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F万 病 撃 退 !免 疫 の 鍵 を 握 る 腸 を 知|ろ う 」

最近の研究で、「腸内細菌」たちと免疫細胞をはじめ、脳細胞や様々な臓器との間でも、不思議な

メッセージをやりとりしているということが分かってきました。
バイオ 0ノ ーマライザーの「静菌作用」、腸内の悪玉菌の増殖を抑制 して腸内細菌のバランスを整

える働きについて会報57号 (2018年 2月 号)でお知らせしましたが、最新の研究で分かった腸と

そこに住む細菌の働きについて、知識をさらに深めましょう。

◇ 腸は消化吸収の要 口腔
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小腸と大腸の大切な役割は、消化された飲食物の栄養や水分を
肛門

吸収することですが、小腸入り口部分の十二指腸では膵液や胆汁を取り込み、ある程度胃で消化され

た飲食物をさらに細かく分解 0消化 しています。

小腸は十二指腸、空腸、回腸の 3つ に分けられますが、小腸全体の長さは 6～ 7m、 内壁は絨毛と

いう絨毯のようなふかふかの粘膜に覆われており、広げるとテニスコー ト1面分ほどになります。こ

れほど広い面積を持つことで、食物の栄養を余すところなく吸収できる仕組みになっているのです。

絨毛の内部には網の目のように血管が走っています。食べた物の栄養分は絨毛から吸収され、血液
に乗って肝臓を経て全身に運ばれます。

大腸は、小腸で栄養分が吸収された後の飲食物から更に水分を吸収する働きがあり、小腸以上に吸

収力が高い構造であるともいえます。

◇ 小腸には免疫細胞の ア割が集結

小腸の主な機能は消化と吸収ですが、もう一つ大切な働さとして免疫システムの機能があります。

それは、小腸が栄養を吸収する際にカラダに良いものと悪いものを区別する必要があるからです。こ

のシステムがあるおかげでカラダに良いものを栄養として吸収 し、悪いものは排出することができる

のです。

実に全身の 7割もの免疫細胞が腸に集結 しており、外敵である病原菌が入ってきたときに異変を察

知 して、攻撃メッセージを伝える物質を放出します。すると、腸の壁から殺菌物質が噴射されます。

免疫細胞と腸の連携プレーで病原菌を撃退 していることが分かってきたのです。
また、小腸の中には、免疫細胞の
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を高めるための特別な「学校」が用意されているの

です。それは、腸壁の一部のクレーターのようになった部分で、「パイエル板」と呼ばれます。パイ
エル板は平板状のリンパ組織で、腸内を漂う様々な細菌やウイルスなどの「異物」が、パイエル板の

内側に密集する大量の免疫細胞に触れるようにさせて、敵の特徴を学ばせています。

良い教育を受けた免疫細胞たちは、優秀な
｀
戦士

〃
として身体内で活躍 します。血液に乗って全身

に運ばれ、体の各所で病原菌やウイルス、がんなどの敵を見つけると攻撃してやっつけてくれるので

す。

◇ 腸内細菌の働き

腸内に住む菌 (腸内細菌)は、数百種類に分かれ、約100兆個いるといわれています。人体は60兆
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個の細胞で構成されるといわれますから、自身の細胞数よりも数の多い細菌たちが私達の体を住みか

としていることになります。人は自分以外の膨大な細胞とのネットワークを形作って、互いに共存 し

ているというのは非常に興味深いことです。

腸内細菌は、小腸から大腸まで、自分の住みやすい場所に分布 して、その種類ごとに集団 (腸内フ

□一ラ)を形成 しながら住み着いています。消化液が多い胃や十二指腸では lgあたり 1万個以下で

すが、それより下の小腸 (空腸～回腸)に なると、 lgあたり1000万 個以上の菌が見つかるよう

になります。位置的にみて、小腸には空気 (酸素)が存在しやすいので、酸素の有無に関係なく生育

できる乳酸拝菌が多く住み着いています。

盲腸から大腸になると、ほとんど無酸素状態になり、酸素の嫌いな細菌が爆発的に多くなり、 lg
あたり 1000億 個に近づきます。 ビフィズス菌はその代表です。その他、クテロイデス菌やユウバ

クテリウム菌、乳酸拝菌や大腸菌も住んでいます。

腸内には、人にとって良い働きをする有用菌 (善玉菌 :ビフィズス菌や乳酸揮菌)だけでなく、発

がん物質や毒素を作ったり、腸内腐敗をおこしたりする有害菌 (悪玉菌 :ウ ェルシュ菌、黄色ブ ドウ

球菌、大腸菌毒性株、ノヾクテロイデス菌毒性株など)、 さらに中間的な菌 (日 和見菌)も住んでいま

す。その全体的なバランスは、有用菌20%、 有害菌10%、 日和見菌70%と いわれています。

◇ 免疫の暴走を抑える腸内細菌

近年多くの人を悩ますアレルギー疾患や自己免疫疾患。これは免疫の暴走が引き起こす病気です。

免疫細胞には、外敵の病原菌を攻撃する役割を持つ細胞の他に、暴走する免疫細胞を見つけると興

奮を鎮める物質を放出して暴走にブレーキをかける役割を持つ丁レグ (制御性 T細胞)が います。こ

のブレーキ役の働さにより、過剰に活性化し暴走 している免疫細胞はなだめられ、アレルギーや自己

免疫疾患が抑えられることが分かってきました。

この重要な働きをしているTレ グは、腸内細菌のクロス トリジウム菌が作り出す酪酸のメッセージ

物質によって優位に増加することが確認されました。酪酸が減少すると下レグも減少し、結果的に様々

なアレルギーや自己免疫疾患をも発症 してしまうのです。

花粉症やア トピー、膠原病など免疫疾患を改善するには、クロス トリジウム菌が酪酸を生み出す力

を強めることが必要です。それにはク回ス トリジウム菌のエサである食物繊維の多い葉野菜や海藻、

きのこ、豆類を積極的に摂取することが有効です。

●  食物繊維は、クロス トリジウム菌ばかりでなく、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を優位にして

腸内環境を良い状態に保ちます。すると小腸の免疫システムが正常に機能し免疫力も上がります。

0,ヽKス・ プーヌうイ寸一 まヽ,ヽ ,ヽКヤ起電ヽ総:議Kう亀ヽ尊さヽヽ1て食黙iで

す。

顆粒や錠剤の中に乳酸菌も生きたまま存在 していますが、乳酸菌

は胃酸に対してやや弱いので、腸にはなかなか届きにくいのです。

● 腸の中で善玉菌や悪玉菌、日和見菌が自然な状態で存在している

場合、バイオ・ノーマライザーは悪玉菌の増殖を抑えます。

その結果、善玉菌が増殖 していきます。

バイオ・ノーマライザーを食べてから 2週間くらいで、ア トピー、喘息、リウマチなどが

急速に改善 したという体験報告が何例もあります。

開発者の大里博士は20年以上も前に、「早く改善する免疫疾患の原因は腸内細菌の乱れ。

バイオ・ ノーマライザーが腸内細菌のバランスを整えた結果だ」と述べていました。
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‐がん  がん研究会 分子生物学者 原 英二

腸内細菌「アリアケ菌」が出すDCAと いう物質が細胞を老化させ、発がん物質を撒き散らし

細胞をがん化させる。

腸内細菌をコン トロールすることでがん予防が可能になってくると期待されている。
,「 糖尿病 ルイジアナ州大学 糖尿病専門医 フランク・グリーンウェイ

バクテロイデスという腸内細菌は、インスリンが出やすくなる短鎖脂肪酸を分泌する。

・肥満  ワシン トン大学の医師・生物学者 ジェフリー 0ゴー ドン

太った人は腸内細菌の多様性が低く、特にパクテロイデスなどの菌が少ない。

バクテロイデスが出すのは短鎖脂肪酸。短鎖脂肪酸は脂肪の吸収を抑え、脂肪を燃やして消費

を増やす。腸内細菌がエネルギーのコントロールを行つている。

・ 美容 藤田保健衛牛大学 科医 松永 佳代子

腸内細菌が作るエクオールという物質を飲むと、肌のハリを保つコラーゲンを増やしシワが改

善することが実証された。顔のほてり、骨密度の低下を防く“効果も報告された。

‐・ 性格 カナダ・マクマスター大学 プレミシル 0ベルチック医師

活発マウスと臆病マウスの腸内細菌を入れ替えて移植すると性格が変わった。

性格は遺伝的な問題だと思われてきたが、腸内細菌が大きな影響を与えていることが判明。

マウスの実験ではコミュニケーシ∃ン能力も腸内細菌によって変化することが分かった。腸内

フローラを変えることで鬱病の症状が改善するか、臨床試験が始まっている。

バイオ 0ノ ーマライザーの甘味について様々な質問があります。

=糖
尿病でも食ぺられるか。

・ 8◆ 糖分はがん細胞のエサになり、

がんを大きくしてしまうのではないか。

肇 虫歯にならないか。

肇 太らないか。

分かりやすくお答えします。

①バイオ 0ノ ーマライザーの食べ方は、就寝前 1

4包が最大量とアドバイスしています。

4包食べても糖質は10.88gです。

他の食品と比較して分かるとおり、バイオ・ノーマライザーの糖質は糖尿病やがんを悪化させる量

ではありません。カロリーも肥満につながる量ではありません。

どうしても気になる方は、ご飯やバンなどの量を控えてください。

②糖尿病・癌の患者に対する臨床研究で有効性が確認され、論文を発表しています。

③虫歯の原因となるのはシ∃糖です。バイオ・ノーマライザーの糖分はプドウ糖で、虫歯菌のエサに

はなりにくい糖分です。しかし、心配な方は歯磨さ前にバイオ・ノーマライザーを食べてください。

摂 取 量 糖質量

バイオ・ ノーマライザー 1包 3g 2.72g

白米茶碗 1杯 150g 55.10g

食バン 1枚60g 26.60g

普通牛乳200cc 10.10g
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◇ 腸内細菌の最新研究

腸内細菌の働きは免疫だけでなく、様々な分野に影響していることが発見されました。


