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厚労省への説明と要望書提出
2009 年 1 月 23 日（金）3 時より、参議院議員会
館特別会議室にて、渡辺孝男厚労副大臣、担当事務
官、国会議員、議員秘書、16 名の地方議員ら 32 名
の参加で、柏崎久雄理事長、柏崎良子院長、納光弘
元鹿児島大学医学部教授、大沢博元岩手大学教授に
よる厚生労働大臣らへの要望書提出と機能性低血糖
症の勉強会が持たれました。要望書の文面は次頁に
あります。

ありえないようなことですが、納先生の研究熱心さか
らくるものです。納先生は、マリヤ・クリニックと私
たち夫婦について事前に調査され、信頼しうると判断
されたようです。
勉強会は、柏崎理事長、大沢先生、納先生の順で説
明がなされ、治療については柏崎良子院長が脳神経外
科でもある渡辺副大臣の質問に答えました。昨年 6 月
の国会で、5 時間のＯＧＴＴの保険適用が可能である
とされた厚労省の答弁についても、文面上正しいが、
実際には費用面からみて無理であることを柏崎理事
長が資料をもって説明すると、その通りであると認め
られました。しかし、機能性低血糖症という病気が認
知されていないので、厚労省としても対応できないの
で、中央社会保険医療協議会などの支持などが必要
であるとされました。

大沢博当会顧問は、多くの人々が「低血糖症」で
ありながら、精神疾患とされてかえって薬漬けにな
り、症状が重くなっている実態と、多くの凶悪事件
や事故の原因に「低血糖症」があること、治療の受
け皿がないことを指摘されました。

吉家文子当会理事の働きによって、昨年 3 月に坂
口力元厚生労働大臣に陳情することができました
が、坂口議員からは他の医師との連携や検査データ
の蓄積、そして調査研究の必要が助言されました。
今回、伊吹信一青森県会議員の大きなご支援もあっ
て、議員会館での厚労省担当者の参加による勉強会
にこぎつけることができました。
昨年 11 月に当クリニックで低血糖症の検査を受
けられた元鹿児島大学医学部神経内科教授の納光弘
医師のご協力が大変強力なものとなっています。日
野原重明先生の弟子でもあり、野口英世記念医学賞
も受賞しておられ、現在は 1,500 床もある慈愛会の
会長でもある納（おさめ）先生がわざわざマリヤ・
クリニックにまで出向かれて検査を受けられたのは

渡辺副大臣、鰐淵洋子厚生労働部会副会長らは、
これらの説明に同意し、善処を約束されました。全
国から出向いてくださった地方議員も内容に驚か
れてご協力を申し出てくださいました。
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厚生労働大臣 舛添 要一 殿
機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める要望書
血糖調節異常により発症する「機能性低血糖症」は食生活の不摂生により起こるとされており、
特に糖の過剰摂取による膵臓機能の障害、アルコール、タバコ、コーヒーやカフェイン含有清涼飲
料水の過剰摂取、精白炭水化物や動物性タンパク質の過剰摂取、ビタミン・ミネラルの摂取不足、
ストレスなどが主な原因とされております。
糖尿病診断に用いられている常用負荷試験および耐糖能精密検査は２時間検査が一般的におこ
なわれておりますが、糖負荷後、空腹時の１.5 倍以上に上昇するはずの血糖値が上昇せず変化のな
い平坦な曲線を描く「無反応性低血糖症」や、４時間経過後に血糖値が急落する「反応性低血糖症」
などもあることから、精度を高め「低血糖症」を診断するためには５時間かけて検査をおこなうこ
とが必要です。さらに膵臓の機能障害の程度を診るためにインスリン値をも調べることが必要で
す。
理性を司る脳への血糖補給不足に加え、内分泌系や自律神経の混乱、アドレナリンやノルアドレ
ナリンなどホルモンバランスの異常により、うつ、ひきこもり、不登校、出社拒否、家庭内暴力、
痴呆や多動、発達障害等、実に様々な症状を引き起こすことが知られておりますが、「低血糖症」
に対する認識不足から他の病名診断がされたり、性格や能力と判断される現状にあります。社会を
不安に陥れる動機不明な残虐な事件の原因でもあると思われます。
「低血糖症」を改善するための治療方法として、分子整合医学にもとづく食事療法と栄養療法、
運動療法などがあげられます。抗精神薬だけで完治しなかった方々が、５時間の耐糖能精密検査に
基づく「低血糖症」との診断と治療により完治している数多くの事例があります。
このため「低血糖症」の普及啓発が図られるよう、国に対し以下の取り組みを要望いたします。
１、機能性低血糖症についての医学研究の進展と分子整合医学に基づく治療法の普及にむけ国とし
て調査研究していただくこと。
精神疾患なども、低血糖症治療による治癒例が多く、この病気の解明により国および患者の医療
費軽減をもたらすものと思われます。
２、低血糖症診断の為に５時間の耐糖能精密検査を保険適用の対象とすること。
耐糖能精密検査が通例、糖尿病診断のため２時間でおこなわれておりますが、４時間を経過して
から低血糖に陥る患者が非常に多く確認されており、少なくとも５時間の血糖とインスリンの経過
をみることが必要とされます。
平成２１年１月２３日

低血糖症治療の会 理事長
柏崎 久雄
同顧問 マリヤ・クリニック院長 柏崎 良子
同顧問 岩手大学名誉教授
大沢 博
財団法人慈愛会
会 長
元鹿児島大学医学部第３内科教授 納 光弘
茨 城 県 鹿 嶋 市 長
内田 俊郎
（同じ文面で、副大臣らへの要望書が出されています。）
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アメリカ低血糖症支援協会 Roberta Ruggiero 理事長よりメッセージ
昨年よりアメリカの低血糖症支援協会との交流が
はじまりました。第６回研修会開催に際して、財団理
事長のロベルタさんより日本の治療の会の皆様へメ
ッセージをいただきました。
以下、日本語に訳したものをご紹介させていただき
ます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Message for Convention in Japan
柏崎理事長をはじめ、柏崎院長、そしてご参加の
全ての皆様

40 年以上前に私の身に起きたことは、今日において
もいまだ起こり続けています。私が南フロリダの自宅オ
フィスにいると、毎日、世界中からメールが届き、中国、
インド、パキスタン、アフリカ、さまざまな国の患者、親御
さん、学生、教師、医師たちと連絡を取り合っています。
そして、今回は日本の皆様とお話ができました。
悲しいことですが、これまで連絡を取ってきた方々は
それぞれがこうおっしゃいます。「低血糖症は苦痛に満
ちた日々を強い、人格を荒廃させるような状態に落ち
いらせることを知っているし、実際感じています。」

低血糖症の方々への啓発に努める歳月の中で、反
米国低血糖症支援協会のデレクターやアドバイ 対に患者の方々から教わることも多くありました。彼ら
ザーを代表し、そして「アメリカの仲間」として、 は、必要としているもの、欲しているもの、中でも、（望
低血糖症治療の会に共に参加させていただき感謝 んでいるが）手に入れていないものを私に話してくれまし
しております。本会の開会に際し、皆様にメッセー た。私は彼らの落ち込みも、不安も、恐れも知りまし
ジをお送りできることを非常に名誉なことと感じ た。私が出会った人たちは、口を揃えてこう言いました。
「私が知ってさえいれば…」
ております。
まずは自己紹介をいたします。私はロベルタ・ラ
ッギエーロと申します。米国低血糖症支援協会の理
事長をしております。この団体は、低血糖症の原因、
その影響、新しい治療法に関して広く知っていただ
くために、1980 年に設立いたしました。この団体
は、著書『低血糖症の手引：低血糖症への日々の対
処法』、ホームページを通して、私の個人的経験や
長年の研究を皆様と共有しております。
低血糖症は大変複雑で誤診される可能性の高い
疾患です。私の目標とするところは、低血糖症をコ
ントロールするあらゆる方法を知り、人々に伝える
ことです。低血糖症にあなたがコントロールされる
のではなく、あなたが低血糖症をコントロールでき
るようにお手伝いしたいのです。
私が用いる手段は何であれ、お伝えしたいことは
一つです。「あなたの症状は決してあなたの頭の中
にあるものではない！」ということです。もし、あ
なたが深刻な鬱、疲労感、気分のむら、心の混乱、
頭痛、（一時的な）意識喪失、動悸、不眠、イライ
ラ感、自殺願望等に苦しんでいらっしゃるとすれ
ば、それは、低血糖症によるものかもしれません。
あなたは低血糖症の犠牲者といえるのです。
私は低血糖症の苦しい症状を理解しています。な
ぜならば、私自身が患者だったからです。何十人も
の医師を訪ね、数多くの検査をし、効き目のない、
また時には危険を及ぼすような薬を大量に与えら
れてきました。恐ろしい経験ですが、電気ショック
治療さえ受けたことがあります。そのような 10 年
間を経て、ついに、糖負荷検査と適切な食事が回復 3
へと導いてくれることを私は知りました。

私はこの会にご参加の皆様に誓います。低血糖症を
疾患として、医学の前面に位置づけられるよう絶えず
働きかけることを。そして同時に、人々の生活をよりよ
いものに変えていくことを。
今、私たちは、パートナーとして出会い、互いに助け
合うことができます。多くの人々の生活を脅かすこの疾
患の治療に共に取り組んでいきましょう。
本日、みなさんの体験が多くの方の希望となり、決意
となり、強さと忍耐となることを祈り望みます。共に、こ
の状況を変えていきましょう。さあ、今それぞれができる
ことから始めましょう！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第 6 回研修会では、浅野達さんからも患者体験談と
して大変参考になるお話をいただきました。ご協力い
ただいた全ての方々へ感謝したいと思います。

2008 年 7 月 3 日

第 6 回研修会にて

「マリヤ・クリニックにおける低血糖症の治療」
マリヤ･クリニックにおける低血糖症治療は、２００４年５月の「低血糖症治療の手引」出版以降、
大きく実績を上げ、効果を上げています。それが、２００７年４月の「低血糖症と精神疾患治療の手引」
出版という表題の追加にも現われております。さらに、そこでも取り上げた腸内環境の改善が、精神疾
患の改善に画期的な成果をもたらしました。これは、マリヤ･クリニックだけがアメリカに検査依頼し
ておこなっているペプチド検査・OAT 有機酸検査（共に尿検査）、IgG 血液検査などの成果で、昨年は
その成果を上げるべくヨーゼフ USA を設立して除菌に必要なサプリメントの個人輸入を可能にしまし
た。これらは、国内でまだ治療できないでいる自閉症の治療の可能性をも含んだものです。
そもそもこれらの検査をする GPL 研究所は自閉症の治療を行っている研究所ですが、その治療法を
マリヤ･クリニックでは低血糖症の治療に用いることができると判断して採り入れたものです。そうい
う面で、サプリメントの摂取だけ指導している低血糖症治療の医療機関とは治療法がことなりますので、
ご理解ください。マリヤ･クリニックの低血糖症治療は以下のようにされています。
１．家族立会のもとでの OGTT 検査と低血糖症の説明。
検査時に血糖値の下がる患者さんでは、治療の説明を理解できませんし、その検査時の様態と低血糖
症というものをご家族に理解してもらうことは、必須なことです。そして、アンケートや管理栄養士の
ヒアリングが院長に電子カルテを通じて報告され、診察されます。
２．２週間後の検査結果の説明と必要な治療方法の説明とカウンセリング
院長だけでは十分な説明は時間的にも無理であり、患者さんもご自分の状況を説明できません。管理
栄養士による十分な説明とカウンセリングは電子カルテに記録され、院長に伝わります。院長は、その
時点で食事指導、サプリメント摂取指導、運動その他のアドバイス、カウンセラーの必要などの治療指
針を伝えます。
３．１-２ヶ月後の再診により治療の再検討
ここで改善状況とさらに腸内環境の改善やカウンセリングが必要かどうかが再確認されます。このよ
うな診断は、院長本人によってなされます。
４．継続的治療
サプリメントの効き具合と容態改善の確認。その他の治療が必要かどうかの確認。家族を含めた人間
関係の対応能力を確認し、社会復帰や健康な社会生活のための手順を、本人を含めて家族と話し合う。
必要ならば、当院所属のカウンセラーにも対応させる。火曜日における２回までのカウンセリング費用
は無料ですが、３回目以降および他の日は 3,000 円の自己負担の上でマリヤ・クリニックが費用援助し
ています。
５．低血糖症治療の会との研修の提携
年に２-３回の研修会を開き、全国から６０-１００名の参加で行われてきました。この研修会には職
員を動員し、経済的にも情報提供でも支援しております。また、地域交流会を開き、４-10 名で交流と
個人的なアドバイスをしてきました。2008 年にはマリヤ・クリニックのビルの１階に２５㎡ほどの低
血糖症会員ルームを作り、交流・研修・カウンセリングのために用いられています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第４期役員案
理事長； 柏崎 久雄

常務理事； 金井 澄夫

理事； 浅野 達、 田尾 幸三、寺田 節子、 戸田豊子、 吉家文子
監事； 高野篤、 櫻井 圀郎（東京基督教大学教授）
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第４期事業計画（案）

「低血糖症治療の会」

１．［会員の研修･交流事業］
Ａ 全体研修会の開催
① 第５回定期総会と第７回「低血糖症治療の会」全体研修会 2009 年１月 29 日(木)
② 第６回定期総会と第８回「低血糖症治療の会」全体研修会 2009 年 6 月 25 月(木)
③ 第９回「低血糖症治療の会」全体研修会 2009 年 10 月 11 月(祝)
Ｂ 研修交流会
各地で企画する。
Ｃ 栄養アドバイザー養成講座
栄養医学の啓発活動のために、自己体験を基本に、多くの方に継承していくリーダー的な役割を果たす。2
か月に 1 回程度の研修会と分子栄養学研究所の研修を併用する。
Ｄ 治療の会の会員ルームの利用
資料を展示して会員同士、自由に交流しながら、情報を得られるようにする。
２．［研究事業］
Ａ マリヤ・クリニックの治療と研究に協力し、その成果を紹介する。
Ｂ ㈱ヨーゼフ及びヨーゼフ USA の低血糖症治療用製品の開発と紹介に協力し、その情報を提供する。
Ｃ 患者の治療に役立つコーチングやカウンセリングの知識や情報を研究し、提供する。
Ｄ 海外の低血糖症治療情報を紹介する。
Ｅ 医師ネットワークに協力する。
３．［周知･広報事業］
Ａ この会のホームページに会の情報を掲載する。
Ｂ 会報を編集し、会員に送付する。5，9，12 月を予定。
Ｃ 低血糖症の治療を行う医療機関を探し、情報提供する。
Ｄ 治療体験記を新書版サイズの本にして今年度中に発行する。
Ｅ 治療の会のパンフレット及び資料の作成。
Ｆ 低血糖症治療の保険適用のために活動する。
４．［募金事業］
Ａ 治療を推進する基金を貯えるための募金活動を行う。
５．［治療に必要な物品販売事業］
Ａ 研修会ＤＶＤの販売
Ｂ その他の販売

第４期収支予算（案）
収入 の部

科
目
1.会費収入
2.研修会参加費収入
3.物品販売収入
4.寄付等その他収入
収入合計
1.研修会費
①会場費食費
②印刷費
③通信費
④交通費
⑤諸費
2.会報費
①印刷費
②通信費
③諸費
3.役員費
4.事務通信費
5.事務局費
6.予備費
支出合計
収支残高
前 期 次 期 繰 越 金

明

細

支出の部

351,000
16,000
75,000
50,000
8,000

「低血糖症治療の会」 （単位；1 円）
金 額
備
考
400,000 会員数 200 名見込→300 名目標
450,000 3000 円×3 回×50 名
30,000 ＤＶＤ販売など
20,000
900,000
500,000
3 回分、食費 1500 円
60 部×5 円×枚数×3 回
研修会案内・返信ハガキ
講師交通費
90,000
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理事会交通費･食事代など
ＨＰ維持費、その他

前々期繰越金 160,103 円

の気持ち）だけでも十分に伝わります。
相手に自分の思いを届けるには、具体的な理由と
親の気持ちや感情を語ることです。日本人は 2 部の
「なぜならば」の具体性を言葉にするのが不得意で、
つい余計なこと（あなたメッセージ）を語ってしま
うようです。
講師

≪伝えよう

自分がどう感じているのか、何を言いたいのかを
冷静に認識してから口に出してみることです。主語
を「わたし」にすることで、より自分の気持ちが明
確になります。

寺田節子

自分の気持ち≫

前回までは相手の話を聞く方法（能動的な聞き
方）をお伝えしてきました。今回から自分の思いを
伝える方法をトレーニングしましょう。

「中々言えない」
「どう伝えたら良いのかしら」と
悩んでいる方も多いようですが、率直な表現が苦手
な方は、
“ひっこみ型”か“攻撃型”の 2 パターンが
考えられます。時にはひっこみ、時には攻撃と、表
現が極端になってしまう場合もあれば、一貫してひ
っこみ型か攻撃型の場合もあるかも知れません。

話すことは自己表現です。
「わたし」はこう思う、
こう感じると、先ず自分の思いを口に出すことで
す。
自分の思いを語る時は、常に主語を「わたし」に
しましょう。これを「わたしメッセージ」（Ｉメッ
セージ）といいます。

ひっこみ型（自己表現ができない）
・口をつぐみ、自分の気持ちや考えを大切にしない。

話す時にコミュニケーションを壊す 12 の型（責
め・命令・非難・指示など）が入ると、主語が相手、
つまり「あなたメッセージ」（You メッセージ）に
なり、操作・強制・攻撃するメッセージとして伝わ
ってしまいます。自分の思いを伝える「わたしメッ
セージ」の基本パターンを覚えましょう。能動的な
聞き方と組み合わせるとより効果的です。

・自分を犠牲にして相手の言いなりになる。
・勝つか負けるか、決着がつくのを避けたい。
・優しい人と思われたい。相手を傷つけるのが怖い。
攻撃型（関係を悪化させる）
・自分の気持ちを満足させるために相手の気持ちを
推し測らない。

わたしメッセージは 3 部構成で
1 部 相手の行動 +

2 部 理由 +

・相手の反論を無視する。関心を持たない。

3 部 気持ち

・体裁を保ちたい。威張りたい（内心は寂しい）。
例（親が困っている時）
Ａ子

今日夕食いらない。おやつ食べ過ぎたから。

親

おやつを食べすぎたのね（能動的な聞き方）。

Ａ子

うん、そう。おなか空いてないの。

親

でもね、夕食を食べないと（相手の行動）せ
っかく作った料理がもったいないし（理由）
栄養も偏るんじゃないかと（理由）心配よ（親
の気持ち）。

Ａ子

それなら後で食べるわ。今はまだ入りそうも
ないから。

親

そう、後で食べるのね（能動的な聞き方）。

親の思いを率直に「わたしメッセージ」で伝える
ことで会話がスムーズになっています。今回は 3 部
構成を紹介しましたが、2 部（理由）と 3 部（自分

・負けたくない。強い人と思われたい。
家族以外の親しい人に対しては良く思われたくて
ひっこみ型になり、逆に家族間では互いに攻撃的に
なりやすい方も多いのではないでしょうか。
自分の意見を述べないことが、相手を尊重するこ
とにはなりません。自分を正直に表現するには、遠
慮も攻撃も必要ないのです。
今回知っていただきたいことは、ひっこみ型も攻
撃型も、自分の正直な気持ちを語っていないという
ことと、相手との間に不要な壁を作ってしまうとい
うことです。その結果に責任をもつのは自分なので
す。
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次回は〈伝えよう自分の気持ち その２〉をご紹介
する予定です。

今後の活動・新しいテーマについて
・協力員の募集

≪第５回定期総会及び第７回全体研修会≫
日 時

200９年１月２９日（木） 10：30～16：00

会 場

My ビル 3 階 エステルホール

会員の方より協力員として、会運営のお手伝いをし 参加費 会員
一人 3,000 円（食事込み）
ていただける方を募っております。活動内容は研修
非会員 一人 ４,000 円
会等での受付、ビデオ・写真撮影、パソコン操作、
10：00
受付開始 開場
食事準備、会報作成、翻訳等です。
10：30
第４回総会
議長；柏崎久雄理事長
・治療の会パンフレット及び資料の作成
議題 1 第４期事業計画及び収支予算（決算は次回）
治療の会を広く紹介するための資料です。こちらも
議題 2 第４期役員の案
作成の協力をして下さる方を募集します。
臨時議案 一般社団法人低血糖症治療の会への移行案
・治療体験記の出版
（別紙資料参照）
出版まであと 40 ページほど必要なので、再度原稿
それぞれの質疑及び採決
を募集します。応募要領は別記（ぺージ右下）。
11：00
講演「低血糖症治療の基本」柏崎良子院長
・栄養医学アドバイザーの養成
㈱ヨーゼフの主催で栄養医学アドバイザーの研修
が今年よりスタートしました。2 月は 2 度予定され、
分子栄養学研究所の金子所長も講演して下さいま
す。患者自身が自己の健康を把握・管理するために
KYB 活動の広がりを支援します。

12：00

治療上の質問答弁

12：30

食事休憩

13：30

患者体験意見自由発表

14：30

14：55

「症状改善の補助手段」塩谷裕子管理栄養士

休憩

（サプリ提供）

15：05

「低血糖症治療統計と概観」金井事務局長

15：25
医師からの問い合わせが大幅に増えてきています。 16：00
今後医師への研修や症例公開なども企画。各地での
低血糖症治療に期待が持てます。インターネット会
議などを利用したものを準備中です。

「社会復帰と自己確立への道」柏崎理事長

・医師ネットワークの構築

閉会

・アメリカ低血糖症支援協会との交流
医療先進国アメリカの低血糖症治療情報を翻訳、紹
介したいと思います。
・グループホーム（集団生活）の企画
構想段階ですが、家庭内でのコミュニケーションが
困難な場合、または家族との関わりの中で自立が促
されない場合など、他人との共同生活が貴重な経験
になるのではという意見が理事会で上りました。実
践にあたって協力できる方、アイデアをお持ちの方
などいらっしゃいましたらご連絡下さい。
・法人化への移行

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。
今後も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
◇◇◇◇◇
内容

①
②
③

治療前の状況
検査と診断、勧められた治療法
治療後の状況文字数 1000～2000 文字程度

応募 Hinfo@yozeph.comH へメール形式かワード文
活動が定着してきており、広範囲のものになってき
書で添付。手書きの場合は、楷書でお願いしま
ました。総会の承認を要する会員の互助組織として
す。
の現在の組織では、事業性や即応性が困難であり、
早急な法人化が必要とされてきました。会員の皆さ ※ 注意事項
・お送り頂く際はタイトル・氏名をご記入下さい。
んにとっては、不便はないと思います。
・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、
連絡やニュース配信のために、随時会員のメールア
可能な限り掲載させていただきます。
ドレスを登録しています。アドレスをお持ちの方は
・作品の出版権及び二次利用権はすべて㈱ヨーゼフ
要望・ご意見など合わせて、 Hinfo@teikettou.comH
に属します。
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までお送り下さい。

ＭＹビルの利用について

低血糖症治療の会の母体であるマリヤ・クリニック
及び㈱ヨーゼフが昨年 8 月にビルを取得した事によ
り、当会の事務局住所も同じビルへと変更になりまし
た。この MY ビルには治療の会活動のためのスペース
も設けられております。
1F に設けられた『治療の会会員室』にはミーティ
ングテーブルが 4 つ置いてあります。テーブル毎にパ
ーティションも設置されているので、カウンセリング
にも適しています。こちらは今後治療の会会員の自由
な交流スペースとして機能して欲しいと考えており
ます。MY ビルの裏口から入室出来ますので、ご利用
の際はマリヤ・クリニック窓口へお申出下さい。
3F には 100 名収容の多目的ホール『エステルホー
ル』が有り、今後治療の会の総会・研修会などはここ
で開催されます。また 1F にティールームがオープン
し、簡単な食事も提供出来るようになりましたので、
従来のようにホテルに会場を借りていた時よりも、研
修会の参加費を低く抑えることが出来ます。

この他、3F と 4F には宿泊用の貸ルームが備えられ
ました。シャワー・トイレ完備で 1 部屋最大 3 名まで
ご利用出来ます。2 部屋のみですが、少しでも遠方の
方の助けになればと思います。現在は主に低血糖症検
査に来られる方にご利用頂いております。

第４年度は研修会を 6 月と 10 月 に予定しており
ますが、開催時に協力員として受付などお手伝いして
頂ける方を募集中です。

各施設を会員の皆様に有効利用して頂きたいので、
利用に関して質問等ございましたら何でも遠慮なく
お問い合わせください
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