「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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化学物質が原因 子どもの化学物質過敏症
専門医の受診 化学物質に敏感な人への配慮

化学物質が引き起こす病気

FOOD
NAVIGATER

vol.83

1990 年代ころから、新築やリフォームの家など
で、目や鼻などのかゆみ・炎症、頭痛、めまいなど
を起こす、
「シックハウス症候群」
と呼ばれる病気が
多発しました。建材などから発生する揮発性化学物
質によって起きたものです。
このような、通常より敏感に化学物質に反応して
症状が出る病気を、
「化学物質過敏症」
と呼びます。
症状は多様ですが、さまざまな化学物質に、ごくわ
ずか接しただけで症状が出ることもあるため、重症
の場合は、日常生活に支障をきたします。

こん なに
いる の？

カオリンが
化学物質
過敏症に
なっちゃったって

家でシロアリ駆除に
使った薬が︑
よくなかったみたい

こっちで
治せれば
いいのに

いまは
化学物質を
減らすしか
ないらしいわ︒
おうちとか
学校とか⁝︒

化学物質過敏症

2018 年 2 月19日 発行

※
「化学物質」
とは、ここでは日用品や工業製品に使われる合成化学物質などをいいます。

このまま
引っ越しになったら︑
学校とかたいへんよね︒

ママの実家に
避難している
らしいね

こんど︑
お見舞い
行こうよ

食べものも
大切って
言うから︑
パルシステムの
バナナ︑
お土産に
もっていこう！

１２
３４

化学物質過敏症の主な症状

○皮膚・粘膜刺激症状・・・・・・・・・・・眼・鼻・のどへの刺激・炎症、
かゆみ、鼻血など
○呼吸器・循環器系症状・・・・・・・気管支炎、喘息、動悸など
○消化器症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下痢、便秘、吐き気など
○筋肉・関節症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・筋肉痛、筋肉の不快感、関節痛
○神経症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・発汗、不眠、不安、頭痛、めまい、
疲労感、集中力低下など
化学物質過敏症に関する医師の理解不足から、別の病気と診断されることも多
いようです。化学物質過敏症の場合は、生活環境が改善されれば症状も改善し
ます。

化学物質に敏感な人へ配慮を
子 ども た ち を ︑
化 学 物 質に
さ ら さ ないで！

原因不明の体調不良や鼻血などが続くときは、化学物質過敏症の可能性も考え、
室内環境や食生活などの改善をしてみましょう。

疑いのある場合は専門医に受診を

化学物質過敏症の患者数は 100 万人を超すと
推定されています。私たちの近くにも化学物質過
敏症で悩む人がいるのです。何気なく使われる化
学物質は、患者には大きな脅威です。
私たちにとって、化学物質過敏症は決して他人
事ではありません。生活のしかたによって、誰でも
化学物質過敏症になる可能性はあります。化学物
質に弱い人々に配慮してその使用を減らすことは、私たち自身の健康を守ること
にもつながります。特に妊婦や子どもには、化学物質の少ない環境が必要です。

身のまわりの化学物質・発生源の例
家庭用殺虫剤
防虫剤、防虫加工
トイレ用防臭剤
芳香剤
洗剤、柔軟剤
（香料含む）

化学物質過敏症を診断できる医師、医療機関は少ないのが現状ですが、発症
が疑われる場合は専門医の診療を受けましょう。患者を支援する団体もあります
ので、医療機関がわからないときなどは相談してみましょう。
現状では、化学物質を避け、食事や生活の指導などで症状を軽減する治療が
中心です。
＜対策＞ ・身近な化学物質の使用を減らす
・換気を心掛ける
・できるだけ食品添加物や残留農薬の少ない食品を選ぶ
・添加物の少ない石けんを使用する

◎NPO 法人 化学物質過敏症支援センター
（CS 支援センター）
ホームページ http://www.cssc.jp
E メール yokohama@cssc.jp
電話 045-222-0685
参考文献：宮田幹夫
『化学物質過敏症BOOK』
、CS支援センター
「なぜ増える化学物質過敏症」
、
東京都
「化学物質の子供ガイドライン・室内空気編」
ほか

化学物質過敏症に
ならないためにも
まずは︑
このへんか らね

子どもの化学物質過敏症にご注意
化学物質過敏症の 8 割以上が女性、しかも在宅
の方に多いと報告されています。最近の住宅は密
閉性が高く、殺虫剤などの化学成分がこもりやす
くなっているためと考えられます。
そして、いま問題になっているのは、子どもの化
学物質過敏症。子どもは体重あたりの化学物質の
吸入量が多い上、発達の途中で化学物質の影響を
受けやすいのです。

人によって
症状は異なり
ます

家具などの塗料
合板の接着剤
塩ビ製品の可塑剤
抗菌防臭加工
難燃加工

商品 Q ＆ A
Q
A

たばこ
化粧品
食品添加物
食品の残留農薬
公園の農薬散布 など

組合員からの
質 問 に、
お答えします。

遺伝子組み換えに替わるという
「RNA 干渉」
って何？
「RNA」
とは細胞内で遺伝子
（DNA）
からたんぱく質が作られる仲介をする物
質で、
「RNA 干渉」
（RNAi）
とは特定の遺伝子情報に対応するRNAを無効化
する技術です。
「ゲノム編集」
（食ナビ 2017 年 5 月）
と同様、遺伝子組み換
えに替わる、新しい遺伝子操作技術です。
厚生労働省はRNA 干渉でつくられたジャガイ
モを昨年認可しましたが、多くの外食産業は
RNA 干渉でつくられたジャガイモの不使用を
表明しています。

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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お手軽価格のおにぎりや、盛り
合わせ寿司…本来、ごはんと具

m
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r
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え
i
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Th Kitchen

だけのシンプルな食べものです
が、表示を注意してみると、思
いがけずたくさんの食品添加物
が使われていることに驚かされ
ます。このような食品はほかに

食品添加物がかくれている！？

もいろいろ。ちょっと表示を確
かめてみませんか。

かくれんぼ食品①

おにぎり など

すし酢・ポン酢 など

原材料名は、使われている原料が重い順
に表示されています。右の例は調味料（ア
ミノ酸等）
から後ろが、すべて食品添加物で
す。また、家庭で作る場合、塩はおにぎりの
表面にまぶしますが、市販品はほとんどが
塩を混ぜた塩飯を使用。大量生産のためで
すが、塩分のとりすぎも心配です。
盛り合わせ寿司や弁当類はどうでしょう。
表示を確認してみましょう。

便利な調味酢ですが、その中身に注目。化学調
味料、酸味料、人工甘味料と、まさに食品添加物
のパレード。健康ブームで人気の
「飲む酢」
も、各
種添加物の使用が多い商品なのでぜひ確認を。

原材料名

塩飯、ごま入りかつお節昆布
佃煮、鮭フレーク、海苔、塩、
調味料（アミノ酸等）、酸味料、
ph 調整剤、グリシン、酸化防
止剤（V.C）、増粘剤（加工で
んぷん・増粘多糖類）、ベニ
コウジ色素、カロチノイド色
素、炭酸MG、セルロース

は食品添加物
加工でんぷん
コーンスターチなどのでんぷんを化学的に加
工した添加物。11 種類あり、うち2 種類は安
全性情報不足を理由に、EUでは乳幼児用食
品は不使用だが、通常
「加工でんぷん」
という
一括名で表示される。

ここに
注目！

ん
かんた
トライ！
ン酢

ポ
手づくり

しょう油
大さじ1

原材料名

砂糖
大さじ1

酢
大さじ2

好みの
柑橘類果汁
大さじ1

調味料を砂糖が溶けるまで加熱。冷めたら、
ゆず、みかんなど好みの柑橘類果汁を加える

しょうゆ、果糖ブドウ糖液糖、
砂糖、醸造酢、すだち果汁、食
塩、昆布エキス、昆布、濃縮か
んきつ混合果汁（オレンジ果
汁、うんしゅうみかん果汁）
、
かつお節エキス、そうだ節だ
し、水あめ、調味料（アミノ酸
等）
、香料、酸味料

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から

増粘多
糖類

乳化 剤

防止 剤
酸化

︶
ニール
ウコ コチ
︵ ン︑
着色 料

このような表示を見ると食品添加物の
使用は少ない印象を受けますが、実は逆
の場合が多いので注意しましょう。
合成保存料・着色料の効果を他の添加
物で出そうとするため、かえって食品添加
物の数が増えてしまうようです。

リ
ン酸 塩

「合成保存料・合成着色料不使用」にご用心

農薬の大量使用が害虫発生の原因

「無農薬でも害虫の発生を
抑えられる」
と話す稲葉理
事長

「ホッパーレース」
は、アジアの稲作地帯で多発
するウンカ
（稲の害虫）
の大発生を追うドキュメンタ
リー映画です。原因である農薬の使用を減らし、水
田の生物多様性を維持して天敵を増やし、大発生
を食い止めると訴えます。

大切な生物多様性

素材本来の持ち味を大切に
食品添加物は加工食品をつくるときに、色や味、香りを整えるためや、腐りにく
くするためなどに使われる物質のことです。豆腐をつくるときのにがりなどのよう
に製造に欠かせないものもありますが、生産効率アップやコストダウンのために、
食品添加物を多用する例も少なくありません。
しかし、本当のおいしさは、素材を吟味しその持ち味を生かすことから生まれま
す。できるだけ不必要な食品添加物は、避けるようにしたいものですね。
参考文献：
「かくれんぼ食品」
食の安全・監視市民委員会発行

上映に先立ちアジア学院の田坂興亜理事が、ウンカの被害は天敵のハ
チを殺すネオニコチノイド
（ネオニコ）
系農薬の使用で拡大したと指摘。
上映後、コア・フード米の生産者でもある、NPO 法人・民間稲作研究
所の稲葉光國理事長の講演では、近年、米生産の現場でカメムシ被害が
増加していると報告。
「ネオニコ系農薬の散布で、天敵クモが減ったためと考えられます。ネオ
ニコは残留期間が長く効果が持続するため散布回数が少なく、環境保全
によいとされています。けれど長期の残留は、環境はもちろん子どもの健
康にも問題が多い。使用の再検討が必要」
と話しました。

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。

●パルシステムが SDGs アワード受賞

■放射能対策縮小の議論

■英国産牛肉の輸入再開？

政府が新設した
「SDGsアワード」の副本部長賞をパルシ
ステムが受賞しました。国連サミットが採択した
「つくる責任
つかう責任」
など17 項目の「持続可能な開発目標」
（SDGs）
に、パルシステムの「ほんもの実感」の取り組みが評価され
たものです。生協の受賞はパルシステムだけです。これから
も、一層、持続可能な社会づくりの取り組みを進めます。

福島第一原発事故から7 年経ち、行政では放射能対策の
見直しが議論されています。福島県で実施されている米の
全量全袋検査もそのひとつ。99.9% 以上が不検出と強調さ
れますが、検出限界が 25Bq/kgでは消費者の安心には結
びつきません。年 20ミリシーベルトを基準とした避難者の
帰還推進などと共に、国の姿勢が問われます。

食品安全委員会は BSE 問題で停止されていた、英国産
牛肉の輸入再開にゴーサインを出しました。英国はBSE 発
祥の地であり、汚染が大きかったことから、飼料規制後も
BSE が発生しました。輸入が再開されても、昨年決まった原
料原産地表示で
「牛肉（輸入）
」
と表示されることもあり、消
費者は選ぶことができません。

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/

