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「油脂栄養と疾病」については、会報32号 (2013年 12月 号)で取り上げ、バイオ・ ノー

マライザーの働きに関してもお知らせしました。その中で、アメリカ食品医薬品局 (FDA)
は 2013年 11月 7日、食品に含まれる人工の トランス脂肪酸が一般的に安全とは考えられな

いとの決定を下 し、 トランス脂肪酸を事実上禁止する計画を明らかにした、と紹介 しました。

FDAは その後 2015年 、人工的な トランス脂肪酸について、心臓発作との関連など健康

への害があると判断。今年 2018年 6月 18日 からは、アメリカで トランス脂肪酸を多く含む

「部分水素添加油脂」を規制する措置を取りました。

今回は トランス脂肪酸の最新情報をお知らせします。 (こ の記事は農林水産省のホームベー

ジとウィキベデアを参考にしています。)

> 脂質 (油)と は

常温で液体のあぶら (油):大豆油・ごま油

常温で固体のあぶら (脂):肉の脂身・バター

マーガリン0シ ∃一 卜ニング

この二つをまとめて、油脂 (ゆ し)と呼んでいます。

> 人工のトランス脂肪酸とは

① 常温で液体の植物油や魚油から、半固体又は固体の油脂を製造する加工技術の一つに

「水素添加」があります。水素を添加することで トランス脂肪酸が生成する場合があり

ます。

マーガリン、ファットスプレッド、シ∃― 卜ニングが代表的なものですが、焼き物や

揚げ物のパリッとした食感を保ち、加工食品の賞味期限を伸ばす役割も担っているので、

パン、ケーキ、 ドーナツなどの洋菓子、ポテ トフライなどの揚げ物に100年以上にわたっ

て使われています。また、レス トランがこれを揚げ油として使いたがるのは、他の油と

比べて頻繁に換える必要がないと言われているためです。

② 植物や魚からとった油を精製する工程で、好ましくない臭いを取り除くために高温で

処理を行います。この際に脂肪酸ができるため、サラダ油などの精製 した植物油にも微

量の トランス脂肪酸が含まれています。

> トランス脂肪酸規制の理由

マーガリンなど トランス脂肪酸を含む油は、ラー ドやバターなど動物性飽和脂肪に比べ

健康的であるとして、以前は奨励されていましたが、 1970年 代以後、 トランス脂肪酸

と心臓病には関連がある疑いが強まり、多くの研究の結果、人工的に作られた トランス脂

肪酸が健康に悪い影響を与えることが明らかになりました。

● LDL(悪 玉)コ レステロールを増やすだけでなく、 HDL(善 玉)コ レステロー

ルを減らしてしまう。

● 虚血性心疾患 (冠動脈の閉塞・狭心症・心筋梗塞)の発症

● 動脈硬化

● 認知機能の低下

● ア トピーなどアレルギー性疾患

● 不妊症

FDAに よれば、人工の トランス脂肪酸を全面的に規制することで、年間 2万件の心臓

発作と 7千人の心臓疾患による死亡を防く
'こ

とができるとしています。
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> 各国の対応と規制

カナダ… 2018年 9月 15日 からは、 トランス脂肪酸を含むすべての食品の製造・輸入

販売が禁止される。

デンマーク…・2004年 に食品中の トランス脂肪酸の量を全脂質の 2%までとする罰則

規定のある行政命令を施行。

オース トリア… 2009年 9月、国内流通に関し、人工的な トランス脂肪酸が 100gあ

たり2g以上の油脂の国内流通を禁止する規制を施行 した。また、脂肪分が20

%未満の食品は、 トランス脂肪酸の最大許容含有量を全脂肪 100gあ たり4g
とも定められた。

アイスランド…・2010年 、デンマークの例に準拠する旨を定めている。

イギリス…摂取カロリーのうち、30%以下 (WHO平均所要脂質量換算で66g/日 )を
脂質に、その中でも トランス脂肪酸を 2%以下 (同、1.3g/日 )にするよう

に勧告 している。

ドイツ…食品表示法に準拠した標記が義務付けられている。

中国… 2011年 10月 12日 よリトランス脂肪酸の表示を義務化 した。

韓国… 2007年 12月 よリトランス脂肪酸量の表示を義務化 した。

> 日本の対応と規制

WHOが 勧告 している トランス脂肪酸の 1日 摂取量を日本人に当てはめると、 1人 1日

当たり約 2g未満に相当します。

農林水産省は、 2005～ 2008年 に実施 した調査研究から、日本人が食品から摂っ

ている トランス脂肪酸の 1人 1日 当たりの平均的な量は、0,92～ 0.96gで あると推定 し、

通常の食生活では健康への影響は小さいと結論 しました。

消費者庁は2011年 に、食品の 100g中の トランス脂肪酸・飽和脂肪酸 0コ レステロー

ルの含有量をクラムで表示する、というガイ ドラインを発表 しました。 (これは食品メー

カーに自主的な開示を要請したもので、表示義務や罰則はありません。)

しかし近年、脂質を摂り過ぎている人の割合がだんだん増えています。厚生労働省の調

査では、 2016年 には日本人の成人男性の約30%、 成人女性の約40%が、目標量の範囲

を超えて脂質を摂取 していることが示されています。現在の食生活の状況は、飽和脂肪酸

や トランス脂肪酸の摂り過ぎにつながる可能性があります。

> 消費者はどうしたらよいか

日本では、ごく一部の企業が トランス脂肪酸低減に取り組んでいる程度で、政府や地方

公共団体、業界団体は特段の規制を行っていません。このところの国外の状況の変化は、

おそらく日本でも何かしらの規制ができるきっかけとなるかもしれません。

消費者側も規制ができるまで待つわけではなく、食品への知識を得て、自ら賢く食品を

選ぶことが健康を維持 し疾病を予防するために大切です。

家にある食品の原材料を一度見てみてください。「マーガリン」

「シ∃― 卜ニング」「植物性油脂」と書かれているものがありませんか。

カレールー、シチューのルー、コーヒー用クリーム、インスタン ト

ラーメン、 レトル トカレー、アイスクリーム、クッキー、クラッカー、

ケーキ、パンなど多くの食品に使われています。知らず知らずに トラ

ンス脂肪酸をたくさん摂取しているかもしれません。



近年では大手食品メーカーやレス トランチェーンでは、 トランス脂肪酸を含む揚げ物や冷蔵

バン生地、冷凍食品などを排除しているそうですが、フライ ドポテ トや菓子バン類の摂取には

十分な注意が必要です。原料表示を見て商品を選ぶことも大切ですね。

もう一つ、驚いた情報があります。

マイクロ波加熱は植物油中の トランス脂肪酸を明白に増加させる、とい

うのです。牛乳を通常の加熱ではなくマイクロ波 (電子 レンジ)で処理す

ると、 トランス脂肪酸が増えるのだそうです。同じことが冷凍ピザをマイ

クロ波で加熱 した時にも見られた、との報告もあります。自然な油脂でも

加熱の方法に気を使うべきなのですね。

農林水産省は、健やかな食生活を送るためには、 トランス脂肪酸という食品中の一成分だけ

に着目するのではなく、現状において日本人が摂り過ざの傾向にあり、生活習慣病のリスクを

高めることが指摘されている脂質そのものや塩分を控え、いろいろな食品をバランスよく食べ

るという食生活の基本を守ることが何より重要、と勧めています。

◎ ノ`イオ・ ノーマライザーの働き

● アラキ ドン酸代謝の過程で発生する活性酸素を消去する。

(ア ラキ ドン酸はリノール酸代謝の過程で合成されます。過剰なアラキ ドン酸を代謝

する過程で活性酸素が発生 し、がん、動脈硬化、高血圧、慢性の炎症、アレルギー性

湿疹、ア トピー性皮膚炎などの症状を引き起こすとされています。)

● 体内ホルモンのア ドレナリンと協調 して脂肪の分解を高める。

●

●

心疾患、癌、アレルギーを予防する油脂の選び方

★ |リ ノール酸 (大豆油、コーン油など)の摂取を半減する。

米、麦、肉、卵から十分量摂取している。

植物油、マーガリン、マヨネーズ、菓子等からの摂取を最小限に。

★ α―リノレン酸系 (エゴマ油、シソ油、青魚の油など)の摂取を増やす。

α―リノレン酸とEPA、 DHAをほぼ同量に。

★ 動物性脂肪は少し控え目にする。

糖尿病の人は大幅に制限する。

油脂は、なるべく様々な食品からバランス良く摂取するのが望ましい。
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