
糖鎖食品による発達障がい児者 
 利用改善例 内部資料 

■企画・研究・開発：糖鎖自然医学研究会 
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 毎年4月2日は、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。それにあ

わせ青くライトアップされた大阪城にて、「発達障がい啓発週間」とし

てイベントが行われました。大阪府と塩野義製薬は、4月2日の「世界自

閉症啓発デー」と同日から始まる「発達障がい啓発週間」に合わせて4

月7日に「発達障がいシンポジウム」を開催した。 

 両者が1月に締結した「子どもの未来支援」に関する事業連携協定に

沿って開いたもので、専門医師による自閉症児や多動性障害に関する講

演が行われた。塩野義製薬は、子どもの貧困対策、障害児支援など４つ

の福祉分野に関し、大阪府と協力して課題解決に取り組んでいく。 

(箕輪 弥生) 

「発達障がい 」 ＮＨＫドキュメンタリー 
〜解明される未知の世界～  

ＮＨ1年がかりで「発達障害プロジェクト」始動 
2017年5月21日(日) ＮＨＫ総合ＴＶ9時より9時59分 放映 
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 小中学生の15人に1人と言われる「発達障

がい」。これまで、主に社会性やコミュニ

ケーションに問題がある障害として知られて

きたが、最新の脳科学研究や当事者への聞き

取りにより、生まれつき、独特の「世界の見

え方・聞こえ方」をしているケースが多いこ

とがわかってきた。 

大阪府と塩野義製薬とが連携し、 
「発達障がい児を支援」 

主催：一般社団法人大阪自閉スペクトラム症協会・大阪府・大阪市    
共催：日本発達障害ネットワーク大阪 
協力：塩野義製薬株式会社 

◆シンポジウムでは、信州大学医学部附属病院子供のこころ診療部 本

田秀夫部長・診療教授から医療の立場から発達障がいの患者の症状や支

援についての講演「自閉スペクトラム、ＡＤＨＤ早期支援から思春期・

青年期まで・・・医療の立場から・・・」よると 

発達障がいとは「脳の神経障害のひとつであり、行動特性に何らかの特

筆すべき異常がある」障害を言い、「学齢児の少なくとも1割が同障が

いにより支援を必要としている」という。 

 桜が満開の4月7日、大阪府において「発達障が

いシンポジウム 世界自閉症啓発デーin OSAKA 

2017」が開催された。 

これは大阪府と塩野義製薬の「子供の未来支援」

に関する事業連携協定における最初の取り組みで

ある。 



大阪府と塩野義製薬の支援事業の発達
障害啓発シンポジウム 

当NPOで研究・開発された「糖鎖構成成分含有食品」を発達障
がいの子供に使用し良い結果（別添）が生まれています。美味
しく食べれて健康改善に最適です。 
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注意欠陥・多動性障害としている。次のような事が発現する症状の

こと。  

◇忘れ物が多く、物をなくしやすい 

◇気が散りやすく、集中力が続かない 

◇興味がある物には、集中しすぎてしまい、切り替えが難しい 

◇落ち着きがなく、授業中立ち歩く 

◇身体を動かす事が止められない  

◇衝動性が抑えられず、些細なことで、手を出したり、大声を出す。 

◇寝つきが悪い 

小児だけではなく大人にも発達障害の症状はあります。 

 ■ 発達障害（ADHD）とは  今年の4月7日大阪府と塩野

義製薬の支援事業の発達障害

啓発シンポジウムで信州大学

医学部：本田秀夫部長・診療

教授は「脳の神経障害の一つ

であり、行動特性に何らかの

特筆すべき異常がある。」と

言われ又、「学齢児の少なく

とも1割が同障害により支援

が必要としている。」と講演

会で述べられています。 

当法人のスポーツアドバイザー：元プロ野球投手・村田辰美氏

はその様なお子さんにボランティアにて活動しています。 

■写真：大阪日日新聞より 
http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/170126/20170126024.html 

精神神経系の疾病は、現代西洋医学での治療は大変難しいと思われま

す。人間の身体は成人で約60兆個の細胞で成り立っています。その細

胞の周囲に産毛のように存在している小器官の名称です。もちろん神

経細胞にも同様存在しています。 

糖鎖構成成分含有食品を補給し、糖鎖の働きを正

常にすることと引きこもりぎみの小児には「体を

動かすこと」でリラックス気分にさせることも大

切です。そうすると発達障害改善に期待できると

考えています。 

小児の発達障がいの症状に「 
糖鎖食品・グミゼリー」が好評です。 



第２回毎日健康サロン「市民公開講座」 
『65歳からの健康を考える会』イベント大会開催 
 日時：2015年4月29日  ところ：毎日新聞大阪本社内大会議室 
主催：NPO法人補完代替医療推進センターCAM  後援：毎日新聞大阪本社 
◆全国からの参加者185名にて例会「NPO法人CAM＆糖鎖セミナー」の記念大会として開催しました。 
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 ■森嶌淳友医師 

 ■神戸大学大学院農学研究科教授・農学博士 生命機能科学専攻 

水野雅史先生 

 ■松井大阪府知事のゲスト講演 

■香川大学医学部統合免疫システム学講座 

准教授 稲川裕之先生 



お子さんの発達障害、 
糖鎖グミゼリーにて改善！！ 
糖鎖グミゼリー利用のお客さんの声「発達障害・こどもの事例2件」  
2016.12.1.メロディ薬店店主よりの情報 
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 ■改善例① 60才代の女性より 

 ■発達障害は通常学級の15人に1人  

5歳の孫が発達障害と言われま

した。落ち着きがなく、誰彼に

突っかかり、妹をいじめる、寝

つきが悪いなど、親も心配して

いました。糖鎖の話を聞き、子

供も食べやすい糖鎖グミゼリー

を1日に3粒を食べさせると喜ん

で食べてくれました。すると 

その日から、何だか落ち着いたようで、あれ？と思ったのです。その日

の夜はグッスリ眠りました。翌日からは、妹をいじめることもなくなり、

とても落ち着いてきました。これからも続けて食べさせたいと思いま

す。  

3歳と2歳の姉弟ですが、弟の方が極端に言葉が少なくて、小児科でも相

談しましたが、良くなりません。どうしようかと思っているときに、糖

鎖グミゼリーが発達障害に良いと言う話を聞き、とにかく試してみまし

た。 おやつのときに2粒を食べさせました。さらに、続けていると、

今度は明らかに違いがわかるほどになりました。 

 以来、一年になりますが、今では、少し言葉が少ない子という程度で、

心配もなくなりました。副作用も全くないと思うので、これからも食べ

させたいと思います。 

 ■改善例②  30代女性 

 ■当法人山本理事長談 

されたと思います。 子供さんの「発達障害」という言葉が最近にな

り多々聞かれるようになってきています。文献を調べますと、発達障

害とは、主に先天性の脳機能障害が原因となり、乳幼児期に生じる発

達の遅れです。精神障害や知能障害を伴う場合もあります。と文献に

記されています。 

この3年前より学校、幼稚園。保育所よりの要望にて試食を地域

のドラックストアーの先生のご協力の基、試用した結果が出て

まいりましたので第一弾レポートとして報告します。 

当製品に含まれる「細胞小器官：糖鎖」を

構成する成分を飲むと細胞並びに神経細胞

の周囲に存在す糖鎖の働きが活性化され正

常になり改善されたと考えられます。また、

現在の医療では治らないから当製品を利用 

文部科学省の2012年の調査によると、通常学級に在籍する児童・生

徒の中で発達障害の特徴を示す子どもは全体の約6.5%という結果に

なりました。これは、診断を受けている子どもの数ではありません 

が、その特徴を示す子どもが約15人に1人の割

合でいるということになります。 自閉症の発

現率は0.3～0.5%、広汎性発達障害全体では1%

以上、女性よりも男性のほうが多いという調査

結果もあります。 近年、自閉症スペクトラム

障害や注意欠陥・多動性障害などの発達障害を

患う子どもたちが増えているそうです。発達障

害になる詳しい原因は明らかになっていないも

のが多いです。 



7歳からのてんかん症状が改善 

A・Tさん(三十二歳、女性・広島在住・鳴門市出身)  
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彼女は入院中、抗癌剤治療、放射線治療を受けています。 

七歳の時、てんかんを発病しました。以来、ずっと薬の欠かせない生

活です。薬を服用中にも、発作は時々起き、入院を余儀なくされまし

た。酵素を飲むことにより、症状が軽減されるので、ずっと酵素愛用

者です。 

  

 三ヶ月くらい前、鳴門の実家に里帰りした時、寄ってくれました。 

糖鎖を勧めました。一日に二包飲んでいました。体調が快方に向い、

かかりつけの医者から、広島大学の大学病院で精密検査を受ける様勧

められました。検査に先だち、看護婦から、飲んでいるサプリメント

を尋ねられたそうです。「糖鎖」と答えたら、「糖鎖とは何ですかっ

て、」「どんな文字ですかって、」と訊きかれたそうです。検査は一

切の薬を断ち、発作を起こし、その状態を検査するそうです。今回の

発作は、意識がなくならず、苦しい中、なまえが言えたそうです。 

 

検査は三日続き、彼女は三日間発作の中にいました。検査の結果、て

んかん特有の脳波異常が消えていたそうです。また、今までと異なり、

意識もあり、名前も言える状態だったので、てんかんでないとの診断

がなりました。 

  

病院の薬も変わりました。 

彼女は、三日間筋肉の硬化状態だったので、その反動で弛緩状態 

が一ヶ月以上続きました。だるくて、眠くて、頭が上がらなかったそ

うです。 

 糖鎖を飲まなかったのは、検査の期間だけだったそうです。 

今も一日ニ包続けています。糖鎖で薬が断ったら、出産したいのが

彼女の希望です。既婚者です。 

 ■参考資料 

脳細胞・神経細胞にも、もちろん「糖鎖」が

最も多数存在します。 

 ■当法人山本理事長談 

 てんかんとは、脳細胞のネットワークに起こる異常な神経活動（以下、

てんかん放電）のため、てんかん発作を来す疾患或いは症状である。てん

かんは大脳の病気です。発作的に繰り返し、自律的に大脳が異常に興奮す

る状態をてんかんと呼びます。 交通事故で強く頭を打ったあとで、てん

かんが起こることがあることからも明らかなように、脳が受けた何らかの

傷がてんかんの元になります。 

 病気や健康について考えるとき、特に大

事な視点は、精神神経系の働きが重 要です。

今の医学はこの点を軽視しています。21世

紀の医療は「心」が精神 神経系を通じて身

体にどの様な治療を施すことが出来るかが

ポイントです。 



「成人の発達障がい？ 
30歳を超えた男性が糖鎖食品でビックリ改善！！」 
2017.6.22.ＡＭ11：10電話にて 
糖鎖食品服用者：宮城の松浦さんからの電話報告 
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 ■その内容は 

 両親が糖鎖食品を永年、

愛用されています。最近、

父親に肺がんが発症し糖鎖

食品を増量して飲み始めか

なり改善してきました。そ

の両親の長男・36歳の息子

さんが永年のストレス過剰

からくると思われるイライ

ラ等々（成人の発達障が

い？）にて困っておられ 

「一度息子に糖鎖を飲ませたいのですが、どうでしょうか？・・」との

相談がありました。そこで私は「10日間1日3包（2ｇの顆粒タイプ）を

朝1包、就寝前に2包飲んでみたら・・」とお話しました。お伝えどおり

にお飲みになり、10日間過ぎましたと連絡してきました。その声は弾ん

でいました。どうでしたかとお聞きすると、電話で次のようなことが起

こったとお話されました。 

マイナス思考であったのにプラス思考の話をし出し始めました。 

エコ検定（70点で合格いつも65点位）毎年通らないのを再挑戦する

と言い出した。こんなに気持がいいのは久しぶりと言っています。 

こんな事が起こるとは、不思議ですね。』 

  

『今までは帰宅すれば、真っ先に部屋にこもってゲーム夢中になってい

たのが、飲み始めて5〜6日後から急に顔が穏やかになった感じで、スト

レスが減少した様子で、ゲーム遊びも急激に少なくなってきました。又、

彼の発言で「ストレスのない生活を送りたいなあ・・」とも言い、小説

を読みたい気分と言い出し、今まで、かたずけなど全くしなかった子息

が部屋の模様替えと清掃するようになりました。この部屋で本を読みた

いとのこと。・・・。 

 両親が糖鎖を飲んですごく良くなっている

のをまじかで見ていてそれがかなりの力に

なったと思います。 精神神経系の疾病は、

現代西洋医学での治療は大変難しいと思われ

ます。人間の身体は成人で約60兆個の細胞で

成り立っています。「糖鎖」とは、細胞の周

囲に産毛のように存在している小器官の名称 

 ■当法人山本理事長談 

です。もちろん神経細胞（ニューロン）にも同様「細胞小器官：糖

鎖」は存在しています。 

 糖鎖構成成分含有食品を補給し、糖鎖の働きを正常にすることで

神経の緊張を和らげます。又、引きこもりぎみの人には「体を動か

すこと」でリラックス気分にさせることも大切です。そうすること

で発達障害改善に期待できると考えています 

http://adhd-guide.info/blog-71/


癲癇症（てんかん）糖鎖グミゼリーで改善か 
今、中学生 

【CAM難病℡相談センター対応事例報告】 
.2016.6.4.11.35. 

倉敷市：山本さん69歳女性・糖鎖愛用者より報告 
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 自分の孫が先天性の癲癇症（てんかん）です。今中学1年生にな

りました。小学生の頃からは「発作」が良く起こっていました。 

自分が約2年前より「糖鎖食品」を飲みごく調子が良かったし、糖

鎖の文献に「てんかんにも良い反応」と記載されていたのでの男孫

に「糖鎖のゼリー」を毎日１個、今年の1月から食べさせてみまし

た。 

 

 すると4月から発作が少なくなり、いつも3分間くらい続く発作が

1.5分で治まるようになって来ました。国からの支援も受けていま

すし、支援学校にも届けていて、作業がありますが、最近はテンカ

ン発作（ガクガクとなる）が3秒位で小さくなってきています。 

4月に入って1ケ月間はほとんど出なく症状も治まってきました。 

 ■山本理事長：アドバイス 

私の方から糖鎖食品の作用機序を説明し以前、仙台のある

病院の例をお話しました。 

 

それは、子供の喘息、アレルギー疾患、癲癇症等々の患者

に糖鎖顆粒を朝、ペットボトルに水又は、清涼飲料を入れ、

そこへ糖鎖食品2ｇを混ぜて、1日で飲みたいときにその都

度よく振って、1日かけて飲ませました。すごくいい結果

が出ました。とアドバイスしました。 

   

 ■当法人山本理事長談 

糖鎖ゼリーで効果出たと不思議に思われま

すが、これは中世にヨーロッパで治療に利

用していた「ホメオパーシー」の治療原理

と似ていますね。 

 その「毒を以て毒を制す」とは、ある厳

しい症状を出した物質と同じものを超微量

使用することで治療になるという説。その

逆説も可能ではないですかね。 



気の心理学 
芦屋心療オフィス所長 黒木賢一：臨床心理士 

ストレスからくる精神・神経系の疾病は今の西洋医学では難しい 
人間が本来もっている自己治癒力を蘇えさせるが「気」を高めること 
補完医療で最も重要なポイントと考えます。 - 当法人山本理事長 
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 ■ 2017.6.24.第53回当NPO法人セミナーにて 

  書籍「マンダラアートセラピー」執筆の黒木先生 

  （大阪経済大学・人間科学科 教授）に講演いただきました。 

 日本で心理臨床に関わるときに、「気」

の問題を避けて はとおれない。私たちは

一日のうちに気という言葉を多く用いて生

活をしている。知り合いに会えば、「今日

は天気がいいですね」とか「元気ですか」

と声をかけ、調子が悪ければ「気分が悪

い」とか「病気になった」と言い、他者に

対して、「気が合う」とか「気にくわな

い」と、気という言葉を口にする。 

 気には①身体感覚、②心理的力動、③人

間関係の機微、④自然との関わりが含まれ

ている。日常の中で私たちが用いる「気」 

という言葉は、ある対象に意識を向け、何かを感じたときの状態を表し

ている。これらの言葉の奥に流れる「なんとなく」感じる実体が重要で

ある。この実体を東洋医学では「生命エネルギー」といい、心理臨床学

では「無意識の情報」として捉え、宗教では「光」で表し、現代物理学

では「波動」として表現している。目には見えないが私たちの身の回り

に存在し、流動している気を「いのちの働き」として私は捉えている。 

心理臨床の実際において、クライエントとセラピスト、カウンセリング

室に流れる（雰囲）気は、相手を理解するうえで重要な要素になる。 

芦屋心療オフィスに初めての訪問・・・いいです！！ストレス等々で

精神・神経系にてお疲れの方に提唱します。「どこへも行くところが

ない」・「ここに来ると話をしてもらえてほっとする」 そんな場所

があればいいですね！！芦屋の駅前に開院。 

NPO法人補完代替医療推進センター 山本理事長 

 

気の領域は心理アセスメントにおける非言語的

コミュニケーションにあたる。非言語コミュニ

ケーションでは、クライエントの表情、動作、

音声、服装など、セラピストに対する印象、好

嫌の感情、イメージを通した連想、身体感覚な

どを問題にする。これらの非言語の奥に潜んで

いるのが「気」の領域だと考えればよい。この

捉えがたい気の領域を東洋思想、東洋医学、気

功学、東洋の身体論から読み解き、心理臨床の

実際にいかに取り入れるのかを現在も模索して

いる。 

■写真：オフィスにて黒木先生右、
山本氏左、松岡氏 



名医とつながる！たけしの家庭の医学 
朝日放送全国ネットで放映 2017年 8月8日（火）午後7：00〜9：48 

免疫力アップ＆肺炎予防スペシャル 
【免疫力をアップさせる科】 
いま世界が注目！衰えた免疫力をアップさせる「細胞のアンテナ」とは？ 

NPO法人 補完代替医療推進センターCAM 内部資料 

 ■京都大学医学部 人間健康科学科 准教授 

 そんな中、最新の研究によって、

弱った免疫を復活させる有効な方

法が発見された。その重要ワード

が、免疫力を上げる「細胞のアン

テナ」。「細胞のアンテナ」は全

ての細胞に存在し、アンテナの状

態が正常に保てれば、強い免疫力

によって病気に強い身体を維持す

ることが出来るという。 

 うだるような暑さが続くこの季節。クーラーがきいた涼しい部屋と、暑い屋

外の温度差で夏バテ気味になり、夏風邪をひいてダウンしてしまうことも。こ

の時、身体の中で起きているのが、肺炎球菌という細菌の増殖。肺炎球菌がの

どや鼻などで増殖することで、様々な風邪の症状を引き起こしているのだ。そ

んな細菌から身を守るために、通常は免疫細胞が体内に侵入してきた細菌と闘

い、増殖するのを抑えているが、問題は年を重ねるにつれ、免疫の機能が衰え

てしまうこと。高齢になるほど、ひどい夏バテを感じたり、風邪をひきやすく

なるのは、免疫の機能が衰えてしまった結果、爆発的な細菌の増殖を防げなく

なっているからだという 

そして今、この「細胞のアンテナ」に世界が注目。「細胞のアンテナ」で

免疫力が上がれば、風邪から癌まで幅広く効果を発揮できるとして、医学

界からも熱い視線が送られているという。そこで今回は、この「細胞のア

ンテナ」に詳しい名医、相良博典先生（昭和大学医学部 主任教授）をス

タジオに迎え、衰えた免疫力をアップさせる方法を大公開！さらに免疫力

を上げる最強の食べ物なども紹介する。    



NPO法人 補完代替医療推進センターCAM 内部資料 

「糖鎖」については医療機関のご協力により企画・開発して12年になり

ます。「細胞のアンテナ」という言葉は7年前日本TV「おもっきりテレ

ビ・司会：みのもんた」で最初に使われました。「糖鎖」は全く知られ

ていませんでしたのでこの文言を使った次第です。当法人も企画参加協

賛しました。 

名医とつながる！たけしの家庭の医学 

朝日放送全国ネットで放映 2017年 8月8日（火）午後7：00〜9：48 

当NPO法人・山本理事長コメント 

今回の放映もこの段階の内容とほとんど変

わっていないように感じでいます。ツバメの

巣には糖鎖を構成する8つの単糖が豊富に含ま

れており、この素材を中心にさらに自然界か

らの糖鎖を構成する成分を厳選試験し加えて

製品を作り出し、販売して12年となりました。 

 主として医療機関を中心に「難病」の方々の症状改善を目的として

販売しています。例えば、がん治療に併用するとQOL（生活の質）を

向上できながら治癒に役立っています。 



上海「魅来マーケティング第４回講座 
『共に未来を切り開く力を培う』  
 2017年８月26日PM2:00〜7：00  
上海長寧路1027 多媒体産業園37F 

NPO法人 補完代替医療推進センターCAM 内部資料 

 大学の教授の方々、中国で活躍されているベンチャーの社長の方々が

参加され活発な機論が交わされました。当山本理事長は新規ビジネスに

「糖鎖グミゼリー」を使用した新規事業（糖鎖食品の日本での現状と発

達障害支援におやつ・ゼリー利用法）並びにトピックスとして日本の朝

日放送TV「たけしの家庭の医学」にて「細胞のアンテナ：糖鎖」が１時

間25分放映された。こともお話しました。大阪経済大学・経営学太田教

授、兵庫県立大学藤川准教授、大阪府商工部・越村主任研究員が日本か

ら参加されました。  懇親会にて 

 ■和僑会とは日本人・中国人のベンチャー志向の若者・年配共々集合

の会員組織です。 

 ■魅来ラボ・ガイア：浅地安雄主宰―魅来マーケティング（上海和僑会） 


