還元型コエンザイム Q10は
口腔ケア＆免疫力に も効果的！

今、気になる
『感染症対策』
にも！

㈱カネカの細江和典さんにお話を伺いました。
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口腔乾燥症の患者が還元型コエン
ザイムQ10を一日に100 ㎎、4 週
間摂取したところ、摂取前の唾液の
分泌量を100%とすると、摂取後は
182％に増加。

サプリメントでコエンザイムQ10をとるなら
“還元型”を選ぶのがベター

674 ,2011）
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唾液中の SIgA が増加
●=コエンザイムQ10
●=プラセボ
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中高年の健常者が一日に150 ㎎
の還元型コエンザイムQ 10を8 週
間摂取した実験によると、唾液中の
SIgA
（分泌型免疫グロブリン）の量
が、摂取前に比べて200％以上に
増加。唾液の免疫力が上がってい
ることがわかる。
（Shimizu K et al. Japan J Altern
Complement Med 12(1) :37-43,
2015, written in Japanese）
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そこで気になるのが、還元型コエンザイムQ10。
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還元型コエンザイムQ10は
唾液の分泌量と質を向上させる
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型肝炎ワクチンの抗体ができやすくなっ

（森下竜一著『防げ！免疫老化 免疫の鍵はミ
トコンドリア』エスクリエート、2020）

ウイルス対策が必須の昨今︑還元型コ

40 歳を過ぎたあたりから、内臓のコエンザイムQ10 量が減少。体
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加齢により減少する
体内のコエンザイムQ10

感染症の恐ろしさが身にしみる昨今、マスクや手洗いの習慣は当然のこと。
あわせて、自分の体が持つ免疫力も高めておきたいところです。
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8週間後

“酸化型”

“還元型”

コエンザイム
Q10

コエンザイム
Q10

体内で還元型に変換する必要がある
（変換する力は加齢により低下）

農学博士・細江和典さん
㈱ カネカPharma & Supplemental
Nutrition SVに所属。還元型コエンザイ
ムQ 10の安全性、機能性に関する研究
に従事し、論文多数。

エネルギーの産生に欠かせない
還元型コエンザイムQ10の働き

エネルギー
産生を
強力サポート

体内で
そのまま作用

サプリメントのコエンザイムQ10には、 還元型 と
酸化型 があります。 酸化型 は体内でいった
ん還元型に変換してから吸収されますが、変換す
る力は加齢とともに低下。最初から 還元型 を摂
取すれば、効率よく体内に吸収されます。

エネルギーを生み出す際に
出る活性酸素からミトコンド
リアを守り、細胞の老化を
抑える役割も。

“還元型”
だから
体内に入って
そのまま働く！

コエンザイムQ10は、細
胞内のミトコンドリアがエ
ネルギーを生み出す際に
必須の成分です。

強い
抗酸化力で
活性酸素を
除去

もともと体内にあるコエンザイム
Q 10と同じ形だから、取り入れて
そのまま働きはじめます。
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