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大雨降って、収穫が多い！大雨降って、収穫が多い！大雨降って、収穫が多い！大雨降って、収穫が多い！    柏崎久雄理事長柏崎久雄理事長柏崎久雄理事長柏崎久雄理事長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

マリヤ・クリニックにおける機能性低血糖症の治

療は、この一年で大きく前進しました。昨年は、私

自身が栄養のアドバイスや治療研究に大きく関わ

り、管理栄養士の指導や研修を続けて組織を改革し

ました。最前線に出ていつも従業員の対応や患者さ

んの状況を確認するようにしています。 

夫婦でやってきた治療を組織が大きくなること

の中で、従業員に安易に委ね、その結果として栄養

指導やカウンセリングを含めた治療体制が形骸化

してしまっていました。患者さんからの意見や不満

を聞いている中で、担当者や責任者の不正や手抜き

がわかり、それを指摘すると一斉に反会社的な行動

に出て、挙句に退社したのでした。当時は、何もわ

からない皆さんには、多くのご迷惑をおかけしたと

思います。申し訳ありませんでした。 

ただ、クリニックにしても、㈱ヨーゼフにしても、

治療の会にしても、利益ペースの活動をしていない

ので、他のところでは決して同じことはできないと

いう自負はありました。反省の中で、さらに丁寧な

栄養指導と診察、そして、治療の会の活動をしよう

と決意しました。 

私自身が現場に出続けて、院長と共に栄養指導を

すると、OAT 検査の特徴とサプリの効き具合が直

ぐに掴めました。そして、IgGのアレルギーが如何

に脳の活動に悪影響を及ぼしているかもわかりま

した。そして、新しく雇った管理栄養士にサプリメ

ントの効用と用い方も丁寧に教え、指導しました。

そういう説明を丁寧にすると患者さんは、どんどん

改善してきました。むろん、院長の診察の下でのこ

とですが。  

 組織も、打ち合わせと検討を重ね、従業員に私たち

の治療方針を理解させ、効率や都合ではなく、治療の

成果を挙げること、患者さんにも治療方法を理解して

もらうこと、働きやすい職場にすることを心がけまし

た。クリニックの雰囲気が一新したと言われるように

なりましたが、いかがでしょうか。 
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2009 年は患者さんが来ているのに、思うように

改善しないので変だなと思っていたのですが、2010

年はうれしいほどの改善がたくさん出ています。回

復の会もメンバーの知識が向上し、先輩として新し

く加わった人にアドバイスをするようになり、また

交流が進んでいます。一年前に何もできなかった人

が、働きにでて生活も安定し、結婚するまでになっ

たりすることは、本当にうれしいことです。院長も

よく言っていますが、患者さんの疾患の原因がわかり、

その通りに改善すると、わくわくするほどうれしいもので

す。症例を夫婦で話し合い、検討すると、いろいろなこ

とが発見できます。 

 自閉症の患者さんも増えてきましたが、自閉症は既

に知られている病気でありながら治療法は進んでいま

せん。マリヤ・クリニックに来られるまでに、治療法を模

索して孤軍奮闘して来られたようで、自己判断で治

療をしようとする傾向が強く、当院としても対応に

苦慮しています。一時的に症状が悪くなっても、体

質改善の為の反応である場合もあります。或いは、

その症状が別の要因である場合もあります。低血糖

症の治療よりも多くの困難があります。1 階に、そ

のための特別待合室を設けました。幼児では、驚く

ほどの改善が見られましたが、患者の研修会と交

流、また助けあうことも必要となると思います。 

 人生には、いろいろなことがあり、いろいろな

人々と出会います。でも、自分自身は決心さえすれ

ば、人に影響されずに自己管理し、改善していくこ

とができます。３１年前に、妻の低血糖症の症状に

愕然とした絶望感を忘れることはできません。私た

ちの歩みに多くの方々の改善が掛かっていると自

覚しています。 

 小さなクリニックの研究が大学病院で取り上げ

られるようになり、多くの成果が出て、患者さんた

ちが喜んでくださっています。私たちも、困難に負

けるわけにはいきません。１０月には、アメリカか

ら講師を招いて画期的なセミナーを催す予定です。 
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≪≪≪≪    低血糖症に対する議会における質疑の記録低血糖症に対する議会における質疑の記録低血糖症に対する議会における質疑の記録低血糖症に対する議会における質疑の記録    ≫≫≫≫    

2008.9.25.2008.9.25.2008.9.25.2008.9.25.    参議院参議院参議院参議院    水戸将史議員水戸将史議員水戸将史議員水戸将史議員（民主党）（民主党）（民主党）（民主党）    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低血糖症に関する質問主意書 

低血糖症は現代社会に広く蔓延しているといわれ、近年は子どもの低血糖症が増えていると指摘されている。そ

の一方で、低血糖症の症状は多様なため、ときに、糖尿病やアレルギー、統合失調症などの精神疾患と誤診される

事例もあると指摘されている。低血糖症に対する適切な診断・治療体制の整備が望まれるとともに正確な理解の普

及が必要である。 以下、質問する。 

一 様々な治験例から統合失調症やうつ病、パニック障害などの精神疾患の中には各種ホルモンの異常や代謝性

疾患に伴う精神症状、栄養欠損による低血糖症等が含まれることが指摘されているが、精神疾患と低血糖症との関

係について国の見解を明らかにされたい。 

二 分子栄養学の知見では、五時間糖負荷検査の結果、精神疾患の中には栄養欠損による低血糖症が見られる

といわれているが、国の見解を示されたい。 

三 現在、保険適用となるのは二時間糖負荷検査で、この検査は糖尿病の疑いがないとされていない。精神疾患

か低血糖症かを正しく判断するためには五時間糖負荷検査が必要との指摘もあるが、国はどのように認識している

のか、見解を示されたい。 

四 米国の精神科医が精神障害の診断に使う「ＤＳＭ」分類では精神症状と身体的な発病、栄養疾患との関連が

記述されている。このような取り組みは日本でも必要ではないかと思われるが、見解を明らかにされたい。 

五 子どもの低血糖症が増えている現状に鑑み、低血糖症に対する正しい理解の普及が必要と思われるが、見解

を明らかにされたい。 

六 低血糖症の治療には薬代がかさむため、医療面、経済面での支援の検討を望む声が強いが、見解を示された

い。             右質問する。 

参議院議員水戸将史君提出低血糖症に関する質問に対する答弁書参議院議員水戸将史君提出低血糖症に関する質問に対する答弁書参議院議員水戸将史君提出低血糖症に関する質問に対する答弁書参議院議員水戸将史君提出低血糖症に関する質問に対する答弁書    

一及び二について一及び二について一及び二について一及び二について    

    低血糖症は、血糖値が生理的な調節範囲を外れて低下し、そのために中枢神経系及び自律神経系の機能低血糖症は、血糖値が生理的な調節範囲を外れて低下し、そのために中枢神経系及び自律神経系の機能低血糖症は、血糖値が生理的な調節範囲を外れて低下し、そのために中枢神経系及び自律神経系の機能低血糖症は、血糖値が生理的な調節範囲を外れて低下し、そのために中枢神経系及び自律神経系の機能

異常を来した状態であると承知している。低血糖症による中枢神経系の機能低下に伴う症状として行動変異常を来した状態であると承知している。低血糖症による中枢神経系の機能低下に伴う症状として行動変異常を来した状態であると承知している。低血糖症による中枢神経系の機能低下に伴う症状として行動変異常を来した状態であると承知している。低血糖症による中枢神経系の機能低下に伴う症状として行動変

容や錯乱等の精神症状を生ずる場合もあると承知しているが、御指摘のような治験例や知見については承容や錯乱等の精神症状を生ずる場合もあると承知しているが、御指摘のような治験例や知見については承容や錯乱等の精神症状を生ずる場合もあると承知しているが、御指摘のような治験例や知見については承容や錯乱等の精神症状を生ずる場合もあると承知しているが、御指摘のような治験例や知見については承

知しておらず、一般に低血糖症により統合失調症、うつ病又はパニック障害が発症するとは考えられてい知しておらず、一般に低血糖症により統合失調症、うつ病又はパニック障害が発症するとは考えられてい知しておらず、一般に低血糖症により統合失調症、うつ病又はパニック障害が発症するとは考えられてい知しておらず、一般に低血糖症により統合失調症、うつ病又はパニック障害が発症するとは考えられてい

ないと承知している。ないと承知している。ないと承知している。ないと承知している。    

三について三について三について三について    

    お尋ねについては、時間のいかんにかかわらず、既に糖負荷試験が保険適用の対象となっており、医師お尋ねについては、時間のいかんにかかわらず、既に糖負荷試験が保険適用の対象となっており、医師お尋ねについては、時間のいかんにかかわらず、既に糖負荷試験が保険適用の対象となっており、医師お尋ねについては、時間のいかんにかかわらず、既に糖負荷試験が保険適用の対象となっており、医師

が個々のが個々のが個々のが個々の患者の症状に応じ、必要に応じて当該試験を実施しているものと認識している。患者の症状に応じ、必要に応じて当該試験を実施しているものと認識している。患者の症状に応じ、必要に応じて当該試験を実施しているものと認識している。患者の症状に応じ、必要に応じて当該試験を実施しているものと認識している。    

四について 

 御指摘の「このような取り組み」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、既に我が国においても、

一般に精神症状と身体疾患が関連を有する場合があることについては広く認識され、御指摘の「ＤＳＭ」

分類が精神障害の診断に広く用いられているものと承知している。 

五について 

 子どもの低血糖症が増えているという現状にあるとは、認識していない。 

六について 

    低血糖症そのものに対するブドウ糖の投与など一般的に必要な治療については、保険適低血糖症そのものに対するブドウ糖の投与など一般的に必要な治療については、保険適低血糖症そのものに対するブドウ糖の投与など一般的に必要な治療については、保険適低血糖症そのものに対するブドウ糖の投与など一般的に必要な治療については、保険適用の対象となっ用の対象となっ用の対象となっ用の対象となっ

ているところであり、低血糖症の治療について、新たに医療費の助成等の措置を講ずる必要はないものとているところであり、低血糖症の治療について、新たに医療費の助成等の措置を講ずる必要はないものとているところであり、低血糖症の治療について、新たに医療費の助成等の措置を講ずる必要はないものとているところであり、低血糖症の治療について、新たに医療費の助成等の措置を講ずる必要はないものと

考えている。考えている。考えている。考えている。     

※ これらの答弁は明らかに間違っているが、治療の会の働きかけにより、三についてはこれらの答弁は明らかに間違っているが、治療の会の働きかけにより、三についてはこれらの答弁は明らかに間違っているが、治療の会の働きかけにより、三についてはこれらの答弁は明らかに間違っているが、治療の会の働きかけにより、三については 2009200920092009 年年年年 1111 月の月の月の月の

国会勉強会における答弁で、間違いであることを認めている。国会勉強会における答弁で、間違いであることを認めている。国会勉強会における答弁で、間違いであることを認めている。国会勉強会における答弁で、間違いであることを認めている。    
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2010.2.24.2010.2.24.2010.2.24.2010.2.24.    横浜市議会横浜市議会横浜市議会横浜市議会 仁田昌寿議員（公明党）仁田昌寿議員（公明党）仁田昌寿議員（公明党）仁田昌寿議員（公明党）    代表質問代表質問代表質問代表質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.6.11.2010.6.11.2010.6.11.2010.6.11.    高知県南国市議会高知県南国市議会高知県南国市議会高知県南国市議会    浜田和子議員（公明党）一般質問浜田和子議員（公明党）一般質問浜田和子議員（公明党）一般質問浜田和子議員（公明党）一般質問    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国のシエール・ハリスにより、1924 年、初めて低血糖症という病気の存在が示されました。膵臓機能に異常が生

じ、血糖値が急激に低下したり低い状態にとどまってしまう病気であります。その代表的な原因として、ブドウ糖など

の単糖類、蔗糖などの二糖類のとり過ぎが指摘されております。甘い菓子やジュース類を繰り返し摂取すると、膵臓

が疲れ、インシュリンを必要以上に出してしまうなど正常に分泌できなくなります。低血糖状態に陥ると、脳や体はエ

ネルギー不足となり、冷静な思考や判断が難しくなり、疲労感や集中力の低下などの症状があらわれます。また、脳

は血糖値を上げようと感情的な興奮を引き起こすアドレナリンなどのホルモンを分泌するため、情緒不安定になり、攻

撃的な性格となったり、うつなどの精神症状を引き起こします。一方、米などの主成分であるでん粉は多糖類で、摂

取されても吸収されにくいものです。  

昭和 63年には菓子類の年間購入金額が米類を逆転しました。子供たちの暴力が大きな社会問題となって

きたのは、家庭の中に米類をしのぐほどの大量の菓子類が入ってきたことと決して無縁ではないとの指摘も

あります。科学的な裏づけはさらなる研究を進めることで今後明らかになっていくと思います。しかし、食

という生活に身近なことから解決できるのであれば、すぐにでも取り組むべきではないかと考えます。市民

が健康を維持していける施策や明らかになった課題について対応している今までの施策も重要ではありま

すが、今後はその原因に着目した取り組みを積極的に行うことも重要であると考えます。 

そこで、低血糖症に対する今後の横浜市の取り組みについてお伺いいたします。 

 現在の小中学生は偏食や少食が多く、スナック菓子、清涼飲料水を摂取することが多く、食の乱れから現

代型の栄養失調になりやすい傾向にあります。不登校児の血糖の動きに不整があることに着目し、不登校状

態における頭痛、腹痛、食欲低下、意欲の低下など症状が低血糖症に一致するという研究報告もあり、要因

の一つとして注目すべきものと考えます。横浜市でも年間約 3,800人もの不登校が生じている現実を未然に

防止するという観点から、小中学生に対して食の乱れを正すことなどの食育が果たす役割は重要であると考

えます。食育の推進については、これまでも国においては食育基本法の制定や同法に基づく食育推進基本計

画の策定がなされていました。21年度には学校給食法においても食育の推進を規定する改正がされており、

まさに食育が重要な課題と位置づけられております。 

 そこで、横浜市の小中学生に対する不登校の要因分析と食育の重要性について教育長のお考えをお伺い

いたします。 

市長（林文子君） 仁田議員の御質問にお答え申し上げます。 

 低血糖症への対応について御質問をいただきました。 

 低血糖症に対する今後の本市の取り組みですが、低血糖症といった病名は現在疾患としては認知されてい

ませんが、一部の医療機関や市民団体がその認知や対策を求めていると聞いています。今後については、病

気の診断基準や検査方法の確立、食生活との関係など国の動向を見てまいりたいと思います。 

 

中１ギャップと思われるさまざまな生徒の様子の中で、思春期のうつ病のようであるとか、日中とても眠た

くなるとか、集中力がなくなる、恐怖感がある、キレるなどといった症状の原因といたしまして、機能性低

血糖症によるものが多いということがございます。この低血糖症は、糖尿病とは逆に血糖値が下がり過ぎて

体調不良を引き起こすというものですが、余り知られておりません。この病気は膵臓の機能失調により血糖

値が急激に低下する、あるいは低い状態にとまってしまうものであります。  

 その代表的な原因といたしまして、砂糖の過剰摂取、過激な食事制限、過食、不規則な食事、ストレス、

脂肪の過剰摂取などが上げられます。現代の食生活などに起因するもので、潜在的患者は１，０００万人い

ると言われます。その症状が多岐にわたっておりまして、他の病気と一見区別がしにくく、精神疾患、神経

症、慢性疲労症候群と広範なために、ほかの病名がつけられていることが多いそうです。アメリカでは偉大

なる物まね師と呼ばれているといいます。  

千葉市にございますマリヤクリニック院長の柏崎良子医師によりますと、低血糖症と統合失調症との関連デ

ータによると、ほかの医療機関で統合失調症と診断された 128 人のうち 124 人が低血糖症であったとの報

告がございます。 
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その他の議会における啓発活動その他の議会における啓発活動その他の議会における啓発活動その他の議会における啓発活動    

2010.6.～  各地の議会で公明党により「機能性低血糖症に関わる国の取り組みを求める意見書」が採択された。    

        現在４８ 県市町議会  

2010.8.24. 長野市、佐久市議会で理事長が講演  

2010.10.7. 参議院議員会館渡辺孝男元厚労副大臣の議員室で、渡辺議員及び厚労省の担当官から２３年度科学調査

費の詳細を伊吹信一青森県議及び柏崎理事長・柏崎院長が聞き、打ち合わせをした。  

青森県議会の伊吹信一議員を中心に公明党が活躍してくださっています。以下の地方議会で決議されています。  

 北海道-赤平市、芦別市、倶知安町 6/17、名寄市、恵庭市 6/22、小樽市、石狩市、北見市、上砂川町 6/25、八雲町 6/。 

青森県議会 6/18、青森市 6/25。岩手県議会、盛岡市 9/29。群馬県前橋市。茨城県取手市。千葉県市川市 6/21、松戸

市。埼玉県上尾市。東京都-東久留米市、調布市、東村山市、三鷹市 6/22、多摩市 6/30、小金井市、中野区 7/8。長野

県-安曇野市 6/22、松本市、塩尻市 9/14、上田市、佐久市 9/30、大町市 12/17、長野市 12/20。愛知県名古屋市 6/、豊

橋市 9/。滋賀県-大津市 6/18、野洲市 6/18。大阪府-箕面市、枚方市 6/25、堺市 6/18、泉南市、高槻市 6/28、富田林

市、摂津市 6/29。京都府向日市 6/23。兵庫県宝塚市。高知県高知市 6/24。福岡県北九州市 6/、大牟田市 6/、水巻町

6/24、小竹町 6/、直方市 7/1、粕屋町 12/。         53 県・市・町議会  

否決：東京都文京区、奈良県大和郡山市 

統合失調症やうつ、不登校など心の病に苦しんでいる人も多いわけですが、誤った食生活にその原因の

多くがあるのだとすれば、日常的に学校現場でも低血糖症から起きるこうした状況があるのではないかと

心配するところでございます。  

 低血糖症は５時間にわたる精密検査が必要だそうですけれども、ほかの病名がつけられ、化学療法で治

療をされるところを、低血糖症とわかれば食事療法で治療することができます。中１ギャップで悩んでい

る中にも、もしかしたら実は低血糖症だという方もいるかもしれません。低血糖症にならないようにする

ことがまずもって大事なことでございます。食育の中で低血糖症の知識の啓発、食生活の改善の呼びかけ

など、教育現場で行う必要性があるのではないかと思うものですが、いかがでしょうか。  

 また、1960年代、新生児早期の低血糖が原因と考えられる脳障害が報告されております。出生後早期に

低栄養にさらされると、脳への影響は大きく、栄養学的リハビリテーションによっても回復する可能性が

低いこと、低栄養素は神経細胞間のネットワーク形成を阻害するなど、生後６カ月未満の栄養不足は、頭

囲の減少、脳ＤＮＡの減少を引き起こし、発達遅滞をもたらす危険性が極めて大きいと、低血糖と発達障

害の関係性を示しております。  

 新生児早期の低栄養に対する注意を促すことは非常に大切なことになります。乳幼児を育てているお母

さんやお父さんにもその認識、知識を啓発しなくてはなりません。保健福祉センターの取り組みもお考え

いただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。  

学校教育課長（正木敬造君） 浜田和子議員さんの御質問であります中１ギャップについてお答えをいた

します。  

 南国市の中学生を見た場合、中学校での不登校あるいは不登校傾向ぎみの生徒の増加という状況がいわ

ゆる中１ギャップに当てはまるのではないかと考えております。  

 そこで、南国市教育委員会としましては、平成 20年度より取り組んでおります南国市小中連携学力向上

推進プロジェクト事業で、各中学校区での小中連携を推進することで、小学校と中学校の滑らかな接続を

行い、児童・生徒一人一人の学びを連続的、継続的な視点でとらえ、指導、支援を行い、中１ギャップの

解消を目指しておるところでございます。 

 また、スクールカウンセラーとのカウンセリングから通院を行った児童・生徒もおり、児童・生徒の心

のケアは今後ますます重要視されると思います。各ケースにはそれぞれ原因があるわけですが、御質問の

低血糖症に限らず、きちんとした治療を受けることは必要なことであります。  

 そして、キレるなどの攻撃的行動あるいはうつ症状などが、先ほど浜田議員さんも言われましたが、低

血糖症の症状ということも言われております。今後関係機関等から情報を集め、校長会等で周知を図りた

いと思っております。  

 以上でございます。 
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治療の会が行う議会説明の強調点治療の会が行う議会説明の強調点治療の会が行う議会説明の強調点治療の会が行う議会説明の強調点    

1.1.1.1. 糖尿病学会でも、５時間のＯＧＴＴを取った症例がなく、全く「低血糖症」ということは知られていな糖尿病学会でも、５時間のＯＧＴＴを取った症例がなく、全く「低血糖症」ということは知られていな糖尿病学会でも、５時間のＯＧＴＴを取った症例がなく、全く「低血糖症」ということは知られていな糖尿病学会でも、５時間のＯＧＴＴを取った症例がなく、全く「低血糖症」ということは知られていな

かった。（かった。（かった。（かった。（元鹿児島大学医学部病院病院長の納光弘医師元鹿児島大学医学部病院病院長の納光弘医師元鹿児島大学医学部病院病院長の納光弘医師元鹿児島大学医学部病院病院長の納光弘医師；神経内科・呼吸器内科・糖尿病専門；神経内科・呼吸器内科・糖尿病専門；神経内科・呼吸器内科・糖尿病専門；神経内科・呼吸器内科・糖尿病専門））））    

    

2.2.2.2. ５時間のＯＧＴＴは多くの病気の根本的原因解明にもなり、特に精神症状の悪化や慢性疲労などの原因解明のため５時間のＯＧＴＴは多くの病気の根本的原因解明にもなり、特に精神症状の悪化や慢性疲労などの原因解明のため５時間のＯＧＴＴは多くの病気の根本的原因解明にもなり、特に精神症状の悪化や慢性疲労などの原因解明のため５時間のＯＧＴＴは多くの病気の根本的原因解明にもなり、特に精神症状の悪化や慢性疲労などの原因解明のため

に有効な検査である。に有効な検査である。に有効な検査である。に有効な検査である。        

    

3.3.3.3. 糖尿病と機能性低血糖症の併発の病例が多く、５時間の糖尿病と機能性低血糖症の併発の病例が多く、５時間の糖尿病と機能性低血糖症の併発の病例が多く、５時間の糖尿病と機能性低血糖症の併発の病例が多く、５時間の OGTTOGTTOGTTOGTT をしないと間違った治療法をすることになり、危険性をしないと間違った治療法をすることになり、危険性をしないと間違った治療法をすることになり、危険性をしないと間違った治療法をすることになり、危険性

が高い。が高い。が高い。が高い。        

2009200920092009 年のＯＧＴＴ検査者年のＯＧＴＴ検査者年のＯＧＴＴ検査者年のＯＧＴＴ検査者 206206206206 名のうち、名のうち、名のうち、名のうち、202202202202 名が低血糖症であり、さらにそのうち名が低血糖症であり、さらにそのうち名が低血糖症であり、さらにそのうち名が低血糖症であり、さらにそのうち 6666 名が糖尿病であり、境界型糖尿名が糖尿病であり、境界型糖尿名が糖尿病であり、境界型糖尿名が糖尿病であり、境界型糖尿

病も病も病も病も 19191919 名いた。名いた。名いた。名いた。2010201020102010 年前半期では、年前半期では、年前半期では、年前半期では、124124124124 名のうち名のうち名のうち名のうち 123123123123 名が低血糖症、名が低血糖症、名が低血糖症、名が低血糖症、4444 名が糖尿病、名が糖尿病、名が糖尿病、名が糖尿病、10101010 名が境界型であった。名が境界型であった。名が境界型であった。名が境界型であった。        

    

4.4.4.4. 子供たちへの安易な向精神薬の処方は、常用を招き、心身の成長にとって危険である。機能性低血糖症の認知によ子供たちへの安易な向精神薬の処方は、常用を招き、心身の成長にとって危険である。機能性低血糖症の認知によ子供たちへの安易な向精神薬の処方は、常用を招き、心身の成長にとって危険である。機能性低血糖症の認知によ子供たちへの安易な向精神薬の処方は、常用を招き、心身の成長にとって危険である。機能性低血糖症の認知によ

り、食生活の管理と注意が教育上も重要であることが知られるべきである。り、食生活の管理と注意が教育上も重要であることが知られるべきである。り、食生活の管理と注意が教育上も重要であることが知られるべきである。り、食生活の管理と注意が教育上も重要であることが知られるべきである。        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

「「「「回復の会」回復の会」回復の会」回復の会」のご案内のご案内のご案内のご案内    

日日日日    程：２０１１年程：２０１１年程：２０１１年程：２０１１年 3/153/153/153/15、、、、4/124/124/124/12、、、、5/175/175/175/17、、、、7/127/127/127/12、、、、9/139/139/139/13、、、、11/811/811/811/8、、、、12/1312/1312/1312/13    火曜日火曜日火曜日火曜日    

                １１時から１６時まで。休憩は１２時半～１４時１１時から１６時まで。休憩は１２時半～１４時１１時から１６時まで。休憩は１２時半～１４時１１時から１６時まで。休憩は１２時半～１４時    

講講講講    師師師師    柏崎久雄理事長柏崎久雄理事長柏崎久雄理事長柏崎久雄理事長        寺田節子理事寺田節子理事寺田節子理事寺田節子理事        参加定員参加定員参加定員参加定員    約２０名（事前申込制）約２０名（事前申込制）約２０名（事前申込制）約２０名（事前申込制）    

内内内内    容容容容            身体的状況と対処法の確認、テキストによる心のコーチング、互いの親睦身体的状況と対処法の確認、テキストによる心のコーチング、互いの親睦身体的状況と対処法の確認、テキストによる心のコーチング、互いの親睦身体的状況と対処法の確認、テキストによる心のコーチング、互いの親睦    

        会会会会    費費費費    一人６０００円（３回分、テキスト代・昼食代別）前納一人６０００円（３回分、テキスト代・昼食代別）前納一人６０００円（３回分、テキスト代・昼食代別）前納一人６０００円（３回分、テキスト代・昼食代別）前納    

≪≪≪≪    回復の会回復の会回復の会回復の会    参加者の感想参加者の感想参加者の感想参加者の感想    ≫≫≫≫    

同じ症状の人達と授業を受けるので、相手の気持ちも理解でき、交流しやすいと思います。寺田先生

と理事長のコーチングのおかげで、やってみようという気持ちが強くなりました。諦めないで治してい

きたいと思います。                       長野県 Ｔさん 

 

皆さん境遇や年齢は様々ですが、行動や考えている事、体調の悪さゆえに家族に怒ってしまったり当

たってしまったり、家族や他人とうまく付き合えない事等、少しづつどこか自分と似ていると感じま

す。 家で一人で、自分の考えだけで自己完結してしまっている人もいるようで、やはり同じなのだなと

思い、それではいけないのだと思いました。 

  家族との関係がわずらわしく、生活保護を受けて一人になりたいと私もいつも思っていましたが、そ

れを本当に選んでしまうと、本当に誰も助けてくれる人がいなくなってしまうのだと思いました。コミ

ュニケーションの取り方をきちんと学び、家族とうまくやっていく事の大事さに気づきました。私が辛

かったのは今の家族と一緒に住んでいる事でしたが、自分がこのままでは結婚してもやはりそのうち、

夫に対しても誰に対しても同じようになると思いました。何かを急にやりすぎては寝込んでしまう方も

多く、共感する事が多いです。 

  自分が良くなろうとしている事に、家族が邪魔をしてくる事もありますが、理事長と寺田先生に教え

ていただいたように、絶対に怒らないように、あまり家族の言動に影響されないようにしていると、良

くなってきました。食生活や栄養で治療する以外に、本当に色々な事を教えていただいて良くなった所

があります。これからも宜しくお願いします。         千葉県 Ｋさん 

 

 まだ２回しか出席をしていませんが、とても楽しくて出席されているみなさまにとてもパワーを頂き

ました。これからも参加するのがとても楽しみです。           千葉県 Ｉさん 

 

 非常に為になります。出席するごとに良くなってくるのが分かります。   神奈川県 Ｕさん    
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低血糖症治療体験記・原稿募集中低血糖症治療体験記・原稿募集中低血糖症治療体験記・原稿募集中低血糖症治療体験記・原稿募集中    

送っていただいた文章は編集・製本し、㈱ヨーゼ

フより出版する予定です。原稿がまだ足りません。

中に出版予定です。至急お送りください。 

様々な症状で悩む多くの患者さんがより適切な

治療を受ける事が出来るよう、実際に治療を受けら

れ回復された皆様の声をお聞かせ下されば幸いで

す。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇        応募要領応募要領応募要領応募要領        ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇    

内容 ① 治療前の状況 

② 検査と診断、勧められた治療法 

③ 治療後の状況 

応募 info@yozeph.com へメール形式かワード文

書で添付。手書きの場合は、楷書でお願いし

ます。 

※ 注意事項 

・ お送り頂く際はタイトル・氏名をご記入下さい。 

・ 製本に際しては、希望者以外すべて匿名にて掲

載させていただきます。年齢・性別・職業など

は、可能な限り掲載させていただきます。 

・ 作品の出版権及び二次利用権はすべて㈱ヨーゼ

フに属します。 

治療の会ホームページの会員専用サイト治療の会ホームページの会員専用サイト治療の会ホームページの会員専用サイト治療の会ホームページの会員専用サイト    

会員専用サイトをご活用いただけます。このサ

イトの大きな目的は、会員各位の直面する多くの

問題や悩みを解消する場として、また会員同士の

交流をより深める場として活かされることです。

是非ともご活用ください。 

 会員でインターネットに接続できるパソコンが

あれば、ご利用いただくことが出来ます。 

会員には、ＩＤ番号とパスワードをお知らせし

ています。携帯電話からのご利用はできませんの

でご了承ください。 

 

＜第＜第＜第＜第 12121212回全体研修会報告＞回全体研修会報告＞回全体研修会報告＞回全体研修会報告＞    
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①「エネルギーを作るＴＣＡサイクル」元木管理栄養士 

②「ＯＡＴ検査によって示される症状」野村管理栄養士 

③「ＯＡＴ検査症例報告」柏崎良子医師 

④ 改善報告 会員２名 

⑤ 会員交流会 

⑥「活動報告と今後の展望」柏崎久雄理事長 

⑦ ご挨拶とご報告 大沢博 当会顧問 

 前回の研修会では、著しい治療効果を見せているＯＡ

Ｔ有機酸検査をテーマとし、管理栄養士による講義と院

長による４つの症例報告がありました。理事長からは、

横浜市・南国市・参議院による機能性低血糖症の質問の

報告と厚労省の対応が、その後の当会の活動により変わ

ってきていることを具体的に報告しました。また、国の

取り組みを求める意見書の決議がすでに全国 48 の自治

体でなされていることも報告されました。 

 会員２名（患者１名、患者のお母さん１名）による治

療改善報告や会員交流会があり、同じように苦しむ患者

の話や症状が改善された話を聞いて励まされ勇気づけ

られた方がたくさん見られました。 

 当会顧問の大沢博岩手大学名誉教授や、公明党の議員

の方が３名ご参加いただき、それぞれこれまでのご苦労

や現在の活動内容をお話いただきました。 

第１４回 ６月２３日（木）エステルホールにて 

第１５回 １０月１０日（祝・月） 

ホテル・ニューオータニ幕張にて。 

ウィリアム・ショー博士を迎えて。 

夕方にパーティーと特別セミナー 

 

 マリヤ・クリニックと㈱ヨーゼフの従業員 

会員との親密な交流を進めていきたいと思います。 


