
2 March 2020　　Volume 27　　Number 2

ＣNSCA JAPAN
Volume 27, Number 2, pages 2-6

乳酸菌B 240 の抗アレルギー作用について
斎藤 高雄　Ph.D., 大塚製薬株式会社 大津栄養製品研究所 主任研究員

甲田 哲之　Ph.D., 大塚製薬株式会社 大津栄養製品研究所 所長

はじめに
　花粉症は、飛散した花粉に曝される
ことによって生じるアレルギー疾患の
総称で、主にアレルギー性鼻炎とアレ
ルギー性結膜炎の症状として、くしゃ
み、鼻水、鼻づまりや目のかゆみ、涙目、
喉のかゆみ、咳などが現われる（13）。
　平成 10 年に 19.6％だった花粉症の
有病率が、平成 20 年には 29.8％に上
昇した（3）。花粉に対するアレルギー
症状のある人は健常者に比べ、心身と
もに生活の質（QOL）が大きく低下する
ことが報告されている（10）。また、海
外では調査した 11 の疾患の中で花粉
症・アレルギー性鼻炎の生産損失額が
最も大きいことがわかっている（7）。
日本でも医療費や労働効率の低下に
よる経済的損失は約 2,860 億円という
データがある（12）。
　アスリートは、花粉が多く飛散する
日に外出を避けたり、運動中に眼鏡や
マスクなどの防具を着用したりするこ
とは難しく、また、アレルギー症状に
よって競技パフォーマンスに影響を受
けるので、一般生活者以上に花粉症へ
の適切な対処が必要となる。

花粉症の症状発症とその対処法
　呼吸によって吸い込まれた花粉は、
鼻腔や口腔内の粘膜に付着し、花粉の
抗原が粘膜に侵入すると花粉の抗原に
対して体内でIgE抗体が作られ、抗原
に反応して体に侵入した花粉をくしゃ
みや鼻水により排除し、鼻づまりを起
こす。花粉を吸い込む量や頻度が高い
と症状は強くなり、花粉飛散数が少な
い場合は、症状が出ない人もいる（13）。
　近年は、鼻・眼症状の軽減だけでな

く、QOL（生活の質）を高めることが注
目され、これらを総括した顔スケール

（症状、生活や気持を含めた全般的な
状態）を用いた評価（日本アレルギー性
鼻 炎 標 準QOL調 査 票［JRQLQ No.1］）

（10）（図 1）が臨床現場でも活用されて
いる（11,14,22）。
　対処法には大きく分けると、①対症
療法と②根治療法の 2 つがあり、対症
療法としては、内服薬による全身療法、
点眼や点鼻薬などによる局所療法、鼻

図 1　日本アレルギー性鼻炎標準QOL調査票
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粘膜への手術療法がある。一方、根治
療法としては、原因となる抗原（花粉
など）の除去と回避、減感作療法（抗原
特異的免疫療法）が挙げられるが、根
治療法は時間がかかり、日本において
はスギ花粉とダニ抗原に限定されるこ
とから（6）、一般的に、内服薬などに
よる対症療法を行なうことが多いと考
えられる。花粉症の内服薬には、禁止
物質を含むという理由で使用が制限さ
れるものがあるので、アスリートがこ
うした内服薬を服用する場合には、ス
ポーツドクターやスポーツファーマシ
ストの指導を受けて適切な薬剤を服用
するなど注意が必要である。また服用
する場合は、あらかじめTUE（治療使
用特例）申請をして承認を得なければ
ならない（6）。

乳酸菌B 240 とは
　乳酸菌B 240 とは、タイ北部の発
酵茶から東京農業大学の岡田早苗
名 誉 教 授 ら が 単 離 し、 大 塚 製 薬 が
下記の機能性を見出した乳酸菌で、
正 式 名 称 をLactobacillus pentosus 
ONRICb 0240 という（図 2）。乳酸菌
B 240 の特長としては以下の 3 つが挙
げられる。
　1 つ目は加熱殺菌しても腸管の免疫
組織に作用し、分泌型IgA（ウイルス、
細菌やアレルゲンなどの異物と粘膜面
で結合し、体内への侵入を防ぐ免疫成
分）の産生を促進することである（21）

（図 3）。加熱殺菌しても機能を発揮す
ることから、低温管理が必要なヨーグ
ルトや発酵乳とは異なり、様々な製品
形態や常温保存可能な製品の製造、常
温保存での流通が可能になるという利
点がある。
　2 つ目の特長として、バリア機能
を高めることが挙げられる。臨床試
験において、1 日に 20 億個の乳酸菌

B 240 を含む食品を摂取することで、
プラセボ食品（乳酸菌B 240 を含まない
が、それ以外の成分や味などは全く同
じで、見分けのつかない食品）摂取と
比較して、唾液中のIgA分泌や唾液の
分泌を有意に増加させることを確認し
た（4,5,17）。さらに臨床試験において
は、1 日に 20 億個の乳酸菌B 240 を含
むタブレットを摂取することにより、
プラセボタブレット摂取と比較して、
唾液中のムチン（粘液の主成分として
考えられてきた粘性物質であり、細胞
の保護や異物の侵入防御作用がある）
分泌や唾液そのものの分泌を有意に
増加させることを確認した（18）（図 4、
図 5）。
　3 つ目の特長としては、臨床試験で

感染防御作用を有することを確認し
た。唾液IgA分泌の低下により、風邪
症候群の罹患リスクが高まることが報
告されていたことから（2,9）、唾液IgA
分泌を促進する乳酸菌B 240 が風邪罹
患リスクを低減することが期待されて
いる。そこで、臨床試験（無作為化二
重盲検プラセボ対照比較試験）におい
て、乳酸菌B 240 を 20 億個含むタブ
レット、200 億個含むタブレット、ま
たはプラセボタブレットを摂取した際
の風邪症候群の罹患低減作用を評価し
た（1）。その結果、乳酸菌B 240 を継続
的に経口摂取することで、風邪症候群
罹患割合が低減するだけでなく、健康
感が高まることを確認した（19）（図 6、
図 7）。

図 2　発酵茶とB 240 乳酸菌の形態

図 3　乳酸菌のスクリーニング
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　つまり、乳酸菌B 240 は、常温保存
可能な製品の製造・流通が可能であり、
乳酸菌B 240 を 20 億個含む食品を摂取
することで、唾液IgAを高め、さらに
唾液中のムチンや唾液そのものの分泌
量を増やすことで総合的にバリア機能
を高め、その結果、風邪にかかるリス
クを低減するとともに自分が健康であ
ると感じることができるという、他の
乳酸菌とは大きく異なる特長を有する
ことがわかった。

乳酸菌B 240 の抗アレルギー作用
　粘膜面に分泌されるIgAは、ウイル
スや細菌だけでなく、花粉などのア
レルゲンの体内への侵入を防ぐ可能性
があることも報告されている（1,8,16）。
乳酸菌B 240 は、上記のように臨床試
験でバリア機能を高め、感染を防御す
ることを確認しているため、抗アレル
ギー作用ももっているのではないかと
いう仮説を立てて、臨床試験（無作為
化二重盲検プラセボ対照比較試験）を
実施した（15）。
　スギ花粉によると思われるアレル
ギー症状を経験したことのある健常
者 34 名に、乳酸菌B 240 が 20 億個入っ
たタブレット（17 名）あるいはプラセ
ボタブレット（17 名）のいずれかを、
朝食前に 1 日 1 粒 8 週間摂取してもら
い、試験食品の摂取開始前、4 週後、
そして 8 週後に、花粉曝露施設におい
てスギ花粉を人工的に飛散させ、その
際の症状などを 30 分ごとに 3 時間記
録した。その結果、FAS解析（試験者
全員を対象とした解析）およびPPS解
析（一部試験計画から逸脱した方を除
いた解析）のどちらの場合でも、8 週
目に乳酸菌B 240 タブレット摂取群は
プラセボタブレット摂取群と比較し
て、顔スケール（症状、生活や気持を
含めた全般的な状態）が統計学的に有 図 6　風邪症候群罹患割合低減作用

図 5　乳酸菌B 240 の唾液ムチン分泌促進作用唾液

図 4　乳酸菌B 240 の唾液IgA分泌促進作用
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意に低かった。この結果から、乳酸菌
B 240 がスギ花粉によるアレルギー症
状とQOLを含めたアレルギー全般（顔
スケール）を改善することを確認した

（15）（図 8）。

おわりに
　日本人の約 1/3 がスギ花粉飛散時
に、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど何
らかのアレルギー反応を発現すること
が報告されており、依然としてその人
数は増加傾向にある（20）。また、これ
らの発現により、QOLや労働生産性
の低下も報告されている（7,10,12）。抗
ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬など
の抗アレルギー薬の効果は一時的であ

り、また一部の薬には眠気などの副作
用がある（3）。アレルギー症状の重症
度は個人によって様々であることか
ら、アレルギー反応の種類と重症度に
応じた適切な対応が求められており、
軽い反応の場合には抗アレルギー食品
による対処も可能だと考えられる。
　さらにアスリートにおいては、「うっ
かりドーピング」防止のために特に注
意が必要な薬の種類として「風邪薬（総
合感冒薬）」や「鼻炎、花粉症の治療薬」
が挙げられていることから（21）、ス
ポーツドクターやスポーツファーマシ
ストの指導を受けて適切な薬剤を服用
するとともに、アレルギー反応が軽い
場合には、抗アレルギー作用のある食

品をうまく活用することが、日常的な
コンディショニングの一助になるので
はないかと思われる。◆
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