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目的
ホスファチジルセリン（PS）の投与が、子供の注意力欠如・過多動障害（AD/HD）を改善することを

明らかにすること。

計算計画
６歳から12歳のAD/HDの子供１５人（AD/HDの疑いのある６人を含む）についてのパイロット試験。

これらの子供たちは、それまでに医療を受けた経験が無かった。これら１５人の子供たちは、１日２

カプセルで２００mgのPSを２ヶ月間摂取した。以下のような項目について、試験開始前及び試験完

了後に調査した。（１）DSM-IVの診断基準に基づいたAD/HDの症状（注意力欠如/過多動及び衝動

性）、（２）学習障害のチェックリストに基づく学習障害（聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと、計

算すること、推理すること）（３）視覚認知力（用紙に指示された形状を見つける数字背景認知作

業）（４）視覚及び聴力の短期記憶力及び（５）連続実施テスト( ”CPT”)

結果
投与後、（１）AD/HDの症状は著しく改善された(p＜0.01)。著しい改善は、注意力と過多動及び衝

動性の両方に観察された（それぞれP＜0.01及びp＜0.05）。（３）視覚認知力も著しく改善された（p

＜0.001）。（２）学習障害及び（５）CPT(9の間違いのみ）においては、改善の傾向が観察された（p＜

0.01）。しかし、（４）視覚及び聴覚の短期記憶力に関しては、著しい相違は全く認められなかった。  

結論
DSM-IVの診断基準、視覚認知テスト、学習障害チェックリスト及びCPTの結果で示されたとおり、

PSは、AD/HDの症状を改善することが分かった。 このパイロット試験のAD/HDへのPSの有益な効

果を確認するために、更に多くの対象者を使用した臨床試験が必要である。
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緒言
注意力欠如/過多動障害(AD/HD)は、子供の最も重要な慢性的神経疾患の一つである。AD/HDは、

脱制止の問題のために前頭葉の感情反応の適切なコントロール欠陥であると考えられている

（１）。脱制止は、注意力の脱制止（不注意）及び行動の脱制止（過多動及び衝動性）から構成されて

いる。AD/HDは、不注意が優先タイプの過多動と衝動性優先のタイプ及びその混合タイプに分類

されている。それぞれの症状が、学習の問題及び家族の人と人との問題の原因となる。これら障害

の原因は、まだ確認されていないが（２）、中枢神経興奮薬（一種の精神増強剤）がそれらの治療に

使われている。これらの薬剤はAD/HDの症状をある程度改善する（３、４）。しかし、これら薬剤の

長期の使用についての合意が無く、投与数年間における副作用の起こる可能性もある（５）。した

がって補助療法及び代替療法がしばしば薦められている。そのような治療が有効で安全であるか

については全く問題ない。しかし、これらの治療方法の多くは、科学的な調査が行われていない

（６）。ホスファチジレセリン(PS)は、動物、高等植物及び微生物の全ての生物学的細胞膜に存在す

るリン脂質である。人間においては、PSは、脳に最も高い濃度で存在しており、脳においては総リン

脂質の１５％に達している。PSは、神経細胞膜の機能に重要な働きをしており、例えば、神経細胞の

内部環境の維持、分泌小胞からの分泌、信号伝達、細胞間のコミュニケーション及び細胞増殖の調

節（７－１０）である。

 
このように、このリン脂質が重要な脳の栄養であると思われていても特別驚く事ではない

（１１）。動物及び人間で非常に多くの試験が、アセチルコリン（１２）、ノルエピネフリン（８）、セロト

ニン（１３）及びドーパミン（１４）を含めた特殊な神経伝達システムについて、PSの効果が検証され

ている。これらのデータは、PSが認識機能を司っている神経伝達システムに効果を及ぼしているこ

とを示している。実際、PSの経口投与の主な効果が認識機能『（１５）及び（１６）を参照』にまで有

益な効果を提供するというかなりの証拠が臨床試験で示されている。AD/HDの治療でPSが補助及

び代替医療として役立つという科学的証拠は、有名なアメリカの小児科医のCarol Ann Ryserに

よって行われたパイロット試験（１７）から由来している。年齢4-19歳のAD/HDの２１症例について

の医師の事務所試験で、PSの栄養補給によってこれらの患者の内の90％以上に効果が認められ

た。PSを１日200~300mgの４ヶ月間にわたる摂取により、注意力及び学習力が首尾一貫して改善

された。しかし、この試験は、正式な論文として作成されていない。

 
私たちの臨床試験では、AD/HDの子供15人（AD/HDの疑いのある６人を含む）に１日PS200mgが

２ヶ月間投与された。これらの子供のほとんど（１３人）は、以前にいかなる医療も受けていなかっ

たが、残りの２人の子供は塩酸メチルフェニデート（Ritalin)を投与されていた。
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方法　対象者
当初21人のAD/HDの子供（6～12歳）が本試験に登録されたが、それらの内の６人が本試験から脱

落した。これらの脱落者の内の２人においては、家族の強力を得る事が出来なかった（インフォーム

ドコンセントは、２人の母親から入手出来たが、父親の理解が２人の内の1人に得られず、他の１人

は祖母の理解が得られなかった）。他の４人の子供は、PSカプセルを摂取する意思が無かった。残り

の１５人の子供の内、９人はDSM-IVの診断基準及びそれぞれの付き添い医師である精神医の問診

によってAD/HDと診断され、残りの６人はAD/HDの疑いがあった。全ての子供のIQは、標準範囲に

入っていた。本試験はは、残りの１５人の子供から得られたデータに基づいている。詳細を（表１）に

示す。インフォームドコンセントは、子供たちの両親から入手した。

試験で使用されたカプセルと投与方法
子供たちは、PS100mgを含むカプセル２個を２ヶ月間摂取した。ホスファチジルセリンは、ドイツの

Cargill Food Ingredients社のLipamin-PS90で、食品グレードの品質で、大豆レシチンの酵素によ

るエステル変換反応によって製造された。製品のLipamin-PS90は、純度88%のPSで、2％のホス

ファチジルコリン（PC）、５％のホスファチジン酸（PA)及び62％の多価不飽和脂肪酸を含んでいた。

最終的な試験に使われた製品の処方は、20％のPS、5％のPC、３％のホスファチジルエタノールアミ

ン（PE)、３％のホスファチジルイノシトール（PI）、5％のPA及び28％の多価不飽和脂肪酸を含んで

いた。それぞれの活性成分を含んだカプセルは、上記に述べた組成のリン脂質混合物を含んでい

て、純粋のPSとして100mgを含んでいた。2つのグループの子供の両親は、試験の期間中通常の食

事を提供するように指示された。

         （表１.）　　本試験に参加した子供たちの特長　　　
　　
男性/女性　 ………………………………………　
年齢（男性/女性）　 ………………………………  
医療を受けていた子供の数　   …………………
AD/HD[疑いのある症例を含む]    ………………
病的障害を併発している子供の数　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　AS      　及びHFA   　　    ……………… 
                 LD     　　   ……………………………… 
 
               2人の子供はRitalin だけの投与を受けていた
               AS　: Asperer’s syndrome                                                           
               HFA : High Function Autism（高度機能自閉症）                
               LD　: Learning Disorder（学習障害）
　　　

★

★★

★★★

★★★★

★

★★

★★★★

★★★

13/2人 
8.11歳 (8.11/8.10)
2人 
15人 
　
2人
9人 
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心理的テスト
テストの方法  
試験の開始時及び試験終了後、次のような項目について子供たちを調査した。
 
（１）DVM-IV（表2）のAD/HDの診断基準に元づいて、不注意及び過多動と衝動性を点数で評価し

た。評価は、子供の両親とのインタビューを通じて行った。質問には、”はい”、”いいえ”のいず

れかで答えた。”はい”の回答には点数１を付け、”いいえ”の答えには０点を付けた。（２）

 
（２） 障害の分野（表2）は、LDありと診断された9人の子供で調査され、LDを点数で評価した。評価

は、子供の両親とのインタビューを通じて行われた。質問には、”はい”又は  “いいえ”のいずれか
で答えた。  “はい”の回答には1点を付け、”いいえ”には0点をつけた。

 
（３）視覚認知力の発育テスト[DTVP、オリジナル版はFrosting等によって開発された(18) ] に対し準

備されたテストに応じて、DHAを使用したテストで採用された視覚認知力テストが使用された

(19)。最初に、試験をする人が、探し求める数字を示した。あらかじめ標的刺激抽出チェックの

実践を行った。子供たちが作業を理解したことを確認した後に試験は実施された。子供たちに

一つの表(8×10)を示し、子供たちに30秒以内に80個の数字の中から出来るだけ多くの同じ数

字を見つけるように指示された。15秒間隔で、このテストは3回（総計で90秒）繰り返され、平均

点数を計算した。統計的に有意な差は認められなかったので、繰り返しの効果は除去出来た。

  
視覚及び聴覚の短期記憶に関しては、0から9までの7個の数字が10秒間子供に示され、その後

同じ7つの数字を読まされた。その後、子供たちはこれらの数字を思い出し、別の用紙に書き込

んだ(20)。数字の順序が正しいとき、その答えは正しいとして扱われた。Hirayama等によれば

(19)、AD/HDの子供たちの平均正解点数は、視覚の短期記憶に対しては2.5～3.5点で、視覚の

短期記憶では2点であった。平均正解回答数は、4歳まで及び10~12歳までの正常な子供では、

それぞれ(22)のグループによって、一貫性のある集中力を客観的に評価するために開発され

た。このテストによれば、1から9までの数字の内の一つが無作為にパソコンの上に示され、子

供は、 “1”の後に “9”が示されたときにのみボタンを押すように指示された。警告刺激 “1”と引

き続く数字の刺激との間の刺激感覚を800ms、1500ms及び3000msに設定され、その感覚は

無作為に帰られた。間違った反応のタイプに関しては、不注意及び衝動性を調査する次の2つ

のタイプが、CPTを使う簡単な調査に分類されているものから選択された。

CPTの繰り返し効果は、山田等によって否定されている(23)。
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統計解析
データは平均値で示している。ペアードStudent’s t-検定を利用し、“試験開始前”及び “試験終了

後”の間の投与効果に著しい相違があるか確認した。従って、p＜0.05以下であれば、著しい相違と考

えられるが、p＜0.10の場合は、著しい方向への傾向があると考えられた。

  
結果
（表3）は、本研究の結果をまとめている。AD/HD点数は、著しく改善され、(p＜0.01)、AD/HDの不注

意の成分、更には過多動及び衝動性の成分でも著しく改善されていた（それぞれP＜0.01及びp＜

0.05)。視覚及び聴覚短期記憶力には、著しい相違は認められなかった。視覚認知作業に対する正

しい回答の平均数は、著しく改善されていた(p＜0.001)。CPTに関しては“1の間違いのみ”では、統

計的優位差は認められなかったが、“9の間違いのみ”においては著しい相違の傾向が認められた

(p＜0.10)。試験終了後のテストは、１人の子供で拒否され、他の3人の子供は、テスト手順に沿っ

ていなかった。これら3人の子供は作業を理解して指示に従って作業をすることは出来なかった。

（表2.）　AD/HD及びLDのチェックリスト
  

（１）AD/HD(DSM-IV,1994) (24)
１）注意力
　多くの不注意によるミス　　注意深くない　　　努力を嫌がる　　　耳を傾けない
　指示に従わない　　　　　  活動を忘れる　    　順序よく整理出来ない
　物を失う　　　　　　　　  取り乱す
２）過多動
　神経質と落ち着き無し　　   立ったり、歩いたり　　走り回る（高いところに上がる）
　静かに遊べない　　　　　  落ち着き無し　　　　 しゃべり過ぎ
３）衝動性
    早急な返事　　　　　　　  順番を待てない　　　 会話や遊びの邪魔をする
  （2）LD
    聞くこと　　話すこと　　読むこと　　書くこと　　計算すること　　推理すること

“9の間違えのみ”、特殊な警告刺激なしで、標準刺激（不注意）に対する間違った反応

“1の間違えのみ”、特殊な警告刺激（衝動性）に対する間違った反応。

これら全てのテストは、同一のテスト実施者によって行われた(AD/HD、AS、LDのような発病に精通
した臨床技術専門家）
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それゆえに、彼らはテストに適合していないと判定された。これら4人の子供を除いた11人の子供

から得られた結果について、統計解析を行った。付き添いの医師(心理学者）によってLDと診断さ

れた9人の子供を考慮すると、LDの著しい改善の傾向が観察された(p＜0.10）。（表3) R i t a l i n  の

投与を受けていた2人の子供を削除したとき、同じような結果が得られた。

考察　　
本試験は、ホスファチジルセリンの栄養補給によって、子供のAD/HDの症状が明確に改善するこ

とを明らかにした。AD/HDにおける薬剤を介入させる試験の公式な報告は無いけれども、PSは脳

の機能に広範な効果を持っていることが臨床試験で確認されている(16)。これに関して、ホスファ

チジルセリン(PS)は、他の器官よりもずっと高い濃度で脳の中に存在していることを述べなくては

ならない。PSは、神経細胞の神経節における細胞膜の重要な成分であり、神経伝達物質の生成と

分泌を司る小胞及び特殊な神経節の受容体によって仲介される活動にも深く関与している。PS

は、栄養補助食品として摂取したとき、脳を活性化することが示されている(25)。PSは、神経節の

連絡を促進し、特にドーパミンの刺激伝達を促進する。換言すれば、PSはドーパミンの生成と分

泌、更には節後受容体の興奮に有益である(26)。同じような見解が、Blokland等(27)及びCrook等

(28)によって提供されている。PSは、細胞内の環境維持、神経伝達、小胞からの分泌及び細胞間のコ

ミュニケーションにおいて重要な働きをしていることが報告されている。またPSは、細胞増殖を

9.93
5.80
4.13

4.33：32

9.80

3.27

1.73

8.64
5.27

4.96
3.00
2.27

3.65

  
1.49

0.96

10.25
10.58

7.93
4.53
3.40

3.33：87

13.36

  
3.67

1.30

4.27
4.73

4.91
2.64
2.27

3.39

1.91

1.08

7.89
11.49

<0.01
<0.01
<0.05

<0.01

<0.001

n.s

n.s

<0.10
n.s

（表3.）　　試験開始前及び終了後の平均点

AD/HD

グループ内の相違

試験開始前　　　　 試験終了後　　　　  p値
M             SD              M              SD

AD/HD(n=15)
                              AD/HD点数
                              AD点数
                              HD点数
LD(n=9) 
                             LD分野の数
視覚認知(n=15)    
                             正しい解答の数 
短期記憶力(n=15)        
                             視覚（記憶数字の数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　       
                     　　 聴覚（記憶数字の数）
　　　　　　　　　　　　　　　            
CPT(n=15)
間違いの数　　   9個のみ
                              1個のみ
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調節する細胞膜の重要な成分でもある。一般的に、PSは視床下部のドーパミン作動性システム(29)

を刺激し、ドーパミン受容性アデニルサイクラーゼ(30)を活性化することが示されている。また、PS

は動物モデル及びアルツハイマー型認知症の患者で、アセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニン

及びドーパミンの分泌を増加させることが報告されている(12～14、31～35)。これらのレポートは、

PSが細胞膜の再生及び神経節の間 における神経伝達の調節に関与していることを示している。

このように、PSは神経ネットワークの再構築に有用で障害された機能を改善する。塩酸メチルフェ

ニデートのような中枢神経刺激薬がAD/HDに有効なことは十分に知られている。中枢神経刺激薬

の主な作用メカニズムは、脳のノルアドレナリン・システム(36)の活性化と述べられており、ノルアド

レナリン・システムは交感神経末端及びクロム親和性の細胞からノルアドレナリン(37,38)を分泌す

ることによって注意深さを含めた高度の中枢機能を調節している。ノルアドレナリンばかりではなく

ドーパミンの中枢神経刺激薬との関係を報告した研究もある。神経節間 でのこれらの神経伝達

の再取り込みを抑制することによって、刺激薬が効果的にそれぞれの信号強度及び持続時間を増

加させる(39～41)。Huijbregts等(42)は、AD/HDはドーパミンの欠乏によるとの仮説に基づく広範

な研究が現在進行中であることを指摘している。本試験でAD/HDの症状の改善が、再取り込みの

抑制するメカニズムは中枢刺激薬とは異なっていると思われるが、PSの投与が神経節の間 にお

けるノルアドレナリン及びドーパミンの濃度を増加させ、治療に有効であることを示唆している。視

覚認知力（数字背景認知）における大きな改善は、AD/HDの子供の集中力の改善によると考えられ

ている。DSM-IVの客観性は、そのテストが非定量的であったので、少し不十分であった。しかし、視

覚認知テストの結果は、DSM-IVで示された不注意における改善を今回は客観的に指示していた。

CPTにおける“9の間違いのみ”は、警告刺激 “1”に対する応答準備がなかったことによる警告刺激 

“1”見過ごしによるもので不注意の問題と捉えられた。その結果は、著しい傾向のままであったが、

改善は”9の間違いのみ”の数に観察された。

しかし、不注意の調査に関しては、効果はDSM-IVチェックリストのAD点数の1%水準及び視覚認知

作業の0.1%水準で観察されているけれども、　“9の間違いのみ”のケースにおいて10%水準で効果

はそのままであった。　“1の間違いのみ”は、標的刺激 “9”を待つことなく、警告刺激 “1”に対する反

応によって生ずる間違った反応として起こる。従って、間違いは抑制の問題、特に衝動性の問題とし

て捉えられた。平均値の僅かな減少(5.25から4.73)が、この実験の　“1の間違いのみ”に観察されて

いるが、統計的有意差には到達していない。DSM-IVチェックリストのHD点数の5%水準で効果が観

察されていることを考えると、　“1の間違いのみ”が、AD/HDの過多動及び衝動性に関する過多動

よりも衝動性に焦点を当てており、判断がCPTの信号（数字）に対する間違った反応にもとづいて

いることにおいて、DSM-IVの内容は、CPT内容とは異なっていると解釈される。
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チェックリストとCPTとの間における有意水準の差が、上述の不注意に同じように観察されている。

これに関し、CPTの信頼性及びテストの有効性について更なる研究を実施する必要がある。

DSM-IVのチェックリストによれば、過多動及び衝動性が著しく改善されているが、改善の程度は、

不注意で観察された改善の程度よりも僅かに劣っていた。CPT作業によれば、不注意においては著

しい方向への傾向が認められ、衝動性においては減少傾向が認められたが、著しい相違はまったく

認められなかった。これらの結果を考慮すると、PSは過多動及び衝動性に対するよりも不注意に対

する方が効果は強いと思われた。しかし、不注意は過多動及び衝動性の一つの原因として働いてい

る可能性がある。それゆえに、PSはCPTの “1の間違いのみ”も改善することができ、PSの投与期間

及び投与量を含めた条件が最適に調節されれば、衝動性も改善することができると考えられる。

Zanotti等(43)は、加齢（認識）障害ラットにPSを50mg/kg/1日の用量で12週間経口投与し、空間的

記憶（場所ー誘導欠陥）が改善したことを報告している。研究の結果に基づいて、私たちはAD/HD

の患者にPSを投与することによって記憶力が改善することを期待し、短期の記憶力のテストを行っ

た。しかし、その結果、理由は明確になったが期待通りではなかった。これに関しては、Nilsson等

(44)は、ラットで実験を行い、重篤な持続性の場所ー誘導欠陥が、コリン作動性及びセロトニン作

動性神経の両方の障害によって影響を受けることを報告している。AD/HDにおける記憶力障害の

原因とメカニズムは大脳障害ラットのそれとは異なっている可能性がある。

 

AD/HDとしばしば置き換えられるLD症状に関しては、ある程度の改善（著しい方向への傾向)

がLDの程度で観察されている。付き添いの医師によって、LDと診断された子供の数が少なかった

（15人の対象者の内9人）ので、対象者数を増やして再度調査する事が将来望まれる。LDの悪い影

響、特に学校での学習に対する影響を考えると、PSがAD/HDばかりでなくLDをも改善することが

示されれば、PSの投与による有益性がもっと強烈な印象となることが期待される。

　

本試験は21人の子供で開始されたが、そのうちに15人が試験を全うし、6人が試験から脱落した。

脱落した2症例では、家族の協力を得ることが不可能であった（インフォームドコンセントは２人の

母親から入手したが、2人の内１人については父親からインフォームドコンセントは得られず、他の

１人は祖母からも入手する事ができなかった）。介入試験後に行われた質問表による調査によれ

ば、１人の子供は、栄養補助食品の摂取後に不快な胃液の逆流を訴えたが、3人の子供はカプセル

が大きすぎて飲めないと訴えた。他の３人の子供は、あたかも医薬品を服用しているようで不快に

感じたと訴えた（複数の回答）。これらの全ての欠点が、脱落の原因になったと思われた。試験を完

了した子供たちの多くは、カプセルの形状がもっと小さければ、栄養補助食品の摂取がしやすかっ

たことを指摘した。この欠点にもかかわらず、２１人の内１５人の子供が試験を完了した。この率は、
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AD/HD試験のことを考慮すれば、試験期間が比較的短期（2ケ月）であったことを考慮すると印象

的なことであった。

Hirayama 等（45）によって行われた二重盲検臨床試験によれば、食品又は飲料に混合されたDHA

（ドコサヘキサエン酸）を1週間に3.6ｇの用量でAD/HDの子供に2ケ月間投与されたが、AD/HDの

症状は改善されることはなく、DHAの投与によって症状が僅かに悪化していた。しかし、二次的な

問題として起こる“爆発”（衝動的な侵害）が著しく改善した。この侵害は、個人間の不安に対する防

御反応のひとつと考えられている。

Hamazaki等（45,46）によって行われたDHAと侵害についての研究に関連し、衝動はセレトニンの

減少によって引き起こされている。そのことは、侵害における改善は、DHAによってセレトニンの増

加による効果と思われている（47）。PSとDHAを配合した栄養素補助食品は、不安傾向、衝動的侵

害傾向及び反抗性を含めたAD/HD症状の治療で相乗効果を示す可能性がある。更に、AD/HDに

対するPSの著しい有益な効果が確認され、その用途が拡大することが期待される。　　　　　　

　　　　　　                       　　　　　　　　　　　                                             2006年9月31日

9

※以上の試験は2006年の実施・報告であるため、用語等症状の名称について、アメリカ精神医学協会が

定めたDSM-IVの正式名称「Attention-deficit/hyperactivity disorder,AD/HD」の日本語訳は「注意力

欠如、過多動障害、AD/HD」となっっている。2008年以降は日本精神神経学会などが示した「注意欠如、

多動性障害」となっている。また、WHOの診断基準のICD-10では「多動性障害」とされ、注意の障害と多

動が基本で、基準が若干違うことからDSM-IVのAD/HDの「混合型」に匹敵する。

　　　　　　　　　　　　 ◆ 臨床試験：倉敷市立短期大学・保育臨床専攻科　　　　

                                            ◆資料作成：NPO法人 補完代替医療推進センターCAM　
                                                               分科会：糖鎖自然医学研究会 / 発達障がいを考える会　
                                                                      お問い合わせは…TEL : ０６－６９４３－０１２２　　　　2017年11月20日
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