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                      化学物質過敏症について 
 
                        藤井 淑枝 (化学物質過敏症あいち Re の会代表) 
                                監修 : 坂部 貢 (東海大学医学部生体構造機能学領域/ 

                                             北里大学北里研究所病院臨床環境医学センター)         

＜化学物質過敏症とは＞ 
化学物質過敏症は 1997 年に診断基準(暫定)ができ、2009 年には国際疾病分類 ICD-10 に登録さ
れた疾患です。しかし、社会的認知度は低く、診断・治療を行う医療機関は全国的にわずかで、愛
知県にはありません。 
 
［化学物質過敏症] 
          Chemical Sensitivity（CS), Multiple Chemical Sensitivity(MCS) 
・極微量の様々な化学物質によって引き起こされる頭痛・吐き気・自律神経の異常などの症状。CS。
（大辞林第三版） 
・接着剤・塗料・農薬・食品添加物・排気ガスなど、身の回りの多種類の化学物質に反応してさま
ざまな症状を発する病気。アレルギー疾患の特徴と中毒の要素を併せ持つという。化学物質の摂取
量、症状との関係などは未解明。（大辞泉第二版） 
・ごくわずかな化学物質に反応して、めまい・頭痛などが起こる病気。日常生活がむずかしくなる。
（三省堂国語辞典第六版） 
 
代表的な辞書には上記のように書かれています。 
 
いやな匂い・嫌いな香りをかいだとき、健康な人でも気持ち悪くなったり、息が詰まる気がするこ
とはあると思います。 
化学物質過敏症になると、実際に強い吐き気におそわれたり、過呼吸や喘息症状を起こします。 
人により症状はさまざまですが、その他には、目がチカチカする、鼻水が止まらない、皮膚の発赤
や湿疹、意識がもうろうとして思考が働かなくなったり（簡単な計算ができなくなります）、足が
もつれたりします。添加物が含まれた食品や食材（普通に売られている食べもの）や農薬が使われ
た野菜・アクが強い野菜を食べると胃が激しく痛む人も居ます。 
 
嫌いな匂い・苦手な香りが一つ二つであるのならば、避けて生活することも可能でしょう。 
化学物質過敏症（正確には多種化学物質過敏症）になると、日常生活の「ニオイ」全てに上記のよ
うな反応を起こします。 
 
日常生活全ての「ニオイ」とは、合成化学物質・天然物質のほとんどすべてです。 
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合成洗剤・柔軟剤・シャンプーやコンディショナー・制汗剤・床ワックス・塩素系漂白剤やアルコ
ール・防虫剤・殺虫剤・芳香成分（香料と記載があるもの）・排気ガス・石油や家庭用ガスの燃焼
臭・水道水の塩素臭・タバコ・家電製品やパソコンを起動したときにでる臭気・新しいプラスチッ
ク製品・新しい衣料品や新しいカバンの匂い（皮革臭やビニル臭）・新聞や書籍、インクジェット
印刷のインキの匂い・靴や合板の接着剤臭・紙類や天然木の匂い・コショウやニンニクなどのスパ
イス・調理時の油臭・魚や肉を焼くときのタンパク質の焦げ臭・・・ 
 
身の回りのニオイの全てに身体症状や精神症状が現れれば、まともに生活はできないのは、想像で
きると思います。避けようがなく、症状が続きます。多くの患者は薬剤に対しても反応を示すので
症状緩和のための薬も使用できません。 
 
＜発症の仕組み＞ 
上記のような症状が、なぜ起きるかは良く分かってはいません。 
においを感じるか感じないかのうちに反応して症状が起きるところを見ると、吸い込んで肺から吸
収されてより、鼻の嗅覚細胞受容体からダイレクトに脳に情報が伝わったことによる反応と考えら
れます。 
 
実際、化学物質過敏症患者の脳は健康な人と異なり、嗅覚や自律神経系に大きく影響する部位の血
流やグルコースの取り込み量などが大きく変動することが知られています。神経的な反応から起こ
る症状なので、ごくわずかでも反応するし、におい分子の多い少ないに反応の度合いが比例するわ
けでもないのです。 
 
化学物質過敏症の患者さんは「匂いに敏感」と言われますが、犬のように嗅覚が優れているのでは
ありません。嗅覚検査をしても匂い（嗅素）を判別できる閾値は、健康人と同じです。 
ただ、同じ嫌な匂い（例えば糞便の臭い）を嗅いでも、脳の特定の部位における受容の仕方が大き
いため、たとえば健康人が１０段階の不快な臭いの「３レベル」と 
感じた臭いも、患者では「８レベル」に感じるということです。 
 
さらに、薬剤に対する副作用の出やすさや食物不耐症状はにおいでは説明できません。 
 
以上のことから、化学物質過敏症は一つの病気というより、「神経－内分泌－免疫系の機能軸の障
害の結果として生じる様々な症状群」として捉えると説明がつきやすくなります。一つの疾患カテ
ゴリーで説明しようとするため「化学物質過敏症」という疾患をわかりにくくし、身体表現性疾患
(心身症）ではないかと言う議論が起こる原因にもなります（*1）。 
 
＜発症の原因＞ 
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発症のきっかけも様々ですが、6割の人はシックハウス症候群の悪化からと言われています（*2）。 
 
平成 15 年の改正建築基準法では、クロルピリホス（有機リン系防蟻剤）の使用禁止、ホルムアル
デヒドを含んだ内装材の使用制限、換気設備の設置が義務付けられました（*3）。しかし、建築基
準法はあくまでも建築時の最低基準を定めたものであり、この法律を守るだけではシックハウス問
題を解決することはできません。 
確かにシックハウス症候群に関する相談件数は減っています（*4）。 
しかし、ホルムアルデヒドやクロルピリホス、厚労省の室内空気汚染物質濃度に関する指針値
（1997～2002）で暫定目標値を公表された 13 物質もクリアしている建物でも、シックハウス症
候群の集団発生があります。規制されていない物質でもおこっているのです（*5）。 
集団発生例は学校や職場の新改築に伴い発生しているので、当該建築の換気を徹底する、一時的に
古い建物での授業を行う、配置転換をする、などの処置で改善されます。 
 
しかし、個人住宅の場合、施工者側から「シックハウスを起こさない建材を使っているから大丈夫」
という間違った情報を与えられているため、シックハウス症状を見逃す場合が少なくありません。 
当会への相談事例において、住宅内での殺虫剤散布や歯科治療（根管治療にホルムアルデヒドを使
用する）（*6）、新しい家具やエアコンなどの家電製品の使用がきっかけで発症したとの申告がよく
ありますが、詳しく聞くと、新築・改修後に目がチカチカした、花粉症がひどくなった、などの症
状がみられます。 
安全とされ販売されている物・シックハウスに関する問診もなく行われた歯科治療が原因なのです。 
患者自身も、シックハウスについてはなんとなく知っていても、自分の症状がシックハウスと気づ
かない、化学物質過敏症に至っては、そんな病気を知らなかったと言う人が多いです。 
 
＜症例から＞ 
さて、化学物質過敏症は治るのか、患者たちはどうして生活しているのか、と言う疑問はあると思
います。 
多くの患者は何年もかけて回復して、何とか「普通のような」生活を送ることができるようになり
ます。でも、それは治療薬や医療者の助け、ボランティアなどの援助者、生活マニュアルがあるわ
けではありません。患者個人の努力によるところがほとんどです。 
 
以下に筆者の個人的事例をあげます。 
長ったらしく細々とした話になりますが、状況を具体的に知っていただけると思います。 
 
   名古屋市内在住 女 発症当時 53 才。夫・子と 3人家族 
 
私 53 才の時、神奈川県にある、アレルギー疾患の治療で有名な国立病院機構相模原病院で化学物
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質過敏症と診断されました。（正確には強く疑う、です） 
梅雨が始まった頃、胃が激しく痛んでほとんど食べられない、合わないものを食べるとのどが腫れ
て息が詰まる、眠れない、動悸がする、胸部痛がある、手足がこわばる、力が入らない、全身の筋
肉・関節が痛い、疲労感が強い、金属に触れると痛い、パソコンやファックスが動いているとぼー
っとする、本を読むとひどく疲れる、副作用が強く現れて薬を飲み続けられない、まぶしい、ある
いは視野が暗くて物がよく見えない･･･このような訳のわからない症状が現れました。 
消化器内科、循環器内科、アレルギー科、婦人科、精神科、整形外科と 3ヶ月で県内 10 数カ所の
医療機関を受診し、様々な検査をしましたが、愛知県内の大学病院でも全く診断が付来ませんでし
た。万策尽き、相模原病院食物アレルギー科を受診しました。 
そこで、次のように言われたのです。 
 
「アレルギーではなく化学物質過敏症だと思われます。多種のものに反応して様々な症状を引き起
こしますが、原因はわかっていません。今のところ治療法もありません。」  
 
しかし、担当した医師はいくつかのアドバイスもくれました。 
・野菜は生でなく火を通して食べる。 
・体調の良いときに少しずつ反応を見ながら食べられるものを探す 
・食材や素材を吟味する。 
・食べ物については、たとえば卵がだめなのではなく、生産段階で使用された抗生物質などに反応
していることもあるから、添加物・農薬の使われていない食材を選ぶ。 
・生活全般にある化学物質に過敏になっているから、食べるもの・呼吸から入るもの・皮膚から入
るものすべてについて反応する可能性を考えた方がいい。 
・これといった治療法はないので、体質改善や体調管理を考える。 
・ウォーキングなどの無理のない運動で汗をかくこと、入浴などは積極的に行うこと。 
・ビタミン B群・Cはサプリメントでも良いから摂取した方が良い。 
・入眠剤は化学物質過敏症の方でもよく使用しているが、これ以上量を増やさないこと。 
・そのほかは現在使用している以上に薬剤を増やさない。 
・発症の経緯―はじめは職場で体調が悪くなったこと―から考えると、経済的な問題がなければ、
仕事は辞めて回復に専念した方がいい。 
・理屈で考えず、自分の体の反応が良ければ続け、悪ければやめる。 
・心身症でも気分的なものでもないから、自分の感覚で判断する。 
・原因物質の特定は難しいから、保守的に昔ながらの生活する方が良い。 
・今後、訳のわからないもの・訳のわからないことに反応するかもしれないけれど、理屈にとらわ
れず、自分の感覚で判断するようにしてください。 
・申し訳ありませんが、詳しい検査や今後の生活指導は当病院では対応していません。 
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診断に至るまで３ヶ月、かかった医療費は交通費も含め５０万円は超していました。 
 
回復のポイントは、実は簡単です。 
身体に取り込まれる物質は、85％は吸い込む空気に由来しています（*7）から、 
「居住空間の TVOCs（総揮発性有機化合物）濃度、化学物質の量を減らす」ことです。 
家財を減らす・換気をする・掃除をする、この 3点を徹底して行う。とりあえずは生活が多少不自
由になっても徹底する。これだけです。しかし、「ただこれだけ」がいかに困難で非常識なことか。 
 
今まで使われていた合成洗剤の成分やその他諸々の化学物質はホコリに付いて部屋中に存在して
います。壁にも、天井にも。殺虫剤や蚊取り線香の成分も、同じです。すべてが自然分解するもの
ばかりではありません。新たに空気中に飛散させない(使用しない)だけでなく、今まで残っている
物を徹底的に除去しないと、症状は続きます。それは繊維の奥にも、タンスの隅にも、壁紙にも付
いています。それらを近所のお宅が使えば、窓から入ってきます。 
 
私は名古屋市内の患者さん数人に知己を得て、生活方法を具体的に教えていただきました。しかし、
診断された直後の私は、患者たちとの価値観のずれに戸惑うことしばしばでした。患者は「身の回
りに安全なものは何一つない。腐海（風の谷のナウシカ）で生きている」といった感覚で暮らして
いるわけですから、なかなか理解できないのも当然です。 
アドバイスの数々はとうてい実行不能と感じることばかりだし、気の遠くなるほどあれこれ注意す
ることがたくさんありました。 
生活の改善とは、生活の全てを変えることでした。 
洗剤が変わると、衣類洗濯のみならずキッチンの片付け・掃除方法までちがってきて、知らないこ
と・わからないことばかり。食材、調味料、調理器具、調理法も、全ての家事が今までと全く異な
ります。時間が倍以上かかります。 
発症前から使用していた衣類も寝具もチクチクして痒くて気が狂いそうで、一時も気は休まりませ
ん。何回か殺虫剤を散布したソファと畳、本は古いものも新しいものも受け付けず、異様な不快感
を覚えます。それらと同じ空間にいられないのです。 
でも、夫はこれらを捨てることが回復につながるとは理解できません。一切の手伝いを拒否してい
ました。 
何回拭いても干しても耐えられないもの、ソファ・タンス･書棚･食器棚･レンジ台・畳・布団･三千
冊ほどの書籍などの処分には時には産廃業者を呼び、廃棄しました。どれだけ洗っても着られない
衣類や大切にしていたバッグや靴も処分です。 
家財は 3分の 1以下になりました。 
 
夕方帰ってみたら、畳がなくなっていた、タンスが捨てられていた、食器棚がなくなっていた、ソ
ファがなくなっている、壁紙やふすま紙がはがされている等々、尋常でない状態が続いたわけだか
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ら、家族のストレスも相当だったでしょう。捨てたモノのかわり、新たに何か買って使えるわけで
もありません。 
「これでは家じゃない」と夫が怒りました。「朝出かけたときとどんなに変わっていても驚かない
こと、と言い聞かせてドアを開ける」と子どもがいいました。 
家族にこんな思いをさせても、自分の症状に合わせて家族の生活習慣も変えてもらうしかないので
す。捨てた本や家具は私にとっても思い入れのある大切な物です。ぎりぎりの選択を迫られて、捨
てたのです。 
 
苦しんでいる患者を何とかしてあげたいと思わない家族はないでしょう。しかし現実には、家族に
とって患者は「生活の破壊者」と化しています。当初は協力的であった家族も化学物質過敏症に対
して否定的感情が強くなります。 
我が家も同様で、私の状態は何らかの精神疾患か心身症かと、夫は疑いはじめました。 
 
診断されてから 4ヶ月、自宅内で何とか息ができ、多少はくつろげる一部屋を整えることができま
した。和室の畳ははがして、かわりに日に良く干したポリエチレン圧縮ボードが敷いてあります。
照明は蛍光灯から電球に換え､窓には電磁波シールドクロスをかけました。押し入れはアルミテー
プで封止して、壁紙ははがしてある。天井も壁も建具もすべて拭き上げ、メタルスチールラックで
こしらえたベッドが部屋の中央に据えてある。6畳間にベッド以外は何も置いていない。ここはど
んな豪華な宮殿よりも私には価値のある部屋でした。 
ある晩眠ってから 1,2 時間後、地面が落ちていくような、激しく揺れるような感覚を覚えて、飛び
起きました。悲鳴を上げて、閉め切ったふすまを開け、部屋を飛び出しました。しかし、室内は何
も変わっていません。テレビをつけても地震速報はありません。まだ起きていた夫は地震など起こ
っていない､揺れなど全くないと言います。 
 
夫は、私が本当にわずかな化学物質にも反応しているのか、確かめたのです。 
私が使用できる紙に、職場のインクジェットプリンターで印刷し、充分に乾燥させ、クリアファイ
ルに挟んで持ち帰りました。インクジェットプリンターのインキは私が最も苦手な物の一つです。 
私の熟睡を確認して、扉の隙間からその紙を差し入れ１分後、抜いたそうです。 
わたしが飛び起きたのはその５分後です。 
このことはしばらくしてから夫から打ち明けられました。 
「本当に反応していると、やっと納得できた。」 
その頃から夫は多少協力的になりました。 
悪夢や地震と疑うような墜落感は、睡眠中の化学物質の暴露症状ということも、その後に知りまし
た。 
 
市街地では耐えず何らかの工事が行われています。アスファルト工事やリフォームの防水工事、植
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栽の農薬散布など、窓を開けていると危険なときもあります。問い合わせをし、工程表をもらい、
使用する農薬について問い合わせる、などの交渉もあります。家族が代わりにしてくれなければ、
自分で行うより他ありません。 
 
以上のような対策をしても回復には年単位を要します。化学物質を居住空間から徹底的に追い出す
のは容易ではないし、1度低下しきった体力を元に戻すことも、簡単ではないのです。かかった費
用もすさまじかったです。生活が安定するまで、医療費を除き数百万円かかりました。 
 
発症してから 4年になりますが、未だ自宅の整った環境でなければ生活はできません。食材は有機
野菜や添加物を一切使わない調味料、遺伝子組み換え飼料や抗生剤を使われていない肉類を食べて
います。丁寧で神経質な掃除が必要だし、水道の元栓に浄水器を付けています。物は極力購入しな
いように、化粧品も日焼け止めも使えません。処方された薬も副作用が出る場合が多いです。予防
注射もできません。デパートにいくことはまれですし、映画館にも入れません。手術が必要な病気
になっても病院食は食べることはできないでしょうし、使用する薬剤を一つ一つ確認しなければ、
手術には至れません。 
近所で大規模な工事が行われたら、体調が悪化するかもしれません。今住んでいるところは住めな
くなるかもしれません。 
 
＜社会的な問題点＞ 
化学物質過敏症になっても、回復して普通の生活が送れるでしょうか。 
若い年代、学童期の子どもでは普通の生活が送れるようになる方が多いと聞いています（もちろん
学校側やクラスメートの協力や配慮なしでは難しい）。普通とは、学校や職場に行き、他の人とあ
まり変わらない生活を送ること。ただし、食べものに気を遣うとか、日用生活用品（洗剤や化粧品）
は吟味し、殺虫剤等は使用しない環境が必要だし、行動範囲の制限も若干あるようです。 
しかし、年代が上がるに従い、社会復帰できる人も減っていきます。 
特に高齢での発症は適応能力の衰えもあり、苦しい生活を強いられます。当会への問いあわせでは
80 代での発症もありました。 
 
大規模災害も心配です。避難所には入れないだろうし、安全な食材も手に入らないでしょう。  
経済的不安も多くの患者が抱えています。 
化学物質過敏症は障害者年金給付対象の疾患です。でも、愛知県内で確定診断をしてくれる医療機
関は見つからないので、多くの患者は東京の病院を受診しています。新幹線に乗れない患者は受給
を諦めるしかありません。 
 
化学物質過敏症が他の病気とは決定的に異なるのは、周りの人からの影響がきわめて大きいことで
す。 
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例えば、職場の隣のデスクに香りの強い柔軟剤が大好きな人がいたら、苦しくて仕事ができなくな
ります。隣家がガーデニングで殺虫剤を使えば、洗濯物を干すことも窓を開けることもできません。 
いわば、周囲の人の生活の利便性と快適さのために、患者は辛い思いをします。 
実際、周囲の人の配慮により、仕事を続けられている人はいるのです。 
 
化学物質過敏症の患者数は国内で 70 万人とも推定されています(*8)。 
苦しんでいる人はけっして少なくありません。 
                            (2015/07/22) 
                        ©化学物質過敏症あいち Re の会 
                                 ©藤井淑枝 
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