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【内部資料】 

脳に存在するリン脂質の一種で、成人の脳細胞脂質中のおよそ18%を占めています。脳にとってのエネルギー減であるグリコリース
（ブドウ糖）の代謝を高め、脳を活発にすると言われています。PS情報の伝達に関与していると考えられており、加齢により物忘れが
多くなる原因だと言われています。PSを摂取することで、脳を若返らせ記憶力の効果が様々な実験で証明されています。 

大豆抽出成分・PS新配合 

当社のPSは、大豆レシチンに含まれるホスファチジルコリン（Ps）を原料として、塩基交換反応にて製造しています。 
製造自体は日本の食品衛生法に準拠しています。 

補完代替医療 



 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～  

ＮＨKが1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 



第55回セミナー「難病：発達障害」セミナー 
〜補完医療の必要な時代となってきました〜 

開催日：平成29年12月2日（土）  ところ：大阪産業創造館 

NPO法人 補完代替医療推進センターCAM 内部資料 

セミナーには全国から48名の参加

をいただき、「発達障害」につい

ての現状と改善策について、藤原

医師、松井薬剤師、山名臨床心理

士、中村住職、各界の専門家によ

る講演がありました。 

 ■テーマ『難病：発達障害』克服にはどうすればいいか？ 

■藤原医師           ■山名臨床心理士 

■松井薬剤師          ■中村住職 

■山本理事長          ■本島発達障害相談員 



難病・発達障害克服・山本理事長講演 

第55回CAM＆糖鎖学術セミナー 補完医療の必要な時代となって 
きました3回ｼﾘｰｽ ■2017.12.2.講演 大阪産業創造館 
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 しかし、子供が成長すればするほど、その時々で、親しく会話ので

きる友達が出来、将来の自分を考えるようにもなります。その経験・

学習によって、自己を確立し自然に改善していくと私は思います。

「人間」には生まれながらに素晴らしい能力を持っています。 

「自己治癒力」「修正能力」は備わっているものです。周りの方々の

「お節介・かまいすぎること」と「親の心配のし過ぎ」が限度を超え

ると子供は敏感に感じて、そのストレスが溜まり自然と発現するので

はないかと考えています。 

 

 行動が行過ぎると注意・しつけをすることが昔？は当たり前でした。

好き勝手に気分で行動する子供が多くその行動が発達障害を起こして

いるようですが、そうではないのではないでしょうか・・・・・ 

発達障害は、子供が発達していく過程、幼児期或

いは学童時に生じてくることを指しています。厚

労省は「生まれつき脳の発達が通常と違っている

ために、幼児のうちから症状が現れ、通常の育児

では上手くいかないことがあります。」と言って

います。 

また、「成長するにつれて、自分自身の持つ不得 

 ■発達障害とは・・・克服にはどうすればいいか？ 

な部分に気がつき生きにくさを感じることがあるかもしれませんが・」

とも言っています。国にしてはすごく興味のある認識表現ですね。 

 

 例えば、発達障害の1つの分野としてADHD(注意欠如・多動性障害)が 

あります。7歳までに現れます。学童期の子供には3〜7％存在し、男性 

は女性より数倍多いと言われています。他に自閉症スペクトラム（連 

続性という意味）障害、学習障害等です。ところで、私は「発達障害」

は病気に入れていいものかとの疑問も感じています。厳密に言うと病 

気ではないと私は思っています。発達障害症候群ですね。 

 発達障害は成長期の小児にはほとんど出てくる、いわゆる「特性・

個性」ではないでしょうか？ それらを否定するのではなく将来、特

性・個性を伸ばしてやるという考え方もあるのではないかと感じてい

ます。・・・そのためにも「特性・個性」を本人や家族・周囲の人が

よく理解し、その人にあったやり方も取り入れ、粘り強く接すること

が大切です。先生方に尋ねても今の医学のレベルでの治療法では難し

いと言っておられます。 

私は発達障害の改善に細胞のアンテナ「糖鎖」（糖鎖とは身体を構成

する60兆個の細胞の周囲に存在する産毛のような組織の名称です。）

にその構成成分を補給し正常化することで障害を改善。 

 その実践使用を提案しています。まずは実践すること、「おやつ糖

鎖」を食べて、その情報を脳に伝達し、神経細胞の糖鎖にも作用し、

感覚的に美味しいと感じると、効果も期待できるものです。 

2017年12月8日 

NPO法人補完代替医療推進センターCAM 

理事長 山本英夫 

■分科会：糖鎖自然医学研究 



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。 



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？ 
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 ■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。（京都大学医学部 人間健康

科学科 准教授） 

 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。    
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「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。 
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■第一章「治りにくい病気は糖鎖に異常あり」今田勝美(東京農業大学元

客員教授・京大薬学卒)細胞間の情報伝達を担うアンテナの役割に付いて。

■第二章「アメリカの代替医療と21世紀の健康法」久郷晴彦(健康科学研

究所所長・京大薬学卒)西洋医学を補いその限界に挑む「補完代替医療」

■第二章「細胞からからだ全体を元気にする」今日勝美(東京農業大学元

客員教授・京大薬学卒)糖鎖栄養素とともに長寿・美容のビタミンについ

て。 

■第四章「細胞形成と免疫に欠かせないミネラル」田中久(京都大学名誉

教授・京都薬科大学元学長)亜鉛が大事な働きをする事と「糖鎖」との連

携が大切。  

■第五章「糖鎖栄養素含有食品はアレルギーを抑えられるか」水野雅史

(神戸大学大学院農学研究科教授)マウス実験で抗アレルギー効果を調べた。   

■第六章「西洋医学を補完するために何が必要か」 小牟田清（大阪警察

病院副院長・呼吸器科部長） 細胞の糖鎖の異常が老化・感染・がん化・

がん転移 

■第七章「対症療法から完治のための根本治療へ」山口正成(山口医院院

長)大阪・梅田にCAM推進室設置 治療を通して糖鎖栄養素含有食品の服用

により改善 

■第八章「細胞の先端から元気にする糖鎖栄養素」山本英夫(NPO法人補完

代替医療推進センターCAM理事長 西洋医学と補完医療の併用にて「難

病」 改善活動を推進・・・『人の心に寄り添い「病気」でなく「病人」

を治す医療をめざす。』 

上記の執筆者のご支援で「糖鎖」研究・開発出来ました。 

第４版「糖鎖」の健康学 
～補完代替医療のトップランナー～ 

山本英夫（NPO法人補完代替医療推進センターＣＡＭ理事長）編 

ライブストーン 星雲社発売 

■当法人理事長が出版した書籍です。 

すでに第4版1万人以上の「難病でお困りの方」

が中心に読まれています。 

￥1400（税別価格）です。 

通販書籍アマゾン又は当方にて販売しています。 

 ■書籍の内容 



糖鎖の研究・開発について 生命科学の最先端・細胞生体分子 

NPO法人 補完代替医療推進センターCAM 内部資料 

 細胞表面の糖鎖は、他の細胞（白血球、癌細胞など）、細菌、ウイルス、毒素などが、細胞に接着する際の結合する部位（リガ

ンド）となる。細菌は、宿主の糖鎖と結合するためのレクチン（糖鎖に結合活性を示すタンパク質の総称）を持っています。 

 糖鎖は、蛋白や脂質と結合して、糖蛋白質や糖脂質となり安定化させ、水分含ませ組織を保護したり細胞表面に発現して細胞間

の情報伝達に重要な役割を果たしている。その殆どの機能は解明されておらず、糖鎖は無限の可能性を秘めている。蛋白質や脂質

に糖鎖が結合したものは、複合糖質と呼ばれる。複合糖質には、糖蛋白質、糖脂質、プロテオグリカンに分類される。 

↓赤血球細胞の糖鎖が群生して糖衣を形成しています。表面写真 

 ■糖鎖とは 

赤血球表面の電子顕微鏡図（Voet and Voet, Biochemistryから複写、原図は
Harrison Latta, UCLAによるもの。） 

糖鎖生物学入門、化学同人、Maureen E. Tayler, Kurt Drickamer 著、西村紳一
郎・門出健次 監訳から引用 

 動物細胞の表面は複合糖脂質に富んでいる。細胞膜の糖タンパク質や糖脂質上に結合している糖鎖は、膜表面から100Å（オン
グストローム）突きでた網様構造を形成している。この網様構造は糖衣と呼ばれ、薄切片電子顕微鏡で見ることができる。糖衣は
細胞の最表面に存在し、細胞間の相互作用を決定付けている。 

 グルコース、ガラクトース、マンノース、フコース、キシロース、 N-アセチルグルコサミン、N-アセチルガラクトサミン、シア

ル酸などの8つの単糖が複雑に連なって糖鎖を形成している。 

■水野雅史、 

神戸大学大学院農学研究科・生命機能科学専攻・応用生命化学講座 
糖鎖化学機能研究分野 
神戸大学大学院医学研究科 消化器内科学分野（兼務） 
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細胞の顔     ⇒ 情報伝達の細胞間コミニケション 

細胞のレセプター ⇒ 細胞表面でたんぱく質や脂質と結合 

 ■生体科学の最先端「糖鎖」 

ミトコンドリア 

（内腔部） 

 人の身体は、約60兆個存在する人の細胞で出来ている。糖鎖は、そ

の細胞ひとつひとつに産毛のような形で付着しているレセプター（受

容体）と言われる物質で、ひとつの細胞の表面に約500～最大10万本

も存在していると言われています。60兆個の細胞同士をつなげ、刻々

と変化する細胞を身体の司令塔である「脳」に情報伝達し、それをも

とに「脳」が身体を正常化する活動を指示しています。また、それぞ

れの細胞の働きをコントロールしているのも細胞です。 

糖鎖とは 

糖鎖は細胞のアンテナ ⇒ 細胞の生体分子 

 細胞小器官「糖鎖は」核内で生成され細胞内に存在し成長と共に細

胞膜に移動して脂質タンパク質と結合します。 

 ■糖鎖の働き 

 糖鎖は体内で次の働きを担っている。 

自己防衛機能 ⇒ 免疫力       （病気と闘う力）  

自己修復機能 ⇒ 正常に戻ろうとする力（病変からの自己修復） 

自己調整機能 ⇒ 現状を維持する力  （病気にならない力） 

 ■糖鎖が生合成されるメカニズムとは 

 み糖鎖の構造は、核内・ゲノム中に間接的にコードされているゲノ

ムDNA配列によって、すべての細胞構成成分の構造情報が決定されて

いるように、複合糖鎖の構成ゲノムにより制御されています。 

細胞内の複合糖質が、細胞内の小胞体やゴルジ体の内腔で糖鎖構成成

分が生合成（順次接着）された後に細胞表面に運ばれます。     

 ■複合糖質とは 

 単糖、オリゴ糖あるいは多糖がタンパク質や脂質に結合したものを

複合糖鎖（glycoconjugate）という。 

 糖タンパク質や糖脂質に含まれる糖は、数種類が結合した複雑なヘ

テロ重合体で存在する。 

 これら糖タンパク質（glycoprotein）、糖脂質（glycolipid）に結

合している糖部分を糖鎖（glycan）と呼ぶ。 



糖鎖の働らき 

糖鎖の作用メカニズム 
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 体内の細胞にある糖鎖の多くは、糖とタンパク質が結合した糖

タンパク質と、糖と脂質が結合した糖脂質として存在しています。

糖鎖は、その細胞の表面に取り付いて、細胞同士が情報交換する

ときのアンテナ（レセプター）の役目を果たしています。その働

きは、細胞の種類や状態の伝達、ホルモン作用、生体の防御機構

である免疫機能やウイルスの感染などにも関係しています 
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あなたの脳は健康ですか？ 
～脳を健康に保とう～ 

最近、物忘れがひどい、なかなか人の名前を覚えることが出来な
いなどの悩みはありませんか？脳の神経細胞の数は、加齢ととも
に減っていくと言われています。そのため、脳機能は何も対策をと
らなければ、自然に衰えていってしまうのです。PS（ホスファチジル
セリン）は、脳機能を改善する効果が報告されています。 
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 ■ PS（ホスファチジルセリン）とは 

 ● PS（ホスファチジルセリン） 

脳に存在するリン脂質の一種で、

成人の脳細胞脂質中のおよそ18％

を占めます。脳にとってのエネル

ギー源であるグルコース（ブドウ

糖）の代謝を高め、脳を活発にす

ると言われています。 

 ●脳の若返り 

 ストレスに曝された脳は本来の機能を発揮できません。PSには外部

からのストレスを緩和させる効果が認められています。 

 ● 抗ストレス 

 PSは情報の伝達に関与し

ていると考えられており、

加齢により物忘れが多く

なる原因だと言われてお

ります。PSを摂取するこ

とで、脳を若返らせ記憶

力を向上させる効果が

様々な実験から証明され

ています。 

言語記憶試験の結果（モニター全員の平均値） 

 ホスファチジルセリン（Phosphatidylserine、略称: Ptd-L-Ser

あるいはPS）は、リン脂質の成分であり、通常はフリッパーゼと呼

ばれる酵素によって細胞膜の内葉（細胞質側）に留められている。 

抗ストレス試験結果 

 細胞にアポトーシスが起こる時、ホスファ

チジルセリンは細胞膜の細胞質側にもはや制

限されず、細胞の表面に露出するようになる。

後述される効用のためアメリカでは広くサプ

リメントとして普及している。 

■当社のPSは、大豆レシチンに含まれるホスファ
チジルコリン（Ps）を原料として、塩基交換反応に
て製造しています。製造自体は日本の食品衛生
法に準拠しています。 



海外でのPS研究と実績 

海外ではPSに関する研究が盛んで、歴史も深く文献等は豊富に
存在します。サプリメント大国のアメリカにおいてPSは、ブレイン
フードとして広く知られています。 
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 ■PSの歴史 

 PSは情報の伝達に関与していると考えられており、加齢により物忘

れが多くなる原因だと言われております。PSを摂取することで、脳を

若返らせ記憶力を向上させる効果が様々な実験から証明されています。 

 ■海外の表示実例 

＜韓国＞ 

健康機能食品の基準告示型原料として2013年に認可されており、規格

基準を満たすと、「PSは高齢者の認知力の低下をサポートします」な

どの表記が可能です。 

 PSは1950年代から、欧米にて多くの臨床研究が実施され、アメリカ

を中心に市場が形成されてきました。アメリカと韓国では、PS配合製

品の強調表示が認可されているなど、海外では、PSはブレインフード

として非常に認知度の高い素材です。 

 ＜アメリカ＞ 

栄養表示教育法（NLEA）によって、疾病リスクの低減表示が認可され

ており、規格基準を満たすと、「PSは高齢者の認知症リスクを低減さ

せる可能性がある」などの表記が可能です。 

 脳内でPSは脳細胞膜のリン脂質中の約18％を占め、特に細胞質内側

に存在しています。 

 ■PSの存在 



PSと脳機能に関わる研究例 

PSは脳細胞膜に多く存在することから、脳機能に関連すると示
唆され、過去様々な研究や臨床試験が行われてきました。 
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 ■ヒトのPS臨床報告例 

 ■PSの臨床効果に提案された作業仮説 

1. アルツハイマー型認知症 300mg/日を投与で有効 

2. 脳血管縮小型認知症 300mg/日を投与で有効 

3. 加齢に伴う記憶力低下 300mg/日を投与で有効 

4. 抑鬱症 300mg/日を投与で有効 

5. てんかん患者 ； 発作の減少 

6. ストレス耐性 若者の運動時ストレスのコルチゾール低下 

7. ホルモン分泌障害 甲状腺刺激ホルモン分泌リズム回復 

8. 体内時計（サーカディアン・リズム）の異常を修復 

9. 甲状腺ホルモン分泌リズムの正常化。 

1. 脳内アセチルコリンの増加（記憶障害モデルの回復） 

2. 脂質過酸化反応の抑制（細胞フリーラジカル障害の軽減） 

3. 神経細胞の形態維持（神経伝達効率の改善） 

4. タウタンパク質の異常なリン酸化の重合抑制（痴呆症改善の効果） 

5. 生体膜機能の向上（神経伝達物質の開口放出改善） 

6. アポトーシスの抑制 

7. 細胞内情報伝達系の改善 

8. ホルモン分泌の改善  外部からストレスを受けると唾液中のアミラーゼ酵素の活

性が上昇することが知られています。PS摂取後は初期値に比

べ、優位的にアミラーゼ活性を抑えました。つまり、PSの摂

取によってストレス耐性が向上したと考えられます。 

 ■PSの期待される効果 

 ●記憶力向上 

 ●ストレス耐性の向上 


