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一般社団法人化に向けて
低血糖治療の会も４期を向かえ、新たな一歩
を踏み出そうとしております。それも会員の皆
さんの熱心な応援のおかげと深く感謝申し上げ
ます。今回の一般社団法人化の趣旨をお伝えし
たいと思います。
低血糖症は、病名認知がされていない疾患で
あり、保険診療はできず、治療法も理解されて
いません。しっかりと治療できる病院はマリ
ヤ・クリニック以外ないように思われます。外
国にも低血糖症で悩んでいる多くの患者さんが
存在していますが、薬ではなくて身体の治癒力
を高めるために栄養や運動を薦めています。
低血糖症治療の会は、これまで低血糖症に関
する治療法の講義・研修と患者間の交流を目的
としてきました。さらに、精神病とされている
方々の多くに内科的な原因によって精神疾患の
症状があると指摘・啓発をしてきたのです。
低血糖症の治療を、栄養医学をやっている他
の医師が始めてきておりますが、大きな違いは、
サプリメントの摂取だけで改善すると思ってい
ることです。私たちは、精神病を薬だけで治そ
うとすることにも異論がありますが、栄養だけ
で治るなどと考えるのは、人間とその精神を軽
んじているのではないかと判断します。私たち
は、治療の目標を患者さんの社会復帰に置き、
その為にはご家族の方々との協力が必須であ
り、更に多くの助けが必要であると考えている
のです。

info@teikettou.com
柏崎久雄理事長

今年１月に厚生労働省への陳情および渡辺厚生労
働副大臣と担当係長が出席する中での「低血糖症の
実情」の勉強会を低血糖症治療の会の名で開催でき
たことは、大きな飛躍でありました。一般社団法人
化も、副大臣や担当者、そしてご支援をくださる議
員の方々との対応の中から、今後の展開には法人格
が必要であることを覚えたからであります。
低血糖症患者の腸内環境を改善することにより、
ここ 1 年で大きな成果が出てきました。治療改善し
た患者さんが研修をしながら、他の患者さんとも交
流してゆくプログラムも考えております。精神病に
関しては、ボランティア援助がありますが、国から
の資金援助は、低血糖症にはありません。法人化に
より、多方面の事業化を進めて、患者さんの社会復
帰体験やその支援ができるようにとも考えていま
す。そして治療にあたる医者ネットワーク構築も模
索中です。
さらに各地域で活躍の 地方議員もこの内容に驚
かれてご協力を申し出てくださいました。 さらに
低血糖症の啓発のために、この一般法人化を最大限
に活用し、皆様の更なるご協力をいただき進めてい
きたいと願っています。

だからこそ、患者の会を一般社団法人にする
ことが必要であり、改善した人を社会復帰させ
られるような活動を推進していかなければなら
ないのです。また、患者自身の自己管理が必要
であり、それを高めるための研修と活動が必要
です。治療と研究も必要であり、それに携わる
医師をも確保していかなければなりません。

第５回定期総会（2009 年 1 月 29 日）
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2009.5.12.朝日新聞夕刊で低血糖症のことが記事になりました。下にその一部をコピーしました。
院長のアドバイスしたチェック表もあり、さっそく問い合わせが来ています。
低血糖症治療の会とホームページサイトも紹介されています。
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前回の低血糖症治療の会の定期総会及び研修会
低血糖症治療の会の定期総会及び研修会
「低血糖症治療の会の第５定期総会及び第７研修会」
の第５定期総会及び第７研修会」

日 時

200９年１月２９日（木）
９年１月２９日（木）

は、 昨年８月にマリヤ・クリニックが自社ビル（MＹﾋﾞﾙ）に
昨年８月にマリヤ・クリニックが自社ビル（

会 場

My ビル エステルホール 3 階
（（マリヤ・クリニックのビル）

参加費

会員一人
3,000 円（食事込み）
非会員一人 ４,000
,000 円

移転し、充実した設備となりましたので、その
その 3 階のホール
を会場に開かれました。また治療の会の会員室を
また治療の会の会員室を 1 階奥に
設け、ビルの袖看板にも「低血糖症治療の会」と宣伝して
おります。My ビルの活用が低血糖症の啓発活動に役立つ
ようになっております。
今年１月に厚生労働省への陳情および渡辺厚生労働
厚生労働省への陳情および渡辺厚生労働
副大臣と担当係長が出席する中での「低血糖症の実情」

10：00

受付開始

10：30

第４回総会
議題 1

の勉強会を低血糖症治療の会の名で開催
の勉強会を低血糖症治療の会の名で開催するあたり、
吉家理事のご尽力により、地方有力議員に働いて
有力議員に働いていた

開場
議長；柏崎久雄理事長

第４期事業計画及び収支予算
４期事業計画及び収支予算
（決算等は次回です。）

議題 2 第４期
期役員の案
それぞれの質疑及び採決

だき、国会への低血糖症に関する陳情と勉強
陳情と勉強会が実現
しました。
11：00

講演「低血糖症治療の基本
講演「低血糖症治療の基本」
ﾏﾘﾔ･ｸﾘﾆｯｸ柏崎良子院長

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

「症状改善の補助手段」
管理栄養士

14：55

休憩

15：05

「低血糖症治療統計と概観」
事務局長

15：25

「社会復帰と自己確立への道」
柏崎久雄理事長
閉会

16：00

前回の総会及び研修会に参加され、低血糖症の
前回の総会及び研修会に参加され、
実情を視察に来られた地方議員は以下の方々で
す。治療の会終了後、3 階の会議室で上の写真の
ような意見交換の時を持ちました。
伊吹議員と牛山議員は、それ以前にも調査にわ
ざわざ来院されました。伊吹議員は、国会勉強会
でも大いに動いてくださり、その後も自らＯＧＴ
T を受けられるという真摯な姿勢で低血糖症に関
する研鑽を積んでおられます。
伊吹
牛山
赤間
山崎
渡部

信一
好子
正明
とよ子
伸広

青森県議会議員
長野県議会議員
千葉県議会議員
千葉県議会議員
青森市議会議員
講演する柏崎良子院長
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≪

カウンセリングを通して

≫

マリヤ・クリニック

カウンセラー

寺田節子

さえ感じられます。父親との交流が上手くできない悩
みが、現在の課題となっています。

私の親業カウンセリングは月１回の緩やかなペース
で行っています。患者さんと親御さんとの心のパイプ
の通りをよくする効果的なコミュニケーションの方法
を伝え、それを実践してもらうことが目的です。良い
人間関係を築き、保っていくために、２つの価値観を
大切にするよう強調しています。２つの価値観とは、
相手に対する信頼と自分に正直であることです。

３．２０代女性
カウンセリング開始後約２年、面談開始から約１年位
は、精神科の薬のせいで眠気に襲われ、来院日にはソ
ファーで眠り、車の中でもずっと眠っている状態でし
た。本人は点滴を受ける時も多いので、ほとんどは母
親との面談です。

今回は低血糖症の患者さんとのカウンセリングを幾
つか報告させていただきます。コミュニケーションで
悩んでいる患者さん方に、何らかの参考にしていただ
ければ幸いです。

クリニックがＭｙビルに移転する直前頃から顔色
がよくなり、健康に自信を持ってきました。以前は外
出中に倒れて救急車で運ばれたこともあったそうな
ので、現在は驚くほど回復しています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１．４０代男性（母とのカウンセリング）

昨年秋頃から専門学校に入る準備を主体的に進め
てきて、今春晴れて入学となりました。母親が「奇跡
です」と嬉しそうに話されたのが印象的です。

マリヤクリニックに来院して数年の患者さんで、カ
ウンセリング開始から約２年半が経ちました。私はお
母様とのみ面談しています。お母様は私の講演会がき
っかけでカウンセリングを受ける決意をし、当初は低
血糖症患者である長男を回復させたい一心の気迫でカ
ウンセリングに臨まれていました。

４．３０代男性
カウンセリング開始から９ヶ月です。過去に、父親
からかつて無い怒りをぶつけられショックを受けま
した。それ以来何も出来なくなり、父親との交流をど
のようにしたらいいのかとの質問が最初でした。

コミュニケ-ションの方法を学び実践するうち、彼
（息子さん）の様子と、やや権威的であったご主人ま
でが変化し、家の中の空気のよどみがなくなったそう
です。

私は彼の心の傷を汲み取り、父親とのコミュニケー
ションの方法を一緒に練習してきました。彼は今ま
で、自分の心の中の痛みを話す機会がなかったとのこ
とです。

ご主人は協力的で、彼との散歩を欠かさないとの事
です。母親が声かけを多く試みると、彼は無表情や言
葉をあまり発しない症状から脱し、薄皮をはぐように
表情が和らぎ、言葉数が増え、感情表現をし、会話も
出来るようになってきました。意志決定にも主体性が
表れ、ぎこちなかった歩き方もスムーズになり、弟さ
んや友人と普通に会話が出来るようになり、最近の報
告では、彼が得意としている数学の家庭教師を引き受
け、家で教え始めたそうです。

２回目の面談の時、全身に及んでいたアトピーが少
し消えて顔もすっきりしていました。
５回の面談後、今まで踏み出そうとして躊躇してい
た一歩が踏み出せ、夕方からバイトに出ていると嬉し
そうに報告してきました。
将来は留学して、日本の子供たちが思っていること
を自由に話せ、彼らが幸せになる方法を教えたいと夢
を語るまでになりました。

カウンセリング時に母親は１ヶ月分の会話記録と生
活記録を書き込んだノートを持参して音読し「こんな
ことを言ってしまったけれどこれで良かったです
か？」と反省したり、彼の回復振りを語って喜びを分
かち合ったりしています。母親自身も肩の力が抜けて
生き生きとしてきました。

自分の家の近くに、明らかに低血糖症であろうと思
われる人がいるので、その人たちに必ず回復する病で
あることを知らせたいと母親共々他の人にも目を向
けておられます。

２．２０代男性

５．２０代男性

カウンセリング開始から約３年、初めてのカウンセ
リングの時はひと言話す度に顔を歪め、席を立ち、机
に顔を伏せ、しばらく無言という状況でした。回を重
ねる毎に会話が続けられるようになりました。

面談の時はソファーに横になったままでいること
が多く、時々体調が悪くなり精神科に入院した事もあ
ります。
父親との関係が思わしくないことに苦しんでいた
彼に、わたしは感情表現の練習を勧めました。率直な
自己表現で本当の自分が生まれ、自分の気持ちが相手
に正しく伝わりますよと話すと、「やってみます」と
素直な返事が返ってきました。親御さんには、コミュ
ニケーションの方法の小冊子を手渡し、実践を勧めま
した。

この病を「治したい」
「治りたい」の一心から多くの
質問が飛びます。お母様も同席し、対応の仕方を一緒
に学んでいます。彼は少しずつ体力がつき、心も強く
なって穏やかさが見え、日常の生活管理は院長や理事
長のアドバイスに従っているといいます。大学受験と
いう大きなチャレンジを経験し、社会人としてあと一
歩までの回復を見せています。

２年半を経過した現在、彼は面談を重ねていた頃とは
別人のように立派な青年になりました。社会人として
踏み出す日も間近と思われます。

母親の運転する車で高速道路を走っている時、ドア
を開け飛び降りそうになったという話が今は懐かしく
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≪

一般社団法人としての今後の活動・新しいテーマについて

≫

・協力員の募集
会員の方より協力員として、会運営のお手伝いをしていただける方を募っております。活動内容は研修
会等での受付、ビデオ・写真撮影、パソコン操作、食事準備、会報作成、翻訳等です。
・治療の会パンフレット及び資料の作成
治療の会を広く紹介するための資料です。こちらも作成の協力をして下さる方を募集します。
・治療体験記の出版
出版まであと 40 ページほど必要なので、再度原稿を募集します。応募要領は別記（ぺージ右下）。
・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。
・社会復帰研修会、交流キャンプ
8 名限定です。2 か月に一度の研修交流会と短期宿泊キャンプを計画しています。募集中です。
・医師ネットワークの構築
医師からの問い合わせが大幅に増えてきています。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。
・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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[ 一般社団法人 発足時役員 ]
理事長； 柏崎 久雄
常任理事； 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、 高野篤
監事； 田尾 幸三、 櫻井 圀郎（社員外、東京基督教大学教授）

社員の募集
一般社団法人化に向けて、社員の募集をします。会報の中で説明しておりますように、こ
の会が、患者及び社会に力ある活動をしていくためには、出資をした社員による法人的な運
営が必要です。出資をされた方は社員となり、社員総会にご参加の上、ご意見を反映するこ
とができますが、社員としての趣旨を踏まえ、患者ご本人の申し込みは、社会的関与を達成
された方に限らせていただきます。ご賛同いただけます方は、6 月 13 日の法人設立後の一般
募集となります。募集は、6 月末までに申し込みを済ませ、所定の手続きを経て一口 10 万円
の出資金を振り込まれた方に限らせていただきます。なお、この社員の追加募集は、今後は
資金の必要な事業が見込まれる場合に限らせていただきますので、ご了解ください。
お問い合わせは、事務局の金井常任理事まで。043-207-6035
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