「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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腸内細菌 皮膚常在菌
増える抗菌加工 抗菌剤の功罪

人体も一つの生態系？ ― 共生で成り立つ私たちのからだ
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ふーん
そうね︑清潔志向も
行き過ぎは
よくないよね︑
抗菌剤とか身体に
よくないことも
あるみたいだし

ー

え
︒
常在菌
だから
いいん
でしょ

１２
３４

話に飽きた︒

そうだ ！

そうだ ！

消毒の理由が
わかった ！
あたしだったら
返さなくていい
って言うわよ ！

行き過ぎた清潔志向で抗菌加工が流行
近年、清潔志向が高じて、抗菌加工がちょっとした社会現象になっています。
その対象も衣料品、キッチン・浴用品、インテリア用品や家電製品、はては文具
などにまで及んでいます。
「衛生加工」
「防臭加工」
「防かび加工」などの名前で使
われることもあります。

抗菌加工は
「抗菌剤」
という化学物質での加工
「抗菌加工」は、抗菌剤、つまり微生物を殺したり抑えたりする薬剤による加工
です。使う場所や使われ方によって、さまざまな
弊害が出ることも考えられます。

●抗菌剤そのものの有害性

多くの抗菌剤は人にも有害性を示すこともあ
ります。抗菌剤による皮膚障害やアレルギー
などを発症した例もあります。

●衛生対策がないがしろに

調理器具などキッチン用品の抗菌加工では、
使用者が抗菌加工に頼って、洗浄や日光殺菌
など通常の衛生対策をおろそかにすることも
あります。

●常在菌への影響

抗菌
マスクで、
皮膚炎に

みんな 仲 間 ！
なんだってさ

この前︑
カオリンに
えんぴつ
借りたらさ︑
返したえんぴつ
消毒してんの︑
失礼だよね

それに
﹁皮膚常在菌﹂
って
言ってね︑
私たちの皮膚には
役に立つ菌が⁝⁝

抗菌加工（抗菌剤）

私たちの体は60兆の細胞からできています。
しかし、それ以上の数の生物が私たちの体に住
んでいるのをご存知ですか。たとえば、私たち
の腸の中には、100 兆個もの微生物（腸内細
菌）が住んでいます。皮膚の上にも1 兆個くら
いの微生物（皮膚常在菌）がいます。
腸内細菌は、腸内での有害な細菌類の繁殖
を防ぐほか、免疫の調節などにもたいへん重要
な役割を果たしています。
皮膚常在菌は皮脂や汗を養分にして生きていますが、やはり皮膚に有害な細菌
類等が繁殖することを防いでいます。
これらの微生物は、時にはトラブルを起こすこともありますが、私たちにとって、
なくてはならない存在です。人とこれらの微生物は、まさに共生しているのです。
私たちの健康は、共生関係の上に保たれているわけです。

ゆらいでいる常在菌との共生関係
ところが今、腸内でも皮膚の上でも、その共
生関係が悪くなってきています。腸内では食生
活の変化、皮膚の上では行き過ぎた清潔志向
がその主な原因です。
皮膚を清潔に保つことはある程度必要です
が、極端な清潔志向は考えもの。これまで「バ
イキン」などと邪険にしていたかも知れません
が、本当は物言わぬ頼もしい仲間、皮膚常在
菌と仲よくしましょう。

は
通 常の手 洗い
で
水
や
ん
け
石
十分

流行に惑わされず、健康で自然なくらしを
抗菌剤のような生き物に有害な化学物質を乱用することは、前回「香害」の記
事で取り上げた「化学物質過敏症」のような健康被害につながりかねません。
ブームに惑わされず、本当に必要なものを選び、化学物質に頼らない健康で自
然なくらしを取り戻しましょう。

除菌・消臭スプレーできれいになるの？
衣服や靴、ふとんなどの細菌や臭いを消し、洗濯代わりになるとア
ピールする除菌・消臭スプレーが人気です。成分は公表されていま
せんが、共通して使われているのは抗菌剤。臭いの原因になる汚
れを除くのではなく、菌を殺して、固めたりするだけです。
本当は洗うのが一番ですが、洗濯できないものは、固く絞った布で
水拭きするかブラッシングして、日光消毒しましょう
（日光で汚れも
少しは分解されます）。

このペン、
抗菌よね

抗菌加工品や殺菌剤入りのボディー
抗
ソープやハンドソープなどを多用す
菌
剤
ると、皮膚表面の常在菌を減らして
しまう可能性があります。洗い方に
よっては、常在菌が元に戻るまで、
数時間から1 日かかります。
低刺激性をアピールする抗菌剤もありますが、抗菌加工（抗菌剤）には有害性
をもつものもあることを考えに入れて、使うようにしましょう。

学習会「お米生産の現状を学ぼう！」

― 映画「ホッパーレース〜ウンカとイネと人間と〜」上映＆パルシステム米生産者のお話 ―

2018 年 1 月 19 日（金）10：00〜12：30

パルシステム東京新宿本部 7F 大会議室

農業のあり方を問うドキュメンタリー映画を鑑賞後、産直米生
産者の民間稲作研究所・稲葉光國氏にご講演いただきます。
申込み方法はホームページか WITH YOU で。
お詫びと
訂正

vol.80
（2017 年 11 月20日発行）
で記事内容に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

①Q＆Aで
『とまとまと』
の中国産原料トマトに関して有機栽培完熟トマトの手摘みをしている旨をご案
内いたしましたが、事実誤認がありました。中国、西域地方の生産ですが、有機栽培完熟手摘みトマ
トに限定されていないことがわかりました。
なお、生産地域の気候的な条件から農薬の少ない生産が行われており、農薬の検査も定期的に実
施し、これまで農薬は検出されていません。
②
「香害」
の記事中で化学物質過敏症の症状に関して、
「神経症」
とあったのは
「神経症状」
の誤りでした。
化学物質過敏症の症状は多様です。

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。
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あなたは炒め物や揚げ物など、
ふだん使いの油は何を使って

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

いますか。キャノーラ油、サ
ラダ油？
実は市販品のほとんどは、原
料の菜種などが遺伝子組み
換えであることをご存 知で

そのキャノーラ油の原料は

しょうか。今月はキャノーラ
油＝菜種油のお話です。

非遺伝子組み換え菜種？

750 円税込（標準価格）

市販キャノーラ油のほとんどは
遺伝子組み換え原料
まず、市販品の表示を見てみましょう。原材料は
「食
用なたね油」
。遺伝子組み換え( 以下 GMO)につい
ての記載はありませんが、市販の手ごろな価格の
キャノーラ油は、ほとんどGMO 原料とみられます。
なぜならキャノーラ油の原料となる菜種の約 90％
はカナダからの輸入。カナダ産の 93％はGMO 菜種
だからです。表示ではわかりませんが、私たちは避け
ているつもりでも、実に多くの GMO 食品を食べて
いるのです。
大量に流通している遺伝子組み換え作物
ほとんどが食用油の原料
いずれも
「サラダ油」
として、
市販されています

その貴重な非遺伝子組み換え菜種使用が
です
『圧縮一番しぼり菜種油』
産地はオーストラリアのカンガルー島

原材料名

食用なたね油

食用油やしょうゆなどは、GMO
原料が使われていても、製品の
GMO検査で確認できないため、
表示しなくてもよい

大豆
コーン

す！
ほかにもありま

こだわり
ポイント

だから

だから

カラッと揚がる 何度も使える

●薬剤に頼らない昔ながらの製法

市販の食用油の多くは経済性と効率性のため、製造工程で薬剤を使用していま
す。パルシステムの菜種油は薬剤不使用です。

圧 搾

精 製

でき上がりまで
約一週間
一般 品 は
通常 時間

パルシステム
﹁圧搾一番しぼり菜種油﹂
多くの
市販品

『圧搾一番しぼり菜種油』
ができるまで

12

薬品は使わず
圧力のみ

酢洗い・湯洗いで
不純物を除く

一番搾りの搾りかすに石油系
の溶剤を混ぜ、油分を搾りきる

一番しぼり
のみ

製造元の平田産業やパルシステム連
合会役職員などが Non-GMO 菜種の
継続を求めて、毎年現地を訪問する

とはいえ南オーストラリア州が、非遺伝
子組み換え作物
（以下 Non-GMO）
を禁止しているのは2019 年まで。
それ以降は、州政府の方針や Non-GMO 菜種の経済性など多くの問
題があり、どうなるかは未定です。
昨年、カンガルー島を視察した、パルシステム東京の小島教子理事は
「残念ながら組合員の要望だけで、Non-GMO 菜種が継続される状況
ではありません。いま、できるのは市販品との価格差を理解して買い
続けること。それが大きな力になるのは間違いありません」
と話します。

綿実

菜種に圧力をかけて、最初に出てくる
「一番しぼり」の油だけを集めています。
一般的には薬剤で抽出した、二番しぼりをブレンドします。

非遺伝子
組換えの菜種

気になる2020 年以降の栽培

菜種

●その名の通り
「一番しぼり」

原 料

GMO 作物の作付けを禁止しているの
は、オーストラリアの中でもカンガルー
島のある南オーストラリア州を含め２州
だけ。特に周囲が海のカンガルー島は、
風でGMO 作物の種が飛来する心配も
ありません。

知っトク
報

菜種油

情

バランスがとれた脂肪酸組成

菜種油は体内で作り出すことができない必須脂肪酸の
リノール酸、
α-リノレン酸を含みます。これらの脂肪酸は、
生活習慣病などの予防に効果があるといわれます。また
熱に強い脂肪酸であるオレイン酸も含みます。
加熱調理やドレッシングなど、さまざまな用途に利用
できます。

動画でも
製造工程が
見られます！

薬剤を使って
短時間で精製完了

保存は油こし器に入れ冷暗所で
揚げ物に使った油も、何度も利用できるのが
『圧縮一番しぼり菜種油』
のすごいところ。ただし
温度変化が大きいと劣化するので、油こし器で
汚れを除き、冷暗所に保存することが大切です

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。

●PB 商品の見直しを進めています

■機能性表示食品に措置命令

■新 TPP が大枠合意

『ロースハムスライス』
『ボンレスハムスライス』
『クリー
ムシチュー (フレーク)』
が、たんぱく加水分解物不使用に
なりました。また
『こんせん純生クリームロールケーキ』
も、
膨張剤と安定剤を抜きました。
組合員の声で PB 商品の見直しを、すすめていきます。
これからも声をお寄せください。

消費者庁は葛の花由来成分でダイエット効果をうたう機
能性表示食品が、実際以上に効果があるように誤解を招
くとして、16 社に景品表示法違反の措置命令を出しまし
た。事業者はダイエット効果の科学的な根拠を示すことが
できず、機能性表示食品制度の問題点が露呈したものと
いえます。

TPP( 環太平洋経済連携協定 )は米国抜きで再交渉が進めら
れ、大枠合意に至りました。ISD 条項などいくつかの条項は凍
結され、米国が抜けた分、多少は影響が減ったとはいえますが、
基本的な枠組みはそのままです。
政府は米国に追加加入を要請し続けていますが、米国はより
有利な条件での二国間協定締結を迫ってくると考えられます。

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/

