
人間にはからだを守ろうとする「免疫力」がもともと備わっています。そのために
有効なのが、腸内環境を整えてくれる発酵食を食べること。福島県の古民家に
くらす薬剤師・料理研究家の境野米子さんに、家庭でできる放射能対策として、
もっと気軽に発酵食品を取り入れるコツを教えていただきました。

　境野さんは東京電力の原発事故直後から、著書や講演で「放射能対策には、みそや

納豆、漬け物などの発酵食品を食べて」と訴え続けてきました。

　境野さんが発酵食品に着目したのは、自身の経験から。境野さんは30年ほど前、か

らだの免疫機能が乱れてしまう「膠
こうげんびょう

原病」を患い、全身の不調に悩まされました。その

治療の際、境野さんは食事療法を大切にしました。玄米がゆや豆腐、根菜の煮物など

ミネラルや食物繊維が豊富な食材を取り入れ、発酵食で腸の働きを整えることで、病

を克服したのだそうです。「人間の免疫細胞の7～8割は腸にあると言われています。

腸の働きを整えると、からだの中から毒素が出やすくなり、さらに全身の免疫力を高め

られることを実体験しました」

　人間には異物からからだを守り、ガン細胞ができても排除する「免疫力」が備わって

いますが、境野さんは、発酵食品を食べて腸を活発化し、免疫力を高めることが、放射

能やガンに負けないからだにするのに役立つと考えたのです。

放射能にも負けない「免疫力」を高める
　積極的に摂りたい発酵食ですが、「今の時代は共働きが増えて忙しく、漬け物を手作

りする機会も減っているのではないでしょうか」と境野さんは話します。「手軽な発酵食

として、納豆を食べることを習慣づけるとよいです。また、魚や肉の塩麹漬けなら、ほん

の数時間でできますよ」と、境野さんは今のくらしに向けた提案を続けています。

　発酵食を食べる際、境野さんが大切にしていることがあります。それは「ほんものを選

ぶこと」です。本来、発酵食は、微生物が働き続けています。「たとえば、たくあん漬けなど

の漬け物は、日ごとに色がくすみ、酸味や香りが強くなります。いつまでもきれいな黄色の

ままのたくあんは微生物が働いておらず、不自然です」。漬け物でも、みそでも「食品表示

を確認してください。原材料にあれこれ添加物が加えられ『調味料（アミノ酸等）』と書か
れていれば、あまり発酵させずに、化学調味料などで風味を出していることになります」

　発酵食の文化が発達しているのが日本の食卓の特徴。放射能のリスクに向き合うた

めにも、発酵食を見直してみませんか。

発酵食は、菌が働いているものを選ぶ

発酵食で
免疫力を高める！

家庭でできる“放射能対策”

みそやしょうゆ、漬け物といった発酵食は和食は
もちろん、洋食でも積極的に取り入れることがで
きます。

白菜に自然に付着している乳酸菌を発酵
することでできる白菜漬け。白菜漬けの乳
酸菌は「植物性乳酸菌」と呼ばれ、生きた
まま腸に届きやすく、腸内環境をより改善
し、免疫力を高めてくれます。

きちんと発酵を進めるために塩の量は
大切です。健康のために減塩が必要な
場合でも、塩を控えすぎると一日経って
も水が上がってきません。

白菜に水分が多いと、水が上がらない
ことがあります。その場合は2～3％の塩
水を作って白菜が浸るぐらいまで加え、
発酵が進むようにします。

［材料］
白菜：1.5kg（大1/2個程度）
塩：45g(白菜の重さに対して3～5％)好みで昆布、鷹の爪

［作り方］
❶白菜は切り口を上にしてざるなどに広
げ、日当たりのよい場所で１日干す。途
中で上下を入れ替える。

❷①をきれいに洗った桶（大きめのタッ
パーなど）に入れ、芯の間に塩をすり込み
ながら詰め、ラップをかける。重石（3kg）
をして１日漬ける。

❸水分が出てきたら、白菜の水けを軽
くしぼり、大きめのチャック付き袋に移
す。昆布、鷹の爪など好みの薬味を適
量入れ、空気を抜きながらチャックを閉
めて重石をのせ、冷蔵室で保存する。漬
けてから4、5日後が食べごろです。酸味
が強くなりすぎないうち、早めに食べき
りましょう。

和食の場合…

洋食でも…

もっと食卓に

「発酵食」の 自分で作ってみよう
“ほんもの”の発酵食

白菜漬け
みそ焼きおにぎり

ヨーグルトは調味料とし
てスープやカレー、ミー
トソースに入れるのもお
すすめ。

①ヨーグルト

塩麹も手軽な発酵食。
切り身や開きの上に載
せひと晩おけば、翌朝
焼いて食べられます。

②塩麹漬けの魚

納豆は日本が誇る発酵食の優等生。
１日１回は摂ってください！

④納豆

前日に塩でもんで翌日食べられる浅
漬けでもOK。水が出て、色が変わっ
てくれば発酵が進んでいます。季節
の野菜ならなんでも。

③漬け物

季節の野菜ならなんでも酢漬けにしてピク
ルスにできます。砂糖やはちみつを加えて
甘めに、ハーブやにんにくなど香辛料をき
かせるなど、お好みの味で。

④ピクルス

鶏肉や豚肉に塩麹を数時間な
じませ、軽く麹を落として焼いて
ください。肉のうまみが増すこと
に驚きますよ！

②塩麹漬けの肉

境野さん
流

1948年生まれ。東京都立衛生研究所
にて食品添加物、残留農薬、重金属な
どを研究。約40年前に福島に移住後、
有機農産物の普及運動に携わる。現
在はくらし、健康、野菜料理などについ
て講演や執筆活動を行っている。

境野 米子 さん

薬剤師・料理研究家

ポイント 1 ポイント 2

ポイントレシピ

教えて
いただきま

した！

①

②

③
④

①

②
③

④

①みそ汁
シンプルな原料のもの。加熱やアル
コール添加をせず酵母が生きている、
生みそを選びましょう。熱しすぎない
よう、火を止めてからみそを溶きます。

③チーズ
「プロセスチーズ」は加熱されていて菌は働
いていません。カマンベールチーズなど「ナ
チュラルチーズ」と表示されたものは加熱
されていないため乳酸菌が生きています。
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ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

190888 左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。



パルシステムでは、検出数
値が正確な「ゲルマニウム
半導体検出器」2台を使用
しています。食べられる部
分を取り出し、細かく切る
など下処理をして、測定容
器にできるだけ詰め込み、
外部の放射線の影響を受
けないように厚い鉛の容
器で遮断して、精密な測定
を行います。

測定方法に
ついて放射能検査状況について

パルシステム自主検査の報告　

パルシステムの 
自主基準
(独自ガイドライン)と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料、牛乳、乳製品、米、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10

乳児用食品､牛乳 50

青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
海藻類、その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

一般食品 100
しいたけ 100

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・
常温の各加工品は年１回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産 
（新潟･長野･静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･近海・一部の北太平洋・ 
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲料、牛乳、乳製品、米、
青果類、肉類、卵、魚介類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

〈 検査結果：2017年度の状況 〉 ※乳幼児用食品は2016年4月より1Bq/kgに検出下限値を下げました。

青果 今年度は、放射能の検出はありません。

しいたけ 生しいたけ（6.7～16Bq/kg） と岩手県産乾しいたけ（5Bq/kg）で
放射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類 今年度は、放射能の検出はありません。

米

2016年産米の検査は27産地67検体の検査を行いました。日本の稲作を守る会の栃木こし
ひかり（玄米）を検査したところ、2件（3.9、4.1Bq/kg）の検出がありました。検出された玄
米を白米で再度検査した結果、検出はありませんでした。2017年産米は新米供給の開始
前までに玄米で検査を実施します。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出されました栃木こしひかりは、白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、卵 産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていません。

魚介類 魚介類で放射能は検出されていません。
乳幼児用食品 検出下限値1Bq/kg で検査を行っておりますが、すべて不検出です。

その他食品 
〈お料理セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけおよびしいたけ水煮（3.1～8.2Bq/
kg）、まいたけおよびまいたけ水煮（3.3Bq/kg）、から自主基準内ですが検出されています。
その他のお料理セットで使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめ
じ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、2015 年産および2016年産原料で検査を行ってい
るものと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出されていません。

その他食品 今年度は、放射能の検出はありません。

〈 2017年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2017年8月25日現在　不検出率：98.7%

牛乳・乳製品 20

肉類・卵 20

魚介類 130

乳幼児用食品 96

青果 263

しいたけ 32

きのこ類 
（しいたけ除く）

40

米 1
（1）

（0）

（0）

（18）

飲料水・飲料 47

その他（加工）食品 843

総計 1492

科学的にも解明が進む

放射能からからだを
守る「みその力」！

　その後も「みそによって放射能から守られた」という、事例は続きましたが、科学的

には未解明なままでした。そこで1990年代以降に動物実験を行った研究者が広島大

学名誉教授の渡邊敦光博士です。

　渡邊博士は、みそ入りのエサを与えたマウスと、通常のエサを与えたマウスに強い放射

線を照射して、その後のようすを調べました。通常のエサを与えたマウスは照射後10日で

次 と々死にはじめますが、みそ入りのエサを与えたマウスの多くは生き延びていたのです。

　さらにその後の動物実験で、みそに含まれる「メラノイジン」という成分が、腸内の善

玉菌である乳酸菌を数十倍に増やすことがわかりました。免疫をつかさどる腸が乳酸菌

で活性化され、からだを放射能から守ったと考えられています。

　科学的にも解明されつつある「みその力」。力の源といえる「メラノイジン」は、同じみそ

でもよく熟成したものにたくさん含まれていることがわかり、研究が続けられています。

みそに含まれる「メラノイジン」が力の源

水産物の放射能検査のようす

（0） （0）

（0）

（19）

（0）

（0）

（0）

多くが生存

通常の
エサ

みそ入り
のエサ

続 と々死亡しはじめる

10日後

被爆

被爆

10日後

　1945年8月9日、長崎原爆投下。爆心地からわずか1800ｍに位置する浦上第一病院

の医師・秋月辰一郎さんは、軽傷だった医療スタッフとともに、投下の翌日から診療を

再開し、次々と運ばれてくる被爆者を手当てしました。患者がなすすべもなく亡くなっ

ていくようすを、著書『長崎原爆記』に「地獄のような悲惨」と表現しています。

　秋月医師は、被爆者や医療スタッフに、「おにぎりとみそ汁を配った」ことが記録さ

れています。医療スタッフには多少の悪心や下痢があったことが記録されていますが、

爆心地に長期間いたにもかかわらず、生き延びることができました。1986年のチェル

ノブイリ原発事故後には、この話が翻訳され、「みそには放射能の防御作用がある」と

ヨーロッパ中でみそや発酵食が注目されました。

原爆爆心地から、生還できたのは「みそ汁」のおかげ？

【引用文献】
「長崎原爆記 被曝医師の証言」／秋月辰一郎、日本ブックエース（2010年）、「温古知新, No. 48, pp. 51-60」お味噌
による放射線防御作用／渡邊敦光、 秋田今野商店（2011年）、「味噌力」／渡邊敦光、かんき出版（2012年）
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●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。


