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季節の変わり目は花粉が多く飛んでいます。花粉症の人はつらいですよ

ね？ 

その気持ち、非常によくわかります！ 

さて、花粉症には乳酸菌が効果あるって知ってますか？ 乳酸菌たくさ

ん種類があり、効果があるものとないものがあります。そんな中で、

「リフレクト乳酸菌(T-21 株)」という、花粉症や鼻炎に効果がある優

れた乳酸菌があります。 

このページではリフレクト乳酸菌について解説していきます。 
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カップヌードルで有名な日清食品が、花粉症などのアレルギー症状を抑

える「リフレクト乳酸菌」の効果を発見しました。リフレクト乳酸菌を

摂取すると花粉症が抑えられるため、花粉症に悩んでいる方は、リフレ

クト乳酸菌を摂取するようにしましょう。 

どうすることもできなかった、きつい花粉症の症状を抑えることができ

ます。 

日清食品グループの拠点「The WAVE」や「リフレクト乳酸菌」と

は、どのようなものでしょうか。 

日清食品の研究拠点「The WAVE」 

出典：

http://nissinhealth.jp/ 

日清食品グループは、研究・開発の拠点である「The WAVE」を持

っています。 コメントの追加 [ny6]:  



The WAVE は、「グローバルイノベーション研究センター」と「グロ

ーバル食品安全研究所」により構成されています。The WAVE は、

「最も進んだフードテクノロジーの波を起こし、その力強い波動を絶え

間なく世界中に発信していく」というミッションを掲げています。 

・グローバルイノベーション研究センター 

ここでは、日清食品グループのさらなる成長のため、新たな技術を開発

しています。日清食品の即席麺・冷凍麺・冷蔵麺・お菓子・乳酸菌飲料

などの開発を行なっており、それぞれの垣根を超えて新しい技術革新を

生んでいます。 

・グローバル食品安全研究所 

ここは、食品の安全を追求する研究組織です。日清の食品に対して医薬

品の安全基準を用いています。「美健賢食」（美しく健康な体は賢い食

生活から）や「食為聖職」（食の仕事に関わる者は、人々の健康と世界

平和に貢献すべし）の理念のもと成り立っています。 

「The WAVE」がリフレクト乳酸菌の効果を発見 
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リフレクト乳酸菌(T-21 株)とは、乳酸菌の一種です。乳酸菌は、現在

の研究で明らかになっているだけでも、なんと３００種類以上あると言

われています。 

リフレクト乳酸菌は、花粉症などのアレルギーを抑制する効果が確認さ

ています。  

通年性鼻炎には 3 週間、花粉症には 4 週間で効果を発揮  

リフレクト乳酸菌 (T-21 株) は、花粉症などのアレルギーを抑制する免疫調節物質であ

る、｢インターロイキン-12」の産生を促進する能力が非常に高い乳酸菌株です。リフレク

コメントの追加 [ny9]: H4 



ト乳酸菌 (T-21 株) の摂取によって、花粉症と通年性鼻炎の症状が緩和されることがヒト

試験で確認されており、通年性鼻炎には 3 週間、花粉症には 4 週間の摂取で効果が出るこ

とが実証されております。リフレクト乳酸菌 (T-21 株) は、乳酸菌の中でも優れたアレル

ギー抑制力を持っている魅力的な乳酸菌なのです。 

リフレクト乳酸菌は、１９９０年に東京農業大学の教授によって発見さ

れました。その後、日清食品の研究組織である「the WAVE」が、花粉

症などのアレルギー症状を抑える効果を発見しました。 

この乳酸菌は、チーズやヨーグルトなど、私たちが普段食べているもの

の中にも含まれています。ものすごい新種のように聞こえますが、意外

と親しみ深い乳酸菌ですね。 

リフレクト乳酸菌の研究は現在も行なっており、今後さらなる効果の発

見が期待されています。 

花粉症と乳酸菌の関係性 

花粉症と乳酸菌はどのように関係しているのでしょうか。もう少し何か

ない？ 

なぜ乳酸菌は花粉症に効果的なのか 

コメントの追加 [ny10]: 引用、最初に効果があると伝え

た部分で、公式サイトの情報がないと説得力がない。 
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く (なし) 
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で取ることができるので、常日頃から摂取しやすいで

すよね。。など、、 



乳酸菌は花粉症などのアレルギー反応を抑制する効果があります。 

花粉などのアレルギー物質が体内に入った際に、過剰反応する「IeE 抗

体」が作られます。乳酸菌には、その「IeE 抗体」が作られるのを抑え

る働きがあります。 

具体的にみていきましょう。 

１、花粉などのアレルギーの原因となる物質（花粉）が体内に侵入 

 

２、花粉をやっつけようと「IeE 抗体」が作られる 

 

３、花粉が「IeE 抗体」に付着する  



 

４、化学物質などが分泌されて花粉を体外へ排出しようとする 

 

花粉自体は、人間の体に害を与えるものではありません。花粉に対して

IeE 抗体が過剰に反応し、くしゃみや鼻水、涙で花粉を体外に排出しよ

うとする体の働きが花粉症の正体です。 

乳酸菌には IeE 抗体が作られるのを抑える働きがあるため、花粉症対策

に用いられています。 



 

花粉症発症者は全体の４１％！？ 

出典：

http://nissinhealth.jp/ 

年々花粉症の発症者は増え続けています。 

現在花粉症の発症者数は人口の約４１％にものぼると言われていま

す。その花粉発症者のうち６２％が、花粉症対策としてマスクを着用し

ているというデータがあります。 
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日本人の実に多くの人が、花粉症によって苦しめられているか分かりま

す。 

リフレクト乳酸菌の効果 

インターロイキン-12 の産生を促進 

 

リフレクト乳酸菌は、｢インターロイキン-12」を作り出す能力が高い

乳酸菌です。インターロイキン-12 は、花粉症などのアレルギーを抑制

するため、免疫調整を行なってくれる優れものです。 

コメントの追加 [ny16]: 事実だけ述べても面白くない

な。花粉症でマスクを着けているとどのようなデメリ

ットがあるのか。何に悩んでいるのか考えてみよう。 

 

たとえば、花粉で仕事中にマスクをつけられない人も

いるはず。 

書式変更: フォントの色 : 自動



リフレクト乳酸菌の摂取により、花粉症と通年性鼻炎の症状を緩和する

ことが確認されています。花粉症は４週間、通年性鼻炎は３週間の摂取

で効果が現れています。リフレクト乳酸菌は、乳酸菌の中でも優れた能

力を持っています。 

花粉では４週間で効果を発揮 

リフレクト乳酸菌は、ヒト試験（人間を用いた試験）で実証データが出

ています。 

実証１  

毎年スギ花粉に悩まされている方１９名を対象に、実験リフレクト乳酸

菌を含む食品を４週間摂取してもらいました。また、別にリフレクト乳

酸菌を含まない食品を４週間摂取してもらいました。 

それぞれの期間が終わった後に、花粉を散布する部屋で３時間過ごし、

症状を分析しました。 

結果 

コメントの追加 [ny17]:  

コメントの追加 [ny18]:  

コメントの追加 [ny19]: ますお 

コメントの追加 [ny20]:  

コメントの追加 [ny21]:  

コメントの追加 [ny22]: 同じ語尾は、2 回までリズムが

悪い 



 

リフレクト乳酸菌を含む食品を摂取した方が、もう一方の結果に比べ

て、「鼻づまり」「くしゃみ」「鼻のかゆみ」が緩和されていました。 

コメントの追加 [ny23]: 文章の上のほうがいいね。 



 

出典：http://nissinhealth.jp/ 

通年性鼻炎では３週間で効果を発揮 

実証２  

通年性鼻炎を持っている方２３名を２グループに分けて実験を行いまし

た。 



一方のグループはリフレクト乳酸菌を含む食品を、もう一方のグループ

はリフレクト乳酸菌を含まない食品を摂取しました。 

結果 

 

リフレクト乳酸菌を摂取したグループは、「鼻粘膜の腫れ」「鼻粘膜の

赤み」が軽減していました。また、花粉症を悪化させる免疫細胞「2 型

ヘルパーT 細胞」も減少していることがわかりました。 



 

出典：http://nissinhealth.jp/ 



リフレクト乳酸菌が花粉症に効果がある

 

出典：http://nissinhealth.jp/ 

ここに文章 

花粉症や鼻炎以外にも効果が期待できる 

コメントの追加 [ny24]: 見出し３ 見出しは積極的に使

う 

コメントの追加 [ny25]: 花粉症に 4 週間で効くことをア

ピール。 

逆に予防とかできるのでは？ 

http://nissinhealth.jp/


出典：
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リフレクト乳酸菌は、花粉症や鼻炎に効果があることが分かりました。

しかし、この優れた乳酸菌はそこで留まりません。現在は研究段階です

が、アトピー性皮膚炎や他のアレルギーに対しても効果を発揮する可能

性があることが分かりました。 

リフレクト乳酸菌は、アレルギーを悪化させる原因となる「2 型ヘルパ

ーT 細胞」や「好酸球」を減少させます。さらにアレルギーを抑制する

「インターフェロン-γ」これらの細胞の説明を増やしてく



れる効果が分かりました。悪者をやっつけて味方を増やしてくれる、文

句なしの乳酸菌ですね。 

子供や妊婦が摂取しても大丈夫か 

 

今の時代では、ちいさな子供でも花粉症が発症しています。子供には極

力薬は飲ませたくないですよね。妊婦さんも同様に、できるだけ薬の服

用は避けたいところです。その点、リフレクト乳酸菌は子供や妊婦さん

も、安心して摂取することができます。  



リフレクト乳酸菌はチーズやヨーグルトにも含まれるような乳酸菌で

す。私たちの普段の生活で、食べ慣れている乳酸菌と言えます。乳酸菌

は薬ではないため、子供にも安心して飲ませることができます。  

特に子供は、免疫システムが出来上がっておらず、免疫バランスを崩し

やすいです。そんな中でも、アレルギーを悪化させる「2 型ヘルパーT

細胞」などの物質を減らしてくれるため、子供に対しても大きな効果を

期待できます。 

リフレクト乳酸菌の今後の発展 

出典：

http://nissinhealth.jp/ 



日清食品グループでは、今後さらにリフレクト乳酸菌の研究を進めてい

くそうです。健康効果の実証された乳酸菌を用いて、ご飯やお菓子、そ

の他様々な食品に展開していくことを構想しています。多方面での展開

が期待できます。 

リフレクト乳酸菌の可能性はまだまだ広がりそうです。今後に期待でき

る乳酸菌です。 

まとめ 

リフレクト乳酸菌は、花粉症やアレルギーに対して良い働きをしてくれ

る乳酸菌です。現在分かっているだけでも、さまざまな効果があります

が、今後の研究でさらなる発見がありそうです。 

花粉症や鼻炎、アレルギーでお悩みの方にはもってこいの乳酸菌と言え

ます。 

リフレクト乳酸菌を発見した日清食品が出した乳酸菌のサプリがありま

す。サプリを上手く活用し、効率的にリフレクト乳酸菌を摂取してみて

はいかがでしょうか。 
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