
人生が変わるCBDの奇跡 「コロナウイルス関連記事」 

人は「未知」を恐れる 
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CBDと心理学で人生に奇跡が起きる！ 
ニューロ・サイコロジー（神経心理学）の専門家、飛田貴生です。 

アメリカで「インフルエンザ」が、 

猛威をふるっていることを知っていますか? 

「アメリカ疾病対策センター」（CBD）によると、 

2017～18年シーズンの 

全米のインフルエンザの患者数は、4500万人、 

死者数は、6万1000人に上るということ。 

2019～20年シーズンも、 

この勢いは、収まる気配がなく、 

患者数は、2200万～3100万人、 

死者数は、1万2000～3万人になる 

と、予想されているんです。 
(*1) 

ちなみに、日本国内の例年の、 

インフルエンザの患者数は、約1000万人、 



死者数は、約1万人と言われています。 
(*2) 

”新型コロナウイルス” 

の脅威ばかりが話題になっているけれど、 

”馴染みのある、インフルエンザ”の 

患者数と死者数の方がはるかに多い。 

なぜ、これほど、 

「コロナ」の危険性だけが過大評価されて、 

「インフル」が過小評価されているのか、 

とても不思議に思います。 

米テンプル大学医学校の 

マーゴット・サボイ医師は、 

このことについて、 

「私たちは未知のものを恐れ、 

新しい新興の感染症についての情報を求める」 

「何が真の脅威で、何がそうでないのか、 

私たちはすぐには判断できない。 

だから、必要のないパニックを起こすことがある。」 

と言っています。 
（*3） 

そんな中、 



大麻草の有効成分 

「カンナビジオール」（CBD）の持つ、 

”インフルエンザの予防効果” 

に、注目が集まっています。 

米ニューヨークの内科医で、 

医療大麻の専門家として知られる、 

メアリー・クリフトン医師によると、 

CBDには、 

”体内の「サイトカイン」の生産を抑制する効果がある” 

ことが最新の、科学研究でわかってきたといいます。 

インフルエンザウイルスが体内に侵入すると、 

「免疫細胞」（樹状＝じゅじょう＝細胞や、マクロファージ） 

が、ウイルスを迎撃するために、 

”過剰に活性化” 

してしまいます。 

すると、体の中で、 

「サイトカイン」（インターフェロンやインターロイキン） 

というたんぱく質が、大量に作られてしまう。 

そして、この「サイトカイン」が、 

「発熱」「体の痛み」「吐き気」 



「頭痛」「食欲不振」といった、 

すべてのインフルエンザの症状を、引き起こすのです。 

つまり、インフルエンザウイルス自体が、 

体にダメージを与えるのではなく、 

ウイルス感染によって、 

生体防御反応である「免疫反応」が、 

暴走してコントロールできなくなり、 

その結果、症状が重症化して、 

場合によっては、死に至るということ。 

（「サイトカインストーム」と呼ばれる現象です） 

CBDには、免疫の暴走による、「サイトカイン」の 

体内での生産を抑制する効果が期待されている。 

あるマウスを使った実験で、 

CBDを投与したマウスと、投与しないマウスを、 

インフルエンザウイルスに感染させたところ、 

CBDを投与したマウスは、 

投与しないマウスと比べ、 

「免疫反応」が、87%も減少し、 

「サイトカイン」も、著しく、減少したというのです。 
(*4) 

CBDは、人間が本来持っている、 



生体システムの”免疫系を最適化”してくれる。 

その結果、ウイルスの脅威から、 

私たちの体を守ってくれるのです。 

メアリー・クリフトン医師は、こんな人 
→ https://www.youtube.com/watch?v=mvFkXem_ows 

メアリー・クリフトン医師の、 

”いちばんのお気に入りのCBD製品” 

は、下記からネットで注文できます。 

定価：17,686円/1本（税込） 
→ http://neuropsychology.green/z0z4 

*ご注文の前に必ずこちらをお読みください。 
→ http://neuropsychology.green/89i9 

（注文された時点で、PDF資料のすべての内容に同意されたもの 

なお、 

お得に安く買いたい方には、 

会員登録がオススメです。 

年会費4500円で、 

会員価格の13,605円/1本（税込）で購入できるようになります。 

会員登録を希望される場合は、 

まずは無料説明会にご参加ください。 

詳しい、情報はこちらです。 
→ http://neuropsychology.green/cbd1  



引用: 
*1 
2020年2月時点の予測 

*2 
厚生労働省「新型インフルエンザに関するQ&A」 

*3 
全米で１５００万人が感染、死者８千人超　過小評価されがちなインフルエンザの脅威 
https://www.cnn.co.jp/fringe/35148772.html 

*4 
CBDはあなたをインフルエンザから守ることができますか？ 
https://cbdandcannabisinfo.com/could-cbd-protect-from-flu/ 
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CBDと心理学で人生に奇跡が起きる！
ニューロ・サイコロジー（神経心理学）の専門家、飛田貴生です。

「新型コロナウイルス」や

「インフルエンザ」の予防に、



”マスクは、あまり意味がない”

って知っていますか?

感染症対策に詳しい、

神戸大医学部の岩田健太郎先生も、

「一般的なマスクは、鼻のところにスキマがあって、

ウイルスを完全にブロックする効果はない」

と言っている。

同じく、手洗いも、うがいも、ほとんど効果がないそう。
(*1)

なので、最終的に、いちばん頼りになるのは、

人間に本来、備わっている、

生体防御システムの「免疫系」なんです。

多くのウイルスや病原細菌は、

鼻や口から入って、腸などから、体内に侵入します。

だから、腸内には、そういったウイルスを迎え撃つ、

最強部隊の「免疫細胞」が配置されている。

「腸」には、全身の防衛システムを制御する、

”防衛司令部”があって、

”免疫細胞のおよそ7割”

が、腸に集結しているのです。

免疫細胞は、こんな風に戦う。

偵察部隊の「樹状細胞」（じゅじょうさいぼう）が、

敵ウイルスの情報をキャッチして、



最前線の指揮官「ヘルパーT細胞」に、伝える。

「ヘルパーT細胞」は、その情報をもとに、

攻撃部隊の「キラーT細胞」に、

ウイルスを迎撃するよう、指令を出す。

同時に、

後方支援部隊の「B細胞」に、

敵の弱点となる最終兵器の「抗体」

をつくるように、指令を出すのです。

こんな風に、”精鋭の免疫部隊”は、

私たちの体を守ってくれる。
(*2)

しかし・・・

「睡眠不足」

「偏った食生活」

「不安・ストレス」

「激しすぎる運動」

「体内時計が乱れるシフトワーク」

といった悪条件が重なると、

”支援物資”が届かなくなって、

部隊の統制・コントロールが大きく乱れてしまう。

すると、”免疫部隊の力が弱体化”して、

ウイルスと戦えなくなってしまう。

逆に、



免疫部隊の力が強くなりすぎて暴走し、

自分の体を”誤爆”してしまうことも・・・。

（サイトカインストーム、アレルギー、自己免疫疾患）

こんな風に、現代を生きる私たちの、

「免疫系」は、支援物資の不足によって、

適切に機能できていないことが多いのです。

「大麻草」に含まれいる、有効成分の「カンナビジオール」（CBD）には、

人間に本来、備わっている、生物学的なシステム

「エンド・カンナビノイド・システム」（ECS）に、働きかけることで、

”免疫系を最適化する”

ことが、最新の研究でわかってきました。

ECSは、”大麻草のような化合物”（カンナビノイド）

を体の中で作って活用し、

あらゆる生体機能を、制御する仕組みです。

つまり、私たちは体の中で

”大麻草みたいな化合物”（カンナビノイド）

をつくって、利用し、健康を維持しているということ。

だから、全身のあらゆるところに、

”大麻草みたいな化合物”をキャッチして使うための、

”カンナビノイド受容体”

というものが、そもそも、存在している。



受容体は「CB1」と「CB2」の2種類があって、

CB2は、「免疫系」（腸）に、

もっともたくさん、分布しているんです。

だから、

「CBD」（植物性カンナビノイド）を摂取すると、

腸のCB2受容体に、CBDが「ピタリ」とハマる。

すると、免疫系が、最適化されて、

本来の機能を取り戻すのです！

つまり、CBDは、体のすべての機能を制御する、

”統合参謀本部”
（エンド・カンナビノイド・システム）

を、”活性化”させることで、

その指揮下にある、腸内の、

”防衛司令部・免疫細胞部隊”を、



最適化してしまうということ。

すると、

”ウイルスから体を守る最強部隊”

は、再び、最高のパフォーマンスを発揮できるようになる。

ちなみに、

カナダ・カルガリー大学のキース・A・シャーキー博士と、

米ミシガン医学消化器クリニックのジョン・ワット・ワイリー医師が

2016年に行った研究でも、

事実上、すべての、消化器官の機能は、

エンド・カンナビノイド・システムによって、

制御されいると結論づけています。
（*3）

毎日、質の高いCBDオイルを飲み、

「充分な睡眠」

「バランスのいい食事」

「不安・ストレスのケア」

「生活リズムの改善」

を心がけていれば、

”鉄壁の免疫力”

が、体を守ってくれる。

そうすれば、

コロナウイルスなど、

恐れるに足らず



です。

追伸：

うちの奥さんが婦人科系の

「がん」になったときに、

知人のお医者さんが、

「私ならこれを使うわ」

と教えてくれて、

今も飛田が夫婦で愛用している

CBD製品は、下記からネットで注文できます。
→ http://neuropsychology.green/z0z4

*ご注文の前に必ずこちらをお読みください。
→ http://neuropsychology.green/89i9
（注文された時点で、PDF資料のすべての内容に同意されたもの

なお、

お得に安く買いたい方には、

会員登録がオススメです。

年会費4500円で、

会員価格で購入できるようになります。

会員登録を希望される場合は、

まずは無料説明会にご参加ください。

詳しい、情報はこちらです。
→ http://neuropsychology.green/cbd1 

引用:
*1
ほぼ日刊イトイ新聞「頭がすっきりする風邪の話。 」



https://www.1101.com/kaze_a/

*2
カラダの中から強くなりたい。知っておきたい免疫のこと
https://tarzanweb.jp/amp/post-204255

*3
脳腸軸における内因性カンナビノイドシステムの役割
https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(16)34319-0/fulltext

『CBDのすべてー健康とウェルビーイングのための医療大麻ガイド』
（アイリーン・コニェツニー/ローレン・ウィルソン著）
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「恐れ」は免疫を弱くする
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CBDと心理学で人生に奇跡が起きる！
ニューロ・サイコロジー（神経心理学）の専門家、飛田貴生です。

私は、「花粉症」です。

ストックしていたマスクがなくなったので、

近所のドラッグ・ストアに買いにいきました。

すると、

マスク売り場の棚に、商品が1つもない。

きれいサッパリ、売り切れになってる！！



ドラッグ・ストアにマスクが売っていないなんて、

今まで、そんな光景、見たことありますか?

「新型コロナウイルス」の影響で、

みんな恐怖と不安でパニックになって、

買い占めているのでしょう。

花粉症の私からしたら、

もう、本当に、勘弁してほしい。

家に帰ると、

私のメンターの、ジョン・ディマティーニさんが、

「新型コロナウイルス」

についてコメントしているメールが届いていました。

ディマティーニさんは、

人間行動学の世界的な権威で、

「心と病気の関係」

についても、詳しい専門家です。

その、ディマティーニさんによると、

「不安」や「恐怖」に支配されてしまうと、

「免疫機能」が、低下してしまうといいます。

最新の「精神免疫学」の研究でも、

強いストレスは、免疫機能を制御している、

「自律神経」のバランスを崩し、

その結果、



”免疫機能を低下させてしまう”

ことがわかっています。

だから、

テレビやネットの報道を、

必要、以上に見て、

それらに煽られて、

不安・恐怖を

感じれば、感じるほど、

人間に本来、備わっていて、

「新型コロナウイルス」や「インフルエンザウイルス」と

いった感染症から体を守る、

生体防御機能の、「免疫系」が、

ダウンしてしまうのです。

これは、「クリエイトSD」で、

マスクを買えないよりも、

由々しき問題じゃないでしょうか?

大麻草に含まれる、有効成分の

「カンナビジオール」（CBD）には、

人体のすべての生理機能を制御している、

マスター・コントロールシステムである、

「エンド・カンナビノイドシステム」（ECS）を、

最適化する効果があります。



人間の体には、

CBDなどの「カンナビノイド」（大麻草に似た化合物）を

受け取って、活用する「カンナビノイド受容体」（レセプター）

というものがあります。

受容体には、「CB1」と「CB2」の2つがあって、

「CB1受容体」は、

”自律神経を制御している、脳（中枢神経）”

に、もっともたくさん分布しているんです。

だから、CBDオイルを毎日、摂取していると、

カンナビノイド（大麻草に似た化合物）が、

脳の中の、「CB1受容体」を活性化する。

すると、自律神経のバランスが整う。

で、”免疫力が最適化”されて、



ウイルスなどの、感染症に対して、

体が強くなる。

という、仕組みになっているんです。

（すごく、ざっくりした説明ですが）

ちなみに、こんな風に、

「精神」（心＝神経系＝脳）が、

「免疫」を制御しているから、

この分野は、

「精神免疫学」とか、「精神神経免疫学」

と呼ばれているんですね。

「心と体はつながっている」

「病は、気から」

と、よく言われるけれど、

科学的な事実だったんですね。

さらに、CBDには、

即効性の「抗不安効果」と「抗ストレス効果」があるので、

「不安」や「恐れ」で、心が不安定になっているときに飲むと、

リラックスして落ち着くことができる。

すると、やっぱり、自律神経のバランスが整って、

免疫力が最適化して、

ウイルスに強い体をつくることができる。

だから、不安・パニックになったときは、

CBDで一息つくと、すごくいい。



”CBDは、心のマスク”

なのです。

（う、ウマイ！ 笑）

でも、

私の花粉症の鼻水は止まらない・・・。

追伸：

私と奥さんが愛用している

CBD製品は、下記からネットで注文できます。
→ http://neuropsychology.green/z0z4

*ご注文の前に必ずこちらをお読みください。
→ http://neuropsychology.green/89i9
（注文された時点で、PDF資料のすべての内容に同意されたもの

なお、

安くお得に買いたい人には、

会員登録がオススメです。

年会費4500円で、

会員価格で購入できるようになります。

ネットワークの製品ですが、

最初にいっぱい買わないといけないとか、

売らないといけないというような

義務・強制は、一切ありません。

会員（アフィエリエイと）登録を希望される場合は、

まずは無料説明会に、ご参加ください。

詳しい、情報はこちらです。



→ http://neuropsychology.green/cbd1 

*期間限定で、CBDヘンプエキスのサンプル（3日分）をプレゼント中です

引用：
交感神経系による免疫細胞の動態の制御
http://leading.lifesciencedb.jp/4-e011

精神神経免疫学 ：脳と免疫系の対話
https://www.jstage.jst.go.jp/article/islis/19/1/19_KJ00001512946/_pdf/-char/en

『CBDのすべてー健康とウェルビーイングのための医療大麻ガイド』
（アイリーン・コニェツニー/ローレン・ウィルソン著）
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