事態になったと思いました。１年焚き続け

てもにおいが消えないとなると、どう対策していいのかわかりま

せん。私が使えるストーブはどこにもないのでしょうか。 

 

［様々なストーブを試す］ 

 とりあえず、どんなストーブがあるのか、どれだけ臭うのかと

いうことをリサーチするために、知り合いの家を訪ねてストーブ

を見せてもらいました。いくつかみせてもらったのですが、どれ

も、あの耐熱塗料の嫌なにおいがしていました。ひょっとして２

年以上たったものでも私は耐えられないかもしれない…と思いは

じめました。 

 私が苦手な塗料は、表面がマット調（艶

消し）のもので、色は黒かレンガ色。北海

道で売っているストーブはどれも燃焼部

分にこの塗料を塗っていました。仙台で買

ったポータブルのファンヒーターは透明

でツヤのある塗料が塗ってあります。この

塗料には耐えることが できました。 

 リサイクルショップに古いストーブがあるかもしれない…と思

い、見に行ってみました。かなり古いストーブがあったので、買

ってみました。家に帰って、車からストーブを降ろしていると、
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隣の家の人が声をかけてきました。 

「そのストーブ、塗料を塗ったばかりじゃないかい」 

そうです。リサイクルショップでは古いストーブでも清掃点検し、

塗料を塗り直して店頭に並べて売っているのです。確かに本体は

古いのですが、塗料だけは塗り直してありました。すぐさまその

ストーブを返品しに行きました。 

 そういう私の窮状を見かねて、ストーブを貸してくれるという

人が現れました。とても古いストーブでした。借りて試してみて

ダメだったら返してもかまわないと言うことです。とてもありが

たい申し出でした。ただで試せるので大助かりです。このストー

ブはとても古くて、塗料が完全に焼き切れているようでした。し

かし、私はこのストーブにも耐えられなかったのです。古いスト

ーブなので内部や煙突に煤が付着しており、そのにおいに耐えら

れませんでした。 

 

［ＦＦ式ストーブ］ 

 それまで試したストーブは煙突で室外に排気するタイプのもの

でしたが、このタイプだと室内煙突の継ぎ目から排気が漏れます。

それを避けるためにＦＦ式のストーブ*1 も試してみることにし

ました。我が家は壁にＦＦ用の穴があいていなかったので、大家

さんに頼み込んで、穴を開けさせてもらいました。そしてネット

オークションでＦＦ式のストーブを買いました。そのストーブは

古いもので、塗料の部分もかなり古くなっていました。 

 しかし、そのストーブにも私は耐えることができませんでした。

はじめに１０日くらい外出して空焚きしたのですが、嫌なにおい

は取れませんでした。とにかく塗料の鼻につくにおいが部屋中に

充満して、居ても立ってもいられなくなります。それを嗅ぐとの

どが痛くなり、息苦しさと皮膚のかゆみが出ました。 

 

［寒い冬］ 

 これだけ次々試してもダメなので、結局

諦めて、仙台から持ってきた小さなファン

ヒーターで冬を越すことになりました。寒

かったです！ ファンヒーターは開放型

のもので、排気が室内に出ます。そのにお

いは私にとってつらいものでしたが、他に方法がありませんでし

た。２００２年から２００３年にかけての冬は寒い冬で、室温は

一冬ずっと１２℃くらいしかありませんでした。何とか冬を越し

たという感じです。春の訪れをあれほど喜んだことはありません

でした。 

 私が使っているファンヒーターは日立製のものです。仙台にい

たときに、家中で石油ファンヒーターを何台か使っていましたが、

メーカーによって排気のにおいが違います。日立製のものがいち

ばんにおいが少ないと感じました。 

 翌年、２００３年の冬は、日立のもっと大型のファンヒーター

を使ったので、部屋（ＬＤＫ）の中はずいぶん暖かくなりました。

これは新品だと臭うので、２００２年の初冬に購入して一冬、夫

の部屋で焚いていてもらったものです。開放型のファンヒーター

は部屋の空気がすぐに悪くなるので、こまめに換気するように気

をつけています。 
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*1 室外から吸気し、室外に排気するタイプのストーブ。部屋の空気が汚れ
ないといわれている。 

（2005．10．26） 

 

調理 

［コンロ］ 

 食品を調理するときに、問題となるのは、ガ

スなどの熱源と食品から出る煙や刺激です。ま

ず、熱源についてですか、私は調理にガスを使っていません。ガ

スのにおいが苦手なので代わりに電気で調理しています。私が使

っているコンロは、「ハロゲンコンロ」と呼ばれているもので、以

下のメーカーのものを使用しています。 

 

ナショナル 

ハロゲン 

コンロ 

HL-C1 

小泉成器（株） 

ハロゲン調理

プレート 

KHL-1301 

 

 形状はポータブルの電磁調理器に似ています。電磁調理器は頭

が痛くなるので、私は使えませんでした。ハロゲンコンロも近づ

くと少し頭が痛くなるのですが、何とか使えています。ハロゲン

コンロは、使い始めはプラスチックなど素材のにおいが強く出ま

す。使い始めは、庭で煮炊きしてにおいを飛ばしました。ポータ

ブルコンロなので、延長コードで庭に出して使います。１～2 週

間そんなことをしていると、室内でも何とか使えるようになりま

した。 

 火力はガスに比べるととても弱く、炒めものはしんなりと仕上

がります。お湯を沸かすのに時間がかかります。 火力が弱いので、

お料理好きの人は「ハロゲンコンロ」を使うとがっかりするかも

しれません。しかし、現在ガスのにおいに耐えられなくて困って

いるような人は、試してみる価値はあると思います。電気代がそ

れなりにかかりますが、逆にガス代が全くかからないので、経済

的負担はそれほど変わらないような感じです。（我が家はガスを契

約していません。） 

 小泉社製のものは、弱火にすると１秒ごとに強弱運転を繰り返

すので、具合が悪くなります。電圧が１秒ごとに変わるらしく、

それに合わせて部屋の電灯が明暗を繰り返します。その感じが、

たまらなく気持ち悪くて体にこたえるので、このコンロは強火専

用で使っています。ナショナル製のものは、弱火にしても大丈夫

です。 

 

［調理中の有害物質をうまく避ける］ 

 調理中にぐあい悪くなることがあります。食品の包装を開けた

ときや食品を加熱したときです。過敏性が高かったときは、食品

の包装を開けるときに、いちいち家の外に出て行っていました。

外で食品の包装を開けてみて、中から刺激性の気体が立ち上った

ときは、すぐにその食品を地面において家の中に入ります。その

後、夫に頼んで後始末をしてもらいました。反応を起こした食品

は、たいてい捨てることになります。もったいないのですが、こ

ればかりはしかたありませんでした。現在は回復したので、その
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ようなことはめっきりなくなりました。 

 食品は加熱すると刺激が増します。茹でるとき、炒めるとき、

鍋に入れられた瞬間、刺激が立ち上ることがあります。重症だっ

たときは、一気に刺激が発散すると、ぐあい悪くてどうにもなら

なくなるので、最初に少しだけ加熱してみるようにしていました。

刺激のあるものを加熱すると、鍋にもその刺激が移ってしまい、

後始末が大変なので、小さい皿に少しだけ食品を乗せて、電子レ

ンジで加熱してみます。（私は電磁波過敏症があるのですが、注意

すれば 電子レンジを使えます。） 電子レンジで加熱してみて、

刺激を感じるようであれば、その食材を使用するのはやめにしま

す。大丈夫であれば、なべに入れて、本格的に調理にかかります。 

 刺激の強い食品は、下茹ですると取れることがあります。庭に

ポータブルコンロを出して、外で下茹ですることがあります。し

かし、刺激のあるものを下茹ですると、鍋に刺激がついてしまい、

後始末が大変なので、あまり頻繁には行わないようにしていまし

た。２００３年頃は 、刺激の強い食品にしょっちゅう出会ってい

たのですが、その後ＣＳが回復すると共に反応を起こす食材の数

が減ってきました。現在は、庭で下茹ですることはなくなりまし

た。 

 
注）ナショナルのハロゲンコンロは、現在は販売終了となっているようです。

探すなら中古市場で、ということになります。 
（2005．9．12） 

 

 

トイレのリフォーム 

［トイレのタンクが破裂］ 

 ２００８年２月中旬のことでした。夫がトイレ

から出てくるなり、深刻な顔で言いました。 

「大変なことが起こった。トイレのタンクが割れてる」 

すぐに見に行ってみると、タンクの上から下まで、一直線に亀裂

が入っていました（写真１）。よく観察してみると、タンクの他の

面にも亀裂が入って、タンク全体が今にも崩れ落ちそうです。タ

ンクの蓋を開けて中をのぞいてみると、中は氷で満たされていま

す（写真２）。タンクにたまった水が凍って膨張し、タンクを破裂

させたようです。 

 そもそも、このような事態を防ぐための方策は取っていました。

我が家は私のＣＳのため暖房が貧弱なので、冬は家中とても寒い

です（→スモール・データ・バンク「暖房」参照）。トイレは、ス

トーブを焚いている部屋から離れているので、室温がとても下が

ります。 

 ほとんど屋外に設置してあるのと同じ状況です。そのため冬に

なると、昼間でもトイレの水道が凍ってしまいます。凍ったとき 

 

 写真１  写真２
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に一時的にとかして開通させたとしても、またすぐに凍ってしま

うので、どうにもなりません。それで、冬の間は一日中、トイレ

の元栓を閉めておくことにしています。冬の初めに元栓を閉めて

しまい、開けるのは春になってからです。（我が家では毎年「トイ

レ終了の儀式」と「トイレ開通の儀式」をやります。「トイレ終了

の儀式」には悲壮感が漂い、「トイレ開通の儀式」には喜びが満ち

あふれています。） 

冬の間は用を足すたびに、暖房をたいているＬＤＫの水道から

バケツに水を汲んでいって、流しています。２００７年の冬まで

は、次回使う分をバケツに汲んで、トイレに置いておけたのです

が、２００８年の冬は特別寒さが厳しく、汲み置きができません。

汲んでおいた水が凍ってしまいます。それで、１回ごとに汲んで

いっていました。 

このように、冬の間はタンクには水がたまらないはずなのに、

どうしてタンクは割れてしまったのでしょうか。 

 

［破裂の原因］ 

 今回タンクが破裂した経緯は次の通りです。１２月に「トイレ

終了」の儀式をしてから２月まで、元栓が開かれることはありま

せんでした。２００２年にこの家に引っ越してきてからずっと気

になっていたことですが、元栓のハンドルがとても固くて、なか

なかしまりません。渾身の力で回しても、最後まで回しきれずに

残ってしまうような感じがありました。１年ほど前からさらに固

くなり、そのため元栓を閉めても、少しずつ水が漏れ出てくるよ

うになっていたようです。２００８年１月中旬から寒波がやって

きて、トイレは室温が低い状態が続きました。この間、元栓から

漏れ出てきた水は、水道管の中で凍ってたまっていたのではない

かと思います。それが２月中旬に暖かい日が２～３日続いたとき

に、とけて少しずつタンクにたまり、タンクをいっぱいに満たし

たのでしょう。その後、また寒い日がやってきて急激に気温が下

がったときに、水が膨張してタンクを破裂させたのです（図１）。 

 すぐに対処しなければなりませんでした。割れた直後は氷が固

まり、かろうじてタンクをつなぎ止めていましたが、氷がとけれ

ばタンクは崩れ落ちてしまいます。そうなれば、トイレ中が水浸

しになってしまいます。少しの猶予も許されませんでした。 

 

［水道業者に相談］ 

 すぐに水道屋さんを呼んで、相談しました。このようなとき、

どんな業者を選べばいいのか、迷うものです。我が家では、２０

０２年に札幌に引っ越してきてから、ずっと同じ水道業者にお願

いしてきました。この業者と出会ったのは、偶然のようなもので

した。２００２年に水道の蛇口を交換するときに、どう選んでい

いものかわからなかった

ので、電話帳を見て、何

となく電話をかけてみた

のでした。ところが、い

ざ工事をお願いして、Ｃ

Ｓの事情を相談してみる

と、この方は実にのみ込

みがいいのです。ＣＳに
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対する心理的抵抗もなく、こちらの要望も受け入れてくださった

ので、スムーズに工事が進みました。それ以来、ずっと同じ水道

業者にお願いしています。 

 水道屋さんに割れたタンクを見てもらうと、「タンクと便器を交

換して、床も張り替える必要がある」とのことでした。我が家の

タンクと便器はとても古いものなので、タンクだけ交換すること

はできないということです。古い便器に合うタンクがないからで

す。また、新しい便器をつけると、排水管の位置が変わるので、

床材をはがして工事をする必要があるということでした。「タンク

の交換だけですめばいいのに…」と思っていたのですが、予想し

ていたより大規模な工事になりそうでした。これだけの大工事は、

この家に引っ越してきて以来、初めてです。自分の体にどのよう

な反応が出るのかわからず、心配でした。 

これまでインターネットや本を見て、ＣＳ対応の住宅リフォー

ムについて、ある程度は知識があるつもりでした。一般的なリフ

ォームのしかたでは化学物質による影響が大きいので、なるべく

安全な建材を使う必要があります。また、一般的にＣＳ患者に安

全と考えられているものでも、私は反応してしまう可能性もあり

ます。それを防ぐためには、サンプルを取り寄せて嗅いだり、シ

ョールームに確認に行く必要がありました。しかし、今回の事態

は緊急のもので、すぐに対処しないと大変なことになります。徹

底的に検討するには、時間が足りなそうでした。 

 また、我が家は賃貸住宅なので、好き勝手にリフォームするわ

けにはいかず、大家さんの許可を取る必要があります。予算も大

家さんと相談して決めなければなりません。完全にＣＳ対応のリ

フォームをすると、通常の２～３倍の費用がかかるだろうから、

その分をどうやって都合つけるのか…など、考えなければならな

いことがたくさんありました。 

 水道屋さんが「この機会に、暖房便座かウォッシュレットにし

てみたらどうですか？」と勧めてくれたので、もともとウォッシ

ュレットに憧れていた私は心が動きました。これまでも何度かウ

ォッシュレットをつけようかと検討したのですが、便器の型が古

いので、つけられずにいました。今回、便器が新しくなるのだか

ら、ウォッシュレットをつけるチャンスだと思いました。 

この日の水道屋さんとの話し合いでは、次のことを確認しまし

た。 

 

◆便器は抗菌していないものを使う。 

◆床材のクッションフロアを貼るとき、接着剤を使わず両面テー

プで貼る。 

◆配水管をつなぐとき、シーリング剤（液体）ではなく、シーリ

ングテープを使う。 

◆元栓の金具を交換し、水漏れをなおす。 

 

これ以外のことについては、この段階ではまるで想定できず、こ

の先、工事のしかたや建材についてＣＳ対策を調べたり考えたり

しなければなりませんでした。 

 

［タンクの撤去］ 

 とりあえず、トイレ中が水浸しになる危険を回避するために、
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水道屋さんがトイレのタンクをはずしてくれました。中にはぎっ

しり氷が入っているので、大変な重量です。水道屋さんはフーフ

ー言いながらタンクを外に運んでいました。そのあと便器もはず

して、外に運ぼうとしました。 

「ちょっと…ちょっと待ってください。工事日も決まっていない

のに…私たちはこれからどうやって用を足せばいいのですか？」 

私が焦って質問すると、水道屋さんは 

「何とかしてください。」 

「それは困ります。どうせもともとバケツで流していたんだから、

タンクがなくても便器さえあれば用が足せます。便器は置いてい

ってください！！」 

私の必死の懇願で、便器は戻されることになりました。 

 そもそも、水道屋さんは、今回の事態をよくのみ込めないよう

でした。「ふだんから元栓を開けずにバケツで流しているというこ

とはどういうことなのか」「なぜ人が住んでいるのに、トイレのタ

ンクが凍るほど室温が下がるのか」「なぜ昼間も元栓を開けられな

いのか」このような根本的な疑問を解消できないようでした。札

幌市でも、私の家のように室内が寒い家は、他にそうそうないよ

うです。タンクがなければ、当然便器も使えないだろうというこ

とで、一緒に運びだそうとしたのです。 

便器はトイレに戻されましたが、一旦はずしたものを固定する

のは難しいし手間がかかるということで、便器は床に置いただけ、

排水管も軽くつないだだけです。 

「バランスを取りながら、気をつけて用を足してください。」 

その日はそう言い残して、水道屋さんは帰っていきました。予

算の話し合いや工事方法の準備をしてから、工事をしてもらうこ

とになりました。 

 

［崩壊寸前のトイレ］ 

トイレの中は、まるで災害現場のようでした。そこいら中に陶

器の破片が散っているし、水も飛び散っています。また、便器は

どんな成り行きで割れたのかわかりませんが、後ろの方にヒビが

入っていて、今にも崩れ落ちそうでした。用を足すときは、よく

バランスを取って座らないと、便器ごと横倒しになりそうです。

体重を預けることができず、腰を浮かせて用を足しました。 

タンクをはずした翌日には、元栓

からの漏水がはっきりと確認できま

した。元栓のバルブを閉めていたに

もかかわらず、配水管の先からつら

らが下がっています。少しずつ漏れ

出た水が、寒さで凍結したようです。

タンクが割れた原因がはっきりしま

した。元栓の修理も必要です（写真３）。 

私の胸中は複雑でした。工事が入れば、体にどんな影響が出る

かわからない。トイレのみならず、家中の空気が汚染されてしま

えば、家で暮らすことができなくなり、避難する必要もあるかも

しれない。できれば工事などせずにすませられればいいのに…。

「先延ばしにしたい」という気持ちでいっぱいでした。何度も使

用しているうちになれてきて、ぐらぐらした便器でもうまくバラ

ンスを取って用を足せるようになってきました。この先ずっとバ
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ケツで流して、この便器で暮らしていってもいい…とすら思いま

した。そんなことは不可能なことなのですが…それはわかってい

たのですが…。 

 夫はこの便器に完全にキレていました。 

「こんなもので用が足せるか！」 

夫は、私よりずっと体が大きく体重もあるので、この便器に座る

のが怖くてしかたなかったようです。つまり、事態は一刻の猶予

も許さないのであり、すぐにでも工事をしてもらう必要がありま

した。 

 

［トイレ工事について調べる］ 

情報収集には、インターネットが最適だと思いました。しかし、

私は１月から電磁波過敏症（ＥＳ）が悪化したために、パソコン

を使うのがつらくなっていました。自分で一から調べるのは手間

がかかるし、時間もかかります。「サイト『化学物質過敏症 私の

方法』の掲示板で相談してみよう！」と思いました。建材やリフ

ォームについては、私より詳しい人がいっぱいいます。頼もしい

仲間たちです！ 
 
私が気になっていたのは 
 
◇便器・タンクの抗菌 

◇便器・タンクの表面加工（汚れがつきにくくするためのもの） 

◇床材（クッションフロアか代替品か） 

掲示板にはたくさんの人がレスをつけてくれて、１つ１つがいち

いち参考になり助かりました。わざわざサイトを検索してくれた

り、カタログを調べてくれた人もいて感激しました。 

 

 わかったことは… 

 

◇現在流通しているたいていの便座は抗菌で、便器・タンクは汚

れのつきにくい表面加工がしてある。抗菌の種類は、プラスチ

ックに銀を練り込んだものが多い。汚れのつきにくい表面加工

は、釉薬を表面に焼き付けてあり、化学成分の揮発は少なそう

である。 

◇排水口の位置を変えずに交換できる便器がある。ＴＯＴＯのリ

モデル便器。これを使えれば、床の工事がいらず、床材を貼り

かえる必要がない。 

◇クッションフロアはとてもにおうので、使わない方がよい。代

わりの床材には、天然木の無垢材、タイル、リノリウム、石な

どがある。 

◇もしクッションフロアを使うにしても、すぐに敷かずに干して

からの方がいい。 

◇ウォッシュレットや暖房便座は、プラスチックが加熱されて匂

いがあがるのでよくない。電磁波の問題もある。 

 

 私はタンクが割れてからというもの、考えなければならないこ

とがたくさんあって、何が何やらわからなくなっていました。割

れたことによる精神的な衝撃で、呆然としていたのも大きかった

です。掲示板のレスをじっくり読んでいるうちに、だんだん考え

方の道筋が見えてきました。 
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［工事内容の検討］ 

 ウォッシュレットと暖房便座については、まったく掲示板の皆

さんのいうとおりで、これはつけるべきではないと思いました。

ウォッシュレットはプラスチックが加熱される問題の他に、洗浄

水が水道水で塩素が含まれているという問題もありました。ふだ

ん直接体に触れる水はすべて浄水で何とかやっているのに、ここ

だけ水道水で私の体が耐えられるとは思えません。第一、ウォッ

シュレットにするにしても、何もこんな大変な事態のときにやる

必要はなく、平穏なときに考えればいいことです。ウォッシュレ

ットに対し、変に憧れを抱いていたのですが、すっかり目が覚め

ました。特別な機能のないシンプルな便器にすることにしました。 

 表面加工・抗菌については、どんな便器を選んでもまぬがれな

いのかもしれないと思いました。私は普段から銀の抗菌剤が苦手

なので、これは心配でした。ショールームに行って、いろいろな

便器を実際に嗅いで確かめたかったのですが、工事を急ぐ必要が

あり、それだけの時間が取れそうにありませんでした。 

 いちばんの問題は床材で、クッションフロアを使うのか、他の

ものにするのか、他のものを使うにしても、それを試したり検討

したりする時間があるのかどうか。サンプルを取り寄せたり、シ

ョールームを見にいっている時間はなさそうでした。 

 リモデル便器が使えれば、床材を貼りかえずにすみます。掲示

板で紹介していただいたサイトをよく見て、検討してみました。

我が家のトイレは、もともとの便器が古い型のもので、排水口が

壁に迫っています。図２ リモデル便器では、従来の排水口が壁

から３０５～４０５ｍｍにあれば、便器自体で調整可能なようで

した（図３）。しかし、我が家の従来の排水口は壁から１８０ｍｍ

ところにあり、リモデル便器では対応できないことがわかりまし

た。穴を開け直すのは避けられないようです。床材も貼りかえる

必要があります。 

 このような経緯で私は使えませんでしたが、リモデル便器は、

もし使えるのなら、ＣＳ患者にとても有効なものです。この先、

トイレ工事の予定がある方は、ぜひ検討してみることをお勧めし

ます。 
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［建材を試す］ 

私はホームセンターに行って、便座とクッションフロアを嗅い

でみることにしました。ホームセンターは、店内に入っただけで

化学物質の匂いがするので要注意です。便座は何種類か嗅いでみ

て、思ったより刺激・匂いがないことを確認しました。「これなら

大丈夫かもしれない」と思いましたが、何しろホームセンターの

他の商品の匂いが混じってしまっているので、定かではありませ

ん。 

次にクッションフロアです。私は２００１～２００２年頃は、

クッションフロアに強い反応を起こしていました。勇気を出して

嗅いでみると…思ったより匂いませんでした。塩ビの匂いがしま

す。これも店内の匂いと混じっていて嗅ぎにくいので、１０ｃｍ

ばかり切り売りしてもらって、家に帰ってから嗅いでみました。 

私はつねづね匂いの強そうなものを嗅いで試すときは、お風呂

に入る直前にやります。そうすれば、反応したとしてもすぐに入

浴して、体についた匂いを洗い流すことができます。入浴直前、

服を脱いで嗅ぐと（←寒い！）、服にも匂いがつかないので、洗濯

の必要もないです。 

家で嗅いでもクッションフロアはあまり匂いや刺激がないので、

「ひょっとしてこれは使えるかもしれない」と思いました。たっ

た１０ｃｍ（９０ｃｍ巾）のものを嗅いだだけなので、工事で広

い面積を使ったらどうなるかはわかりません。 

しかし、私は天然木の無垢材（樹種に限らず）にも強い反応が

出るので、それよりは害が少なそうでした。もう工事の時間は迫

っており、もしクッションフロアでいけるのなら、それがいちば

んと思いはじめていました。価格も安いので、「もし使ってみてダ

メならあらためて考えてみる」という方針で行くことにしました。

クッションフロアを貼ってみて強い反応があれば、しばらく床の

上にビニールシートを貼って暮らすという手もあります。そして、

気温が上がる４月になったら、ビニールをはがし、めいっぱい換

気をして、匂いを飛ばしてはどうかと思いました。 

 

この時点で考えた方針は… 

 

◇床材はクッションフロア。接着剤は使わず両面テープで貼って

もらう。 

◇便器・タンクはシンプルな型のものを。これで反応するような

ら、そのとき考える。 

 

このときの私の頭にあった工事内容はこのくらいでした。実際工

事が始まってみると、他にも様々な材料や道具を使う場面が多か

ったのですが、この時点では思いつきませんでした。 

工事は翌日に迫っていました。 

 

［工事当日］ 

 工事の朝に、工事車両が来て、廊下や玄関にたくさんの道具が

広げられました。この道具類には、それまでの工事で使った建築

材料の匂いがついているようです。家の中の空気が溶剤のような

匂いになって、少し気分が悪くなってきました。 

 はじめに、水道屋さんから、クッションフロアと両面テープを
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嗅いでみるようにと渡されました。鼻を近づけて嗅いでみると、

両面テープの方はＯＫです。普段から、物によっては両面テープ

に反応していたので、これはラッキーなことでした。匂いや刺激

はありましたが、私の苦手なタイプではありませんでした。 

 次にクッションフロアです。これはとても匂いました。私がホ

ームセンターで買ったサンプルよりもずっと強い匂いです。大き

なシート（９０ｃｍ×１．３ｍ）が巻いてあったので、まず外側

の匂いを嗅ぐと、タバコの匂いが。これは、私の家まで運搬する

までの間に、車内で吸ったタバコの匂いがついたのではないかと

思いました。なぜなら、巻きをほどいて中の方を嗅いでみると、

タバコの匂いはしなかったからです。建材の運搬の際にも注意す

るべきだったのに、私はそこまで頭が回りませんでした。あらか

じめビニールに包んでもらうようにお願いしておけばよかったの

です。しかし、タバコの匂いがあとからついたものは、しばらく

すれば抜けるのではないかと思いました。普段の経験から判断す

ると、私の体質では、このくらいのタバコの影響なら、何とか耐

えられます。 

 もっと問題だったのは、クッションフロア全体にシンナーのよ

うな強い溶剤臭がついていたことで、これは巻いてある表面だけ

ではなく、中の方までしっかり染みついていました。「これは製品

のもともとの匂いなのか、工場や保管場所でついたのか？ それ

とも、工事車両の匂いが移ったのだろうか？」 どのみち、これ

を使うのは無理でした。それで、ホームセンターに行って、私の

大丈夫なクッションフロアを買ってくることにしました。自分の

車で行って買ってくれば、工事車両の匂い移りを心配することが

なくて安心です。 

 私が事前にサンプルを買ったのは、家から離れたホームセンタ

ーでした。車で２０分くらいのところです。（これをＡ店としま

す。）それで、同じチェーン店で、家の近くのホームセンターに行

きました（Ｂ店）。同じものが売っているはずです。ところが、Ｂ

店には、サンプルで買ったものは売っていなかったのです。やむ

を得ず、その場で匂いを嗅いでよさそうなものを選びました。 

 水道屋さんは、このホームセンターのチェーン店の、さらに別

の店（Ｃ店）に行って、クッションフロアを買って来たのだと言

っていました。見てみると、Ｂ店でもそれと同じものが売られて

いました。それを嗅いでみると、水道屋さんがＣ店で買ってきた

ものと全く同じ匂いがしました。シンナーのような匂いです。そ

れで、この溶剤の匂いは、工事車両の匂いが移ったのではなく、

もともとの製品自体についていたものだとわかりました。（製造時

か保管場所の匂いではないかと思われます。）  

 新たに私が選んだものは、それよりはずっと匂いの少ないもの

でした。しかし、ホームセンターの店内で嗅いでいるので、はっ

きりと判断できません。このクッションフロアを９０ｃｍ巾×１．

３ｍ買って車に積み込み、家に向かいました。その途中で、私は

すでに刺激を感じました。目や粘膜にピリピリと刺さるような刺

激です。「これを使って大丈夫だろうか？」と思いました。家に帰

ってからも、条件や方法を変えながら、何度か嗅いでみましたが、

やはり刺激があります。 

 結局、最終的には、私が事前にサンプルを買ったホームセンタ

ー（Ａ店）へ夫が行って、同じものを買ってきてくれることにな



 17

りました。往復４０分の道のりですが、夫は行ってくれました。

とてもありがたかったです…。 

 

［工事の行程］ 

工事は、私が思っていたのより、ずっと多くの行程を要しまし

た。実際に行ったのは、次のような工事内容です。 

 

１．タンクをはずす。（これは、前日までに撤去済みです。） 

２．便器をはずす。 

３．元栓の金具を交換する。 

４．クッションフロアをはがす。 

５．排水口の位置を変える。 

 ａ．排水口の周りの床板を四角にくりぬく。 

 ｂ．排水管をつけ直して位置を変える。 

 ｃ．四角い板（新しい排水管の位置に合わせて穴を開けたもの）

をはめる。 

６．クッションフロアを貼る。 

７．便器・タンクを設置する。 

８．配水管をつなぐ。（元栓～タンク） 

 

 この行程を工事前にすべて聞き出して、使う材料や道具もすべ

て事前に検討できればよかったと思います。しかし、私はこのよ

うな工事内容は全く頭に浮かばなかったので、そもそも質問のし

ようがありませんでした。水道屋さんの方も、いつも通りの工事

をいつも通りにするだけなので、どこがＣＳ的に問題となるのか、

思いつかないのではないかと思います。あらかじめ、水道屋さん

の方で気づいた点は、いくつか取り上げて打ち合わせをすること

ができましたが、その他のことは、工事当日になってから対応し

ていただくことになってしまいました。つまり、水道屋さんの側

では、何がＣＳ的に問題なのか思い浮かばないし、私の方は工事

の内容が思い浮かばないし、ここの間に空白ができた形となりま

した。それは空気のようなもので、どちらの意識にものぼらなか

ったのです。私の側で１つ１つの行程をじっくりと聞き出して確

認すればよかったのですが、知らないことを聞くのは難しいもの

です。よく準備するにしても、ある程度の知識がないと、アプロ

ーチのしかたがわからないです。掲示板に、工事の行程について

詳しく書き込みしてくださった方がいました。本当に我が家の工

事は、全くその通りに進んでいったのです。工事前に見られれば

よかったのですが、書き込みを見たのは、工事が終わってからで

した。残念です。 

 

［元栓の修理］ 

 はじめに便器をはずして、元栓の金具を交換しました。タンク

が割れたそもそもの原因は、元栓が閉まりきらなかったことです。

便器・タンクを交換しても、元栓からの漏水がなおらなければ、

また割れてしまいます。もし、金具を交換しても水が止まらない

ようだったら、もっと大がかりな工事が必要だと説明されました。

水道屋さんは「床を壊して床下の配管をいじる必要がある。庭の

土を掘って、その中も工事する必要がある。」と言ったので、私は

血の気が引きました。そんな大工事に、私の体が耐えられるとは
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思えなかったからです。幸い、元栓の金具を交換しただけで、漏

水は止まりました。本当に安心しました。 

 

［床材と排水管の工事］ 

次に、クッションフロアを剥

がしていきました。下地の板は

合板でした。排水口の位置を変

えるために、下地の合板を四角

く切り抜きました。電動工具で

板をくりぬいたあたりから、本

格的に家の空気が悪くなって

きました。私は工事の様子を遠巻きに見ていました。近づきすぎ

ると、ＣＳ反応が出てしまうし、かといって、ぜんぜん見ないの

も心配だし…。 

床下の排水管を交換するときは、塩ビのパイプをつけ替えるの

ですが、本来ならこのとき、継ぎ目を接着剤で固めるそうです。

水道屋さんは、この接着剤を使わずにすませてくれました。（これ

は、こちらからお願いしたのではなく、水道屋さんが機転を利か

せてくれたのです。） 接着剤は匂いが強そうなので、使われてい

たら大変なことになっていたと思います。写真４  

そのあと、合板を四角に切って丸い穴を開け、新しい排水口に

合わせて床にはめ込みました。合板を切る作業は外で行っていま

したが、外にも玄関にも粉が飛び散って、とてもいがらっぽい空

気になりました。私は遠くから合板を眺めましたが、それは新品

のものではなく、とても古いものでした。新品の合板は匂いが強

いということで、水道屋さんが気を利かせてくれたのかもしれま

せん。合板をトイレの床にはめ込むときには、何か接着剤のよう

なものを使ったのかどうか…これは確認しなかったのでわかりま

せん。上にクッションフロアを敷けば、封入された形になり、揮

発は少ないのではないかと思いました。 

クッションフロアを敷き込む前に、下地の合板が濡れていると

ころを、ドライヤーで丁寧に乾かしました。私は合板の匂いが熱

であがってくるのではないかと、なるべくその場に近づかないよ

うにしていました。我が家は築３０年の古い木造住宅なので、下

地の合板は古くなっていましたが、長年クッションフロアに覆わ

れていたので、成分がどの程度抜けているのかは見当がつきませ

んでした。ドライヤーは夫のものをお貸ししたので、ドライヤー

に合板の揮発成分がついてしまうのではないかと心配になりまし

た。ドライヤーはファンで外気を取り込み、電熱線で温めて吹き

出す構造です。内部に合板の匂いが付着して、夫が髪を乾かすと

きに、その成分がついてしまうのではないかと心配でした。しか

し、工事後、夫がドライヤーを使っても気になるほどの匂いはな

く、安心しました。下板の合板は古いものだったので、成分の揮

発は少なかったのかもしれません。 

夫がホームセンターから帰ってきたところで、ちょうどクッシ

ョンフロアの敷き込み作業に入りました。掲示板で、クッション

フロアを敷き込む前に何日か干してみるように勧められたのです

が、私は下地の合板の匂いの方が問題なように思われました。そ

れで、すぐにクッションフロアを敷き込んでもらいました。もし、

事前に干したり洗ったりできたら、その方がよかったと思います。 
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クッションフロアをちょうどよい大きさに切ったあと、下地の

合板に両面テープを縦横にはりめぐらせ、クッションフロアを貼

り込んでいきます。この時点では、私はいろんな工事の匂いを嗅

ぎすぎて、ぼんやりしてきてしまい、匂いをよく嗅ぎわけられな

くなってきてしまいました。「とにかく早く工事が終わってほし

い」と思いました。 

 

［便器とタンクをつける］ 

便器をつける段になって、水道屋さんから、新品のトイレット

ペーパーホルダーを嗅いでみるように言われました。このホルダ

ーのプラスチックと、便座のプラスチックが同じものだというこ

とです。嗅いでみたら、少し刺激があるような感じがしましたが、

判断しづらくなっていたので、そのままつけてもらいました。 

便座もタンクもつけてもらって、ふと見ると、水道屋さんがシ

ーリング剤を手に持っています。私は反射的に「シーリング剤は

使いますか！？」と聞いたら、水道屋さんもハッとしたようで、

「あ、シーリング剤はダメですか」と聞き返してきました。「ええ、

多分。あらかじめ匂いを嗅がせてください。」 シーリング剤を紙

の上に練りだしてもらって、匂いを嗅いでみましたが、鼻がバカ

になっているのでよくわかりません。夫の部屋に行って、夫に嗅

いでもらうと、「これはダメだよ。ひどい匂いだ。」と言われまし

た。私ももう一度嗅いでみると、確かに匂います。夫の部屋はス

トーブを焚いていて暖かかったので、寒い廊下で嗅いでいたのと

は違い、今度ははっきりとわかりました。肺を圧迫するような重

苦しい匂いです。それで、シーリング剤は使わないでもらうこと

にしました。 

本来なら、床と壁の間、便器と床の間にシーリングを施して、

隙間を埋めます。床と便器の間は、本当はシーリングしてほしか

ったのです。古い便器を撤去すると、便器が乗っていた部分の床

材が真っ黒にかびていました。これは、２００２年にこの家に引

っ越してきたときから、ずっと気になっていました。カビにアレ

ルギーがある私は、この部分のカビで息苦しくなっていたからで

す。新しい便器にシーリングを施せば、この部分のカビは防げま

す。しかし、トイレを使えなくなったら元も子もないので、シー

リングはやめてもらいました。 

 

［配水管工事］ 

最後に元栓からトイレタンクまで配水管をつないで、工事は終

了です。継ぎ目にはシーリング

剤（液体）は使わず、シーリン

グテープを巻いてもらいました

（写真５）。配管用の金具はあら

かじめ外でガスバーナーを使っ

て焼いていました。表面のさび

を防ぐためなのかどうかよくわ

かりませんが、ガスの苦手なＣ

Ｓ患者は注意をする必要がある

と思います。私は、もう疲れと

ぐあい悪いのとで、なすがまま

という感じで…確認せず、その
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ままつけてもらいました。 

 配管をしたあと、見映えをよくするために、全体にシルバーの

ペンキを塗ることになっているようなのですが、水道屋さんが判

断して塗らずにすませてくれました。ありがたかったです。 

 

［工事後の経過］ 

こうして、我が家のトイレ工事は終了しました。トイレはピカ

ピカの新品になりましたが、とても空気が悪く、近づくのがはば

かられました。夫がトイレの窓を開けてくれました。私は、この

後どうおさまるのか心配だったけれど、夕方から用事があったの

で外出しました。翌日も朝から用事で家を空けました。この間、

家にいなくてよかったと思います。工事の翌日の夜に、廊下・玄

関・トイレに、丁寧に掃除機をかけました。合板の粉が飛び散っ

ていると思ったのです。また、玄関の外に散っていた合板の粉は、

雪が降ったので、雪の下になり、風が吹いても飛び散らなくなり

ました。私は工事中の曝露と、その後の外出で疲れていたので、

お風呂で体を隅々まで洗い、よく休むことにしました。 

１日目は、自分の部屋にいても空気の悪さを感じ、夜寝ていて

も気持ちが休まりませんでした。でも、少なくとも家にいること

はできたのです。工事後、避難する可能性も考えていたので、こ

れにはホッとしました。 

工事後３日目を過ぎた頃から、家中にもうもうと漂っていた不

穏な匂いが薄れてきて、体が楽になってきました。それに伴い、

気持ちも落ち着いてきました。 

工事後、トイレに入るのが怖かったです。でも、１日に何回か

は入らないわけにはいかずに、恐る恐る入りました。トイレ用の

服を一式用意して、トイレに行く直前に着替えるようにしました。

用を足してトイレを出たら、またもとの服に着替えます。トイレ

で服に匂いがついても、すぐに着替えるので、その影響を最小限

に抑えられます。頭は帽子をかぶって、髪をすっぽり覆うように

しました。 

工事直後は、トイレに入ると、モヤッとした匂いと、ピリピリ

とした刺激が迫ってきて、気が気じゃなかったです。それが日に

日にうすまってきて、３日目を過ぎた頃から、楽になってきまし

た。工事から２週間を過ぎると、さらに匂いと刺激はうすまって、

服を着替えずにトイレに入れるようになりました。その後、春に

なって気温が上がってきたので、化学物質の揮発量が増えるので

はないかと心配しましたが、常にトイレの窓を開けていれば、問

題なく過ごせています。 

 

 この先さらに気温が上がってくると、化学物質の揮発量が増え

ることが予想されますが、換気を徹底することで、対応していく

つもりです。 

 皆様のおかげで、無事工事がすみました。掲示板で相談に乗っ

てくださった方、見守ってくださった方々、本当にありがとうご

ざいました。 
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まとめ・工事の中でＣＳ対応してもらった部分 

工事内容 標準的な建材 ＣＳ対応 分類

床の下板をはめ直す 合板 古い合板 Ｃ 

排水管のつなぎ替え 接着剤 接着剤なし Ｃ 

クッションフロアを貼る 水道屋さんが用意

したクッションフロア 

自分で用意した 

クッションフロア 

Ｂ 

クッションフロアの接着 接着剤 両面テープ Ａ 

タンク・便器 抗菌、ウォッシュレ

ット、暖房便座 

抗菌してないもの、 

シンプルな機能のもの

Ａ 

床・壁・便器間のシーリ

ング 

シーリング剤 

（透明なゲル） 

シーリングなし Ｂ 

配水管の接続 シーリング剤 

（白い液体） 

シーリングテープ Ａ 

配水管の塗装 ペンキ 塗装なし Ｃ 

 
Ａ…事前の打ち合わせによるもの Ｂ…工事中に指摘 Ｃ…水道屋さんの機転  

 

 こうして見てみると、水道屋さんの活躍がすごい！ 特に CS

対応の業者さんというわけではないのですが、良く気づいて細々

と対応してくれました。 

（2008．4．7） 

 

 

 

 

 

灯油 

 灯油の問題では、ずいぶん頭を悩ませてきま

した。特に仙台から札幌に引っ越してからは、

灯油の使用量が増えたので、さらに悩みはまし

ました。 

 

［北海道の灯油事情］ 

 北海道の家庭には、灯油を大量に溜めておくための「ホームタ

ンク」というものがあります。 

 金属製のタンクで、我が家のも

のは、容量が４９０リットルです。

仙台にいたときは、１８リットル

のポリタンクに灯油を買っていま

したが、北海道は寒いので、それではとても間に合いません。４

９０リットルのホームタンクに灯油を配達してもらうと、冬はだ

いたい３ヶ月持ちます（暖房＋給湯器）。３ヶ月に１回ずつ、配達

してもらっていました。 

 札幌に引っ越してから、灯油の質が極端に悪くなったような気

がしました。ストーブを焚くと、ホコリが燃えているような、不

完全燃焼しているような、嫌なにおいがします。これは、流通し

ている灯油の質もさることながら、ホームタンクの問題が大きい

ようでした。ホームタンクが古いものなので、中がさびているし、

汚れがたまっているようでした。現に、灯油に赤さびが混じって

いるのを目で確認することができました。 

 ホームタンクの灯油をフィルターで漉して、きれいにするサー
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ビスを利用してみましたが、あまり効果はありませんでした。（灯

油をホームタンクからくみ上げて巨大な浄水器のようなものに通

す浄化方法です。） 

 

［我が家の特殊事情］ 

 北海道の一般家庭では、手動でストーブに給油することは、ほ

とんどないようです。私が見た限りでは、次のようなスタイルが

一般的なようです。 

 

ホームタンクから地下パイプを通って、室内まで灯油が来ていま

す。ストーブをパイプに接続すると、自動的に給油されます。 

 しかし、我が家の場合は、ポータブルのファンヒーターしか使

えないため（→スモール・データ・バンク「暖房」参照）、手動で

ストーブのタンクに給油しなければなりません。 

 次ページのイラストのように、ホームタンクから、手動でポリ

に灯油を取り、さらにストーブのタンクに入れるということを、

行っています。手動で行うということは、それだけ灯油に接触す

る危険性が高いということです。夫の協力も得て、なんとかこな

しています。 

 
 

 一般家庭では、ホームタンクにフィルターがついていて、いっ

たん灯油が漉されて、ゴミやさびを取り除かれてから、ストーブ

に運ばれます。しかし、我が家は、ホームタンクからフィルター

を通さずに、そのままストーブのタンクに給油するので、タンク

や灯油が汚れていると、その影響がもろに現れてしまうのです。 

 

［配達されるごとに灯油の質がちがう］ 

 ３ヶ月に１回ずつ、ホームタンクに給油してもらいました。そ

の度にドキドキしました。配達の度に灯油の質が違い、そこそこ

安全なものから、かなり有害なものまで、様々だったからです。

有害なものに当たったときは、３ヶ月間、そのにおいを我慢して

暮らさなければなりません。冬の間は寒くて、ストーブなしでは

いられないので、長時間そのにおいにさらされることになってし

まうのです。 

 灯油の質が悪すぎて耐えられないときは、配達してくれた業者

と交渉して、引き取ってもらったこともあります。返金してくれ

る場合とくれない場合がありました。 
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 灯油を引き取ってもらったあとは、すぐに別の業者に配達をお

願いしなければなりませんでした。しかし、次の業者の灯油が安

全かどうかは、試してみなければ確認できません。そんなことを

繰り返しているうちに、経済的にも精神的にもかなり消耗しまし

た。 

 

［灯油移し替え大作戦］ 

 ２００４年１０月に灯油を配達してもらったときは、業者と交

渉してみましたが、返金はしないし、さらに引取料がかかるとい

うことでした。このときは、しかたがないので、灯油を有効に使

うために、両隣の家に、我が家の灯油をあげることにしました。 

 「灯油をあげる」といわれて、喜ばない人はいません。両隣の

家の人たちも、我が家の事情を聞いて驚いたようですが、快く承

諾してくれました。 

 私と夫は、２時間かけて、両隣の家のタンクに灯油を移しまし

た。まず、我が家のホームタンクから１８リットルポリタンクに

灯油を移します。それを隣家のホームタンクに移します。その作

業を延々と繰り返し、２時間後にようやく４９０リットルを移し

終わりました。私は灯油のにおいでフラフラになりました。両隣

の人は灯油をもらえて喜んでいました。   

 これを最後に、ホームタンクの灯油を暖房に使うのはやめにし

ました。暖房用には、いちいちポリタンクに灯油を買っています。

まず、夫がガソリンスタンドに灯油を買いに行き、５リットルだ

け買ってきます。（私はガソリンスタンドに近づくことができない

ので夫にお願いしています。） それをストーブで焚いてみて、よ

さそうなら１８リットルポリタンクに４つ分買います。それを暖

房用に使いました。ホームタンクの灯油は、給湯器専用にしまし

た。 

 
 

 ポリタンク４つ分（７２リットル）の灯油を少しずつたいて、

だいたい３週間持たせます。３週間に１回、夫に灯油を買いに行

ってもらうようにしました。試しに５リットル買ってみて、それ

がダメならさらに別のガソリンスタンドで５リットル買ってもら

います。何度も試すと、夫の手間が大変なので、２回試してダメ

だったら諦めることにしました。刺激の強い灯油に当たったとき

は、３週間、我慢の生活です。それでもホームタンク（４９０リ

ットル）に配達してもらっていたときに比べれば、リスクは格段

に少なくなりました。 

 

［後日談］ 

 隣の家に灯油を上げたあとの話です。灯油をあげて、室内の暖

房の問題は解決しましたが、別の困った問題が発生しました。隣

家で給湯器を使う度に、うちの周りが強い刺激臭で包まれるので
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す。その家の給湯器の排気口が我が家の方を向いているために、

問題の灯油を焚く度に、こちらに刺激臭が流れてくるのです。あ

げたときには、こんなことは想定外でした。 

 しばらく刺激臭に悩まされましたが、１ヶ月もすると隣家は灯

油を使い果たしてしまい、刺激はおさまりました。となりの家は

灯油を使うペースがとても速いので助かりました。 

 

［給油時の注意］ 

 ストーブに灯油を入れるときの工夫を書きます。我が家のスト

ーブは７リットルの灯油タンクが取り外しできるようになってい

て、そこにポリタンクから灯油をポンプで給油します。灯油がな

くなる度に、庭に置いてあるポリタンクのところに給油に行きま

す。 

 私は灯油のにおいが苦手なので、給油のときになるべく吸い込

まないように工夫しています。灯油のにおいを吸うと、息苦しく

なったり、気が遠くなったりします。頭が痛くなることもありま

す。給油ポンプは、電動のものを使っています。給油がすむとブ

ザーで知らせてくれるので、便利です。ポンプをセットしてスイ

ッチを押せば、自動的に給油してくれるので、その間はその場を

離れることができます。灯油のにおいが来ないような場所に離れ

て待っていて、ブザーが鳴ったらそばに戻るようにしています。

こうすると、手動のポンプを使うのに比べて、灯油のにおいを吸

う量が格段に減ります。 

 ポンプをセットするとき、ポンプを片付けるときに、灯油のし

ずくがたれることがあります。このしずくが体にかからないよう

に、よくよく注意して行います。給油は決して夜には行わず、昼

間の明るいときにするようにしました。給油専用のビニール手袋

を使い、手に灯油がつかないようにしています。 

 

［冬の大気汚染］ 

 札幌では、冬になると、街全体で大量の灯油を消費します。た

いていの家は、部屋の中を暖かくするので、大量の灯油を焚きま

す。室温が２５度以上のお宅もあります。そして、部屋の空気が

汚れないように、室外に燃焼ガスを排気します。 

 また、「ロードヒーティング」といって、駐車場などのアスファ

ルトを暖めて雪を溶かすシステムがあります。これは巨大な床暖

房のようなもので、これにも大量の灯油が使われます。屋根に雪

が積もると、重さで家に負担がかかるし、雪が落ちると危険なの

で、屋根を暖めて雪を溶かすシステムもあります。これにも灯油

が使われます。また、雪がたくさん降るので、雪かきをしている

うちに雪を積む場所がなくなってしまいます。雪の置き場に困っ

たときに、雪を溶かして処理する「融雪槽」というものがありま

す。このとき、雪を溶かすのに、灯油が使われます。 

 冬になるとこのような大量の灯油の燃焼を札幌市民（１９０万

人）が同時に行うわけなので、街中の燃焼量は、相当なものにな

ります。燃焼ガスは、ほとんどが室外に排気しています。そのた

め、冬になると、街中の外気が灯油のにおいになります。冬の初

めから少しずつ濃度が上がり始め、１，２月の極寒期になると、

相当な濃度になります。私は冬の初めから少しずつ体調が悪くな

っていって、３月頃、冬の終わりになると、「慢性灯油中毒」のよ
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うな状態になってしまいます。頭痛、息苦しさ、だるさが長期間

続きます。 

 ５月になって、市内でいっせいに暖房の使用がなくなると、空

気はきれいになります。 

「あー、やっと息が吸えるようになった！」 

と喜びます。（しかし、そのあとすぐに、農薬シーズンが始まって

しまうのですが…。） 

 このように札幌は灯油の影響が大きいので、灯油が苦手な人が

住むのは、難しいかもしれません。 

 北海道でも、札幌のように人が密集していない場所なら、もっ

と楽だと思います。私は札幌に引っ越して４年になりますが、一

冬ごとに灯油への過敏性が増してきているように感じています。 

（2005．11．15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な 

農薬 

［仙台での生活］ 

 私は札幌に引っ越す前（～２００２年）は、

仙台の実家に住んでいました。そこは、住宅と

田畑が混在している地域でした。家の裏には畑がありました（広

さは約２０００㎡・６００坪）。その畑で、ときどき農薬散布をす

るのですが、私はその度に体調を悪くしていました。裏の畑で農

薬を散布しはじめたことに気づいたら、すぐに家中の窓を閉める

ようにし、散布が終わるまでは窓を開けないようにしていました。

在宅中はこのように対応できるのですが、外出中に散布されると

対応できません。それで、外出するときは、自分の部屋の窓だけ

は閉めて出かけるようにしていました。家中の窓を閉めた方が安

心なのですが、夏の暑い日に、他の家族が家にいるのに、家中の

窓を閉めていくわけにはいきませんでした。 

 裏の畑で農薬を散布されると、その後、何日間も農薬の濃度が

下がりません。独特のにおいを感じるのですが、それが２，３日

たっても１週間たってもにおいます。そして、においが薄くなっ

ても私のＣＳ症状は続き、１ヶ月くらいは影響を受け続けます。

夏に１ヶ月間ずっと窓を閉め続けるというのは暑くて無理なので、

窓を開けると、残留している農薬の気体を吸い込むことになって

しまいます。夏の間は頻繁に薬剤散布が行われるので、一夏ずっ

とぐあい悪い状態が続きました。あまりにもぐあい悪いときは、

原因を確かめるために、裏の畑に入っていって症状がどう変わる
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のかを確認してみました。畑は薬剤の独特のにおいがしており、

近づくと症状が重くなるのがわかりました。本当は、わざわざ発

生源に近づくのは危険なのですが、確かめずにいられなかったの

です。裏の畑の農薬問題はどうしようもなくて、濃度が高いとき

にはあきらめるしか ありませんでした。どこか安全な場所に引っ

越したいと思いましたが、なかなか住める家が見つかりませんで

した。（→スモール・データ・バンク「家さがし」参照） 

 

［農薬による症状］ 

 当時の農薬による症状は、次のようなものでした。手足がだる

くなりしびれたようになり、全身の力が抜けます。体がだるくて

身の置き場がないような感じになります。寝ていても寝返りばか

りうっていて、苦しくて寝られませんでした。のどが腫れた感じ

になって、息苦しくて 、息ができません。船に揺られるようなユ

ラユラとしためまいが現れ、それに伴って車酔いのような症状が

出ました。胃がムカムカして吐き気がします。頭に水がたまって

腫れたような頭痛がしました…全身症状のオンパレードでした。 

 

［症状の季節差］ 

 １９９９年２月に、自分がＣＳであることに気づいた後、私は

身の回りのＣＳ対策をして、だんだん体調がよくなっていきまし

た。はじめの頃は様々な原因物質に囲まれて暮らしていたので 、

常にぐあい悪かったのですが、対策を進めていくうちに、体調が

よいときと悪いときの境目がはっきりしてくるようになりました。

第１章〔１〕－ｃ「有害物質をかぎわける際の注意点」にも書き

ましたが、雑音いっぱいの部屋から雑音が取り除かれ、小さな音

が聞き分けられるようになった感じです。「音」ではなく「におい」

についてそのような現象が起きてきました。 

 １年くらい対策を続けていった結果、化学物質をかなり細かく

嗅ぎわけられるようになりました。２０００年になると、症状の

季節差がはっきりとわかるようになりました。冬になると体調が

よくなるのですが、夏の間はすごく体調が悪いのです。思い返し

てみると、それまで何年も同様のことが起きていたようでした。

毎年５月頃から体調が悪くなり、１０月まで続きます。１１月に

なって、木々の落葉が始まると、体は楽になってきます。それが

毎年毎年繰り返されていました。過去何年分かの手帳を読み返し

てみると、冬の間はきちんと予定が書き込まれているのですが、

５月～１０月のページは空欄だらけです。これまで意識せずにや

ってきたのですが、毎年手帳がそうなっているのを確認して、そ

れまでも夏に体調が悪くなっていたことがわかりました。 

 

［農薬のにおい］ 

 農薬は独特のにおいがあります。物によってにおいが違います

が、よく嗅ぐものは何種類かあって、そのにおいを覚えてしまい

ました。草もちのにおいのようなもの。シナモンのようなにおい

のもの。「キンチョール」のようなにおいのもの。工事現場のペン

キのようなにおいのもの。よく嗅ぐもので特徴のあるものは、こ

のようなにおいです。田畑の近くを通ると、このにおいと共に、

上述の全身症状が一気に出てきます。無臭なのに症状が出ること

もあります。症状と状況（田畑の近くいるなど）から、農薬が原
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因だと推測しています。無臭なものでも、そこに有害なガスがあ

ってそれが体に侵入し、症状が起きているのが感じられます。こ

れは嗅覚を伴わない感覚です。（この感覚はきっと、一般の人には

わかりにくいでしょう。） 私はこれまでＣＳの説明をするのに、

何度も「におい」という言葉を使ってきましたが、実際はにおい

を伴わない反応も多いのです。しかし、他に表現のしようがない

ので、あえて「におい」という表現を使っているところが何カ所

かあります。また、一般の人にＣＳのことを説明するのに「無臭

の有害物質が体に侵入して…」とやると、相手は理解できないの

で、そのときはよく「におい」という言葉を使って説明します。

私の場合は、嗅覚を介在しない症状は意外と多く、全体の半数以

上を占めています。何にでも鼻先を近づけてくんくんにおいを嗅

ぎますが、においを感じるというより、刺激そのものを感じるこ

との方が多いです。活性炭のマスクを使うと、周辺環境のにおい

はかなり薄くなりますが、刺激の方はマスクを通して体に入って

きてしまうので、私にはあまり効果が感じられませんでした。 

 

［避難生活］ 

 ２０００年５月に、家の裏で畑を作っている人が、畑から続い

ている私道に除草剤を撒きました。その私道は、私の部屋の真下

に当たります。ここに除草剤を散布されたので、私は急激に具合

が悪くなりました。ある朝、目覚めてみると、どうしようもなく

ぐあい悪かったのですが、原因がわかりませんでした。そのぐあ

い悪さが続き、２，３日過ごしているうちに、私道の草が一面に

枯れ始めました。それで、体調不良の原因は除草剤であることに

気づきました。確認のために私道に行ってみると、症状が強くな

りました。とにかく息苦しさとだるさのためにとても起きていら

れません。寝ていても苦しくて体が休まりませんでした。このま

ま家にいてもぐあい悪くなるだけなので、動けない体にむち打っ

て、何とか出かけました。家を離れると症状は軽くなっていきま

す。外出してから２～３時間たつと楽になってきました。その日

から、昼間は避難し、夜は仕方がないので家に帰ってきて寝る、

という生活を１ヶ月くらい繰り返しました。１ヶ月たって、私道

に草が生え始めた頃、私はようやく家で過ごせるようになりまし

た。 

 ホッとしたのもつかの間、私道に２回目の除草剤散布が行われ

ました。家にいられるようになってほんの数日しかたっていなか

ったので、ショックでした。また避難生活が始まりました。２回

目の散布量は少なかったので、今度は２週間くらいで症状が治ま

りました。畑の人は、前年までは草刈り機で雑草を刈り取ってい

たのですが、家族に病人が出てからは、農作業に手が回らなくな

り薬剤を散布したようです。（母が近所の人に話を聞いてきまし

た。） 

 

［お願いに行く］ 

 このままでは通常の生活がままならないので、畑の持ち主の家

を訪ねて、お願いすることにしました。私は除草剤の影響で具合

が悪くなっていて心許ないので、夫に一緒に行ってもらいました。

菓子折を持って訪ねていきました。 

 畑の持ち主に、次のように事情をお話しして、お願いしました。 
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○私道に撒いている除草剤が原因で私は体調を崩していること 

○私道の雑草は、これから私が草取りをするので、除草剤を撒か

ないで欲しい、ということ 

○畑は生活上必要なことなので、従来通り薬剤散布してかまわな

い、ということ 

 

その人はとてもよく聞き入れてくれました。私と夫はホッとして

家に帰ってきました。私は、畑の作物にまいている農薬にもひど

い症状を起こしていたので、本当の気持ちは、ここの散布もやめ

てもらいたかったのです。しかし、この畑は、趣味でやっている

わけではなく、仕事でやっているので、そこまで望むのは難しい

と感じていました。畑よりも、私の部屋に近い私道の除草剤散布

をやめてもらうことが先決でした。相手の気分を害することなく、

話を聞いてもらうためには、上記のような条件でお願いするのが

いいのではないか、と思ったのです。あらかじめ、夫とよく話し

合って、方針を決めていきました。 

 ２０００年の夏はひたすら私道の草むしりをしました。畑から

農薬の気体が流れてくるので、フラフラになりながらやりました。

苦しかったけど続けることができました。雑草を取ることで、自

分の手で自分の身を守っているのだという実感があったからこ

そ 、続けられたのだと思います。私が黙々と草取りをしていると、

母がよく手伝ってくれました。本当にありがたかったです（涙）。

翌年からは、裏の畑の人が、私道の草を、草刈り機で刈ってくれ

ることになりました。助かりました。そもそも私道に除草剤を撒

いたのは、「雑草が生い茂っていると私の家に迷惑がかかるから」

というのが本来の理由だったようです。母が畑の人と何度か話を

するうちに、そういうことがわかってきました。 

 

［症状が悪化］ 

 ２００１年５月からＣＳが急激に悪化し、水道水に対して強い

目の痛みを感じるようになりました。それと同時に、田畑の近く

に行くと、強い目の痛みが出るようになってきました。２００１

年の夏は外気の刺激が強くて、とても部屋の窓を開けることがで

きなくなってしまいました。私はＣＳのためにエアコンを使うこ

とができなかったので、閉め切った部屋で過ごす夏は暑くて、と

ても苦しかったです。水道水が使えなくなってからは、汗をかい

てもシャワーを浴びたり洗濯したりするのが困難になったので、

とても困りました。これではとても暮らせないと思い、引越を決

意しました。夏の間はあまりのぐあい悪さに、とても先のことを

考えている余裕はありませんでした。２００１年も冬になったら、

農薬の刺激が少なくなって、少し体調が回復したので、その間に

真剣に調べたり考えたりしました。そして、２００２年５月に私

は札幌に引っ越しました。この引越は成功で、農薬に関していえ

ば、格段に楽になりました。住居選びは、周囲に農地がないこと

を第一条件に選びました。 

 

［札幌での生活］ 

 札幌は涼しいので、仙台に比べて雑草の育ち方がとても遅いで

す。夏が短いので、雑草は年に数回、草刈り機で刈ればすんでし

まうようでした。河川敷の雑草を、草刈り機で刈っている人の姿
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を、目にすることがあります。砂利を敷いてある駐車場も、仙台

と比べると、少ししか草が生えないので、除草剤を撒く必要がな

いようです。また、札幌の人は仙台に比べておおらかな感じで、

雑草が生えていてもあまり気にしないようです。道路の脇や空き

地に草が生い茂っているのを見ると、私は安心します。仙台では

アスファルトで舗装されていない場所はどこでも、徹底的に人の

手が加えられていました。しょっちゅう除草剤を撒いているとこ

ろを目にしました。雑草が生えると蚊が発生するというのも、除

草剤散布に拍車をかけていたようです。札幌に越してきてからは、

私はほとんど蚊に刺されなくなりました。市街地にいる限り、蚊

を見ることはありません。蚊取り線香を焚く家もないので助かり

ます。蚊以外の虫も、仙台と比べると格段に少ないです。サイズ

も小さく弱々しいです。そのため、殺虫剤の使用量も少なくなっ

ているようです。 

  

［回復］ 

 ２００２年の夏は、私の過敏性はまだ高いままでした。７月の

初めに近所で一斉に庭木の消毒が始まりました。家の窓を閉めて

いても、私はとても具合が悪くなってしまいます。撒布の現場を

目撃したときは、すぐに家中の窓を閉め、車で外出するようにし

ていました。一日中、出かけていて、夜帰ってくるのですが、家

の周りの空気は強い刺激臭を帯びていました。 

 その刺激が何日も続きます。近所のあちこちで次々と撒布する

ので、回復するいとまがありませんでした。 

 ２００３年になると、劇的な変化が起きました。例年通り、７

月に消毒が始まりました。前年のように急いで窓を閉めて、外出

しました。この年はたった半日家を離れていただけで、帰宅した

ときには刺激臭は消えていました。前年に比べれば格段の回復で

す。半日家を空けるだけでいいので、気持ちも体もとても楽にな

りました。 

 症状はさらに年々回復してきて、現在（２００５年）では、も

っと反応が軽くなってきています。２００５年７月に隣家で庭木

の消毒をしたときには、外出せずに、半日窓を閉めているだけで

すみました。私は窓越しに、撒布の様子をじっくり眺めることが

できました。撒布４時間後、近所のポストに手紙を出しに行った

のですが、消毒した庭の横を通っても、特に反応は起こしません

でした。その日は念のため、窓を閉めたままでいましたが、翌日

からは普通に窓を開けて換気できるようになりました。その２日

後には、庭でジンギスカンを食べていて何ともなかったので、よ

くぞここまで回復したものだと感心します。 

 この先もっと回復していけば、農薬に対する反応はさらに軽く

なっていくのではないかと期待しています。 

（2005．6．20） 

 

農薬の空中撒布  

［農薬散布の状況］ 

 田畑に広い範囲で農薬を撒くときは、ヘリコ

プターによる空中撒布が行われます。空中散布

は広範囲に大量に農薬の霧が拡散するので、有害性が高いと感じ

ます。 
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 ２００２年までに住んでいた仙台では、何年か前からヘリコプ

ターによる空中撒布は廃止されていました。その代わりに農業機

械やラジコンヘリによる散布が行われていたようなのですが、撒

布の現場を見たことがないので、どのような規模・頻度で行われ

ていたのかはよくわかりませんでした。  

 夫は、宮城県の南の方の町に住んでいました。結婚後も一緒に

住む家が見つからないので、私たち夫婦はそれぞれの実家に暮ら

していました。夫の実家は、家の周囲が見渡す限り田んぼで、ヘ

リコプターによる空中撒布が行われている地域でした。撒布をす

るときは、事前に回覧板で撒布日を知らされるのだそうです。農

薬を空中撒布すると、田だけではなく、家や車にも農薬の霧が飛

散します。 

 

［夫に会えなかった日］ 

 夫の家の周りで空中撒布があってからすぐに、夫が私の家に来

たことがありました（２００１年７月頃）。私の実家の庭に、夫の

車が入ってきたとき、私は強い刺激を感じました。その刺激は夫

の車のボディから発散していました。そして、夫が車から出てき

たとき、夫本人からも 、とても強い刺激臭を感じました！ 空中

撒布後、夫の実家の周辺一帯が濃い農薬の霧に包まれていたので

はないかと思います。そのため、夫の車にも、着ている服にも、

農薬の成分が付着してしまったようでした。夫ははるばる５０ｋ

ｍの道のりを運転して私を訪ねてきてくれたのに、私はとても一

緒にいることができませんでした。申し訳なかったけれど、その

まま家に帰ってもらうことにしました。 

 夫と別れた後、私は２日間寝込みました。そして、その後しば

らくは夫と会わないことにしました。どれくらい時間がたったら、

あの刺激は収まるのか、気が気ではありませんでした。このまま

ずっと会えなくなってしまうのではないかと心配だったのです。

２週間後、夫がまた訪ねてきてくれました。私は恐る恐る玄関か

ら出て行ったのですが、幸いなことに、あの刺激はなくなってい

ました。本当によかったです。それからは、空中撒布が行われた

後は、しばらく会わないように日程を調整しました。 

 

［無農薬野菜なのに…］ 

 札幌に引っ越してからは、家の周りに農地がないので、空中撒

布とは無縁の生活を送っています。それでもときどき、空中撒布

のことを意識することはあります。夫の実家では自家用に野菜を

栽培していて、我が家にも野菜を送ってきてくれます。無農薬栽

培です。この野菜はとてもおいしいです！ しかし、ときどき野

菜に刺激物が付着していることがあります。そのときに電話で夫

の実家に聞いてみると、周辺で農薬の空中撒布をした直後だった

ということがありました。根菜類はそれほどでもないのですが、

葉物野菜はとても刺激が強かったです。 

（農薬の空中撒布については、「第２章〔２〕原因の究明－ａ よ

く観察し調べる」にも情報が載っています。） 

（2005．6．24） 
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は 

排気ガス 

 私は自動車の排気ガスが苦手ですが、他の化

学物質に比べると、それほど強い症状は出ませ

ん。第１章〔１〕－ｂにランキング表を載せま

したが、排気ガスは下の方（症状が軽い方）になっています。 

 

［排気ガス質の違い］ 

 仙台にいたときは通行量の多い道路を歩いていても、排気ガス

の害をそれほど意識することはありませんでした。困るのは、ト

ラックがアイドリングしている近くを通るときや、バスターミナ

ルに行かなければならないときくらいでした。しかし、２００２

年に札幌に引っ越ししてから、以前より排気ガスに苦しめられる

ようになりました。札幌は仙台よりディーゼル自動車の割合が高

いからです。道路脇を歩いていると、ディーゼル排気のにおいと

粉っぽさを感じるようになりました。吸い込むと鼻の穴が痛くな

り、息苦しくなります。徒歩で外出すると、家に帰ってきたとき、

全身粉をまぶしたような感覚になります。 

 

［ディーゼルは苦手］ 

 アイドリングしているディーゼル車の近くを通らなければなら

ないときは、急ぎ足でサーッと通り過ぎるようにしています。は

じめの頃は、夫は私の行動が理解できず困惑しているようでした。

私が突然急ぎ足になるので、驚いていました。急ぎ足になるよう

なときは、緊急の場合が多いので、その場では説明している時間

がありません。危険が去って落ち着いてから、ゆっくり説明する

ようにしていました。何度か繰り返すうちに、夫はすっかり慣れ

てしまったようです。現在では、夫の方が一足早く危険を察知し

て、先の行動を促してくれることもあります。「あ、トラックがい

るよ。先に行きなよ。」というように。これは歩きタバコの人がい

るときも有効な方法です。 

 

［札幌の冬の朝］ 

 北海道の冬の朝は、どの車も出勤前に長時間アイドリングをし

て車を暖めるので、街中排気ガスが充満します。この時間帯に雪

かきをしないように気をつけています。家の窓を開けて換気する

のも控えています。 

 

［駐車場での注意］ 

 車で出かけたときに、駐車場が立体駐車場だったり、地下駐車

場だったりすることがありますが、要注意です。立体駐車場や地

下駐車場は排気ガスが充満しているからです。一人で出かけると

きは青空駐車場以外には停めないようにしています。夫と二人で

出かけて、立体駐車場や地下駐車場に駐車するときは、駐車場に

入る前に私だけ車から降りて、夫だけが駐車場に入っていきます。

その後、建物の玄関などで待ち合わせをするようにしています。 

 

［バスターミナル］ 

 仙台にいたとき（～２００２年）は、バスターミナルでバスを
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待つのは、絶対に無理でした。ディーゼル車の排気ガスが充満し

ているからです。駅前のバスターミナルの近くを通るときも、早

足でサーッと通り過ぎていました。２００４年８月から自家用車

に乗れなくなり、バスで移動することになったのですが、排気ガ

スで困りました。はじめの頃は、バスターミナルに行けるわけが

ないと思っていたので、バスターミナルを避けて路線を選んでい

ました。乗り継ぎのときも 、バスターミナルを避けて路線を決め

ました。でも、バスターミナルを経由しない乗り継ぎ方法なんて

あるでしょうか？ 停留所１つ分歩いたりして、何とか工夫しま

した。それにしても不便でした。 

 あるとき、どうしてもバスターミナルに行かなければならない

用事ができてしまいました。おそるおそるバスターミナルに行っ

たのですが、思ったより刺激が少なく、何とか耐えることができ

ました。札幌のバスターミナルは 、寒さから乗客を守るために、

待合室が建物の中にあります。そのため、排気ガスを浴びるのは、

バスに乗り込むときだけなのです。待合室は建物の中とはいえ、

バスの排気ガスが少しずつ入り込んできますが、外で待っている

のに比べたら格段に楽です。ありがたいです！ 現在では、バス

ターミナルに問題なく行けるようになっています。むしろ交通量

の多い道路沿いでバスを待っているより楽です。 

 

［国による違い］ 

 国によって、排気ガスの質が違います。１９９９年～２００１

年にかけて、何度か海外旅行に行きました。その経験から評価す

ると、ドイツ・ベルギー・日本は排気ガスの質はよい方です。フ

ランスは少し有害性が高いと感じました。スペインは街中ものす

ごい排気ガスのにおいで、のどや肺が痛くなり、ほとんど息がで

きないという感じでした。苦しかったです。カナダは日本に比べ

ると、排気ガスの有害性が高いように感じました。アメリカはカ

ナダに比べると、ずいぶん楽でした。ただし、カナダ・アメリカ

に行ったときは（２００１年）、私はすでに電磁波過敏症（ＥＳ）

を発症していたので、純粋に排気ガスの有害性を感じていたのか、

ＥＳ症状が混ざり合っていたかは自信がないです。国によって、

排ガス規制や法律の遵守の度合いが違うので、このような違いが

出るのだと思います。 

（2005．5．26） 

 

バス  

［これまでのバスとの関わり］ 

 子供の頃からバスに乗るのは苦手でした。よ

く車酔いしました。今思うと、車酔いの他に、

バスの排気ガスのにおいや車両のにおいでぐあい悪くなっていた

というのもあったようです。 

 仙台に住んでいたときは、家が地下鉄の沿線にあったので（～

２００２年）、ほとんどバスに乗ることはありませんでした。札幌

に引っ越してからも、自家用車のみで移動していたので、長年バ

スとは縁のない暮らしをしていました。自分がＣＳだと気づいて

からは、子供の頃にバスが苦手だった理由がよくわかりました。

特に、車内の消毒のにおいに反応していたのではないか、と思い

当たりました。そして、「ＣＳが治るまでは、バスに乗るのはとて
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も無理だろう」と頭から決めてかかっていました。 

 転機は２００４年８月に訪れました。８月のはじめから、自家

用車に乗ると、エアコンの空気で強い刺激を感じるようになり、

乗っていることができなくなってしまいました。目の痛みが強く、

とても目を開けていられません。しばらく痛みを我慢して乗って

いたのですが、８月中旬に駐車場で、車をぶつけてしまいました。

このままでは大事故を起こす可能性もあったので、車に乗るのを

あきらめました。 

 車に変わる交通手段として、バスに乗ってみることにしました。

最初は「絶対にぐあい悪くなるはず」と決めてかかっていたので、

短時間だけ試してみることにしました。スーパーに買い物に行く

ことにしたのですが、バス車内でぐあい悪くなってしまった場合、

買い物を無 事すませられるのだろうか、帰ってこれるのだろうか

と、とても心配でした。念のため、着替えを持っていきました。

バスの車内で刺激物が服についてしまうと、バスを降りた後、ぐ

あい悪さのために買い物ができなくなる恐れがあります。スーパ

ーに着いてからトイレで着替えをすれば、バスの刺激物の影響を

減らすことができます。 

 初めて乗ったバスは…そうです、確かににおいました。バスの

車両のにおい、排気ガスのにおい、乗客の服のにおい、香水、シ

ャンプー、革靴のにおい…そんなものが混ざり合ってにおってい

ました。しかし、私はそのにおいを嗅ぎながらも、それほど強い

反応は起こさずに目的地までたどり着きました。きっと前よりも、

体が回復していたのでしょう。多分、その１年前にバスに乗った

らもっと強い反応が起きていたと思います。ここ数年で少しずつ

からだが回復してきたために、バスに乗れるくらい過敏性が下が

ってきたのです。重症のＣＳ患者にとっては、バスはリスクの高

いものなので、ある程度回復してからでないと、難しいかもしれ

ません。 

 バスの車内のにおいは、乗るときによって違います。乗客が身

につけているもののにおいが混じり合って、車内の空気を構成し

ているからです。香水のにおいの強い人、新築に住んでいるらし

い人、農薬のにおいがする人など様々です。これらが無差別に襲

ってきます。そのときによって何が出るかわからないので（びっ

くり箱のようです）、ヒヤヒヤします。雨の日は湿気があるので、

より一層においが強くなります。車両が新しいと、バス自体のに

おいも強いです。（塗料のようなにおいがします。） どうしても

車中にいられないときは、いったん降りて、次のバスを待つこと

もあります。しかし、１時間に１台しかバスが来ない路線もある

ので、その場合は、次のバスが車で、長時間待つことになってし

まいます。もし、１本やりすごしたとしても、次のバスが大丈夫

かどうかわからないので、困ります。そのようなときは、がまん

して乗り続けることもあります。そのつど状況を判断して決めて

います。 

 バスの車内で、自分の座席の近くに香水や整髪料のにおいが強

い人が来たときは、サッと立って他の席に移動します。席が空い

てないときは、一番楽な場所に移動して立っています。ウロウロ

と車内をさまよっています。私は電磁波過敏症（ＥＳ）もあるの

で、ケータイメールをしている人もこのように避けています。（１

ｍくらい離れると大丈夫な感じです。） 
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［バス会社による違い］ 

 札幌市内は、３社の民間バス会社が、地域別にバスを運行して

います。私がよく利用するのはＡ社のバスで、ときどきＢ社も利

用します。*1 バスの車両のにおいや環境はバス会社ごとに違い

ます。よく利用するＡ社のバスは、ほとんどの車両が刺激が少な

いので 、あまり警戒せずに乗れます。しかし、Ｂ社のバスは３台

に１台くらいの割合で、強烈な刺激臭がするバスに当たるので、

その度にものすごく具合が悪くなります。乗るたびによく観察し、

記録をとったのですが、どのタイプのバスが刺激が強い なのか、

外観から見分けることはできませんでした。原因はエアコンから

吹き出てくる空気のようです。冬の間、暖房をつけているうちは

大丈夫なのですが、夏になって冷房になると、刺激の強い車両に

遭遇するようになります。 

 Ｂ社のバスにはなるべく乗らないようにしているのですが、や

むを得ず乗らなければならないことがあります。そのときは、バ

スに乗り込むときによく車内のにおいを嗅ぎます。乗り込むとき

の動作をなるべくゆっくりにして、その時間でよく嗅ぐようにし

ています。それで刺激が強いようであれば 、すぐにバスを降りま

す。チェックする時間が短くて判断できないときは、運転手に「こ

のバスは○○に停まりますか？」などと質問して時間を稼ぎなが

ら、車内のにおいを嗅ぎます。それでＯＫなら乗り、ダメなら次

のバスを待ちます。 

 Ｂ社のバスに乗るときは、あらかじめバス用の服装を用意して

おきます。バスに乗る直前にトイレで着替えます。有害なバスに

乗ってしまうと、服に刺激がついてしまい、バスを降りてからも

ずっとその刺激に悩まされることになります。バスに乗る前に、

バス用の服に着替え、目的地に着いてから、もとの服に着替えま

す。そうすると、バスの刺激がついた服を長時間着ることがない

ので、症状を最小限に抑えられます。着替える場所は公衆トイレ

ですが、芳香剤のにおいが強いところが多いので、それでも困る

ことがあります。同じ場所に何度も行くような場合は、どのトイ

レが大丈夫かということをよく確認して、定番のトイレを決めて

います。 

 ほとんどのバスは、乗客が手で窓を開けられるようになってい

ます。車内が暑くなると、窓を開ける人が出てきます。すると、

車内に他の車の排気ガスが入ってきて、私は具合が悪くなります。

特にバス停で他のバスの後ろについたときや、バスターミナルに 

停まっているときなど、ディーゼル車の排気ガスが車内に流れ込

んできて、たまらない状態になります。バスの前の方の席に座る

と少しだけ楽です。 

 

［季節による違い］ 

 ２００４年の１０月頃から、ストーブの煤のような、塗料のよ

うな、灯油のようなにおいをした乗客が増えました。寒くなって

いっせいに自宅でストーブを焚き始めたからのようです。夏を越

した質の悪い灯油を焚いたのではないか…というような におい

の人がたくさんいました。服や髪ににおいがついています。この

頃は、混んでいるバスに乗るとつらいので、買い物などで出かけ

るときは、すいている時間を選んで行っていました。 

 ２００４年１２月始めに本格的に雪が降り、乗客が次々と冬物
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のコートを着始めました。その頃からバスに乗ると、とても具合

が悪くなるようになりました。症状は、農薬を浴びたときに似て

います。フラフラと船に揺られているようなめまいが起き、頭に

水がたまったような痛みが出て、気が遠くなります。視野が狭く

暗くなります。手足がしびれてだるくなります。のどが腫れて息

苦しくなります。乗客のコートに防虫剤のにおいが混じっていま

した。樟脳、ナフタリン、パラジクロロベンゼン、ピレスロイド

系（無臭だけど神経症状が出ます）。明確に嗅ぎわけられるわけで

はないのですが、おおよそこのようなにおいが混在していました。

ナフタレンやパラゾールのにおいは久しぶりに嗅いだので懐かし

かったです。この頃はバスに乗ると、フラフラになってしまい、

家に帰ってからシャワーを浴びて洗い流しても神経症状が取れず、

ぐあい悪さが続きました。乗車中に、だんだんと意識が遠くなっ

ていくのが怖かったです。このまま意識を失ってしまうのではな

いかと思って…。 

 バスは満員になると、５０～６０人の人が乗ることになります。

満員のバスに乗っていると、さながら洋服タンスの中に押し込め

られたような感覚にとらわれました。防虫剤の他にも、クリーニ

ング剤のにおいも混じっていました。冬のコートは、タンスから

出したばかりが一番におうはずなので、この先、冬が深まってい

けば、次第に防虫剤のにおいは薄くなっていくだろう…と予想し

ました。冬物のコートは玄関などに掛けておいて、いちいちタン

スにしまわないので、日に日に防虫剤の成分が発散していって濃

度が薄くなるはずです。それで、１２月は一時的に我慢して、バ

スに乗らないようにしていました。外出できなくなって、すごく

つまらなかったです！ １月になってから、おそるおそるバスに

乗ってみましたが、１２月初めに比べて防虫剤の濃度はかなり下

がっており、以降またバスに乗れるようになりました。防虫剤で

ぐあい悪くなったときは、のどが腫れて息苦しくなったので、の

どの前の皮をつまんで空気を通してやりました（→第１章〔４〕

－ｄ「ぐあい悪くなったときの対処法」参照）。少しだけ楽になり

ます。活性炭のマスクをしてみましたが、効果がないばかりか、

かえって息苦しくなったのでやめました（→スモール・データ・

バンク「マスク」参照）。バスの車内全体の空気が悪いときは、バ

スの先頭のドア付近に立つと楽です。停留所にとまる度に、ドア

が開いて、外の空気が入ってくるからです。これも、交通渋滞な

どのときは、排気ガスが入ってきて逆効果になってしまいますが

…。私はその場の状況に合わせて、少しでも楽な場所を探してい

ます。 

 

［バス停での注意］ 

 バス停でバスを待っているときは、車の排気ガスに曝されてつ

らいです。バス路線はたいてい幹線道路沿いなので、交通量が多

いです。バス停でバスを待っていると、もろに排気ガスを浴びて

しまうので、バス停から離れたところで待つようにしています。

歩道よりさらに下がった空き地・駐車場や、細い道の奥の方で待

ちます。道路際から少し離れるだけでも、排気ガスの濃度は、か

なり薄くなるように感じています。近くに建物があって、中で待

てるような場合は、そこで待つこともあります。いずれの場合も、

ときどきバス停の方を見て、バスが来ていないか確認します。 
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 冬になって雪が積もると、排気ガスによるＣＳ症状は、かなり

軽くなります。雪が排気ガスの粒子を吸着してくれるようです。

そして、冬道はスリップする危険性があるので、ドライバーはス

ピードを落として走ります。そのため排気ガスの量が少なくなっ

ているようです。春になって雪がとけると、再び排気ガスの濃度

が高くなったように感じます。 

 

［天然ガス自動車］ 

 札幌市内のバス会社Ａ社は、環境に配慮した天然ガスを燃料に

したバスを導入しています。バスに乗り始めた頃、私はときどき、

とても刺激の強い車両に乗り合わせることがありました。車内で

は目が痛くてとても開けていられません。空いているバスでもそ

の刺激を感じたので、乗客が身につけている ものが原因なのでは

なく、車両由来の刺激物質のようです。何度か遭遇するうちに、

刺激のあるバスは天然ガス車であることに気づきました。このこ

とに気づいてからは、天然ガス車が来たら、１台やり過ごすこと

にしました。バスの車内に乗り込まなくても、外にいるだけで強

い刺激を感じるので、そのバスが天然ガス車だとわかります。「天

然ガス自動車」と車両に明記してあるのもありがたいです。（「地

球に優しい」と書いてある車両もあります。地球には優しいかも

しれませんが、私には…？）バスの本数が多い路線は、１台やり

過ごせばよいのですが、本数が少なくて１時間に１本しか来ない

ような路線では、天然ガス車が来るととても困ります。その場合

は事前に電話でバス会社に確認するようにしています。 

「私は天然ガスのバスに乗ると、においでぐあい悪くなるので、

明日乗る予定のバスが、天然ガスの車両かどうか教えてください。

路線は○○、時刻は○○です」 

というように問い合わせます。そのバスが天然ガス車であれば、

予定を組み替えるようにしています。私があまりにも頻繁に問い

合わせるので、バス会社の方では私のことを覚えたみたいです。

最初に問い合わせた ときは、バス会社の人が特別に対処してくれ

ました。私が前日に電話で事情を話すと、バス会社の人は、 

「明日のそのバスは天然ガス車ですねー。でも、わかりました。

明日の配車表を書き換えて、そのバスは普通燃料車にします。」 

と言ってくれました。え！？ 私一人のために？ わざわざ！？ 

すごくうれしかったです。でも絶対にその時刻のバスに乗らなけ

ればならないので乗り遅れないか（乗り継ぎがうまくいくか）、ヒ

ヤヒヤしました。バスは場合によっては、ものすごく遅れること

があるからです。このときはうまいぐあいに乗り継ぎができて、

予定のバスに乗れました。翌日の予定がはっきり決まっていない

ときは、前日に問い合わせることができないので、バスに乗る直

前に、そのつど電話で確認しています。しかし、いちいち問い合

わせるのが面倒なときは、当たりはずれはあるのですが、確認せ

ずにバスを待つこともあります。バス会社の説明では、１０台に

１台が天然ガス車だということです。 

 ２００５年の３月頃から、私の住む地域のバス路線で、明らか

に天然ガス車の割合が増えたように感じました。以前は１５台に

１台くらいの割合で遭遇していたのですが、この頃は７台に１台

という感じになりました。１台やり過ごしたら、次のバスも天然

ガス車だった 、ということが重なりました。何台もやり過ごして
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１～２時間待ったこともあります。それに懲りて、バスに乗るた

びに、バス会社に電話でいちいち確認することにしました。１ヶ

月ほど、毎日のように電話していました。そんなことをしている

うちに、その後めっきりと天然ガス車率が下がり、めったに遭遇

しなくなりました。私がしょっちゅう電話するので、バス会社の

方で考えて、私の家の近くのバス路線に天然ガス車を回さないよ

うに配慮してくれたのかな、と思います。（気のせいかもしれませ

んが…。）  本当にありがたいです。この先、環境に配慮した天

然ガス車は、ますます台数が増えていくそうです。そのうち私は

バスに乗れなくなってしまうかもしれません。でも、その頃まで

には体調がよくなって、バスにも自動車にも問題なく乗れるよう

になっているのではないかと思います。それが私の目標です。 

 追記 

 ずいぶん細かいバス事情を書いてきたので、これを読んだ方は

「大変そう」と思ったかもしれません。確かに細かい注意は必要

なのですが、ゲーム感覚でやると、「冒険」という感じがして面白

いです。今ではバスにすっかり慣れて、出かけるのが楽しくなり

ました。自家用車にはないのんびりとした感じが好きです。バス

の車内で声を掛け合ったり、席を譲ったり、人とのふれあいがあ

るのもいいです。ずっと自家用車に乗ったままだったら、街の人々

をこんなに身近に感じることはなかったろうと思います。バスの

運転手さんがすごく親切なのもいいです（Ａ社）。 
*1 札幌市及び近郊にお住まいの方への情報 

バス会社は、Ａ社・・・ＪＲ北海道バス，Ｂ社・・・北海道中央バス です。 

（2005．6．30） 

飛行機(航空機)  

［席の選び方］ 

 実家に帰るときに、国内線の飛行機に乗りま

す。私は、必ず翼より前の席に座るようにして

います。一度、何も考えずに翼より後ろの席に座ったら、離陸と

同時に鼻の穴が痛くなり、息苦しくなって頭痛がしたので、これ

はジェット燃料による反応ではないかと考えました。「シートベル

ト着用」のサインが消えてからすぐに 、翼の前の方の席に変えて

もらったら、前記症状は軽くなりました。それ以来、座席を取る

ときは、必ず翼の前の席を取るようにしています。「混雑していて

前の席がない」と言われることがありますが、｢ジェット燃料が苦

手でぐあい悪くなる｣と事情説明すると、席を取ってくれます。混

雑時でも 、今まで一度も断られたことがありません。 

 人によっては、翼の前より後ろの方が楽だと感じるようです。

私は電磁波過敏症(ＥＳ)でもあるのですが、ＥＳについて書かれ

た本を読んだとき、「飛行機の前の席より、後ろの方が電磁波環境

はよい。後ろの席に座ろう」と書かれてあるのを見たことがあり

ます。いろいろ情報はあるのですが、最終的には、私は自分の体

感で選んでいます。自分の体にとって一番楽な場所はどこかを、

感覚で選んでいくのが一番確実だと思います。飛行機の中は、い

ろんな人の服や持ちものの匂いでけっこう大変ですが、国内線は

短時間なので何とかなっています。 

 

［国際線］ 

 ２００１年にＣＳ症状が悪化するまでは、海外にも何回か行っ
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ていました。国際線は、長時間乗っているので、体に負担の少な

い環境を選ぶことが重要になってきます。これまで乗った中で、

アメリカン航空(ＡＡ)と日本航空(ＪＡＬ)の機内の空気は割とよ

かったです。エール・フランスは、香水のような匂い＋何か別の

匂いで具合が悪かったです。２００３年 頃からのことですが、北

米から西ナイル熱を日本に運び込まないようにするために＜日本

＞ ←→ ＜北米＞の機内の消毒が強化されているようです(２０

０３年 7月 4日 朝日新聞)。２００４年６～７月に、夫がＡＡで

アメリカに行ったのですが、鞄や服に刺激臭が染みついていまし

た。多分、私が今ＡＡに乗るのは無理だと思いました。 

（2005．1．9） 

 

病院通い  

［病院の消毒のにおい］ 

 仙台にいたときに通っていた皮膚科は、とて

も消毒臭の強いところでした。待合室で待って

いると、だんだん具合が悪くなってきます。だるくて、体の力が

抜けたようになり、思考力の低下と、気の遠くなる感じが起きま

した。ＣＳが重症化する前は、それでも何とか通い続けていまし

た。 

 ２００１年に化学物質過敏症が悪化してからは、とても待合室

で待っていられなくなりました。それでも、定期的に通わなけれ

ばならなかったので、夫の助けを借りることにしました。夫は、

仕事が休みの日に、私と一緒に皮膚科まで行ってくれました。私

は待合室にいるとぐあい悪くなるので、外で待ち、代わりに夫が

中で待ちました。私はときどき中の様子をうかがっています。順

番が来て名前が呼ばれると、夫が外に合図してくれるので、私は

中に入っていって受診しました。このような方法で診察を受ける

ことができました。（協力してくれた夫にはとても感謝していま

す。） 

 この皮膚科は、いつもとても混んでいました。２時間くらい待

つのは当たり前でした。夏の暑い日や冬の寒い日に、外で待って

いるのはつらかったです。 

 １９９９年頃からすでに、その病院の消毒剤の有害性に気づい

ていました。この頃はまだ、自分で待合室で待っていられたので

すが、診察が終わる頃には、いつもぐったりしていました。家に

帰ってすぐに着替え、シャワーをあびるようにしていました。 

 

［どうしても通えない］ 

 ２００１年１月に、帯状疱疹（ヘルペス）にかかったときは、

毎日この皮膚科に通わなければなりませんでした。私はヘルペス

で熱が出ている上に、抗ウィルス剤を飲んでぐあい悪くなり、体

を動かすのがつらくなりました。２日続けて皮膚科に通った後、

３日目はどうしても体が動かず、病院に行くことができませんで

した。無理して行ったとしても、帰ってきた後の着替え・シャワ

ーができるかどうか自信がありませんでした。 

 それで、家で寝ていたら、病院から電話がかかってきました。

具合が悪いということを話しましたが、無理をしてでも病院に来

るように言われました。それでも、どうしても行けませんでした。

２週間くらい安静にしていたら、ヘルペスは治っていきました。 
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［医療を受けられない問題］ 

 その後、この病院を受診したときに、再び「きちんと通わない

とダメだよ」と言われました。このときは、このような強い姿勢

が疑問だったのですが、それから４年後に、ようやくその理由が

わかりました。２００５年にペインクリニック（痛みを取る医療）

の本を読んでいて、「ヘルペス後神経痛」についての記述を見つけ

ました。ヘルペスにかかった人の中には、後遺症で神経痛が出る

人がいるらしいのです。 

 この痛みは難治性のもので、一生続きます。そして、その痛み

がとても強いので、そのため人生の質が変わってしまうほどだと

書いてありました。ヘルペスにかかったときに、しっかり治療を

して、きちんと治してしまわないと、この神経痛が出やすくなる

のだそうです。それを読んで、４年前、どうしてあれだけ強い口

調で通院を促されたのかがよくわかりました。あの先生は、私の

ためを思って言ってくれたのです。私はその重要性がわからなく

て、病院にも行かなかったし、薬を飲むのもやめてしまいました。

後遺症が残らずにすんで本当によかったです。このときは 、たま

たまよい結果に終わりましたが、場合によってはもっと深刻な事

態になる可能性もあったということです。必要な医療を受けられ

ないということは、とても大きな問題だと思いました。 

 札幌に越してきてから通っている皮膚科は、仙台の皮膚科とは

対照的に、消毒臭のとても少ない医院です。体の負担が少なくて、

とても助かっています。 

 

注意：ヘルペスにかかるということは、かなり体力が弱っていた

証拠です。私は２０００年９月に顎関節症になり、顎の痛みのた

め、まともな食事を取れなくなってしまいました。しかし、活動

量は落とさなかったので、どんどん体力が低下していったようで

す。２００１年１月にヘルペスが治ったあとも、同様の生活を送

り、２００１年５月に、電磁波過敏症の発症・ＣＳの劇的な悪化

を体験することになります。 

 このように、ＣＳの悪化には、前兆となる出来事がありました。

あのとき、体のサインを見逃していなければ…という思いが、今

でもあります。栄養をとること、体力をつけることは、ＣＳの発

症・悪化を防ぐために有効な手段であると思います。 

 ２００３年春に新しい食事法を始め、食事を大量にとるように

なってから、ＣＳはどんどん回復しました（→第３章「体力をつ

ける方法」参照）。このときも顎関節症は治っていなかったので、

食品をいちいちすり鉢ですったり、ハサミで刻んだりして、とに

かく食べられるだけ食べるようにしました。体力が弱ってくると、

食欲が落ちてしまい、食べることが億劫になってしまうものです

が、そこを工夫して積極的に食べるようにすると、よい循環に乗

ってきます。 

 以上が、私の体験から得られた教訓です。 

（2005．10．20） 

 

ペンキ 

 ペンキは、日常生活ではあまり遭遇すること

のない化学物質です。外壁や屋根の塗装、マン
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ションの塗り替え、家のリフォームのときに問題になってきます。

私はこれまでペンキに接触した機会はあまり多くないのですが、

これまでの曝露歴と症状の出方を振り返ってみたいと思います。 

 

［ペンキを積んだ車］ 

 ２０００年頃、夫の会社の車に乗せてもらったことがありまし

た。工事現場に乗り入れるワゴン車で、脚立やペンキが積んであ

ります。乗る前から、「ぐあい悪くなるんじゃないだろうか…？」

と思いましたが、短時間だけなので、乗ってみることにしました。

乗り始めから１０分くらいした時点で、頭痛がしてきました。こ

めかみの上が締めつけられるような鋭い痛みです。その痛みが時

間と共に頭全体に広がっていって、耐えられない痛みになりまし

た。このように、ペンキによる反応は、この頃は頭痛が主な症状

であり、体の他の部分には出ませんでした。このときは、何とか

最後までその車に乗っていましたが、次回からはもう無理だと思

いました。 

 

［屋根塗装］ 

 次のペンキ体験は２００２年の夏のことです。隣家で屋根のペ

ンキ塗りが行われました。工務店に依頼するのではなく、隣家の

主人が屋根に上がって塗っていました。このときはＣＳが重症だ

ったので、症状がひどくならないかとても心配でした。しかし、

予想したよりはぐあい悪くならなくてすみました。ペンキのにお

いはしていましたが、家の窓を閉めれば何とかしのぐことができ

ました。ペンキの種類が私にとって負担の少ないものだったこと

と、よく晴れた日に行ったので、成分の揮発が早かったのが幸い

だったようです。 

 ほとんど同時期に道路を挟んで斜め向かいの家でも屋根の塗装

をしました。このときのペンキの刺激は隣家のものよりずっと強

かったです。私は目の痛みと頭痛を感じました。家の窓を閉めて

いても、隙間から家の中に、少しずつペンキの成分が入ってくる

のがわかります。２～３日窓を開けずに、濃度が下がるのを待ち

ました。やはり夏だったので、揮発が早くて助かりました。ペン

キの種類によって、これだけ症状の違いが現れるのだということ

が、よくわかった出来事でした。私が現在住んでいる家（賃貸住

宅）も、いずれ屋根塗装をすることになるはずなので、そのとき

は隣家で使ったものと同じメーカーのペンキを使ってもらおうと

思っています。 

 

［スプレー・ペンキ］ 

 ２００３年に、私は車を運転中に、駐車場の障害物に接触して

しまい、車に傷をつけてしまいました。とても目立つ傷です。「み

っともないけど、まあ、いいかー。」と思い、そのまま放っておく

ことにしました。そうしたら、隣の家の人がその傷を見て、親切

にもペンキで塗ってくれました。その人はスプレー塗料を持って

きて、私の目の前で、いきなりその傷に吹きかけました。私はそ

の瞬間、３メートルほど後ずさりました、後ろ足で。「あ、これは

まずい」と思ったら、自然と足が動いていました。そのまま家の

中に逃げ込みたかったのですが、それでは相手に失礼だと思い、

何とかお礼を言った後、すぐに家の中に入りました。すでに強烈
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な頭痛が始まっていました。すぐに着替えて寝ました。シャワー

をあびたかったのですが、具合が悪くてとても無理です。２時間

ほど死んだように寝て、その後シャワーをあびたら、少し楽にな

りました。スプレー塗料だったので、霧状になったものを直接吸

ってしまったようです。そのためにこのような重い症状が現れて

しまいました。 

 その後、３日くらい車には近づかないようにして、家の窓も開

けないようにしました。（庭に止めている車から塗料のにおいが家

の中に入ってくるのを防ぐためです。） ３日くらいたったら、ス

プレー塗料のにおいは揮発して、かなり薄くなりました。ペンキ

は他の化学物質（農薬など）に比べて、揮発が早いような感じが

します。 

 

［回復のしるし］ 

 ２００４年夏に、庭でジンギスカンを食べていたとき、ふと上

を見上げると斜め向かいの家で屋根にペンキを塗っているのが見

えました。「全然気づかなかったけど、いつから塗っていたんだろ

う？」と思いました。よく見てみると、屋根のほとんどの部分を

塗りおえています。何時間も前から塗り続けていたようです。私

と夫は気づかぬまま１時間以上もジンギスカンを食べ続けていた

のです。距離にして１０メートルくらいでした。風向きや湿度な

どの面で、たまたま影響を受けにくい状況だったのかもしれませ

んが、何にせよ、びっくりする出来事でした。回復して、ここま

で過敏性が下がったのだとわかって、うれしくなりました。 

（2005．7．19） 

防虫剤  

［防虫剤を処分］ 

 １９９９年に自分がＣＳだと気づいてから、

私は家中の防虫剤を処分しました。１９９９年

以前も、私個人は防虫剤は使っていませんでした。「防虫剤は体に

よくない」ということをどこかで聞きつけたのと、実際に使って

みてぐあい悪くなるのとがあったからです。 

 ＣＳの本を読んでみると、自分の部屋では防虫剤を使わなかっ

たとしても、他の部屋で使うと、家中の濃度か上がってしまう、

と書いてありました。そのために体調が悪くなっているのかもし

れないと思い、家族にお願いして処分させてもらうことにしまし

た。 

 処分は私自身がやりました。大量の防虫剤に触れたので、フラ

フラになりました。鼻の粘膜が炎症を起こしたようで、鼻水がズ

ルズルと出て止まらなくなりました。その後２、３日具合が悪か

ったです。 

 家族に「1 階の押し入れには大切な衣類があるので、ここだけ

は防虫剤を取り除かないで欲しい」といわれたので、1 階の和室

だけは防虫剤が残りました。それでも、家の中にある防虫剤の大

部分が取り去られたので、あの嫌なにおいが薄くなり、私の体は

とても楽になりました。防虫剤を残した 1階の和室だけは 、相変

わらずにおいがしていたので、なるべく近づかないようにしまし

た。 

 防虫剤を取り除いた後に、効果があるのかはわかりませんが、

虫除けのハーブを入れました。私自身はこのハーブのにおいも苦
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手だったので、自分のタンスには入れませんでしたが。 

 

［虫害が発生］ 

 ２０００年になって、家族の服が次々と虫に食われているのが

見つかりました。申し訳なかったです。母は「いい服がみんなダ

メになった…」とガッカリしていました…。それでも、防虫剤を

新たに入れることなく我慢してくれたので、本当にありがたいと

思いました。 

 私の服は、防虫剤を使用しなくていいように、綿素材のものだ

けにしました。シルクやウールの服は、虫に食われる心配がある

ので、着ないようにしました。冬はちょっと寒いけど、ウールの

代わりに、綿のセーターとキルティングのコートです。 

 

［我が家の防虫対策］ 

 ２００２年に引っ越してからは、家の中にいっさい防虫剤を置

かなくなったので、格段に楽になったと感じました。実家にいた

ときは、防虫剤を使っているのは和室１室だけだったとはいえ、

やはり私の体に対する害は高かったのです。 

 札幌に越してからは、夫のスーツやコートなど虫食いそうなも

のは、みな風通しのよい部屋に干してあります。セーターはアク

リルのものにしてもらいました。（ちょっと化学的なにおいがしま

すが…。） それで、今のところ虫害に遭わずにきています。 

 

［実家はまたまた虫害］ 

 ２００４年に仙台の実家に帰省したとき、母が、「防虫剤を入れ

ていたのに、また服が全部虫に食われてダメになったのよ」と言

っていました。実家は、衣類の収納スペースがオープンタイプの

クローゼットなので、防虫剤が効きにくく、虫に食われてしまっ

たというのです。３畳くらいの部屋にハンガーがあって、服を吊

っているスタイルの収納なので、室内の広さに対して防虫剤が少

なすぎ、濃度が十分に上がらないので効果が出なかったのです。

しかし、３畳の部屋を防虫するには大量の防虫剤を使用しなけれ

ばならず、人体に影響が出そうです。結局、蓋がきっちり閉まる

衣装ケースに、防虫剤と共に服をしまうことにしたそうです。 

 防虫剤を入れていても虫に食われたのだから、２０００年に虫

に食われたものも、私が防虫剤を取り除いたことだけが原因では

なかったんだな、と思い、ほんのちょっと気持ちが軽くなりまし

た。 

 

［防虫剤を使わない方法］ 

 防虫剤を使わない衣類の収納方法について、本で調べてみまし

た。次のような商品があります。 

「ファスナーつきのビニール袋に、服と脱酸素剤を入れて密閉す

る。ビニール袋の中の酸素がなくなるので、虫は生きていけない」 

ネットでは、ここに紹介されています。↓（「虫バイバイ」という

商品です。） 

http://www.mother-earth.ne.jp/karada/mushibaibai.html 

私は試したことがないので、効果がどの程度なのかよくわからな

いのですが、興味がある方は見てみてください。 

「防虫剤」については、スモールデータバンク「バス」にも体験
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を書きました。 

（2005．11．30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま 

マスク 

 ＣＳ患者の方は、ほとんどの人が外出時にマ

スクを つけていると思います。しかし、私はマ

スクをほとんど使ったことがありません。なぜ

かというと、マスクの素材（布・活性炭）そのものに反応してし

まうからです。その中でも、ほんのわずかな私のマスク体験を書

いていきたいと思います。 

 

［体に合うマスクが見つからない］ 

 １９９９年にＣＳだと気づいてから、情報収集するうちに、か

なり早い段階からマスクのことを意識していました。症状が楽に

なるのなら積極的に使ってみようと思っていました。まず、体に

合うマスクを見つけるのが大変でした。布や活性炭、耳にかける

ゴムのにおいが有害だと 、かえって具合が悪くなってしまいます。

店でよくにおいを嗅いで、よさそうなものをいくつか買ってきま

した。布の部分をよく洗ってから、１つ１つ試してみたのですが、

それぞれに有害なにおいがあり、長時間つけていることができま

せん。外した方がずっと楽でした。 

 

［呼吸が浅い］ 

 私はＣＳのために、常に呼吸が浅くなるという症状があります。

そのため、いつも弱々しく息をしているのですが、マスクをする

と息の通りが悪くなって、とても苦しいのです。重症だった時は、
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会話をする度に息が切れているような状態だったので、マスクを

すると窒息しそうな息苦しさを感じました。 

 現在も呼吸は浅いままです。重症だったときに比べれば、ずい

ぶんよくなってきているようですが、それでも一般の人と比べる

とかなり浅いようです。呼吸が浅い状態は、長時間つづくとそれ

になれてきて、意識しないようになっているのですが、時々意識

して腹式呼吸をしてみると、ふだんの呼吸がいかに浅いものであ

るかがわかります。そのため、現在でもマスクをすると、とても

息苦しくなってしまいます。 

 

［私のマスク体験］ 

 ２００３年に、人からクラレのキーメイトマスク（ＣＳ－５）

をもらったので、試してみました。やはり息苦しくなってしまい、

使えませんでした。このときは、マスクをしてもにおいや有害物

質がそれほど取れたようにも感じられませんでした。 

 ２００３年５月に、トイレでカビが大発生したとき、キーメイ

トマスクを使いました。カビの胞子を直接吸い込むのが怖かった

からです。（私はカビアレルギーがあります。） 化学実験のよう

な出で立ちで全身をカビからガードし、カビ掃除をしました。マ

スクのために息苦しくなったので、肩で息をしながらのカビ掃除

でした。マスクは、カビやホコリには 、ある程度、効くような感

じがします。 

 ２００４年９月に、バスに乗っているとき、強い刺激臭を感じ

たことがありました。原因はよくわかりません。このとき、キー

メイトマスクを試してみましたが、この刺激は全く軽くなりませ

んでした。がっかりしました。活性炭では取り除けないような刺

激物だったのでしょうか？ 有害物質の濃度が高すぎたのでしょ

うか？ それとも、私の過敏性が高すぎたのでしょうか？ よく

わかりませんでしたが、とにかくマスクをしてもしなくても同じ

だったので、マスクを外しました。 

 ２００４年１１月に幹線道路沿いを歩かなければならなかった

ときに、排気ガスがつらかったので、キーメイトマスクをしてみ

ました。このときは、排気ガスのにおいが見事に取れたので感心

しました。しかし歩いているうちに息苦しくて耐えられなくなっ

たので、マスクを外しました。外した途端、排気ガスのにおいが

一気に鼻に戻ってきました。活性炭はディーゼル車の排気ガスや

ホコリのように、粒子状のものはよく取れるような感じがします。

しかし、このときもマスクをしているときより外した方が呼吸が

楽なので、結局外して歩き続けました。 

 ２００４年１２月に、バスの乗客がいっせいに冬物のコートを

着始めたので、車内が防虫剤のにおいでいっぱいになりました（→

スモール・データ・バンク「バス」参照）。このときも、クラレの

キーメイトマスク（ＣＳ－５）をしてみました。防虫剤のにおい

はマスクをする前とほとんど同じ濃度で、鼻に到達していました。

のどが腫れて息苦しい上に、マスクのせいでさらに息がしにくく

なったので、マスクを外しました。 

 その後は、ほとんどマスクをしていません。大掃除をしてホコ

リを大量に吸いそうなときに、たまにするくらいです。しかし、

やはり息苦しくなってしまうので、そのときの体調や状況を見て、

するかしないか決めています。 
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［新しくなったキーメイトマスク］ 

 話はさかのぼりますが、２００１年１１月に北里研究所病院を

受診したときに、予約時に資料とキーメイトマスクが送られてき

ました。この時点ではまだＣＳ患者用のＣＳ－５は発売されてい

ませんでした。塗装作業などに使う一般向けのキーメイトマスク

でした。このキーメイトマスクは密閉されていなかったので、様々

な化学物質が付着してしまっていたのでしょう。使用する前から

すでに 、強い刺激がしていました。とてもそれを身につけること

はできなかったし、そばに置いておくこともできませんでした。

３ヶ月後に北里研究所病院を訪れたとき、院内の刺激とマスクに

付着していた刺激が同じものだったので、病院のにおいを吸着し

てしまっていたのだと思います。（送られてきた資料の紙にも、同

じ刺激物質が付着していました。） 

 その後、ＣＳ患者向けのマスク（ＣＳ－５）が発売され、従来

品の問題は改善されました。包装は密閉式のものに変わりました。

耳にかける部分がゴムではなく紐になっているのも、とても親切

なつくりだと思いました。「ＣＳ－５」の使用感は、これまで書い

てきたとおりです。 

 

［マスクとの遠い距離］ 

 活性炭マスクを使うときは、活性炭に吸着した汚染物質が飽和

するのを見計らって、新しいマスクに替えなければいけないよう

です。しかし、私はマスクの効果を感じられないばかりか、活性

炭が飽和していく様子も感覚では全然わかりません。そのため、

交換の時期というのも、よくわかりません。 

 私のマスク体験は以上のようなものでした。 

 なぜ私にはマスクの効果がないのかはわかりません。肺活量が

低いというのは、原因の１つとしてあるでしょう。マスクを愛用

している方へは、あまり参考にならない内容だとは思いますが、

こういう人もいるのだという１つの情報として受け止めていただ

ければと思い、書いてみました。      （2005．10．30） 

 

まな板   

［「抗菌」を避けて選ぶ］ 

 台所用品やバス・トイレ用品には「抗菌」処

理されたものが多く、使えるものを探すのに苦

労します。私は「抗菌」と表示された商品は苦手で、ほとんど使

うことができません。 

 実家にいたときは(～２００２年)、自分一人分の調理だったの

で、小ぶりなまな板(２０×２０ｃｍ)を使っていました。しかし、

夫と暮らすようになってからは、そのまな板では小さすぎるので、

大き目のまな板(２５×３５ｃｍくらい)を探しました。何軒か店

を廻ってみましたが、どの店に行っても「抗菌」表示のまな板ば

かりです。東急ハンズに「抗菌」と書いていないまな板があった

ので買ってみましたが、プラスチックのにおいのせいなのが、そ

れとも表示はなくとも「抗菌」処理されているのか、刺激を感じ

てしまい、使えませんでした。 

 高いものを買って使えないのも無駄が多いと思い、１００円シ

ョップ(ダイソー)で「抗菌」表示のないまな板を買ってみました。

これは、におい・刺激が少なくＣＳ的には問題なかったのですが、
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プラスチック素材に粘り気がなく、包丁の刃の入りが悪く弾かれ

るような感じがして、とても使いづらいものでした。夫と暮らし

始めて３ヶ月くらいは 、使えるまな板を見つけられずにいました。

(小さい方を使っていましたが、切るそばから食材がポロポロとこ

ぼれ落ちていました。) 

 

［良いまな板を発見］ 

 その後「ニトリ」という全国チェーンの家具店に行ったら、ア

メリカ産のまな板を売っており、「抗菌」表示もなく値段も安かっ

たので(￥３９９税別)、購入してみました。包装を取ったら少し

匂ったので、１週間ほど干しておきました。１週間後においを嗅

いでみたら、問題なしです。これで、使い勝手のよいまな板を手

に入れることができ、調理がはかどるようになりました。 

 「抗菌」をさけるために外国製品を探す、ということを私は時々

やります。(辞書をひいて商品の表示をよく確認 します。) 日本

ではＯ－１５７の食中毒以来、「抗菌」がブームのようになってし

まいましたが、外国では、それほど極端な動きはないようです。 

 よく探せば使えるものは見つかります。家具店に入れない人も

いると思うので、他の店もいろいろ探してみてください。私がま

な板を買ったのは２００２年頃くらいですが、最近「ニトリ」に

行ってみたら、私が買ったのと同じまな板は、もう売っていませ

んでした。 

 

［まな板を使わない工夫］ 

 まな板を使わずに調理できないかとも考えてみました。料理の

本をみると、欧米人は、あまりまな板を使わずに、調理している

ようです。鍋の上で野菜をペティナイフ(小さい包丁)で切って、

直接鍋に入れています(*1)。私も真似してやってみましたが、不

器用でどうしてもうまくいきませんでした。素材によってはキッ

チンばさみを使って、鍋の上で切ることはあります(ネギなど)。

肉も、ものによってはトレーの上で、直接はさみを使って切るこ

とがあります。 

 

［カビを防ぐ］ 

 天然木のまな板は木の匂いが強く、私は使えませんでした。症

状は、呼吸器に刺激＋息苦しさ＋頭痛(頭の奥が痛くなり気が遠く

なる)です。また、木のまな板はプラスチック製のものより水切れ

が悪く、気をつけて管理しないとすぐカビます。毎日使うものな

ので、次の使用までに乾き切らないことがあります。２つ用意し

て１日おきに交互に使えば、完全に乾燥させることができるので、

カビを防ぐことができると思います。私はカビにアレルギーがあ

るので、どうやったらカビを防げるかということは、重大な関心

事です。 

 プラスチックがよいか、木製がよいかは、その人によって過敏

性が違うので、合う方を選んでみてください。プラスチックのま

な板でも、使用後よく乾燥させないとカビます。台所の壁などに

立てかけておくと、台についている部分の水切れが悪くて、黒く

カビます。吊って乾燥させるのが一番です。まな板は必ず端に穴

が開いているものを買い、洗ったら吊って乾かします。私は吊り

戸棚の取っ手にＳ字フックをかけてぶら下げています。 
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 カビ以外にも野菜の色素などで、まな板に色がついてきます。

私はあまり気にならないのですが、気になる方は漂白すると、あ

る程度取れます。多分、塩素系の漂白剤(成分：次亜塩素酸ナトリ

ウム)を使えるＣＳ患者は少ないでしょう。私は酸素系(成分：過

炭酸ナトリウム)なら使えるので、時々漂白します。（酸素系漂白

剤は自然食品店で売っています。ネットでも購入可。）まな板をつ

けておけるような大きな容器はなかなか見つからないので、ゴミ

袋のような大きいビニール袋に漂白液を作ってつけるといいです。 

 
*1「ステラさんのとってもすてきなアメリカンレシピ」 ステラ・カックス

／著  主婦と生活社／刊 

（2005．1．29） 

 

水 

 ２００１年に、私のＣＳ症状は坂を転げ落ちる

ように悪化しました。過敏性が上がり、周囲のも

のに次々と反応して行きました。生活必需品にも

事欠くようになり、生活は困窮しました。このとき私の生活をど

ん底にまで陥れたのは、「水」の問題でした。 

 

［水道水に反応］ 

 ２００１年５月のことでした。私は外出先で、突然激しい目の

痛みを感じました。その場で転げ回るような強い目の痛みでした。

その日から、周囲のものに次々と目の痛みを感じるようになりま

した。  

 ２００１年６月になると、湯気の上がるものに、強い目の痛み

を感じました。電気ポットや炊飯器・風呂・なべ・スチームアイ

ロンから上がる蒸気に反応していきました。その痛みは、まるで

目が焼けただれるような激しい痛みでした。健康な方でも、タマ

ネギのみじん切りを長時間やると、涙がぽろぽろ出てきて強い痛

みを感じます。それと同じレベルか、それよりももっと強い痛み

でした。 

 蒸気に反応するようになって、ほんの３日くらい過ぎてから、

今度は常温の水にも反応するようになりました。蛇口から出てく

る水が激しい刺激を帯びています。水から立ちのぼった刺激があ

たり一面に立ちこめています。それが目にしみて、とても目を開

けていることができません。手を洗ったり、洗濯をすると、猛烈

な目の痛みになりました。 

 はじめは、一体何が起こったのか、よくわかりませんでした。

そんな毒性の強いものが蛇口から出てくるということが、とても

信じられなかったのだと思います。ショックでした。 

 でも、はじめの時点では、これがどれだけ大きく生活を脅かす

ことになるのか、まだ気づかなかったのです。私たちは、ふだん

何気なく水に接しています。どれだけ水と深いかかわりを持って

生活しているのか、それに気づいていません。それほど「水」を

使うことは、自然で当たり前のことだからです。ひととおり生活

を行ってみて、「水が使えないことがどれほど不便か」ということ

に１つ１つ気づくまでは、事態の深刻さがわかりませんでした。 

 当時、浄水器を使っていましたが、浄水器から出てくる水も、

同じように刺激を帯びていました。浄水器を通しても、なお有害
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な成分が出てくるなんて、信じられませんでした。きっと過敏性

が高まっていたので、浄水器で漉しても漏れ出てくるような微量

の成分に反応していたのだと思います。 

 

［激しい目の痛み］ 

 洗濯をすると、その服に激しい刺激物質がついてしまいました。

シャワーをあびると、自分の体から刺激が立ちのぼります。髪を

洗うと、髪がひどい刺激になってしまい、目を開けていられませ

ん。ビリビリと目にしみ込むような痛みでした。 

 料理をしようとして、食材を水道で洗うと、もうその食材は汚

染されてしまい、激しい刺激になってしまいます。野菜を洗った

りゆでたりすることも、食器を洗うこともできません。調理台や

食卓が汚れても、布巾で拭くことができません。そうじをするの

に、水拭きができなくなりました。トイレに行くと、室内中に水

の刺激臭が立ちこめていました。目をつぶりながら、手さぐりで

用を足しました。 

 お風呂場や洗面所にどうしても入れません。しかし、生活上入

らないわけにはいかないので、目の痛みを我慢しながら、入りま

した。痛みのため、何回もまばたきをしてしまいます。目を開け

ると痛いので、ときどき薄目をあけながら、用事をすませました。 

 手が汚れても、手を洗うことができませんでした。これは、と

てもつらかったです。 

 １日中、「目の痛み」のことしか考えられなくなりました。どう

すれば、この痛みから解放されるのか…と。しかし、毎日水を使

わなければならず、ずっと目の痛みは続きました。２４時間、途

切れることがありませんでした。この生活が、その後１年間続く

ことになります。 

 

［皮膚・口の粘膜のただれ］ 

 ６月下旬になると、目の痛みだけでなく、水道水が皮膚に触れ

たところが痛むようになりました。ビリビリとしみて、ただれる

ような痛みです。水滴を一滴も肌につけることができなくなりま

した。それと同時に、水道水を飲んだり口に入れると、口の中が

ただれたように痛むようになりました。当時、ミネラルウォータ

ーは刺激がなかったので、料理には、これを使っていました。し

かし、食材や食器を洗うのが水道水だったため、その微量の成分

にも反応して、ひどい刺激を感じました。料理を食べると、目も

口の中も、強く痛みました。 

 水道水の有害成分は、加熱するとさらに刺激が強まったので、

調理をするのが本当につらかったです。なべから立ちのぼる蒸気

は、まさに「毒物」という感じで…これを本当に食べるのかと躊

躇してしまうほどでした。とても食べ物とは思われませんでした。

でも、他に食べるものがなかったのです。この時点で、すべての

食材は刺激を放っていたのですから…。 

 食事のたびに、口がただれてしまうので、食べ物の味はしない

し、食欲もなくなっていました。だんだんやせていきました。 

 

［雨に反応］ 

 そのうち、雨にも反応するようになりました。雨が降ると、外

気全体が強い目の痛みになりました。水滴の一粒一粒が刺激を帯
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びているように感じました。雨粒が皮膚に当たると、そこがビリ

ビリとしみて痛みます。赤くただれたようになります。ショック

でした。雨粒に当たらないように気をつけてみるのですが、傘を

さしていても、防ぎきれるものではありません。雨の日は一切外

出をしないことにしました。 

 当時は、一体何が何やらわかりませんでしたが、今、解釈して

みるには、多分、雨粒に含まれていた農薬の微量成分に反応して

いたのではないかと思います。夏の間中、市内のあちこちで農薬

が散布されると、その霧が大気中に拡散します。それが雨に混じ

って、落ちてきたのではないかと思います。 

 私は、とても過敏になっていたので、他の人が何も感じないよ

うな、ごく微量の成分にも、反応してしまったようです。雨に対

する反応は、冬になると収まってきました。夏の間が特にひどか

ったので、農薬との関連を疑っています。 

 水道水も、夏の間はひどく、冬になるといくぶん刺激がおさま

ってきたので、これも農薬との関連を疑っています。 

 

［蛇口から“赤い水”］ 

 水道水に反応するのと同時に、外気や生活用品に次々と激しい

目の痛みを感じるようになっていきました。外で有害な化学物質

に曝されると、服や体にその成分がついてしまいます。有害な物

にふれると、手にその成分がついてしまいます。しかし、体や服

を洗おうとすると、水道水の刺激物質がついて、前よりも余計に

有害になってしまうのです。 

 当時の感覚としては、水道水に真っ赤な色がついているような

感じでした。蛇口から真っ赤な水が出てきていて、手を洗うと手

が真っ赤に染まってしまうというようなイメージでした。それは、

「洗う」という行為ではなく、「汚染する」という行為そのもので

した。水に赤い色がついていたとしたら、誰がそんなもので手を

洗おうとするでしょうか。化学物質に汚染された体や服を洗おう

としても、その結果かえって「汚染」されてしまうのです。洗え

ば洗うほど、汚染は広まっていきます。どうしていいかわかりま

せんでした。 

 ＣＳ患者の方であれば、水道の蛇口から灯油が流れ出てくる様

を想像していただければいいと思います。そんな液体で、体を洗

ったり洗濯しようなんて思うでしょうか。当時、私に起こったこ

とは、そのようなことでした。 

 環境問題の話題になると、水質汚染の話が出てきます。「水道水

は汚染されているから危ない」という話になります。ミネラルウ

ォーターを飲んだり、浄水器を使っている人もいます。それでも、

その汚染というのは、「理想の状態」からくらべて汚染されている

ということで、みんな心の底では水の清浄さを信じているのでは

ないかと思うのです。そうでなかったら、水道水で体を洗ったり、

そうじをしたりするでしょうか。確かに汚染されているかもしれ

ないけれども、他の物質にくらべれば相対的にきれいなものだと

思っているから、水でいろんなものを洗うのです。汚れを落とす

のです。私も自覚せずにそのことを信じていた一人でした。それ

までは、ＣＳ患者として、水の汚れや塩素の害を感じてはいまし

たが、それでも化学物質の汚染を除去するために、シャワーを浴

びたり洗濯をしたりしていたのです。その信念が根底から崩れま
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した。 

 

［汚染の広がり］ 

 生活のすべての面で、汚染は広まっていきました。水で洗うた

びに、周囲の生活用品がどんどん真っ赤な色に染まっていくよう

な感じでした。汚染された衣類にアイロンをかければ、アイロン

本体やアイロン台が汚染されて使えなくなってしまいます。汚染

された雑巾で拭き掃除をすると、拭いたものはすべて汚染されて

使えなくなっていきました。水は水蒸気となって、空気中を移動

します。洗濯物を干している場所には近寄れませんでした。あま

りにも強い刺激が立ちこめているからです。料理をしていて、刺

激の強い蒸気があがっているところに近づくと、髪も服も持ち物

もすべて、刺激の霧で染められて駄目になってしまいます。しか

し、それを洗おうとしても、さらに汚染されてしまうのです。 

 ２００１年の６月から７月にかけて、生活のすべての面に、爆

発的に汚染が広がっていきました。 

 

［対策］ 

 使える水を確保するために、様々な方法を試してみました。 

 まず、それまでも飲料用に使っていたミネラルウォーターです

が、これは水道水に比べてずっと刺激が少なかったので、そのま

ま使えそうでした。これを飲用と料理用に使うことにしました。

口から入れる水については、ミネラルウォーターでまかなうこと

ができるのですが、シャワーや洗濯など、洗浄用の水は、ミネラ

ルウォーターではコスト的に無理です。 

 浄水器や浄水カートリッジがついたシャワーヘッドを試してみ

ることにしました。シャワーヘッドは、それまで塩素を中和する

タイプを使っていましたが、このカートリッジを通しても、刺激

は全く減りませんでした。塩素のみを取り除くタイプなので、他

の有害物質はとれないのだと思い、活性炭のカートリッジが入っ

ているタイプのものを試してみることにしました。 

 活性炭の浄水シャワーはよく効きました。使用はじめは、刺激

の少ない水が出てきました。これでシャワー水は確保できると思

い、ホッとしました。ところが、このシャワーカートリッジは、

たった２日間で効果がなくなり、もとの有害な水が出てきてしま

いました。本来ならば、３ヶ月有効のカートリッジなのですが、

当時は私の過敏性が高かったため、汚染が飽和するまでにたった

２日しかもたなかったのです！  

 他に、浄水器も試してみました。１台目はそれまで我が家で使

っていたもので、前述のように、刺激が全く取れなかったもので

す。カートリッジが古くなったせいだと思い、新しいものと交換

して試してみました。浄水シャワーと同じように、交換した当初

は、効果がありました。しかし、これも２０日間使ったら、汚染

が飽和してしまったらしく、また有害な水が出てくるようになっ

てしまいました。本来ならば、１年間有効なカートリッジのはず

なのですが…。 

 さらにもう１台、浄水器を試しました。これは、１０年間カー

トリッジ交換不要、１週間ごとにカートリッジを洗浄するタイプ

のものです。高価なものでしたが、思いきって買ってみました。

ところが、この浄水器は、たった１週間しか持ちませんでした！ 



 51

再び、有害な水が出てきてしまいました。カートリッジを洗浄し

てみましたが、それでも浄水効果は戻りませんでした。（返品しま

した。） 

 

［水のコスト］ 

 こうやって試してみると、安全な水を得るのに、とてもコスト

がかかりそうでした。当時、水の単価を計算してみた表がありま

す。 

 
 １日の使

用量 

カートリ

ッジの交

換頻度 

交 換 ま

で の 水

量 

単価 １ 本 当

た り の

量 

１リットル

当たりの

値段 

浄水シャ

ワーヘッド 

２０リット

ル

２日 ４０リット

ル 

１２００

円

－ ３０円

浄水器Ａ １０リット

ル

２０日 ２００リッ

トル 

１４０００

円

－ ７０円

浄水器Ｂ １０リット

ル

７日 ７０リット

ル 

１０万円 － １４２９円

ミネラルウ

ォーターＡ 

－ － － １６０円 １．５リ

ットル

１０７円

ミネラルウ

ォーターＢ 

－ － － １１８円 ２リット

ル

５９円

ミネラルウ

ォーターＣ 

－ － － ２２４円 ２リット

ル

１１２円

 

この表を見ると、１リットルあたり最低でも３０円かかることが

わかります。一番コストが低いのが、浄水シャワーヘッド、次が

ミネラルウォーターＢとなります。飲用には、ミネラルウォータ

ーＡ、料理用にはミネラルウォーターＢを使うことにしました。

ミネラルウォーターＡはＢより値段は高いのですが、こちらの方

が私の体には合っていました。飲用にはこれを用いることにして、

料理用にはＢを使いました。そして、口から入れるもの以外の水

は、浄水シャワーヘッドを使うことにしました。 

 浄水シャワーヘッドがもっともコストが低いとはいえ、それで

もかなりお金がかかります。だいたい１回２０リットルの使用で、

２日しか持ちませんでした。４０リットルで、汚染が飽和するこ

とになります。１日１０リットル使ったとしても、１ヶ月に９０

００円かかることになります（４日で交換。１ヶ月あたりカート

リッジ７．５本使用。１本１２００円×７．５本＝９０００円）。 

１日１０リットルで、洗顔・洗体・洗髪・洗濯のすべてをまかな

えるとは、とても思えませんでした。この時点では、まだ、水の

確保のために、どれだけコストがかかるのか、想像もつきません

でした。 

 

［水の使用量を測る］ 

 まず、１回の使用ごとに、どれだけの水量が必要なのかを測っ

てみることにしました。容器の容量を測ってみると、湯おけ１杯

が１．５リットル、洗面器１杯が３リットル、バケツ１杯が６リ

ットルでした。これを目安に水の使用量を測ってみました。 

 従来の使い方では、大量の水が必要になってしまうので、でき

るだけ少ない量ですませるようにしました。どれだけ少量の水で

用が足せるのか、実験したようなものです。以下が、使用量の表

です。 
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 水の使用量 頻度 １日当たりの

使用量 

洗顔 2 リットル 1日 2リットル

洗体 10 リットル 2日 5リットル

洗髪 10 リットル 2日 5リットル

洗濯(半袖シャツ１枚) 6 リットル その都度 －

手を洗う 1 リットル その都度 －

タオルを洗う 2 リットル 2日 1リットル

 

 体を洗うのに１０リットルというのは、とても少ない量です。

ちょっと体にお湯をかけ、せっけんをのばし、それを５秒くらい

で洗い流します。スッキリと洗い上がったという感じは全くあり

ませんでしたが、何はともあれ、一応体を洗ったことにはなった

のです。 

 潜水艦に乗っている人は、使える水量が少ないので、たった７

秒でシャワーをあびるそうです。「マリンシャワー」というそうで

す。夫が以前、アメリカ海軍の人から教えてもらったそうです。

夫は、当時の私の様子を「マリンシャワーのようだね」といって

いました。洗顔も洗髪も一瞬でした。 

 潜水艦の人と違っていたのは、私が化学物質のわずかな汚染に

も耐えられず、それを洗い流さなければならなかったことです。

これだけの水量では、日々遭遇する化学物質の汚染に対しては、

まったく追いつきませんでした。お湯で流すだけなら、まだ水量

が少なくてすんだのでしょうが、化学物質の汚染を取るためには、

せっけんを使わなければならず、そのため、多くの水量が必要で

した。 

 １日１５リットルくらいでやっていけないかと思いました。こ

の量だと、だいたい３日でカートリッジ交換となり、月当たりの

コストが１２０００円くらいになります。これ以上、お金をかけ

られるのかどうか…というと、難しかったです。今となっては、

せめてこの２倍の量を使っていれば（月当たり２４０００円）、も

う少し生活が 

楽になったと思いますが、当時は、いつまでその生活が続くのか

もわからないし、このくらいが限界だと思ったのです。これに加

えて、ミネラルウォーター代が別にかかりました。 

 この表を見て、「本当にこの水量で用を足せるのだろうか」と疑

問に思った方、どうか実際に試さないでください！ こんな量で

は、どだい無理だからです。今、私がふり返ってみてもそう思い

ます。それでも、当時はこの量でやっていくしかありませんでし

た。 

 当時の水の用途別使用表は次のようになりました。 
洗顔・洗体・洗髪 浄水シャワー 

洗濯 浄水シャワー＋その他 

手を洗う 浄水シャワー＋ミネラルウォーターＢ 

飲み水 ミネラルウォーターＡ 

料理 ミネラルウォーターＢ 

はみがき ミネラルウォーターＢ 

歯ブラシをすすぐ ミネラルウォーターＢ 

調理器具・鍋・皿洗い 水道水 

台ふきん・雑巾 使用不可 
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［洗濯］ 

 シャワー・洗髪の水量も少なすぎて大変でしたが、何よりも問

題となったのは、洗濯でした。洗濯は、シャワーとは比べものに

ならないくらい、多くの水量が必要です。しかも、日々化学物質

で服が汚染されていくので、何度も洗濯しなければなりませんで

した。この水量をいかに確保するのか、ということが問題になり

ました。浄水シャワーだけでは、とても間に合いませんでした。

いろいろな方法を試してみました。 

 まず、炭で水道水を浄化してみることにしました。ポリバケツ

に水を汲み、そこに炭を入れます。２日ほどおいたら、水の刺激

は少しおさまったような気がしました。しかし、炭を取り出して

みると、これは、強烈な刺激でした。とても手で持っていられな

い、見ていられないような目の痛みです。 

 炭の刺激をとばすために、オーブントースターで加熱してみま

した。屋外でやったのですが、オーブントースターから、強烈な

刺激が立ちのぼりました。とても耐えられないような臭気です。

オーブントースターに近寄れません。熱いうちはもちろん、冷め

てからも近づくことができませんでした。 

 炭は捨てることにしました。とても家に置いておくことができ

なかったからです。オーブントースターは、刺激のため、その後

使用できなくなってしまいました。 

 炭で浄化した水の方ですが、水全体に炭のにおいがしていたし、

表面に黒い粉が浮いていて、あまり水質がよくなかったです。も

ともとの刺激も取り切れずに残っていたので、これを洗濯用に使

えそうにはありませんでした。こうして、「炭作戦」は失敗に終わ

りました。 

 次に、お風呂の残り湯を洗濯に使ってみることにしました。お

風呂を沸かしたときは、浴室中に蒸気が充満して、耐えられない

状態になります。しかし、２回・３回と追いだきしていくうちに、

風呂湯の刺激が少なくなっていくように感じていました。３回追

いだきした残り湯を洗濯に使ってみました。これで、「洗い」→「す

すぎ」とやって、仕上げのすすぎは浄水シャワーを使います。こ

の方法は、思ったよりうまくいきました。それで、何度かこの方

法で洗濯していたのですが、ある時、水道水が強烈に汚染されて

いたときがあり、このときは３回追いだきしても、全く刺激が減

る様子はありませんでした。このように、水道水の水質が変動す

るので、いつも同じ方法とはいかず、常によく感覚をとぎすませ

て、水の汚染度を測らなければなりませんでした。汚染度を確か

めるということは、つまり、有害物質を目の当たりにして、じっ

くりと嗅がなければならないということです。そのたびに激しい

目の痛みを感じ、その場に倒れ込みそうになります。ひどい刺激

を嗅いでしまったときは、何時間も布団の中で苦しむことになり

ました。このように、一瞬も気を抜けないような感じで、気の休

まる暇がありませんでした。 

 そのほかの家事については、次のような対策を取りました。 

 

［調理］ 

 料理にはミネラルウォーターを使いました。野菜を洗うのに、

とても困りました。水道水で洗うと、たまらない刺激になってし

まいます。土がついていない野菜は、洗いませんでした。（これに
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は、心理的にかなり抵抗がありましたが…。）野菜の下ゆでは行い

ませんでした。麺類を茹でたり、油抜きをしたりするには、お湯

を流しかけたり、使ったあと捨てたりしなければならず、このよ

うな調理方法はできなくなりました。ミネラルウォーターでは、

とてももったいなくてそんなことはできませんでした。 

 食材の確保にも苦労しました。お豆腐や、白滝など、水につか

っているような食材は、ほとんどのものに激しい刺激を感じまし

た。 

 魚売り場には、近づけませんでした。いけすのようなものがあ

ったり、氷の上に魚を置いて売っていました。その売り場中が猛

烈な刺激でした。 

 たいてい水分含有率が高い食材がだめでした。どのような食材

でも、製品にするまでに、洗浄されたり、加工されたりして、水

の洗礼を受けてきています。そのとき使った水が刺激を帯びてい

ると、食材も汚染されてしまうようなのです。そのようなものを

調理したり、食べたりすると、目や口の中が激しい痛みになりま

す。店にある食材のうち９割は刺激が強くて、とても使えないも

のでした。 

 ごくごく少量の食品しか購入することができませんでした。そ

のため、当時は、毎日必ず同じメニューを食べていました。新し

いメニューに挑戦すると、そのたびに、最低でも食材の１つは必

ず激しい刺激を帯びていて、料理全体が汚染されてしまうのです。

だめになった料理は、すべて捨てなければなりません。そのよう

なリスクを避けるため、毎日毎日、同じものを食べていました。 

 

［食器洗い］ 

 調理器具や食器を洗うのに、水道水を使いました。もちろんミ

ネラルウォーターで洗うなんてことは考えられないし、浄水シャ

ワーも、洗濯などで精一杯です。しかたなく、水道水で洗ってい

ました。ビニール手袋をして、直接肌に触れないようにしていま

した。しかし、それでも、洗っているうちに水滴がはねて、皮膚

につきます。その部分は、ビリビリとしみて痛みました。 

 洗っている最中は、強烈な目の痛みです。食器洗いをはじめる

前に、覚悟が必要でした。なるべく気持ちをしっかりと持って、

最後までなんとか耐えなければなりません。 

 洗い上がった食器は、ふだん使っていない部屋で、乾かしまし

た。食器全体から、刺激臭が立ちのぼっていました。水道水で洗

った食器を使うと、食事のたびに刺激が強かったです。我慢して

食べました。 

 食器洗いをしなくていいように、紙皿を使ってみたことがあり

ます。幸い、紙皿自体には反応を起こしませんでした。しかし、

紙皿で食べると、なぜあんなにも食事がおいしくなくなるのでし

ょう。もともと少なかった食欲が全くなくなってしまいました。

きちんと食器によそって食べることは、とても大切なことだと思

いました。いくら刺激の強い食器であっても…。紙皿を使ったの

は、１回きりでした。 

 

［掃除］ 

 水洗い・水拭きはできなくなり、すべて、乾いた方法ですませ

ることになりました。テーブルに液体がこぼれても、トイレット
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ペーパーで拭き取ることにしました。（当時、１種類だけ使えるト

イレットペーパーがありました。）この頃から、掃除はほとんど使

い捨てでやっていました。従来の方法では無理だったからです。

例えば、雑巾を使って汚れを拭き取った場合、雑巾を洗う水に困

ります。水道水で洗った雑巾で拭くと、拭いた部分が汚染されて

しまいます。 

 

［歯みがき］ 

 ミネラルウォーターを使いました。洗面所にいるのがつらいの

で、自分の部屋にコップを持っていって磨いていました。歯ブラ

シを洗うのに水道水を使えないので、ミネラルウォーターでため

すすぎをしました。（衛生上やや問題がありましたが、しかたがな

かったのです。）コップを洗う水に困りましたが、これだけはしか

たなく水道水を使いました。コップが刺激を放っているので、歯

みがきするのにつらかったです。 

 

〔手を洗う］ 

 浄水シャワーを使いました。手に化学物質がつくたびに洗い流

したいのですが、１日の水量制限があり、そうもいきません。私

は、当時、過敏性が高く、有害な物にさわると、手についた化学

物質に反応して、さらに症状が出てしまっていました。なるべく、

ものに直接手を触れないようにしていました。手袋をしたり、ビ

ニールごしにさわりました。手袋はすぐ汚れてしまうのですが、

１日の水量制限があるので、なかなか洗濯ができずに困りました。

万事が万事、このようにびくびくとしていて、とても神経質にな

っていき、精神的に追い詰められていきました。 

 

［家族とのかねあい］ 

 家族が水道水を使ったり、蒸気が上がるようなことをしている

と、そばに近づけません。家族が調理中や食事中の台所に入るこ

とができませんでした。私は、別室にポータブルコンロ（電気コ

ンロ）を持っていって、そこで調理していました。家族とは、食

事時間をずらすようにしました。 

 家族がお風呂を沸かすと、浴室に入ることができませんでした。

お湯がすっかり冷めて、蒸気が出なくなったあとに、よく換気を

してから、ようやく入ることができました。 

 

［対策の結果］ 

 以上のような対策を行ったのですが、それは十分とはいえない

ものでした。安全な水を使える量が少なかったために、生活のあ

ちこちに水道水の汚染の影響が忍び込んでいました。それに触れ

るたびに、ひどい症状を起こしてしまいます。そして、１日に使

用できる水量が１５リットルしかないというシステムには、もと

もと無理がありました。 

 夏になると、市内全体での農薬使用量が増えてきて、外気の汚

染が強くなってきました。私の体や服や持ち物も、どんどん汚染

されていきましたが、それを洗い流すための十分な水がありませ

ん。農薬以外にも、家族の持ち込むものや生活用品に次々反応し

ましたが、そのたびにシャワーをあびたり、洗濯するのは難しか

ったのです。周囲のものや、外気の中には、とりわけ刺激の強い



 56

ものがありました。それにふれるとショック症状のような激しい

症状が起きてしまいます。一瞬で目に強い刺激が来て、衝撃が走

り、目の前が真っ暗になります。それと同時に強い頭痛と眩暈が

やってきて、その場に立っていられなくなります。意識がもうろ

うとして、自分が一体どこにいるのか、何をしているのか、わか

らなくなります。その後、何時間も寝込んでしまうような、ひど

い症状でした。そのとき着ていた服は、刺激臭に汚染されてしま

うのですが、これを十分に洗濯することができません。このよう

に、私の服や持ち物や身のまわりのものが、次々と汚染されて、

使えなくなっていきました。洗えないものは仕方がないので、ビ

ニール袋につめて、刺激が発散しないようにして、しまい込むし

かありませんでした。新しいものを買おうとしても、過敏性が高

くて、使えるものが見つかりませんでした。 

 身のまわりのありとあらゆるものが刺激を帯びており、１日に

何度も激しい症状を起こしてしまいます。いつショック症状を起

こすのかと常に警戒して、気の休まるときがありませんでした。

何が原因で症状を起こすのか予想できないので、まわりのものが

すべて疑わしく思え、何もかもが信じられなくなりました。 

 

［着られる服がない］ 

 汚染が重なってしまったとき、ついに、着られる服がなくなっ

てしまったことがあります。どの服もビリビリとした刺激を発散

しており、近づくこともさわることもできません。少ない水量で、

目の痛みを我慢しながら、なんとか洗濯してみるのですが、何度

洗っても、刺激がとれないのです。それで、しかたがなく、１週

間ほど、下着だけで過ごしました。当然、外出はできないし、家

族の前に姿を見せることもできないので、生活にはとても困りま

した。私は当時、ＣＳのために自分ではできず、人の助けを借り

なければならないことが増えていたからです。 

 １週間ほど下着だけで自分の部屋にこもりきり、という生活を

すると、精神的にかなり追いつめられていきました。「このままで

はまずい」と思い、しかたなく刺激のある服を着ることにしまし

た。着てみると、体のまわりが刺激の霧で包まれたようになり、

ビリビリと目が痛み、たまらなかったです。それでも、服を着な

いで過ごす情けなさが解消されて、心持ちは少しだけ前向きにな

りました。 

 

［猛暑との闘い］ 

 真夏になると、私の部屋は耐えられないような暑さになりまし

たが、私はエアコンに反応を起こしてしまい、使うことができま

せんでした。外気は農薬でひどく汚染されていたので、窓を開け

ることができません。室温は３５度くらいになっていました。し

かし、汗をかいてもシャワーを十分にあびることができません。

（２～３日に１回。１回あたり１０リットル。）汗がついた服を洗

濯することもできません。この年は猛暑で、特に気温が高かった

ので、とても体にこたえました。 

 この頃になると、精神活動はほとんど休止していて、ただ本能

だけで生きている、という感じになっていました。１つ１つのこ

とに心を動かすと、とても耐えられなかったからです。無感動で、

無感情になっていました。 
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 夏になると、水に対する過敏性はますます進んで、ちょっとし

た水滴にも反応するようになりました。冷たい飲み物が入ってい

るコップに水滴がつきますが、その水滴にも怖くてさわれません。

また、水滴がついたものやぬれていたものが乾いたあとでも、そ

こに水の有害成分がついているのではないかと、強い恐怖心を抱

きました。この頃になると、もう、心が病んできていたのだと思

います。 

 

［追いつめられて］ 

 ８月になると、外出はほとんどできなくなり、夫が代わりに買

い物をしてくれました。当時、私たち夫婦は住む家が見つからず、

それぞれの実家に住んでいました。夫は５０km の道のりをはる

ばる訪ねてきて、身のまわりのことをやってくれました。とても

ありがたかったです。それでも、当時の私は、感謝の言葉を発す

る気力もなく…ただただ助けてもらっているだけでした。 

 ときどき夫に付き添ってもらって外出することがありました。

久しぶりに見る外の世界は、私がそれまで知っていたものとは全

く違っていました。外気はひどく汚染されていて、とても目を開

けていられません。物を直視すると、一瞬目に強い痛みが走るの

で、目をそらすように、焦点をぼやけさせるように見ていました。

外界のいたるところから刺激のある霧が立ちのぼっていて、そこ

に近づくと、激しいショック症状を起こしてしまいます。それを

避けるように身をかわしながら、少しずつ進んでいかなければな

りませんでした。 

 風景の中で水が存在しているところは、点々と色がついている

ように、はっきりと浮き上がって見えました。雨粒・川の水・水

たまり…そのような場所に近づくと激しい刺激を感じます。前に

「水に赤い色がついている」という例えを持ち出しましたが、ま

さにそのような感じでした。風景の中で水が存在する部分は、そ

こだけ色を塗ったみたいに、赤く浮き出ているように感じました。

その色は、汚染度に合わせて、濃い赤から淡いピンク色まであり

ましたが、私のまわりの景色すべてに渡っていました。自然界の

水の循環と共に、その赤い色も移動していきます。世界のすべて

が汚染されてしまったことがわかり、ショックでした。「この世に

私のいる場所はどこにもないのだろうか」と思ったのです。 

 驚いたのは、他の人々の生活がこれまでとは変わらず続いてい

るということです。これだけのひどい汚染の中で、何も感じず平

気で生活しているということが、とても信じられませんでした。

でも、異常だったのは周囲の人々ではなく、私の方だったのです。

そのことを身にしみて感じました。私だけの生活が変わってしま

い、私だけがこの世界から拒絶されていると感じました。同じ世

界に住んでいるとは、とても思えませんでした。 

 私の持ち物はどんどん汚染されて使えなくなっていき、最後に

は何もなくなってしまうのではないかと思われました。私自身も、

とてもこの世に生きていることはできなくなってしまうのではな

いかと思ったのです。１０月頃、精神状態は最悪になりました。 

 

生活用品を使えず、物質的に困窮していったこと 

持ち物が次々と汚染されて使えなくなっていったこと  

食材や調理中の蒸気に反応し、栄養をとれなくなっていったこと 
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いつ激しい反応を起こすのかわからず、症状を全くコントロール

できなくなってしまったこと 

肉体的な苦痛 

精神的な消耗 

 

これらが重なり合って、私を追いつめていきました。 

 

［引越へ向けて］ 

 １１月になって落葉が進むと、外気や水の刺激は少しずつ収ま

ってきました。稲刈りも終わり、雑草も生えなくなってきたので、

市内全体での農薬の使用量が減ったのではないかと思います。そ

れまで、毎日２４時間とぎれることなく、強い目の痛みが続いて

いましたが、この頃から間が空くようになりました。目の痛みが

やむと、一瞬、正気に戻れたような気がしたものです。少しだけ

ものを考えられるようになりました。この年の一夏のことをふり

かえってみると、農薬の影響を受けていたのは間違いありません

でした。別の環境に引っ越すことが必要だと思いました。 

 水道水に反応しはじめたのが、すべての始まりでした。私が住

んでいた宮城県は、山の裾野まで田が広がっています。水道水の

水源の上流にも農地があったのです。そのため、水源にも農薬が

入ってきているのではないかと考えました。全国で、水源の上流

に農地がないような地形の街があれば、そこの水道水は汚染され

ていないはずです。地図を見て、そのような地域をピックアップ

していきました。 

 札幌市は、その条件に該当する街でした。市の西側と南側が山

地になっていて、水源の上流には農地がほとんどありません。寒

い気候なので、殺虫剤や除草剤の使用も少なそうです。そして、

シロアリがいない、つまり、シロアリ駆除剤を使わない地域でも

あるのです。札幌に引っ越すことを真剣に考えはじめました。（引

越の経緯については、第５章〔３〕をごらんください。） 

 ２００２年３月に、夫が札幌に行って、家さがしをしてくれま

した。その時、札幌市の水道水をペットボトルにくんで持ち帰っ

てきました。その水を仙台の水道水と嗅ぎくらべてみました。札

幌の方が格段に刺激が少なかったです！ こうして、私たちは札

幌に引っ越しました。２００２年５月のことでした。 

 

［回復］ 

 引越した当初は、とてもこわごわと水を使っていました。最初

に通水したときは、しばらく空き家だったので、久しぶりに水を

通した水道は、においました。この刺激は、その後少しずつ減っ

ていきました。 

 引越でホコリだらけになったにもかかわらず、私は３日間シャ

ワーをあびませんでした。恐れる気持ちが強かったのだと思いま

す。３日目に浄水シャワーヘッドを使って、シャワーをあびてみ

ました。刺激がありませんでした！ 何度も何度も確かめてみま

したが、本当に刺激がありません。それで体のすみずみまで洗い

ました。それまで１年間、たった３０秒でシャワーをすませてい

たので、こんなに思い切りシャワーをあびたのは、本当に久しぶ

りでした。喜びと幸福感がこみ上げてきました。 

 引越から１週間後、夫は洗濯機で洗濯を始めました。水道水に
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は若干刺激がありましたが、これは、仙台の頃と比べると少ない

ものでした。私は耐えることができました。 

 ３週間後、ようやく私は洗濯をしてみました。水道水で洗った

あと、浄水シャワーで仕上げすすぎをしました。たっぷり水を使

って洗濯しました。洗い上がった衣類は、刺激は少ないものでし

た。乾かすと刺激はさらに減って、着られるようになりました。 

 夏になると、そうめんなど麺類をゆでて食べることができまし

た。うどん・そうめん・スパゲティなど、お湯でゆでる麺は、１

年以上食べることができなかったので、感激ものでした。よく味

わって食べました。 

 秋が深まってきた頃、この家に引っ越して初めて、お風呂を沸

かしてみました。それまでは、どうしてもお風呂に入る勇気が出

なかったのです。１０月末になると、寒くてシャワーだけではす

ませられなくなってしまいました。 

 恐る恐る入ったお風呂は、それはそれは気持ちのいいものでし

た。体の芯まであったまりました。それでも１回目のお風呂は、

気持ちよさと不安感が入りまじって、複雑な心境でした。２回、

３回と入るうちに心配はやんで、気持ちよく入ることができるよ

うになりました。 

 化学物質過敏症の治療法として、入浴やサウナで汗をかくこと

を勧められます。それまでの私の生活では、汗をかいたり、入浴

することなど、とても考えられませんでした。汗をかいても、そ

れを洗い流すことができなかったからです。毎日、なるべく動か

ないようにじっと過ごしていました。まさに、標準的なＣＳ患者

とは次元の違う世界でした。シャワーを思い切り使ったり、お風

呂に入れる生活、それは本当にすばらしいです。 

 水道水への反応が弱まっていくにしたがって、外気や周囲のも

のに対する目の痛みもおさまっていきました。 

 

［浄水シャワーカートリッジの収支］ 

 札幌に引っ越してからも、何度か水道水の水質が悪くなり、反

応を起こしたことがありました。その時は、浄水シャワーヘッド

が大活躍しました。２００２年２月に、仙台でシャワーカートリ

ッジを８ヶ月分購入しました。当時、１ヶ月で１０本ずつ使って

いたので、合計で８０本です。店員に、何事かと聞かれました。

一般の人なら、２０年分の量になります。 

店員「こんなに買って、どうするんですか。」 

私「使うんです！」 

引越までの３ヶ月で３０本使ったので、５０本持って札幌に引っ

越しました。 

 札幌に越してからは、頻繁にカートリッジ交換をしなくてもよ

くなり、１回に使える水量も増えました。しかし、水質が悪くな

ったときは、こまめに交換しなければならなかったので、大量に

カートリッジを購入していたのは、とても助かりました。この商

品は、その後製造中止になり、入手することができなかったから

です。この４年間で、カートリッジを４０本使いました。平均す

ると１ヶ月に１本くらいの割合になります。現在は、２～３ヶ月

に１回交換すればすむので、引越した当初にくらべて、交換頻度

は減りました。過敏性が下がってきました。 

 引越した当初は、もっと頻繁に交換していました。それでも、
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仙台での「１日１５リットル、３日で交換」に比べれば、ずっと

よくなりました。ようやく「人間らしい暮らし」ができるように

なったのです。結局、私がＣＳで最大に追いつめられたのは、「水」

の問題でした。あれがなければ、ここまでひどいことにはならな

かっただろうと思います。 

 水で洗うこと、洗浄することは、本当にすばらしいことです。

ＣＳ対策の基本です。仙台での１年間は、それを失った体験でし

た。悪夢は去りました。本当に幸せだと感じます。 

（2006.11.7） 

 

目の症状  

［目の検査］ 

 ２００１年１１月に北里研究所病院で目の検

査を受けました。検査は３種類でした。 

①眼球運動の様子をみるもの 

②コントラストを把握する能力をみるもの 

③瞳孔の反射をみるもの 

検査の結果、この３種類の検査とも、異常が出ていることがわか

りました。 

 検査の際にパソコンの画面を見つめなければならないのですが、

私は当時電磁波過敏症(ＥＳ)の症状が出ていて、パソコンの画面

を見ると目が焼けるような痛みを感じていたので 、検査自体がつ

らかったです。 

 １９８４年に発症したときから、視覚の異常が起きていること

に気づいていましたが、それがどのようなメカニズムによって起

きているのか考えたことはありませんでした。北里研究所病院の

検査で、これまでの視覚の異常の仕組みがわかって「なるほど。

そういうことだったのか…。」と納得しました。瞳孔の反射をみる

検査では、「明るい所でも暗い所でも、瞳孔の大きさがほとんど変

わらない。これは自律神経の異常から来ている。」というお話でし

た。 医師がペンライトで私の瞳を照らしたのですが、瞳孔の大き

さは照らしていないときと全く変わりませんでした。家に帰って

から夫の目でも同じことを試して見ましたが、明るい所では瞳は

縮み、暗い所では瞳は開きます。それはとても早い動きで、人間

の目は 、このように瞬時に外界の光量に適応しているんだという

ことがわかりました。それまでずっと、風景がやたらと暗く見え

たり、光がとてもまぶしく見えたのは、瞳孔反射が起きていない

せいだということがわかりました。 

 

［瞳の大きさ］ 

 瞳孔の機能は、現在(２００４年)でも回復していません。いつ

見ても同じ大きさです。２００４年６～７月に、毎日デジタルカ

メラで瞳を撮影してみました。昼と夜の２回撮るのですが、その

どちらも瞳の大きさは変わりません。暗い部屋でも明るい部屋で

も 、同じ大きさです。角膜(黒目)：瞳孔の直径の比率が４：１く

らいです。１ヶ月ほど撮影していましたが、何の変化もないので、

飽きてきてやめにしました。ときどき化学物質に曝されて 、すご

く部屋が暗く感じることがありましたが、そのときは普段より少

しだけ瞳が縮んでいることがありました。 
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［発症のときから起きていた目の症状］ 

 目の異常は発症(１９８４年)のときから始まり、よくなったり

悪くなったりの波はありましたが、現在まで続いています。発症

後すぐに「世の中が暗い」「物に色がついていない感じがする(モ

ノトーンに見える)」「風景が平板で影絵のように見える」という

症状が現れてきました。水の中から世界を覗いているような隔絶

感、現実感のなさも起きてきました。また、まばたきする度にキ

ラキラした残像が残り、それがなかなか消えないので、はっきり

と物を見ることができなくなりました。(健康な方でも、太陽を見

つめたときに同じような経験をしたことがあるでしょう。) 物を

じっと見つめていると、だんだん視界が暗くなってきます。そし

て、物の輪郭がチラチラときらめいて、浮かび上がってくるよう

に見えました。このような視覚の異常が 、目の機能障害から起き

ているということは、発症当時中学生だった私には思い及ばない

ことで、何か脳に異常が現れる精神病にかかったのかもしれない

と思いました。 

 当時は、毎年花見に行っても、桜の色が黒かったという記憶が

あります。影絵のようでした。それが１９８４～１９９３年頃ま

で続き、１９９４年頃からようやく色が感じられるようになった

と思います。その頃ようやく、紅葉にも色がついていると思った

覚えがあります。１９９９年に自分がＣＳだと気づいて対策して

いった結果、少しずつ目の機能が回復してきました。本当に花の

美しさを感じられるようになったのは２００４年１０月くらいか

らです。自然の風景の美しさ・実体感を感じられるようになりま

した。美しい花や風景には本当に慰められます。それまでは散歩

の楽しみというのが全然わかりませんでしたが、今は、長い時間

歩いていても飽きることがありません。 

 

［読書］ 

 目の機能が悪かったとき(１９８４～２００３年)には、本を読

むとき特に異常を感じました。２０００年頃はめまいがひどかっ

たので、視線が常にゆれていて、行を目で追おうとしても左右に

ぶれてしまい、まっすぐ追えませんでした。無理して読んでいる

うちに、だんだん酔ってきてぐあい悪くなってきます。この症状

は 、特に夏に悪くなりました。たぶん、農薬の影響を受けていた

のではないかと思います。何とか行を追えるときでも、文字が虹

色にきらめき、文字の輪郭がキラキラ光って浮き上がる、といっ

た症状が起きていて 、とても読みにくかったです。また、視線が

滑らかに移動せず、コマ送りのようにガタガタ動いていました。

本をビニール袋に入れて読むと、このような視覚の異常が明らか

に軽くなりました。本から発散している化学物質が、この異常の

原因だったのだと思います。現在は、眼球運動の異常 ・チラチラ

したりきらめいたりする症状・めまいの症状が改善したので 、格

段に本を読みやすくなりました。それでも、有害度の高い本は、

今でもビニールに入れて読んでいます。 

（2005．1．15） 
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や 

床下換気扇  
［危機］ 

 ２０００年に、夫の実家で、床下にシロアリ

駆除剤を撒くことになりました。当時、私たち

夫婦は一緒に住むところが見つからず、それぞれの実家に住んで

いました。もし、夫の実家でシロアリ駆除剤を撒けば、私にとっ

ても大きな脅威となります。シロアリ駆除剤は、私にとって大変

毒性が強いものなので、夫の着ている服や持ちものににおいがつ

いてしまうと、夫と会えなくなってしまう可能性が高かったので

す。 

 

［業者との交渉］ 

 夫とよく話し合って対策を考えました。話の発端は、害虫駆除

会社の人が営業に来たことでした。前回シロアリ駆除剤を撒布し

てから時間がたっているので、そろそろ撒いた方がいいというの

です。 

 まず、本当に床下にシロアリがいるのかどうか確認することが

先決です。業者に床下の点検をお願いすることにしました。点検

の際に、シロアリがいるかどうかをビデオカメラで撮影するよう

にお願いしました。本当にシロアリがいるのかどうか、目で確か

めたかったのです。 

 点検の結果、シロアリはいないことがわかりました。業者の説

明によると、「現在は、まだシロアリはいないが、床下が湿気でか

なり傷んでいるので、いつシロアリが繁殖するかわからない」と

のことでした。 

 そこで、夫と私で薬剤を使わないシロアリ対策をよく調べ、業

者と交渉してみました。業者からも、薬剤を使わない方法を提案

してもらいました。その結果、次のような方針が決まりました。 
 
床下にゼオライトを敷いて湿気を吸着する 

床下換気扇を設置して床下の通風をよくする 
 
これで、薬剤散布の危険は去りました。本当にホッとしました。 

 

［床下換気扇の効果］ 

 工事は順調に行われ、床下換気扇は運転を始めました。夫の両

親の話では、床下換気扇を運転し始めたときは、床下からカビく

さい空気が一気に出てきたそうです。そのにおいは、日がたつご

とに薄れていって、気にならなくなったと言っていました。 

 その後の義母の話では、床下換気扇の思わぬ効果が出てきたと

言うことです。家中がジメジメしていたのが、カラッと乾燥して

過ごしやすくなったといいます。以前は、押し入れに湿気取り（水

が溜まるタイプのもの）を置いていると、すぐに水がいっぱいに

なっていましたが、床下換気扇をつけてからは、ほとんど水が溜

まらないのだそうです。初めは、湿気取りに水がぜんぜん溜まら

ないので、不良品だと思ったそうです。それだけ、床下換気扇の

効果があったということです。 

 

［かえって裏目に出ることも］ 
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 このように、床下の乾燥に効果のある床下換気扇ですが、場合

によっては害をもたらすこともあります。以下は、私が本で読ん

だ事例です。 

 隣家がシロアリ駆除をしてから体調を崩した女性の話です。あ

る日、隣家でシロアリ駆除剤の撒布を行い、同時に床下の通風を

よくするために床下換気扇をつけました。その換気扇の排気が 、

この女性の家の方に向かっているのです。そのため、床下のシロ

アリ駆除剤が、高濃度でこの女性の家の方に流れてきます。それ

を毎日吸い込んでいるうちに、この人はどんどん体調が悪くなっ

てきてしまいました。隣家と交渉したもののうまくいかず、この

女性はとても苦しい思いをしています。*1 

 これを読んで、私はとても他人事ではないと思いました。この

事例が強く心に残っているために、家を建てて定住するのではな

く、環境の変化に合わせて臨機応変に移動できる賃貸住宅に住む

ことに決めました。化学物質過敏症だと気づいた当初は、人によ

く「自然住宅を建てたら」と勧められたのですが、この事例を知

ってからは慎重に考えるようになりました。  

 
*1「床下の毒物 シロアリ駆除剤」植村振作／著 三省堂／刊 

（2005．9．15） 

 

預金通帳(貯金通帳)  

［一風変わった対処法］ 

 ２００２年に、安全な環境を求めて、別の地

方に引越しました。引越した後の環境は、前に

住んでいた所よりずっとよくて本当に助かりました。以前、住ん

でいた所は農薬による汚染がひどく、そこで使っていた持ちもの

すべてに、その有害成分が付着していました。特に、外出時に持

ち歩いていたものは汚染がひどく、あまりにもひどいものは捨て

てしまうしかありませんでした。しかし、生活上どうしても捨て

られないものもあります。 

 預金通帳は強い刺激臭のために、私自身は見ることもさわるこ

ともできないくらいでしたが、これを捨てることはできませんで

した。チャック付ビニールを３重にして密閉し、使うときは夫に

託して郵便局にいってもらいました。しかし、これでは不便なの

で、何とか使えるようにできないものか…と考えて、次のような

方法を実行しました。その通帳は記帳するスペースが残りわずか

(数回分)だったので、夫がＣＤ機に通帳を入れ、１０００円を入

金しては引き出す、ということを繰り返し、通帳の記入スペース

をすべて埋めました。そして郵便局の窓口で新しい通帳を発行し

てもらいました。新しい通帳は、新品の匂いはそれなりにしてい

ましたが、前の通帳より格段に有害度が低く、私自身が通帳を扱

えるようになりました。 

 このようにやり方を工夫すれば使えるようになります。ＣＤ機

で入金・出金を繰り返すのはあまり勧められる方法ではありませ

んが…。 通帳の記載スペースの残りが少なかったので、このよう

な方法をとりましたが、今思えば、そんな面倒なことはせずに素

直に窓口で事情を話せばよかったかなとも思います。 

（2005．1．9） 
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ら 

リフォーム  
［アパート探し］ 

 １９９９年１月に、結婚することが決まった

ので、アパートを探しました。このときは、自

分がＣＳであることに気づいていなかったので、日当たりがよく

て、静かで、こぎれいなところを探しました。 

 一軒とても日当たりのよいアパートが見つかったのですが、室

内を見てみると、何だかにおいました。ツーンとするにおいと、

肺を直接圧迫するような鈍いにおいとが混じり合っていました。 

「いくら何でもこれはくさい。こんなところに住んで大丈夫なの

か？」 

と疑問に思いました。夫はそこをとても気に入ったので、私は自

分の独特の感覚をどのように伝えたらいいのか悩みました。この

時点では「シックハウス」という言葉も知りませんでしたから、

このとき私の心にあったのは「漠然とした悪い予感」のようなも

のだったのです。 

 そのアパートに住んでいる人に、直接聞いてみることにしまし

た。いきなり訪ねていったのに、嫌な顔もせず、親切に答えてく

れました。 

「入居したとき、ツーンとしたにおいがしませんでしたか？ そ

れでぐあい悪くなったりしませんでした？」 

と、私がきくと、 

「最初はちょっと気になったけど、すぐになれたよ。だんだんに

おいも薄くなってきたし。」 

という答えが返ってきました。 

 それで、もうそのアパートに決まりそうになりました。しかし、

私の心の中の警戒心はとても強く、結局やめにしました。 

 さらに何件か見ていくうちに、静かで落ち着いていて、におい

も少ないところがあったので、そこに決めました。木造アパート

２階建(築４年)でした。下見のとき、不動産屋が言いました。 

「壁の汚れは、入居までに壁紙を貼り替えるから大丈夫です。畳

も替えるので、今よりずっときれいになりますよ！」 

 契約後、引越直前にカーテンのサイズを測りにいったら、下見

のときとは違う強い刺激を感じました。窓枠のサイズを測ってい

るうちにだんだん胸が苦しくなり、呼吸がしづらくなってきまし

た。私はとてもだるかったのですが、何とかサイズを測り終えて

家に帰りました。 

 

［引越］ 

 引越の日、荷物が運び込まれている最中に、私はどんどんぐあ

い悪くなってきました。すぐにでも横になりたかったのですが、

家中ごった返していてとても無理です。息が苦しく、頭が痛くて、

とてもだるかったです。 

 夫は３ヶ月遅れで引っ越してくることになっていたので、その

晩は一人で新居に泊まりました。くたくたに疲れているのに、息

が苦しくてとても眠れません。息をするたびに気管がゼイゼイと

音を立てていました。喘息用の吸入薬を使ったのですが、ほとん

ど効きませんでした。その晩は息苦しくてとても寝ていられず、
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座ったまま、うとうとしながら朝を迎えました。 

 結局、そのアパートに住んだのは３日間だけでした。３日後、

フラフラになりながら、私は実家に戻りました。このときはじめ

て自分がＣＳなのではないか、と気づきました。ちょうどこの頃、

マスコミで「シックハウス」や「化学物質過敏症」について報道

しているのを耳にしました。それで、図書館や書店に行って、Ｃ

Ｓの本をあるだけ読んでみました。書いてあることが、いちいち

今回の引越の事情や、これまでの私の体調不良によく当てはまる

のです。長年の体調不良の原因がわかって、かなりスッキリしま

した。 

 

［シックアパート対策］ 

 私は本で情報収集し、夫はインターネットでいろいろ調べてく

れました。それらの情報をもとに、アパートの対策を行ってみる

ことにしました。当時は、「換気をして化学物質の濃度を下げる」

「炭で有害物質を吸着させる」という方法が主流だったように思

います。シックハウスの原因物質のうち、ホルムアルデヒドの濃

度は測れるようになっていたので、当時はシックハウス対策＝ホ

ルムアルデヒド対策という風潮がありました。 

 まず、２４時間窓を開けっ放し、換気扇を回しっぱなしで換気

をしました。３日くらいして、換気の効果が十分あらわれたころ

にアパートに行ってみました。しかし、それでも 、私はその部屋

のにおいに、とても耐えられませんでした。冬だったので、換気

すると室温は２℃くらいでした。もし、換気をして耐えられるよ

うな状態になったとしても、この寒さではとても暮らせないと思

いました。 

  どの部屋のどの建材が有害なのかを確かめるために、外に通じ

る窓は開けたままで、部屋同士を仕切る戸はすべて閉めました。

そして１つ１つの部屋のにおいを嗅いでいきました。特に刺激を

強く感じたのは、和室の畳、リビングの壁紙、寝室のクローゼッ

トです。その中でも特に有害だったのは畳でした。畳の部屋はな

るべく開けないようにして、他の部屋の対策をしてみることにし

ました。寝室のクローゼットの合板部分に、ホルムアルデヒドを

吸着するという和紙を貼りました。また、リビングの壁紙の上に

アルミシートを貼りました。入居前のリフォームで新しく張り替

えた壁紙は、リビング全体の 1/3 程度だったので、その部分にア

ルミシートを貼り、古い部分はそのままにしました。リビング全

体だったら、もっと苦労したはずです。はじめはアルミ箔を貼っ

てみたのですが、箔が薄いのですぐに破けてしまい、うまく貼れ

ません。不織布のようなもので裏打ちされている少し厚手のアル

ミシートを使いました。(調理用のものです。) 私は１人で作業

したので、アルミ箔をうまく貼れなかったのですが、２人以上で

やれば、破れないように貼ることができるかもしれません。 

 このような対策を行った結果は、あまりはかばかしくありませ

んでした。クローゼットの和紙は、ほとんど効果を感じられませ

んでした。当時はなぜなのかよくわからなかったのですが、今思

うと、クローゼットの中の合板以外のものに反応していたための

ようです。クローゼットの中は、合板とは別のにおいがしていま

した。今でもそのにおいを思い出すことができるのですが、それ

をうまく表現できません。あえて表現するとしたら、それは、ハ
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ッカのにおいを重苦しい感じにして、辛子を混ぜて苦みを加えた

ようなにおいでした。和紙を貼る作業中、クローゼットの中に空

気の流れを感じました。木造なので、すきま風があるのかなと思

っていました。その空気の流れに乗って、ハッカのようなにおい

がクローゼットに吹き込んで来ていました。今となっては確認の

しようがないのですが、多分、床下にまいた防蟻剤か、建物の構

造部分に使った建築材料のにおいが、空気の循環と共にクローゼ

ットに流れ込んでいたのだと思います。 

 リビングに貼ったアルミも、ほとんど効果がなかったばかりか、

かえって有害性が増したように感じられました。これは、はっき

りした原因が今もってわからないです。多分、アルミシート自体

が私の体に合わなかったのでしょう。 

 

［畳を運び出す］ 

 その後、畳を外に運び出すことにしました。家の中で、一番有

害性が高く、強い反応を引き起こしていたからです。私と夫の２

人だけでは重くて運べないので、便利屋を呼んで外の物置に運ん

でもらいました。畳がかびないように、スノコを買ってきてその

上に乗せました。そして湿気を吸わないようにビニールで全体を

覆いました。畳が室外に出て、和室の刺激はかなり収まりました。

しかし、畳を取り除いたあとに下板が露出してしまい、これがに

おいます。畳の防虫紙のにおいが 、板にも移ってしまったようで

した。また、クローゼット同様に、板の隙間から風が出てくるの

がわかりました。この空気の流れも、クローゼットと同じハッカ

のようなにおいで、嗅ぐと胃がムカムカと気持ち悪くなりました。 

［ベークアウト］ 

 ベークアウトもしてみました。閉め切った室内でストーブを焚

いて、長時間室温を上げてみることにしました。私はその間アパ

ートにはいられないので、夫がストーブの見張りをしてくれまし

た。しかし冬だったので思ったように室温が上がらず、効果もほ

とんどありませんでした。確か室温２５℃以上を１６時間くらい

保ったと思います。もっと長時間やればよかったのかかもしれま

せんが、これ以上は無理でした。ベークアウトをする前に、「シッ

クビルディング」*1 という本を読んだのですが、この本には「ベ

ークアウトは確実な方法ではない」と書かれていました。ベーク

アウト直後はいったん化学物質の濃度が下がるのですが、時間と

共に、もとの水準かそれ以上になってしまうのだというのです。

それを知っていたので、徹底したベークアウトは行いませんでし

た。「ダメでもともとだが、試しにやってみよう」という感じでし

た。*2 

 

［アパートを解約］ 

 やれるだけのことはやったけど、住めるほどにはならない…作

業をしているうちに、私はどんどんぐあい悪くなってきて、最後

は気力だけでやっているという感じでした。毎日のようにアパー

トに通って作業をしたのですが、だんだんアパートに向かう足取

りが重くなってきました。 

 結局、そのアパートは３ヶ月で解約しました。３ヶ月間、とぎ

れることなく換気をしていたにもかかわらず、有害物質の濃度は、

私が耐えられるレベルまでは下がりませんでした。真冬に換気し



 67

ながらの作業はとても寒かったです。 

 

［新たに家さがし］ 

 この後、さらに私が住める家を探していくことになりました。

このアパートでの経験をもとに、不動産屋に次のような条件で賃

貸物件を紹介してもらうことにしました。 

「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」 

賃貸物件は、たいてい、住人が退去したあと、すぐにリフォーム

してしまうようです。上記の条件に合うものを見つけるには、退

去後、すぐにその物件を見に行かなければなりません。そのため、

不動産屋に、もうすぐ空きそうな物件があったら、すぐに知らせ

てもらうようにしました。連絡が来たら、まず、建物の外観や周

辺環境を見に行きます。それでよさそうなら、退去後すぐに室内

を見せてもらいました。このような条件で紹介してもらうので、

時間をかけて少しずつ見ていくことになりました。時間がかかっ

てもいいから、じっくり探していこうと思いました。 

 上記のような条件で探しても、私の住める家はなかなか見つか

りませんでした。この続きはスモール・データ・バンク「家探し」

（→第６巻）で書きます。 

 

(注) 私は過敏性が高かったので、シックアパートの対策はほとん

ど効果がありませんでした。しかし、私より過敏性の低い人や建

物の有害性がそれほど高くない場合は、上記の方法が有効な場合

もあるはずです。この文章を参考にして自分なりにトライしてみ

てください。 
*1「シックビルディング」Thad Godish／著 ・小林剛／訳注・オーム社／
刊 
*2 私のやり方は不十分だったので効果は上がりませんでしたが、きちんと
やれば効果が出る場合もあるようです。１９９９年当時は*1の本しか情報が
ありませんでしたが、その後多くの本が出版されているので、参考にしてみ

るとよいと思います。私が最近読んだ中で参考になった本を１冊。 
「ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計・施工基準・同解説」

日本建築学会／刊。 
ベークアウトの標準的な方法は、「室温３０℃～４０℃を７２時間保つ」と

書いてあります。 

（2005．3．11） 

 

レンタカー  

［車内の空気は大丈夫？］ 

 仙台に帰省するときに、レンタカーを借りま

す。初めてレンタカーを借りたのは、２００３

年９月です。もともと車の中の空気が苦手な私は、レンタカーに

乗れるのかどうか、自信がありませんでした。 

 仙台空港に着いてから、空港にあるレンタカー会社に見に行き

ました。あらかじめ電話で、レンタカー会社の人に事情を話し、

「その場で車を見せてもらい、においが大丈夫かどうか確認して

から、車を借りるかどうか決めさせてほしい」とお願いしました。

空港の営業所には、借りられる車は１台しかないということでし

た。何台かある中から選びたかったのですが、しかたがないので、

その車を見に行きました。その１台は、まだ半年くらいしかたっ

ていない新車で、車の中はとてもにおいが強かったです。これで
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はとても乗れないと思いました。 

 レンタカー会社の人の説明によると、どのレンタカー会社でも、

空港には１台か２台しか置いていないそうです。これでは選択肢

が狭すぎます。その車は断って、仙台市の街中で探すことにしま

した。 

 

［レンタカーを選ぶ］ 

 空港から仙台駅まで、バスで行きました。仙台駅についてから、

電話帳でいくつかのレンタカー会社をピックアップし、電話で確

認しました。私が、車のにおいに敏感だということを話し、保有

台数や、「その場で自由に車が選べるか」などを問い合わせました。 

 仙台駅構内にあるレンタカー会社は、借りられる車が１０台以

上あるというので、そこに見に行きました。「車内の空気を嗅いで

から借りるかどうか決めてよい」と言ってくれました。車の経年

数を聞き、古いものから試させてもらいました。レンタカーはた

いてい３年以内に製造された車だけだということです。最初の車

検までは使用し、その後、手放して買い換えるということでした。

それで、３年目のものを中心に見せてもらいました。そのレンタ

カー会社はありがたいことに、車をぜんぶ青空駐車していたので

す。直射日光にさらされていたため、３年目の車はかなりにおい

が抜けていました。エンジンをかけてみて、よくにおいを嗅ぎ、

エアコンをつけてみて、よくにおいを嗅ぎました。トランクの中

も嗅ぎました。「問題なし」という車はなかったのですが、そこそ

こ耐えられそうな車が見つかったのでそれを借りることにしまし

た。 

 その車には、３日間、乗り続けました。やはり、車内の空気は

タバコのにおいなどがあって、居心地が悪かったのですが、大き

な症状が出ることもなく、無事過ごせました。 

 

［ひいきのレンタカー会社］ 

 それ以来、帰省の度にそのレンタカー会社を利用しています。

半年後にまた帰省したときに、前回借りたものと同じ車両を借り

ようとしましたが、もうその車はありませんでした。３年たって

車検の時期が来た時に、その車を手放してしまったのだそうです。

また新たに何台かにおいを嗅いでよさそうな車を探しました。こ

のように、レンタカー は、車両の入れ替わりが激しいです。 

 このレンタカー会社の名前は「ＪＲレンタカー」です。仙台の

場合、駅構内に青空駐車しています。炎天下に置かれているので、

車内のにおいが抜けるスピードが早いです。他の地域の「ＪＲレ

ンタカー」も同じように車を管理しているかどうかはわからない

のですが、似たような方法である可能性は高いと思います。仙台

以外のところに出かけることがあっても、「ＪＲレンタカー」を試

してみようと思っています。他にも、青空駐車しているレンタカ

ー会社があるかもしれません。電話で問い合わせてみれば、確認

できると思います。 

 

［タバコのにおい］ 

 レンタカーは芳香剤のにおいがしないので助かるのですが、車

によってタバコのにおいに強弱があります。何台か試してみて、

においの少ないものを選ぶと良いです。私はタバコのにおいより
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新車のにおいの方が苦手なので、３年目のものを選びましたが、

タバコのにおいが苦手な方は、新しめの車を選ぶと良いでしょう。

古い車の方が、確実にタバコのにおいは強くなっているからです。 

 

［カーエアコン対策］ 

 ２００４年８月に、自家用車のエアコンに反応を起こすように

なり、車に乗れなくなってしまいました。（→スモールデータバン

ク「自動車」参照。） それ以来、カーエアコンのにおいが苦手で

す。レンタカーのエアコンもつけることができません。帰省する

のは、カーエアコンをつけなくてもよい季節にしています（春か

秋）。デフロスター（フロントガラスの曇り取り）も使えないので、

こまめに車の窓を開けて、フロントガラスが曇らないように気を

つけています。それでも曇ってしまったときは、ディッシュでふ

いて曇りをとるようにしています。 

 

［ガソリン対策］ 

 レンタカーは、最後にガソリンを満タンにして返すことになり

ます。私はガソリンスタンドに近づけないので、夫に任せていま

す。私は、あらかじめ、ガソリンスタンドから少し離れた場所で

車から降ろしてもらい、そこで待っています。夫は、給油をした

後、私を拾いに来てくれます。 

 満タンに給油すると、車がガソリン臭くなることがあります。

これを防ぐためには、ガソリンスタンドで、 

「エアー抜きをしないでください。」 

とお願いするといいです。車の燃料タンクから給油口まで、パイ

プがのびています。そのパイプにまでガソリンを入れて、給油口

まで満たすのが、「エアー抜き」という方法です。「エアー抜き」

しないようにお願いすれば、燃料タンクにはガソリンが入ります

が、給油口までのパイプは空なので、その分ガソリンのにおいが

出にくいのです。ガソリンスタンドで、「エアー抜き」といっても

通じないときは、 

「ガソリンを給油口までいっぱいに入れないでください。」 

と言えば、通じると思います。  
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