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低血糖症の認知と治療、回復研修と体制 柏崎久雄理事長 
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 今年も暮れようとしておりますが、当会にとっては大きな

一年でした。１月の全体研修会の直前に青森県議会の

伊吹信一議員のお力添えにより国会参議院議員会館特

別会議室で厚労省副大臣を含めた３２名の低血糖症勉

強会と要望書の提出を行い、その席で低血糖症という病

名が認知されておらず、そのために５時間のＯＧＴＴが必

要であるという認識を持たなかったことが確認され、また

マリヤ・クリニックの３年間５１２件のデータ(匿名)提出は

明らかに低血糖症の存在を証明するものとなりました。 

 理事会では、今後の活動の進展と強化の必要性から

社員を募集し、６月１６日に一般社団法人化を成立させ

ました。その活動の一環として９月より回復の会（社会復

帰研修会改め）を毎月行い、参加者の改善には成果を

挙げつつあり、次回の全体研修会では参加者の発表の

機会を提供することになりました。６回の研修を積んだ人

は、先輩として無料で回復の会に参加できることとして、

回復を確立し引き継いでいきたいと考えております。そし

て、更に研修指導員にもなってもらうことを期待して、理

事長自ら尐人数の研修にやりがいを感じております。 

１０月１２日（祝）に第９回低血糖症治療の会は、千葉

市市民会館小ホールを借りて行われました。柿谷正期教

授（立正大学心理学部、日本選択理論心理学会会長）

は、精神疾患の治療法とその経緯を詳細に講演してくだ

さいました。昔は、血糖値を下げて意識をなくすインスリ

ン療法や電気ショック療法そしてロボトミーなど恐ろしい

治療方法が科学的とされていたということ、最近では薬

物療法が盛んであるが、それによってそれまでは変わら

なかった精神病者の犯罪率が多くなったことなど、心理

学の専門家ならではの研究が報告されました。その内容

は、専門的なものなので、詳細な報告は控えさせていた

だきますが、特に向精神病薬の治療効果が出ていない

だけでなく、害をなしていることも説明されました。 

パネルディスカッションでは、大沢博岩手大学名誉教

授は、昔ご自身がロボトミーの手術に立ち会ったが気分

が悪くなって、手術室を退去した体験などをお話されな

がら、低血糖症の治療の経緯を歴史的にまとめて報告し

てくださいました(後で記載、無断転用禁)。 

 

 

 

柿谷教授は１９７４年にジョージア州立大学で

Hypoglycemia の講義が１回だけあった時に興味をも

ち、その後 Dr.ニューボールドの研究に関心を持ち、帰

国後１９８２年にクリスチャンの雑誌に投稿したのが、柏

崎理事長の目に留まった経緯などを報告されました。 

さらにマリヤ・クリニック柏崎良子院長による低血糖

症の治療及び研究報告をまとめて、低血糖症治療の

世界および日本における低血糖症の歴史的総括がな

されたことは大きな意義を持つものとなりました。これら

は治療の会の資料として記録保存され、公表されてい

くことになります。 

厚生労働省の科学調査費の募集要項が 11/9 に発

表になりました。平成２２年度の調査研究の認定に向

けて、納医師とその門下医師の方々にお世話になり、

また青森県議会の伊吹先生にご足労をかけながら、準

備を進めています。 

また、マリヤ・クリニックでは、低血糖症治療のノウハ

ウを提示して、多くの医師の方々にご利用いただけるよ

うにデータベースを作成しております。そのようなわけ

で低血糖症治療体験の本は、未だ未発行なことをお

許しください。また更に御投稿をお待ちしております。 

 政治レベルでも多くの動きがあり、来年は皆さんに多

くのことを報告できると思います。当会の原動力は、会

員を集めることと会員が回復することです。よろしくご協

力ください。 

 

http://teikettou.com/
mailto:info@teikettou.com
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「当会の意義と低血糖症治療の概観」     柏崎久雄理事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一般社団法人低血糖症治療の会の目的」 

１．治療を理解し、研修する機会を提供する。 

２．患者の社会復帰を支援する。 

３．患者の治療を支援するために病名認知と保険診療を実

現させ、診察治療することができる医療機関を拡大させる。 

１．身体的治療の理解 

① 低血糖症は、薬物を用いる対症療法では治らない病

気です。  

 原因としては、砂糖の過剰摂取、ビタミン・ミネラルの不

足、ストレスの増大、腸内環境の悪化などが挙げられます。

しかし、異常をきたした身体は砂糖の摂取を止めるとか、サ

プリメントを摂るというだけで治るものではないのです。  

② 低血糖症は、分子整合医学を必要としています。 

  薬は、症状を改善したり、抑えたりしますが、基本的に

は、身体の治癒能力で治るのです。症状が現れなくなって

も、身体の免疫能力が働かなければ、身体は病んだままで

あり、死に至るのです。そこに現代医学の限界があり、精神

疾患などは、現代医学では治療が難しいのです。  

③ 分子整合医学は、遺伝子にある健康な身体の設計図

通りに身体を再構築して健康を取り戻そうとする治療法

です。 

  発がん物質を含めた病気の原因は、身体の免疫力によ

って対処されるのですが、栄養不足・ストレスの過剰・傷害

などによって処理能力を超え、病気となっていきます。ま

た、それらによるＤＮＡの複製ミスも健康な身体作りを損な

います。 （栄養医学ガイドブック１章の２参照） 

④ 健康な細胞を作り出すには、十分な栄養と消化吸収能

力が健全であること、そして休養が必要です。 

  健康な身体作りには、人間としての健康な暮らしを営む

ことが必要なのです。身体を酷使して働けば早く死ぬだけ

なのです。身体は機械ではありません。機械にも耐用年数

がありますが、人間の身体も丁寧に管理しなければ故障す

るのです。 

２．精神的治療の理解 

① 長期の低血糖状態とホルモンの影響によって脳が損

傷を受けています。 

 病気やケガの治療に時間が掛かるように、低血糖症の治
療にも時間がかかります。薬は、症状を抑えるだけで治って
はいません。誤解をしないでください。どんな病気も治療に
は、休養と時間が掛かるのです。 

③ ホルモンや腸内環境の悪化による異物の血液への混

入によって精神に障害をもたらすことがあります。 

脳や精神の働きは微妙なものですから、薬によって対処

することは無理があり、正常な働きを損なうことになります。 

 

大事なことはホルモンの生成と働きを正常化させ、腸内

環境を改善することです。 

② 脳・神経・ホルモンは適切な栄養と休息の中で回

復していきます。急ぐこととプレッシャーはよくあり

ません。 

栄養医学に関する本人と家族の理解は大事です。ス

トレスは、ホルモン分泌の異常と消化吸収能力を損ない

ます。食物アレルギーによる精神への影響については、

食事を調整することが必要です。ストレスは、ホルモン分

泌を異常にし、消化吸収能力を損ないます。食物アレル

ギーによる精神への影響については、食事を調整するこ

とが必要です。 

３．周囲のケアが必要 

① 身体にはリハビリを行いますが、心にもリハビリが必

要なのです。  

 多くの場合に、体調が良くなるまでは回復しますが、仕

事に復帰すると悪化してしまい、治療の意欲を失ってし

まいます。これは十分な心身のリハビリと低血糖症の理

解が尐ないからです。 

② 回復期に仕事をする場合、栄養の補給や休憩の確

保、残業への配慮など職場での理解が必要です。 

弁当や飲物の持参などの自己管理が必要です。医

師による診断書も職場の理解には不可欠です。カフェイ

ンなどの刺激物や甘いお菓子などを避ける生活が継続

的な仕事の条件です。 

４．啓発活動の必要性 

① 精製食品の摂取は身体を損なうのです。 

成長期の子供たちにとって、砂糖は毒や麻薬のような

ものです。健康な身体と心を形成するのに害をもたらし

ます。  

② 病名認知と治療の保険適用が必要。 

 患者の治療に検査などの保険適用があれば、病名認

知と社会復帰が速やかになります。多くの場合に、低血

糖症が精神病と診断されて、社会復帰が難しいものとさ

れることがあります。低血糖症の治療を正しく行うよう医

療機関に治療法を提供し、患者さんに知らせていかな

ければなりません。 

③ 重度の場合に、研修施設が必要。  

 低血糖症歴が長いと自己評価が低くなり、精神疾患

の症状も併発することが多い。このような場合には、低血

糖症回復の入院回復施設が必要であり。一般の精神病

院は、食事の管理がなく、甘いものや刺激物の摂取が

自由であるということが問題です。 

 低血糖症を治療しているという医療機関も分子整合

栄養医学の理解が不十分です。 
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「低血糖症の研究の歴史 」（大沢 博先生の資料より） 禁無断転用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• チョコレートなどの甘い菓子を毎日食べる子供は、成人してから暴力的になりやすいとの研究結果

が発表された。すぐに満足感を得られることが衝動的な行動を助長するためという。 

•  英カーディフ大学の研究者らによると、１０歳の時にこうした菓子類を毎日与えられた子供は、

３４歳までに暴力行為で有罪となる可能性がより高かった。研究結果は英王立精神医学会の学会誌

１０月号に掲載される。 

•  同医学会によると、小児期の食生活が成人後の暴力性に与える影響の調査結果は初めてという。

他の研究には、食品添加物と小児の過活動の関連性を解明したものがある。 

•  今回の研究の中心となったサイモン・ムーア氏は９月３０日、電話インタビューで「子供に菓子

を持続的に与えると、衝動的になり、欲しい物を攻撃的手段で入手しようとする傾向を生む可能性

がある」と説明した。 

•  ２つの集団を比較する１９７０年の研究を通じて選ばれた約１万７５００人が今回の研究に参

加した。７０年以降、数回のデータ集計され、対象者の健康状態、教育、社会的・経済的状況と甘

い物の摂取について、５、１０、２６、３０、３４、４２歳の各時点で追跡調査された 

• 研究者によれば他の条件を考慮した場合でも結果は同じだった。条件には５歳時の家庭での行動と

母親の状況、教師の評価による１０歳時の攻撃性と衝動性、描かれた絵や言葉の習得から判断した

５歳時の知能などを用いた。 

•  ３４歳までに暴力性がみられた調査対象者の６９％は、子供時代にチョコレートなどの甘い菓子

類をほぼ毎日食べたという。ムーア氏は資料で「子供に甘い物やチョコレートを恒常的に与えると、

欲しい物を手に入れるのに待つことを学ばなくなる」という説明が有力だとした上で、「満足感を

後回しにできないため、非行との強い関連性が指摘される、より衝動的な行動にかき立てられる可

能性がある」と指摘した。 

•  研究によると子供の食生活改善の目標を定めることが健康促進と攻撃性を和らげることにつな

がるとしている。 

 

 

2009.10.8.   英カーディフ大学の調査  

1924 世界最初の低血糖症の論文  米国のシエー

ル・ハリスが「低インスリン症と高インスリン症」

 という論文を発表  

1920 年代 米国の医師ガイランドが理由不明の症    

 状に悩まされていた。  

1930 年代 行動への低血糖症の影響についての研 

 究文献が多くなった。精神疾患が起こりう

 る、激怒、人格変化、標準的な精神医学的

 徴候  

1940 ワイルダーが犯罪行動と低血糖症の論文  

1949 米国医学会がハリスにメダルを授与した。 

1951 エイブラハムソンほか『体・心・糖』 

    「ハリス博士に捧ぐ」という献辞  

1953 ガイランドが、米国医学会誌に低血糖症治療

に関する手紙を寄せた。 

 

1975 ダフティ『砂糖病』 

1975～1977 

米国上院マクガバン委員会が調査活動  

1977 同委員会「栄養と精神的健康」公聴会  

    レッサー、リードなどが証言  

1977 エイローラ『低血糖症』 

1979 ダフティ、田村訳『砂糖病』 

1981 今村光一『アメリカ上院栄養問題特別委員会  

      レポート：いまの食生活では早死にする』 

      「なぜ医師は低血糖症に気づかないのか」 

1982 高尾利数『砂糖は体も心も狂わせる』 

1982 柿谷正期 雑誌ポポに低血糖症の記事連載。 

1984 高尾利数『二十世紀の疫病-低血糖症』 

1986 大沢博『食原性症候群』 ５章 低血糖症  

1987 マリヤ・クリニック開業  
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1988 マリヤ・クリニックで低血糖症の治療により薬学部

大学院生癒される。 

1989 大沢博 朝日新聞「論壇」に投稿、掲載  

      「登校拒否は低血糖症を疑え」 

1990 シャウス著大沢訳『栄養と犯罪行動』 

1991 レッサー著大沢訳『栄養・ビタミン療法』 

      9章 神経症と血糖  

1998 大沢博『食原性低血糖症』 

     7章 不登校と低血糖症  

     10章 痴呆と低血糖症  

1998 大沢博『子供も大人もなぜキレる』 

1999 大沢博『その食事では悪くなる』三五館  

     7章 栄養カウンセリングを提唱する  

1999 ホッファー著柿谷正期訳『HOD TEST： ホ ッ フ ァ

ー オズモンド診断テスト』(株)アチーブメント  

1999 ファイファー、ホルフォード著大沢訳 

 『精神疾患と栄養』低血糖症を統合失調症の五つ

の主要な潜在的因子の一つとして分類した。  

2001 柏崎良子『栄養医学の手引』 マリヤ・クリニック  

2001 ホッファー著大沢訳 

 『ビタミン B-3 の効果-精神分裂病と栄養療法』

世論時報社  

2003 大沢博『食事で治す心の病』 第三文明社  

2004 大沢博『食事で治す心の病 PartⅡ』第三文明社  

アドレノクロム仮説と精神医学 

2004 柏崎良子『低血糖症治療の手引』 

 （有）ヨーゼフ・サプリ  

2005 ホッファー著大沢訳 

 『統合失調症を治す』第三文明社  

2007 柏崎良子 

   『低血糖症と精神疾患治療の手引き』 イーグレープ  

2007 大沢博『食事崩壊と心の病』第三文明社  

2008 柏崎良子『栄養医学ガイドブック』学研 

    低血糖症と精神疾患の関連、現代医学の問題点

などを説明 

2009 大沢博『心の病と低血糖症』第三文明社  

    統合失調症・アルツハイマー病と低血糖症  

2009 元鹿児島大学医学部教授・病院長、慈愛会会

長の納光弘先生が病院関係者の自称健康とい

う人にＯＧＴＴをしたところ、その多くに異

常を見出した。 

「統合失調症と低血糖症」 

統合失調症患者が高い場合で低血糖症であること

は、だいぶ以前から発表されていた。  

 ビーベとウェンデル「統合失調症と分類されてい

た患者の 70％が、何らかのかたちで低血糖症を示し

ていた。」（1973）  

 マイヤーズ「統合失調症患者の 70%以上が、相対

的低血糖症である。ほとんど 100%が食事が正しく

ない。」（1973）  

2009 マリヤ・クリニックの統計：他の医療機関で

統合失調症と診断されていた 128 名のうち、124 名

が低血糖症であった。 

 

「ホッファーらのアドレノクロム仮説」 

 アドレナリンが酸化すると幻覚物質アドレノクロ

ムになる。  

  ①ノルアドレナリン→アドレナリン  

  ②アドレナリン→アドレノクロム  

①も②もナイアシンで抑止できる  

 ノルアドレナリンもアドレナリンも、低血糖の時

に多量に産出される。治療の基本は、①低血糖症の

治療と②ナイアシンおよび抗酸化力のある栄養素の

摂取ということになる。 

 

「アルツハイマー病と低血糖症」 

1980 スウェーデン、ウメア大学のアドルフソンら

「アルツハイマー病における低血糖症」  

1986 ドイツのホイラーらが、アルツハイマー病で

は、脳の糖代謝低下が側頭-頭頂部皮質で目立

つと報告。  

1986 篠原恒樹「痴呆老人には若い時から甘い物が

好きだった人が多い」雑誌『壮快』 

1991 長谷川和夫監修『痴呆の百科』 

   「低酸素や低血糖がある時間が続いたり、繰

り返しておこると、重い不可逆的な変化を脳

に起こして痴呆化することがある」 

 

「繰り返す低血糖発作や慢性持続性の低血糖によ

り、人格変化、記憶障害、精神病様症状を呈し、つ

いには痴呆状態になる。」 

1999 内藤聰『ある日突然、妻が痴呆症になった』 

  「もともとケーキは妻の好物でした」大和書房  

2004 中野・水澤編『よくわかるアルツハイマー病』

永井書店  

  「患者の食行動異常には、糖分特に精製された

砂糖の過剰摂取が極めて目立つ。アメを一日中、

おはぎや大福を５個くらい、コーヒーに砂糖を

３～４杯など」（植木彰）  

2006 植木彰「アルツハイマー病と栄養」ファルマ

シア 「なぜ高インスリン血症になるのかは不明

であるが、AD 患者は極めて甘いものへの嗜好

が強い。」 
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低血糖症治療の会≪第１０回全体研修会≫ ご案内 

「第１０回全体研修会」の開催を下記の通りご案内いたします。 

今回は、好評な院長から低血糖症の症例報告とともに、低血糖症の基本を、患者さんご自身、ご家族に再度理解

を深めていただくために、消化吸収メカニズム、低血糖症を起こしやすいその他の疾患、腸内除菌について、を当

院管理栄養士から説明します。皆様是非、ご期待いただき出席していただきたくお願い申し上げます。 

記 

日 時  2010年１月 28日（木） 10：30～16：00 （食事をご用意しております） 

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  一人 ３,000円（食事込み）  ※ 非会員４,000円となります。 

予 定  10：00   受付開始 開場 

10：30   症例発表「低血糖症事例」  ﾏﾘﾔ･ｸﾘﾆｯｸ柏崎良子院長 

11：40   低血糖症と消化吸収のメカニズム 管理栄養士  

12：30   食事休憩 

13：30   低血糖症と他の疾患との関係  管理栄養士  

14：10   腸内除菌と低血糖症との関係  管理栄養士  

14：50   休憩 

15：00   会員による治療体験報告  ２名 

15：30   「回復の会」とその他の事業報告  柏崎久雄理事長 

    16：00   会員サイトの利用方法        柏崎久雄理事長 

    16：10   終了 

※ 「低血糖症と精神疾患治療の手引」と「栄養医学ガイドブック」をお持ちください。 

 

※参加希望の方は、事務局まで FAX またはメールでご連絡の上、参加費を１月１５日（水）まで下記口座へお振

り込み下さい（事前に入会を希望される方はお早目にご連絡下さい）。 

振込先口座 : 郵便振替 ００１１０－０－３１７３９３ 低血糖症治療の会 

         ジャパンネット銀行本店営業部 3106451 一般社団法人低血糖症治療の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「回復の会」のご案内 

 病気としては低血糖症からある程度回復していても、いざ社会復帰となると難しく、また実際

に仕事をしても支障をきたしてしまい、挫折感を味わってしまうことが少なくありません。私た

ちは、定職をもった正常な生活を送ることをもって、回復と定義しております。これには、低血

糖症としての回復に関わる諸困難や対策法そして改善計画を教えられ、身につけなければなりま

せん。理事長自ら、担当するのでぜひご参加ください。 

既にお申込みいただいた方も確認のため、改めてお申し込みください。 

「社会復帰研修会」会員限定 

日 程：２０１０年２月９日(火)、３月９日（火）、４月１３日（火）、以後未定 

    １１時から１６時まで。休憩は１２時半～１４時 

講 師 柏崎久雄 理事長    参加定員 約１０名 

内 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 

  会 費 一人６０００円（３回分、テキスト代・昼食代別）前納 
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《 第９回研修会報告 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  200９年 1０月 1２日（月） 

会 場  千葉市市民会館 小ホール   

  地下１階 （JR千葉駅より徒歩７分） 

10：30 「低血糖症の回復期における家族と

  本人の対応」 柏崎久雄理事長 

11：00 「精神疾患症状からの回復例」  

  マリヤ・クリニック柏崎良子院長 

13：00 「精神疾患におけるカウンセリングの

  適応」柿谷正期教授（立正大学心理

 学部、日本選択理論心理学会会長） 

14：45  パネルディスカッション 

 「低血糖症治療のこれまでと今後」 

パネラー：柿谷正期教授、大沢博岩手

大学名誉教授、柏崎良子医師 

モデレータ：柏崎久雄理事長 

16：00  閉会 

 

 

 

 ホームページに会員サイトができました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月より会員専用サイトをご活用いただけますので

ここにご案内させていただきます。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、どなたでもご利用いただくことが出来ます。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。 

 

院長著の「低血糖症と精神疾患治療 

の手引」（イーグレープ社）改訂版 

が１月に出版されます。1,890 円 

 会員には、２月末まで１割引で 

販売します。１０冊以上２割引き 

です。 

㈱ヨーゼフにお申し込みください。 

食と心身の健康セミナー「心の病と低血糖症」  

2010 年 5 月 9 日（日） 

講師；大沢博岩手大学名誉教授 

長野県松本市・中信地域を中心に、開催予定です。 

 

 一県に治療のできる病院・医師が 1 人でもおられた

ら患者・家族はどれだけ救われるか図りしれません。

私自身も低血糖症と向き合う身ですが、柏崎院長先生

の診療により大分改善を図ることができました。 

 同苦される患者の皆様、未だ精神疾患、慢性疲労症

候群などと間違われ診療されておられる方々のため

に、少しでもお役に立てればと計画を立てました。一

滴がとうとうと流れる大河の流れになるまでには時間

を要します。が、まずは流れることの重要性を感じま

した。声を発するには勇気がいりました。一言発する

ことができれば勇気は倍増しました。そして、多くの

支援者・協力者の皆様に出会うことができました。 

 長野県内の会員の方でご協力いただける方、是非と

も御願い致します。担当理事；吉家文子 


