「今さら聞けない」
「ちょっと気になる」
…
食についての基本のキを、毎月1回紹介します。

パルシステム東京のホームページでも公開
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増加している食物アレルギー 免疫のバランス
原因食物除去 衛生状態の改善
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増加している食物アレルギー
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お正月に
田舎に帰った
お土産だよ︒
あっ！
卵入ってた？

自然に
治っちゃった
の⁝

たまご︑
食べるの︑
ずっとがまん
してたもんね

食物アレルギー

「食物アレルギー」は食物中のたんぱく質が原因で
起きるアレルギーです。この 20 年間に 3 倍くらいに増
加したとされています。乳幼児の食物アレルギーは大
部分が学童期には自然に治りますが、学童期以降にか
かる食物アレルギーなどは治りにくいとされています。

食物アレルギーの分類
臨床型
新生児消化器症状
乳児アトピー性皮膚炎※

治ったよ！

（厚労省研究班「診療の手引」の表を改変）

発症年齢
新生児

頻度の高い食物
牛乳（育児用粉ミルク）

乳児

A

鶏卵、牛乳、小麦、大豆など

即時型症状（じんましん、 乳児〜幼児 鶏卵、牛乳、小麦、大豆、そば、魚類など
アナフィラキシーなど） 学童〜成人 甲殻類、魚類、小麦、果物、そば、落花生など
学童〜成人 小麦、エビ、イカなど

口腔アレルギー症候群

幼児〜成人 果物、野菜など

A
A

※乳児アトピー性皮膚炎は食物アレルギーの関与しないものもある。
■は就学前後までに治ることが多い。
Aは
「アナフィラキシー」
と呼ばれる、重度のショック症状を起こしやすい。

アレルギー増加の原因は？
食物アレルギーや花粉症をはじめアレルギー疾患は近
年増加し、全年代で 3 割程度の人が何らかのアレルギー
をもっているといわれます。増加の原因は明らかではあり
ませんが、たんぱく質や脂肪の増加など食生活の変化と
ともに、衛生状態の改善によって免疫のバランスがくずれたこ
とも原因にあげられています。抗菌剤や殺菌剤などの過度な使
用は、アレルギーを増長させる可能性があるのです。

早すぎる
離乳食は

卵アレルギー
治ったから︑
もう大丈夫だよ

アレルギーって
治る ん だ ？

１２

３ ４ テス ト を
除 去したら ︑
勉 強アレル ギー
治ら ない か な

ケンって︑天才？

確かに︑
テスト
なければ︑
勉 強 が 楽し く
なる かも ︒

食物依存性運動誘発
アナフィラキシー

A

パルシステムでは…

治療は原因食物除去が中心

牛乳

食物アレルギーの治療は、原因となる食品を食
べない「除去」が中心です。重症の時は微量でも
アレルギーを起こすことがあるため、表示などを
確認して混入に注意します。
また、原因食品を除去するときは、自己流は禁
物。信頼できる医師の指導に従い、栄養が偏らな
いように、代替食品を摂ることが大切です。成長に伴い、アレルギーが治ってい
ないかも定期的に検査しましょう。

アレルゲン表示制度

●カタログでアレルゲン表示

義務品目に加え、要望の多かった大豆をプラ
スして、カタログにアレルゲン表示しています。
オンライン注文ページでは、奨励品目及び米を含
めて表示しています。

●新規商品はアレルゲンチェック

パルシステムで新しく取り扱う加工食品（飲料を除く）
について、商品検査セン
ターでアレルゲン検査を実施しています。

●アレルギーの方向けに
『ぷれーんぺいじ』発行

表示義務

卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生

表示奨励（任意表示）

いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、カシューナッツ、バナナ
やまいも、もも、りんご、さば、ごま、さけ、いか、鶏肉、ゼラチン
豚肉、オレンジ、牛肉、あわび、まつたけ

※2001 年に始まったアレルゲン原料の表示制度の品目は、アレルギー発症数や重篤度を考慮して
定められましたが、これ以外にも食品アレルギーを起こす食品はあります。

食物アレルギー改善のカギは腸内細菌
これはたべて
いいよ

私たちの身体にとって、食品の成分は本来異物で
す。異物を排除しようとする免疫の働きが、食品成
分に起こらないようにするのが、腸内細菌の働きを
借りて成立している
「免疫寛容」
というしくみです。
乳児期は消化力や腸のバリア性が低く、腸内細
菌も未発達なため、食物アレルギーが起きやすいの
です。
腸内細菌を整える食品としては、ヨーグルトのよ
うな乳酸菌製品があげられますが、牛乳アレルギーの場合などには、漬け物な
ど植物性の発酵食品がおすすめです。オリゴ糖などを含む食品も腸内細菌を増
やします。

アレルギーの方向けのカタログ『ぷれーんぺいじ』
を隔週で発行。卵と乳製品
を使用せず、その他のアレルゲンも少なく、代替食品なども扱っています。

●「アレルギーほっとダイヤル」
でお悩み相談

パルシステムでは、アレルギーに関する悩みを何でも相談できる
「アレルギー
ほっとダイヤル」
を定期的に開設しています。一人で悩まず、お気軽にご相談く
ださい。
（開催日などは
「ぷれーんぺいじ」
に掲載）

ゲノム編集技術の規制を求めましょう！
■ゲノム編集規制を求める院内集会

ぜひ
ご参加
を！

1 月 29 日（火）14 時〜

衆議院第１議員会館 1F 多目的ホール（13 時半から入り口で入館証配付）
問合せ・申込み = 遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン

TEL：03-5155-4756

Eメール：office@gmo-iranai.org

■ゲノム編集学習会

パルシステム東京主催 2 月 22 日（金）10 時〜
講師 天笠啓祐氏
新宿コズミックセンター 3F 大会議室 （西早稲田駅徒歩 3 分） 詳細は週
刊
『WITH YOU』
でご案内

食べものナビゲーター（食ナビ）では、ご感想、商品に関するご意見・ご質問をお待ちしております。shoku-navi@pal.or.jp まで。

ちゃんとできるか
心配だけど、
がんばります！

キッチン 35

短時間できちんとした食事が作
れる
『3日分の時短ごはんセット』
。

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

育児系雑誌 6 誌が選ぶペアレン
ティングアワード
（本文参照）
も受
賞し、共働きや育児などで料理に
時間がかけられない方に、今、注
目のごはんセットです。
「料理は
ちょっと…」
という、
「食ナビ」
担当

つくってみました！

の男性職員が挑戦しました。

「3 日分の時短ごはんセット」

1

食材が届きました
余った食材は使いまわし

ここが

1 日目

な
いい ！
ミ
クチコ
から

2 日目

キッチンバサミなら、スープ用の
えのきのカットもスムーズ

いつものお母さんのごはんと違う！お店のごはんみたい！と子どもたち
が大喜び。

メインの炒め物は添付のたれで味
付けするだけ。好みで野菜を足して
ボリュームアップさせてもいいかも

献立を考えなくてすむので、気持ちにゆとりができた。ふだん注文しな
い食材も入っていたりしてマンネリメニューから脱出。

自分では絶対作らないようなレシピがあって、作っていて楽しいし味もよかった。

2

日目

白えびのかき揚げわかめうどん
白菜漬け

鮭の彩りマヨトマ炒め
えだまめごはん
えのきチーズコンソメスープ

3

所要時間 約 10 分
今回は
10 分

日目

できた！

食材は、パルシステムの基準にあった国産品が中心。
タレは化学調味料不使用。

さばのみぞれ煮
山菜とお揚げのごま煮びたし
かきたまみそ汁、ごはん

所要時間 約 15 分
20 分

今回は

“きちんと”
ごはん完成！

ちょっと足りないと思う人もいるかもしれないけれど、メ
チャクチャ忙しい日に、10分でできるのは魅力。何かも
う一品プラスすればいいと思うと、気が楽になりますね。

わかめうどんにかき揚げをトッピング

レシピは肉や魚、和洋中に偏り
が出ないよう心掛けています。
今回のメニューは年末の忙しい
時期に合わせ超時短料理中心な
ど、利用時期に合わせることも
大切にしています。パルシステム
の便利でおいしい加工品を活か
しながら、夕食はこうすればラク
を実感していただけれ
ばうれしいです。
（レシピ担当）

所要時間 約 20 分
今回は
30 分

時間オーバーだけど、
慣れれば大丈夫…と思う（笑）

今回、つくってみたのは12 月3
回のセット。1日目はお料理セッ
ト、2日目は10 分でできる超時
短料理、3日目は加工品とレン
チンのアイデア副菜。年末のあ
わただしい時期に合わせて、超
時短がコンセプトです。もちろ
んその日のスケジュールや気分
で何を作るかは変えられます。

3 日目

日目

煮びたしは食材と自前の調味料を器
にいれて、レンジ加熱するだけ。これ
はうちでも作って自慢したい味だった

ペアレンティングアワード
「

モノ

」部 門 受 賞

育児系雑誌
「FQJAPAN」
「ゼクシィ Baby」
など6 誌が、2018 年子育て関連のトレン
ドとして、
「3日分の時短ごはんセット」
を表
彰。受賞式でパルシステム連合会の石田
理事長は、
「ごはんセットで、時間だけでな
く気持ちにゆとりを」
とあいさつしました。

「手順を考えてから始める」
と
いう調理の基本が、時短のポ
イントと痛感しました。外食や
お総菜買うことを考えたら、3
日 分 3000〜3500 円（2 人
分）は納 得できます。食 材は
安心できるし、手を加
えてつくることで、
“ 手抜き” の罪悪感
が解消できますね。

全献立、味がよくて、短時間でできるのにびっくり。
「待って」がきかない小さい子がいるご家庭や、塾
前に何か食べさせたいときには本当に便利です
ね。忙しいと、つい、できあいのお総菜や外食に
頼りがちですが、これをきっかけに“ 手作り”を楽
しんでいただけるとイイですね。
（食ナビ担当理事）

「3 日分の時短ごはんセット」 2 月1 回
コトコト注文番号

2 人分セット
3 人分セット

113808
113816

詳細はカタログ「コトコト」、インターネット注文で

ニュース

NEWS

パルシステム東京からのお知らせや、最近のニュースに関連した情報をお伝えします。

●農薬取締法改正について意見書

●厚労省もゲノム編集の多くを
「対象外」

●水道の民営化が決まる

農薬取締法で環境への影響を評価する、対象生物の見直
し
（水草と鳥類を追加）が検討されています。パルシステム
東京は、農薬の規制強化については歓迎しつつ、以下の意
見を提出しました。

ゲノム編集の規制を論議する厚生労働省の調査会は、
環境省以上に
「問題ない」
という姿勢で議論しています。
「ゲノム編集をした後に、元の品種との交配を何回かす
るから問題ない」などの乱暴な議論で、遺伝子組み換えに
該当しないゲノム編集は、規制対象外とする答申案を決定
しました。答申を受けた厚労省は 2 月にパブリックコメント
を募集する予定です。

国会での審議がほとんどされないまま、水道事業の民営
化を促進する水道法の改正案が国会を通過しました。水道
料金大幅値上げや水質低下などの海外での失敗例は、十
分検討されないまま決定されました。
法律は変わっても実際に民営化するか否かは、自治体の
判断で決められます。地元自治体の動向に注目しましょう。

①ミツバチを追加し、神経毒性も評価すること
②トンボ、ミミズ、カエルを追加すること
③EU にならって予防原則をとること

詳細はパルシステム東京のホームページで

パルシステム東京

検索

http://www.palsystem-tokyo.coop/

