
30th
A n n i v e r s a r y

1987-2017

マリヤ・クリニック 3 0 周年記念誌



1 2マリヤ・クリニック30 周年記念誌

マリヤ・クリニック院長

柏崎　良子
とって栄養学の学びは楽しく、眼見開かれる思

いで勉強しました。毎月、栄養を中心に載せた

クリニックニュースを患者さんに配り、それを

10 周年記念の時、ガリ版刷りで患者さんに配っ

たところ、それが好評を得たのかその頃からマ

スコミの取材が多くなりました。多いときで週

３回の取材があり、OGTT( 精密耐糖能負荷試験 )

検査も毎日のように行いました。テレビにも多

く出演し、機能性低血糖症について説明する機

会を得ました。機能性低血糖症と言う病名は今

や一医院だけが唱える病名ではなくなりつつあ

ります。

何とか来院された患者さんを直そうと身体の

メカニズムを勉強しているうちに、身体は基本

的にエネルギーを生み出す TCA サイクルの運用

が順調に行われる必要があることを学びまし

た。エネルギーサイクルの不調は疲れやすさな

どの症状だけではなく、副腎や脳の疲労そして、

判断力の低下をもたらし、脳をふくめた体調不

良の悪循環の原因になり得ることを知りまし

た。身体全体は相互作用があり、食事や運動、

規則正しい生活、栄養素の摂取などにより、本

来営まれるべき身体の調子を取り戻してゆくこ

とが可能です。この治癒能力を高め栄養を摂取

し続けてゆくと病気という状態から脱すること

ができます。１３年ほど前から診てきた発達障

害児で特に顕著に改善してゆきます。障害とな

る要因を取り除き、栄養を補強してゆくと、身

体は全体をまとめ上げようとする力が増し、症

状の緩和と障害を乗り越えてゆける力が発揮で

きてゆくのです。障害の要因を調べる検査とし

て、ペプチド検査、IgG 検査、毛髪検査、有機

酸検査などを取り入れ、米国の GPL と直接契約

して検体を発送して検査を行っています。

機能失調が体調不良の悪循環を招き病状を惹

起していることがあります。機能を回復するこ

とで病気を治してゆくという、いわゆる機能性

医学という分野は日本ではまだ発達していない

ように思います。

この 30 年間の歩みの中で OGTT の検査をされ

た 3,200 名以上の患者さんとの出会いは私に

とっておおきな宝です。患者さんの、ことばに

は表現しきれない症状のつらさにともに泣き、

共感しながらかつて低血糖症に苦しんだ私も同

時にいやされ、「どんなことがあってもこの患

者さんを直すぞ」と、心から沸きあがる思いを

もったものです。身体は正しく扱えば、直る糸

口が見つかるものです。その後、毎日の食事を

するように規則正しく栄養を摂ってゆくので

す。

メガ C（超高濃度ビタミン C 点滴療法）につ

いては 1999 年、ケンビの記念行事で出席され

たリョーダン先生より直に教示を受け、のちに

送られた英文のプロトコールを自分で日本語に

訳した文書を 2000 年 1 月に出版した自書「栄

養医学の手引」に載せました。肝臓癌や卵巣癌

が癒やされ、今も抗がん剤より副作用の少ない

治療法を求めて点滴を受けに患者さんが来られ

ています。現在のビルは 2008 年に移転し、こ

こではメガＣなどの点滴を専用に行える部屋が

あります。そのほか感染室と通常の診察室を分

け、個別の栄養指導のできるスペースを設けま

した。発達障害など待合室を分けたほうがよい

患者さんのための部屋もあります。

こうした 30 年間の歩みの中で、私自身も健

康が増し、定期的に運動にも通い、主人とのゴ

ルフやかつては生け花もなど楽しみながら診療

も続けていかれることは幸せです。

機能性低血糖症、低血圧、貧血、下痢症など

体力的な弱さを持ちながら、これまでやってこ

られました。ここまで支えてくださった主人、

家族の一人一人、ご教授して下さった先生方、

スタッフの皆様、格別に天地を作られた神様に

こころから感謝を致します。これからも続けて

励みたいと思っておりますので宜しくお願いい

たします。

「草は枯れ、花はしぼむ。されど我がことば

は永遠に変わること無し」（聖書）

30th
A n n i v e r s a r y

1987-2017

精神障害の内科的治療として機能性低血糖症の治療を 1987 年から取り組み、分子整合
栄養医学を日本で最初に採用した内科医。発達障害の治療も 2006 年から取り組み、クリ
スチャン医師として、治らないとされている障害や病気の治療に使命を覚えている。
茨城県鹿嶋市に生まれ、千葉県立佐原高校、横浜市立大学医学部卒横浜市立大学付属病

院第一内科、千葉大学医学部付属病院呼吸器内科、横芝町山崎病院勤務を経て、1987 年
にマリヤ・クリニック開業、2011 年に医療法人社団となる。一般社団法人障害治療研修
所顧問。

著書；『栄養療法の手引』『栄養医学の手引』『低血糖症治療の手引』『食べて治すうつ症状』（監
修）『低血糖症と精神疾患治療の手引』『栄養医学ガイドブック』『新・栄養医学ガイドブック』
『神のデザインによる医療』（共著）『発達障害の治療の試み』（共著）

梅の花もさかりを過ぎ、桜の花が咲こうとし

ている今日この頃です。

この 4 月 7 日でマリヤ・クリニックが 30 周

年を迎えられたことはとても大きな喜びです。

この日は私たち夫婦の結婚記念日でもあり、こ

のたびの「新・栄養医学ガイドブック」出版の

日付は 4月 7日です。

開院当時 32 才、それまで勤務していた山崎

病院をやめ、体力も知識も資金も乏しかった私

が開業をはじめました。聖書の中には、乙女マ

リヤが天使からイエス・キリストを懐妊するお

告げを受けた時、「主のお言葉がこの身になり

ますように」と大胆に応答した記事が載ってい

ます。わたしもこのマリヤのようでありたいと

いう願いを込め、マリヤ・クリニックと銘々し

ました。

まもなく次女を妊娠し、千葉大呼吸器内科の

先生に代診をお願いしながらどうにか診察を続

けることができました。その 3 年後には、3 女

を出産、その 1ヶ月後には分子栄養学研究所所

長の金子雅俊氏が社員と一緒に貧血についての

栄養学のお話をしに訪れてくださいました。開

業前、柿谷正期氏より低血糖症の食事のお勧め

があり、白米を胚芽米にしたところそれまでの

体調不良が改善した事から栄養についての興味

と関心はありましたが、治療のための栄養学は

当時ほとんど知られていない分野でした。私に
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医療法人マリヤ・クリニック　事務長
株式会社ヨーゼフ　代表取締役

一般社団法人障害治療研修所　理事長
千葉福音キリスト教会　牧師

柏崎　久雄

群馬県前橋市生まれ、群馬県立前橋高校、横浜市立大学商学部、同大学院経営学研究科、
日本アッセンブリー教団中央聖書神学校、千葉福音キリスト教会牧師、マリヤ・クリニッ
ク事務長、バルナバ・カウンセリングセンター所長（閉鎖）、株式会社ヨーゼフ代表取締役、
日本アッセンブリー教団監事、一般社団法人障害治療研修所理事長

著書；『神のデザインによる医療』（共著）『発達障害の治療の試み』（共著）『低血糖症治
療体験集』（編集）

「私たち夫婦の歩み」
以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

1987～ 2017
3 0 年 を 振 り 返 っ て

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は
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「私たち夫婦の歩み」
以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

1987～ 2017
3 0 年 を 振 り 返 っ て

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は



5 6マリヤ・クリニック30 周年記念誌

以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

1987～ 2017
3 0 年 を 振 り 返 っ て

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は
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以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰
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3 0 年 を 振 り 返 っ て

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は
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以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

1987～ 2017
3 0 年 を 振 り 返 っ て

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は
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以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

1987～ 2017
3 0 年 を 振 り 返 っ て

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は



9 10マリヤ・クリニック30 周年記念誌

以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は

学 生 時 代 ▶ 2 0 1 7 年

柏崎良子と低血糖症治療のあゆみ

1987～ 2017
3 0 年 を 振 り 返 っ て

医学生時代

1980 年

1981 年

1982 年

1987 年

1988 年

1989 年

1990 年

1991 年

1992 年

下宿で外食、料理は作らず、ドーナッツ 5つを一気に食べたりする。

バドミントンをやっていたが、体調を崩し、学業が難しくなる。午後の授業は

殆ど眠ってしまった。

人付き合いは苦手で、うつ状態になり、医師を諦めることもあった。

親は心配して関わりを強くするが、低血糖症の理解がなかったので、強制的な

指導があった。

結婚。体調不良で医学部を卒業できず、自宅で療養しながら勉強。

人と親密に話したことがなく、夫と初めて長い話をした。

料理は自分でやったことが少なく、片付けもできない。

動きが止まって落ち込むことが多く、精神・心理的な原因だけでないことを夫

が分析した。

甘いものを食べることを止め、胚芽米を食べるようになる。

4月に出産。妊娠 3カ月の切迫流産を必死な祈りで瞬間的に癒され、その後体

調が良くなる。

秋に医師国家試験合格。家族を支えるために仕事。

クリスチャンの『ポポ』という新聞に柿谷正期先生が低血糖症の記事を連載し、

その可能性を探る。春、千葉に移住し千葉大付属病院にて研修。

医局にて、不治と言われた患者さんのために祈ったところ、癒され、いのちの

恩人と言われ、開業を考え始める。

50 キロも離れた病院への勤務の途中、居眠り運転をしばしばするので、夫が開

業を決意。

4月、マリヤ・クリニック開業。

稲毛駅前宝ショッピング 2階奥 15 坪で開業。事務員一人。

OGTT を始めて低血糖症の治療を試み、なかなか成果をつかめないでいた。

高尾利数著『20 世紀の疫病 低血糖症』が唯一の参考文献。

大沢博教授の低血糖症の記事が朝日新聞に載る。

千葉大薬学部大学院生を食事療法にて低血糖症から治す（現在、成田にて薬局

経営）。

市販の栄養食品を用いるも、容量がすくないので成果を出せず、困っていた。

2月、分子栄養学研究所金子雅俊所長との出会いで KYB 運動を始める。

分子栄養学の採用。

5月、柿谷正期先生講演会「精神疾患と栄養」。

宝ショッピング 2階の 30 坪に移転。院長と事務長 +職員 3名

6月、マリヤ・クリニック・ニュースを発行し、栄養医学について患者に啓発

を始める。

4月、開院 10 周年記念会を行い、『当クリニックの指針と健康自己管理』とい

う小冊子を 500 部配布する。その中には、低血糖症の症例 8人を載せている。

10 周年の資料配布を機に、1997 年の女性セブンの記事を皮切りに低血糖症が

取り上げられ始める。

4月、『栄養療法の手引』（148 頁、マリヤ・クリニック）。

低血糖症治療の成果を初めて明らかにする。

OGTT（5 時間）1988 年 8 月 18 日～ 1997 年 3 月 7 日 (116 名実施 )

「おもいっきりテレビ」をはじめ 5つの番組に出演。

雑誌や新聞などに多く取り上げられる。

『手引』は初版と合わせ、5,000 冊が 1年ほどのうちにマリヤ・クリニック発行

で売れる。

1月、『栄養医学の手引』出版。低血糖症の概要、体質と原因、メカニズム、検

査と診断について詳細に説明する。

低血糖症の治療法を食事療法、運動療法、栄養療法に分けて説明する。

低血糖症患者に対するケアの仕方を説明する。

症例 10 名、患者自身の回復体験記 11 名。

5月、『低血糖症治療の手引』出版。

有限会社ヨーゼフサプリ（翌年に株式会社ヨーゼフに変更）を柏崎久雄が設立

し、血液検査をした患者さんだけのために説明をしながらサプリメントを販売

することを始め、その資料として、『手引』を出版（175 頁）。

マリヤ・クリニック独自の OGTT 判断基準を公表。

ホルモン分泌による心身への悪影響を提言。

各地の低血糖症を治療する医療機関のテキストとなる。

4月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』出版。

低血糖によるホルモン異常を解明。

腸内環境の悪化による心身異常を解明。

OAT（有機酸検査）・ペプチド検査治療を始める。

食物アレルギー（IgG 抗体）の検査治療を始める。

脳内への神経伝達物質の働きを説明。

有害ミネラルの検査も始める。

腸内環境改善のサプリメントを提供するために子会社 Yozeph USA Corporation

をカルフォルニアに事務所を置き設立。

『栄養医学ガイドブック』を学研より出版し、栄養医学の内容と必要性を丁寧

に説明する。

稲毛駅前に 4階建ての自社ビルを取得し、研修施設を設ける。

衆議院議員会館で坂口元厚生労働大臣に OGTT の保険適用を陳情。

一般社団法人低血糖症治療の会設立。

参議院議員会館特別室にて渡辺孝男厚生労働省副大臣ほか 32 名の参加のもと、

低血糖症の勉強会を行い、低血糖症の病名認知とOGTTの保険適用の要望書提出。

会員 249 名、社員 10 名、理事 7名、監事 2名で一般社団法人低血糖症治療の

会を 4月に設立。

鹿児島大学医学部病院にて、低血糖症の研究発表を納光弘元病院長が行い、厚

生労働省科学研究費適用の研究事業認可のために、理事長と大沢名誉教授を含

めて打合せをおこなう。

6月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第三版の販売を開始。

6月、日本で初めて低血糖症治療の患者体験をまとめた『低血糖症治療体験集』

を出版。

11 月、放射能や有害物への対処をまとめた『神のデザインによる医療』を出版。

10 月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第四版の販売を開始。

4月、発達障害における内科的な治療の実績を示した『発達障害の治療の試み』

を出版。

4月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第五版の販売を開始。

4月、「一般社団法人低血糖症治療の会」から「一般社団法人障害治療研修所」

へ名称変更。

10 月、千葉県長生郡長柄町上野にマリヤ・クリニックの研修保養所（ながらハ

ウス：2,100 ㎡）を購入し、整備を始める。

12 月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第六版の販売を開始。

4月、『新・栄養医学ガイドブック』を出版。

4月、開業 30 周年記念会を開催。ながらハウス内の管理棟「グレースハウス」と、

「グレースガーデン」を公開。

OGTT（5 時間）は、30 年間で 3,200 名以上実施。
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以上の医師がおり、千葉大で研修を受けた時の

渡辺病院長も遠い親戚でした。

受験勉強では体調を崩しましたが、横浜市大

医学部に一浪の末、入学しました。久雄が結婚

後に驚かされたのは、ご飯も味噌汁も作れず、

料理というものがまったくできなかったことで

す。買物は日本橋三越でするものと思い込んで

いたことにも驚きました。全くの箱入り娘でし

て、庶民が普通に身に着けることは全くわから

ないのです。ですから、お小遣いはたくさんも

らっているのに食事が悪く、自己管理ができな

いので、体調を崩し、学業がうまくいかなくな

りました。そんな中で横浜市金沢区にある金沢

キリスト教会に行き始め信仰を持ちました。

柏崎久雄は、群馬県前橋市前代田町(現、表町)

に草履職人の柏崎新三郎・とくの 9 人兄弟の末

子として 1953 年 5 月 30 日に生まれました。教

養や文化などは全くない庶民の末っ子として甘

やかされて育ち、兄や姉で大学に行った者はい

ません。本が好きで、小学校図書館の 3,000 冊

以上の本は殆ど読んでしまいました。漫画も貸

本屋で毎日借りて読みふけり、運動も音楽も勉

強も駄目でした。ところが、中学一年の春に、

虚しく人生を過ごしたくない、と一念発起し、

自己啓発を始めました。苦手な音楽を克服する

為に県下で 10 年以上優勝を続けている吹奏楽

部に入りトランペットを習いました。夏は毎日

プールに行き、全く泳げなかったのが 2 年生で

5,000m を泳ぎ自信を持ちました。

当時、高校入学としては滑り止めなどはなく、

前橋高校一本でしたので、中 3 の 12 月、部活

が終わってから真剣に勉強を始め、入ってみる

と中学と同じ位の成績を取れました。バンカラ

の高校で下駄を履いて通ったりしたものです。

武者小路実篤に啓発され、教養を身に着け、真

理に生きることを志しました。高 3 年の時に 63

歳の父親から、「大学卒業まで親が生きている

と思うな。これで全てを賄うように。」として

30 万円を貰いました。一橋大学商学部一本で受

験して落ちたので、その金で予備校に通いまし

た。浪人時代には、県の模擬試験では文系で 10

番以内を何回か取りましたが、合格すると思っ

ていた入試の前日に高熱を出し、落第してしま

いました。

滑り留めに受けていた横浜市大商学部でした

が、自分の将来はこれで限界ができてしまった、

とすっかり落胆し、一年目から学生運動に没頭

し委員長になってアジ演説などをしていまし

た。しかし、親を悲しませてはいけない、と勉

強を始めて 3 年の時に税理士の簿記論を取った

りしました。小さな大学ですから目立つ存在で

す。職員の方々ともマージャンをやったり、お

酒を飲んでいました。ゼミも幹事をして、大学

間の会計学研究部の発表の為にも、隣の関東学

院大学に行く途中で、同じ電車に内田良子さん

に会い、通う教会を知らされました。

内田良子さんとは誕生日が同じということで

知り合っていたのですが、医学部のお嬢さんと

いうことで親しくはなっていませんでした。と

ころが、私が大学の職員と酒を飲み気分を良く

して帰る電車で会った良子さんは、私よりも嬉

しそうに輝いていました。私は、どうしたので

すか、と聞くと、教会の帰りです、と答えました。

私が、神はいるのですか、と尋ねると、ハイ、

います、と答えました。私は、神がいるなどと

考えたこともないので、酔いが覚め、それから

気になってしようがありませんでした。

私も教会に行ってしばらくして、良子さんは

学業の不振を理由に親から教会に行くことを禁

じられました。私の方は、柏崎がクリスチャン

になった、というので、50 人以上が教会に探り

に次々に来たりして、7 名を信仰に導きました。

ところが、信仰に熱心になり過ぎて、勉強が疎

かになり、間違いないと思っていた大学院の入

試に落ちてしまいました。老いた両親からは毎

月 3 万円の仕送りがあり、奨学金も頂き、家庭

教師のアルバイトもしていましたが、やはり自

分の愚かさに参りました。

私は、試練に遭ったからといって生き方を変

えること、安易な方向に代えることは嫌いな人

間です。その一年のお陰で院生としては十分な

柏崎良子は 1954 年 5 月 30 日に茨城県鹿島郡

鹿島町（現、鹿嶋市大船津）に内田家の次女と

して生まれました。鹿島神宮が有名で参拝者も

多くありますが、鹿島一帯は東を太平洋の鹿島

灘、西側を北浦と鰐川に囲まれ、父親曰く「陸

の孤島」であったそうです。その往来を繋ぐ国

道 51 号線の神宮橋の袂に内田家はあり、水郷

一帯の農家に肥料を供給し、また政府米を収集

して管理をする倉庫と船着き場を持った大きな

家です。すぐ隣は内田家が土地を提供した豊津

小学校で、その隣には明治時代から水郷一帯の

医療をする船着き場を持った鹿浦医院が内田本

家によって営まれていました。

内田家は父寿一の弟妹7人も含めた大家族で、

満州帰りの母やいは、慣れない家事と仕事に追

いまくられ、良子の世話は数人いるお手伝いさ

ん任せだったと言っておりました。良子は、全

く放任されて遊びまわっていたようです。家庭

教師も付いたことがありますが、勉強したくな

いといたずらをして困らせ、辞めさせてしまっ

たと本人が言っておりました。ところが、中学

3 年の学力試験で茨城県で一番を取り、町でも

話題になり、まさかと思っていた親が教育に真

剣になりました。高校は、県境を越えた佐原高

校です。ピアノは個人教授されていましたが、

ピアノでは食べていけないと ( 失礼！ )、医師

になることを目指されました。親戚には 10 名

と仕事をどちらを優先するかと問われ、信仰で

すと答えて外されることになりました。葛藤の

中で、良子さんと共に生きるには牧師しかない、

と考え、祈りの中で神からの確認も得て神学校

に入学することにしました。経済的には、夜中

に働くしかないと覚悟を決めてのことです。

不安定な私たちを心配した内田家の親からは

反対され、柏崎家からも心配されました。さら

に、神学校は全寮制ですが、私は寮には入らな

いで通うと学校に異例な申し出をしていまし

た。ともかく、心身の不安定な妻を支えるには

傍にいて支援するしかないので、入学したら 4

年間は結婚できないという規則の神学校の入学

前に結婚するしかなかったのです。傍から見た

ら、滅茶苦茶でありますが、私はただ、それし

かない、と覚悟を決めていました。学者として

の将来を諦め、経済的にも生涯貧しくなると覚

悟し、ただ妻を幸せにできれば自分の人生は意

味があると考えたのです。でも、そんなことを

口に出すことは好きではないので、非難される

ばかりでした。私は、不合理な歩みをするのだ

から、理解を求めるものではないと思っていま

した。しかし、覚悟を決めて結婚式を終了した

後、内田の父から毎月 20 万円の支援を私の卒

業まで約束され、一応辞退はしましたが、内心

ホッとしたことを忘れることはできません。良

子は体調を崩し、医学部を卒業できませんでし

た。

1980 年 4 月 7 日の結婚後は、横浜の金沢八景

から駒込まで 2 時間の通学で、さらに体調の悪

い妻を庇って買い物やカウンセリングをしまし

たが、妻の体調は良くなりません。途方に暮れ

た中で妻は妊娠しました。ところが、妊娠して

胎児に語り掛けながら、妻は心身が落ち着いて

きました。前述したように料理ができない妻に

料理を教え、家事を教え、食材にも気を付けて

きたことも良かったのだと思います。そして、

一年後に出産してからは、勉強にも身が入り、

当時年 2 回だった医師国家試験に合格して研修

医となりました。その頃は、柿谷正期氏が雑誌

に説明した機能性低血糖症の記事の症状が合致

しているので、砂糖の摂取をやめたことも大き

なことでした。

横浜では、妻の嫌な思い出も多く在り、新し

い歩みとして千葉市に引っ越して教会の準備も

始めようと 1981 年 4 月から千葉大医学部病院

に研修の申し込みをしました。親戚であること

を言わずに直に渡辺院長に申し出た妻は、夫が

牧師になるのだと嬉しそうに語ったそうです。

すると、先生は、ご主人が牧師さんかあ、それ

はいいねえ！と言ってくださいました。本当は

良子のことを知っていたのかどうかはわかりま

せんが、幾つかの医局に断られ、やっと呼吸器

内科に決まりました。医局では、日曜は休むし、

夜勤はしない、子供をコロコロ生む、と評判が

悪かったようですが、後に医局出身の有名な医

師として当時の医局長から喜ばれました。

1983 年の卒業後、私は信者がいない状況で教

会の開拓を始めました。自主開拓ならば教団に

認められるので、経済的には妻の働きだけが頼

りとなります。研修医の給料だけでは足りない

ので、普通の研修医と同じように関連病院で働

きながら医局に属していました。そんな中で長

女を生み、次男を生み、一か月後には働きにで

ました。結婚時の体調の悪さは今だ残っていま

したが、家族を支えるという気力で働いていた

のでしょう。しかし、片道 50 キロの運転で帰

りに眠りそうになったと聞いて、開業を決意し

ました。医局の患者さんのために祈ったところ、

治らないと言われていた患者さんが治り、命の

恩人として多くの魚介類を教会に届けてくれた

こともありました。妻がゆっくりと落ち着いて

生き、診察し、信仰を持って夫婦仲良く暮らし

ていければそれで良いと思い、なるべく支出の

少ない経営を心掛けました。

1987 年 4 月 7 日に稲毛パレスの下にある宝

ショッピングの 2 階に 15 坪の美容院跡をその

まま借りて開業しました。同じフロアには教会

があり、5 階には自宅を借りていました。従業

員一人で、薬剤の処方までやる小さな診療所で

す。開業の翌年に次女が生まれ、90 年に 3 女が

生まれましたが、代診の千葉大の研修医に払う

金もないと言って、妻は 1 か月もしたら働き始

めました。良家のお嬢さんが、根性ある女医に

変わって、家族も教会も支えたのでした。

教会は信者が一人もいない状態で始めたの

で、苦しい状態でした。集う人は精神病者ばか

りで、普通の人は来ても定着しません。問題は

頻発し、私もノイローゼになるような状態でし

たが、病院の経営・会計・税務・その他事務仕

事一切は私がしました。そして、子供の保育園

への送り迎え、買物、洗濯、その他何でもやり

ました。家は片付かないので、友達や知人は家

には入れないという約束でした。5 階の 3DK49

㎡に一家 7 人が住んだのです。子供たちは、あ

の頃は貧しかったねえ、と言います。私たち夫

婦は、見てくれよりも生き残るのに必死でした。

1992 年 2 月に分子栄養学研究所の金子雅俊所

長が来てくださり、分子整合栄養医学とケンビ

の製品を紹介してくださいました。機能性低血

糖症の治療をするために良質のサプリメントが

手に入らないで困っていた私たちにとっては非

常にうれしい出会いでした。金子先生の分厚く

詳細なテキストを妻は喜びながら何度も読み漁

り、治療の術を身に着けていきました。日本で

最初の分子整合栄養医学を採用する内科医の誕

生です。私も、患者さんに栄養医学を紹介する

ために 1995 年 3 月からクリニックニュースを

発行して啓発を始めました。そして、1997 年の

開業 10 周年に、マリヤ・クリニックの採用し

ている栄養医学を説明するために、輪転機で印

刷してホッチキスで留めた資料集（A4、72 頁）

を無料で配りました。それが好評だったので、

『栄養療法の手引』（A5、146 頁）を出版しました。

その頃からテレビや雑誌で低血糖症による精神

症状が取り上げられ始めました。それまでは、

特に精神科医からの非難が多く、OGTT という 5

力を付け、2 年間で全てが優であり、自分で言

うのもなんですが、飛びぬけた力を付けたと思

います。そして、博士課程を目指しました。と

ころが、その頃、更に体調を崩した良子さんが

親の許しを得て教会に戻ってきました。私は、

若いけれども長老として 50 人以上を信仰に導

き、全てにおいてうまくいっていました。すが

るように私を見つめる良子さんのことは祝福の

祈りだけで、あまり親密にならないように注意

していました。大学の教授としての道を志す身

としては、良子さんのような人と親しくなるこ

とは避けなければならないと考えたのです。

ところが、良子さんは勉学に集中するよりも

信仰に傾倒し、集会ばかり出て、宣教師になり

たいと言い出し、神学校の校長にも入学を相談

しました。医学生から牧師になった 1901 年生

れの弓山喜代馬師は、あなたが牧師や宣教師に

なるよりも、教会の隣で医院を開業したほうが

神の働きに貢献できるので、止めた方が良い、

とアドバイスされました。私から見ても逃げの

歩みであり、勉強に集中できないのは、意志が

弱いからだ、などと思いましたが、放っておけ

ない状態になっていきました。そんな時に、牧

師夫人から良子さんとの縁談を持ちかけられ、

私はすぐに断りました。

嫌いではなかったのですが、当時の良子さん

は精神的にも体調にしても異常に悪く、とても

志を持つ身としては、彼女を支えることはでき

ないと判断したからです。しかし、信仰に没頭

していく彼女によって信仰に導かれた身として

は、心配でしょうがなく、幾つかのサインを神

に求めて祈ると、それが全て適えられてしまし

ました。そして、結婚を申し込んだのです。

良子さんと結婚するからには支えなければな

りません。博士課程を諦め、外資系の公認会計

事務所に就職を申し込みました。学部長推薦を

受け、税理士試験の 2 科目も持っているので、

400 名程の中から最後の 4 名に残され、2 名の

採用枠のラストになりました。ところが、信仰

患者さんの勉強のために 2007 年 1 月に低血糖

症治療の会を発足して、2009 年に一般社団法人

化しました。まだ知られていない分子整合栄養

医学の啓発のために、『栄養医学の手引』(296 頁、

2001 年 )、『低血糖症治療の手引』（175 頁、

2004 年）、『低血糖症と精神疾患治療の手引』

（237 頁、2007 年）、『栄養医学ガイドブック』

（303頁、2008年）、『低血糖症治療体験集』(175頁、

2011 年 )、と夫婦で一生懸命研究し、治療を進

めた成果を発表してきました。子育てが一段落

したこともあります。

クリニックの発展と患者さんのニーズに応え

るために、より広い場所を祈り求めていたとこ

ろ、現在のビルが空いているのに気が付き、愛

犬ジョイの散歩には妻と共にこのビルの周りを

歩いて祈り続けました。そして、競売に出てい

るのを知り入札したのですが、不動産屋からは、

その額ではとても無理ですよと言われました。

私は祈って決めたのだから変えることはできな

いと言って、地裁に申し込もうとしたところ、

その競売は中止になったと言われました。区画

整理事業の土地で登記がされていない部分が

あったので、難しくなったのです。ところが、

その折にサブプライムローンをはじめとする世

界金融危機があり、競売に出た他の 4 社は個別

交渉に乗れなくなりました。銀行融資も決まっ

ていない中で、私はその購入契約を受けました。

融資が許可されたのは契約日の前日で、もし融

資がされなかったら私どもは多額の違約金を払

わなければならなかったのです。ともかくも

2008 年 8 月より、950 ㎡の 4 階立ての広い場所

を治療に存分に使うことができるようになりま

した。

発達障害の患者さんが治療を求めて来られた

のは 2008 年でした。機能性低血糖症の治療だ

けでなく、精神神経症状の内科的治療を模索し

ている中で代謝異常や有害ミネラル、そして食

物アレルギーの影響に気が付いて、アメリカに

その検査を依頼していました。実は、アメリカ

では発達障害の治療のための検査だったので

す。マリヤ・クリニックは、基本的に来院する

患者さんの症状が内科的なものであるとすれば

治療を行います。そして、他の医療機関と違う

ことは、症状の緩和を目指すのではなく（つま

り、対症療法）、その症状の原因を探るという

ことです。発達障害児の検査をすると、異常値

が多く出て、栄養的にもかなり不足しているこ

とがわかりました。貧血やタンパク質不足を治

すだけでも症状は改善し、さらにアメリカでも

知られている GF・CF（グルテンフリー・カゼイ

ンフリー）は、非常に効果的でした。また、偏

食多いので確認すると遅発型食物アレルギーも

あることがわかり、食事を調整すると効果があ

りました。しかし、発達障害児は、代謝障害や

有害ミネラルの影響もあるので、治療はなかな

か困難であり、繊細なもので、患者さんとその

家族による違いが大きくありました。ともかく、

発達障害は治らないものとされているので、『発

達障害の治療の試み』（303頁、2014年）を出版し、

協力者を求めながら治療を進めることにしまし

た。その中でご長男が発達障害と診断された池

田勝紀医師と出会いました。池田先生は、治療

方法を探し求めてフロリダの学会に行き、日本

で治療をしているのはマリヤ・クリニックだけ

であると紹介されました。先生は、長女が日本

にいる時に勤めていた病院の上司だったので、

直ぐに問い合わせがあり、マリヤ・クリニック

で治療を始め、息子さんは全く改善して小学校

に入学しています。ご夫妻は、その成果に感動

して発達障害の外来治療を始め、奥様は日本発

達障害支援協会を始めています。

東日本大震災の時は、直ぐに救援物資を送り、

救援にも行き、数家族を教会に避難していただ

きました。ヨウ化カリウムを県内から掻き集め、

放射能対策に有効なサプリメントと共に無料提

供をしたのに反応も申し込みもなく、却って批

判がでる始末でした。放射能汚染した空気を洗

浄する装置をイスラエルから輸入しようとして

も、軍需製品として許可がおりず、放射能汚染

物質をガラス固化するイスラエルの技術を政府

に提供しようとしても、環境省の副大臣は詳細

に聞こうともしません。何をしようとしても埒

があかないので途方に暮れ、ともかく『神のデ

ザインによる医療』（152頁、2011年）を出版して、

有害物質対策と乳幼児の健康管理を啓発しまし

た。しかし、その時に日本という規制社会の不

合理と、その中での医療や福祉に限界を感じま

した。徒労感を覚えて、今後の活動をどうした

ら良いのか、途方に暮れたものです。

若かった時の子育ての苦労を思い返して、奮

闘中の親を助けたいと思って祈っている時に、

病児保育のことを知りました。早速、会議研修

室として用いていた 3 階を改装して病児保育ノ

アを 2013 年から始めました。病児だけの預か

りなので、親の都合が良くなったり、熱が下がっ

たらキャンセルとなりますが、採算はともかく、

喜ばれています。妻は、これまでより早く出勤

して子どもたちを診察しています。

60 歳を超えてから、無理が効かなくなってき

ました。がむしゃらに走ってきました。問題ば

かりだった教会も成長し、牧師を助ける信者さ

んが多くなりました。教団の役員も 10 年以上

やり、口出しをしないほうが若い人が育つので

はと手を引こうと願っています。子どもたちも、

それぞれの道を力強く歩んでおり、親の手が掛

からなくなるどころか、助けてくれるようにな

りました。夫婦で、神と人に仕えるために献身

を決意してから、はや 37 年となります。講演

や目立つことは避けるようにし始めています。

丁寧に接する人々に対応し、教え、暖かく見守

る喜びを覚えています。

長柄町に保養所を購入し、草木を世話しなが

ら、ここで発達障害の子どもやご家族と交流し、

励ますことができたらなと願っています。まだ

老いてはいません。しかし、老いた時に和やか

な奉仕をするための準備を始めています。とも

かく、不器用で誠実で一生懸命な妻と、仲良く

時間の精密耐糖能負荷試験の結果で血糖値の異

常がわかっても、患者さんからは疑いの目で見

られていましたが、話題となることによって他

の医師も対応を始めて認知されるようになって

きました。

ところが、忙しく働いていて子育てに至らな

いところがあり、次男が非行を始め問題を起こ

して、塾のある宝ショッピングにいられなくな

り、1999 年 8 月に近くのマンションの一階の駐

車場付きの店舗に移ることになりました。むろ

ん今は 3 人の娘のいる温厚な青年になりました

が、当時はその対応に追いまくられ、私の身体

は変調をきたしていました。検査をすると、私

自身も機能性低血糖症になっていたのでした。

夫婦共に低血糖症になり、どういう生活をして、

どういう物を食べると体調が悪くなるか、よく

わかるようになりました。私たち夫婦が、障害

や病気の方々の異常症状に対して、動じないで

思い遣りをもって対応できるようになるのは、

自ら苦しんだからです。うまくいかなくても、

それが益となることもあるものです。

結果として広く便利な診療所となり、患者さ

んが増えてきたので、2000 年から看護師二人、

事務員 3 名体制に増やし、2003 年には管理栄養

士を採用して栄養指導を無料で始めました。こ

の年にホームページも始めました。むろん、私

の手作りです。現在のアクセス毎月 50 万～ 100

万というのは、後にプロに仕上げてもらったか

らです。

分子整合栄養医学にサプリメントは必須なも

のですが、利益目的とは思われると治療に支障

があるので、十分な説明と患者さんの便宜を図

るように工夫し、食事の指導なども採用しまし

た。管理栄養士も、分子整合栄養医学を理解せ

ず、そのまま栄養指導を行えないので職員教育

にも力を入れました。サプリメントの売上が増

えたので、医療機関が販売するのは支障があり、

2004 年に有限会社ヨーゼフ・サプリを設立し、

翌年株式会社ヨーゼフに変更しました。また、

できております。それまで、ゆっくりとあなた

とお茶でも飲みましょうか。

2017 年 4 月 7 日

人々の幸せのために神に仕えてきたという感慨

はあります。さて、これからの歩みは、どのよ

うになるのでしょうか。私たちを必要とする働

きがあったら、いつでもこの身を献げる覚悟は
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下宿で外食、料理は作らず、ドーナッツ 5つを一気に食べたりする。

バドミントンをやっていたが、体調を崩し、学業が難しくなる。午後の授業は

殆ど眠ってしまった。

人付き合いは苦手で、うつ状態になり、医師を諦めることもあった。

親は心配して関わりを強くするが、低血糖症の理解がなかったので、強制的な

指導があった。

結婚。体調不良で医学部を卒業できず、自宅で療養しながら勉強。

人と親密に話したことがなく、夫と初めて長い話をした。

料理は自分でやったことが少なく、片付けもできない。

動きが止まって落ち込むことが多く、精神・心理的な原因だけでないことを夫

が分析した。

甘いものを食べることを止め、胚芽米を食べるようになる。

4月に出産。妊娠 3カ月の切迫流産を必死な祈りで瞬間的に癒され、その後体

調が良くなる。

秋に医師国家試験合格。家族を支えるために仕事。

クリスチャンの『ポポ』という新聞に柿谷正期先生が低血糖症の記事を連載し、

その可能性を探る。春、千葉に移住し千葉大付属病院にて研修。

医局にて、不治と言われた患者さんのために祈ったところ、癒され、いのちの

恩人と言われ、開業を考え始める。

50 キロも離れた病院への勤務の途中、居眠り運転をしばしばするので、夫が開

業を決意。

4月、マリヤ・クリニック開業。

稲毛駅前宝ショッピング 2階奥 15 坪で開業。事務員一人。

OGTT を始めて低血糖症の治療を試み、なかなか成果をつかめないでいた。

高尾利数著『20 世紀の疫病 低血糖症』が唯一の参考文献。

大沢博教授の低血糖症の記事が朝日新聞に載る。

千葉大薬学部大学院生を食事療法にて低血糖症から治す（現在、成田にて薬局

経営）。

市販の栄養食品を用いるも、容量がすくないので成果を出せず、困っていた。

2月、分子栄養学研究所金子雅俊所長との出会いで KYB 運動を始める。

分子栄養学の採用。

5月、柿谷正期先生講演会「精神疾患と栄養」。

宝ショッピング 2階の 30 坪に移転。院長と事務長 +職員 3名

6月、マリヤ・クリニック・ニュースを発行し、栄養医学について患者に啓発

を始める。

4月、開院 10 周年記念会を行い、『当クリニックの指針と健康自己管理』とい

う小冊子を 500 部配布する。その中には、低血糖症の症例 8人を載せている。

10 周年の資料配布を機に、1997 年の女性セブンの記事を皮切りに低血糖症が

取り上げられ始める。

4月、『栄養療法の手引』（148 頁、マリヤ・クリニック）。

低血糖症治療の成果を初めて明らかにする。

OGTT（5 時間）1988 年 8 月 18 日～ 1997 年 3 月 7 日 (116 名実施 )

「おもいっきりテレビ」をはじめ 5つの番組に出演。

雑誌や新聞などに多く取り上げられる。

『手引』は初版と合わせ、5,000 冊が 1年ほどのうちにマリヤ・クリニック発行

で売れる。

1月、『栄養医学の手引』出版。低血糖症の概要、体質と原因、メカニズム、検

査と診断について詳細に説明する。

低血糖症の治療法を食事療法、運動療法、栄養療法に分けて説明する。

低血糖症患者に対するケアの仕方を説明する。

症例 10 名、患者自身の回復体験記 11 名。

5月、『低血糖症治療の手引』出版。

有限会社ヨーゼフサプリ（翌年に株式会社ヨーゼフに変更）を柏崎久雄が設立

し、血液検査をした患者さんだけのために説明をしながらサプリメントを販売

することを始め、その資料として、『手引』を出版（175 頁）。

マリヤ・クリニック独自の OGTT 判断基準を公表。

ホルモン分泌による心身への悪影響を提言。

各地の低血糖症を治療する医療機関のテキストとなる。

4月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』出版。

低血糖によるホルモン異常を解明。

腸内環境の悪化による心身異常を解明。

OAT（有機酸検査）・ペプチド検査治療を始める。

食物アレルギー（IgG 抗体）の検査治療を始める。

脳内への神経伝達物質の働きを説明。

有害ミネラルの検査も始める。

腸内環境改善のサプリメントを提供するために子会社 Yozeph USA Corporation

をカルフォルニアに事務所を置き設立。

『栄養医学ガイドブック』を学研より出版し、栄養医学の内容と必要性を丁寧

に説明する。

稲毛駅前に 4階建ての自社ビルを取得し、研修施設を設ける。

衆議院議員会館で坂口元厚生労働大臣に OGTT の保険適用を陳情。

一般社団法人低血糖症治療の会設立。

参議院議員会館特別室にて渡辺孝男厚生労働省副大臣ほか 32 名の参加のもと、

低血糖症の勉強会を行い、低血糖症の病名認知とOGTTの保険適用の要望書提出。

会員 249 名、社員 10 名、理事 7名、監事 2名で一般社団法人低血糖症治療の

会を 4月に設立。

鹿児島大学医学部病院にて、低血糖症の研究発表を納光弘元病院長が行い、厚

生労働省科学研究費適用の研究事業認可のために、理事長と大沢名誉教授を含

めて打合せをおこなう。

6月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第三版の販売を開始。

6月、日本で初めて低血糖症治療の患者体験をまとめた『低血糖症治療体験集』

を出版。

11 月、放射能や有害物への対処をまとめた『神のデザインによる医療』を出版。

10 月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第四版の販売を開始。

4月、発達障害における内科的な治療の実績を示した『発達障害の治療の試み』

を出版。

4月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第五版の販売を開始。

4月、「一般社団法人低血糖症治療の会」から「一般社団法人障害治療研修所」

へ名称変更。

10 月、千葉県長生郡長柄町上野にマリヤ・クリニックの研修保養所（ながらハ

ウス：2,100 ㎡）を購入し、整備を始める。

12 月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』第六版の販売を開始。

4月、『新・栄養医学ガイドブック』を出版。

4月、開業 30 周年記念会を開催。ながらハウス内の管理棟「グレースハウス」と、

「グレースガーデン」を公開。

OGTT（5 時間）は、30 年間で 3,200 名以上実施。
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下宿で外食、料理は作らず、ドーナッツ 5つを一気に食べたりする。

バドミントンをやっていたが、体調を崩し、学業が難しくなる。午後の授業は

殆ど眠ってしまった。

人付き合いは苦手で、うつ状態になり、医師を諦めることもあった。

親は心配して関わりを強くするが、低血糖症の理解がなかったので、強制的な

指導があった。

結婚。体調不良で医学部を卒業できず、自宅で療養しながら勉強。

人と親密に話したことがなく、夫と初めて長い話をした。

料理は自分でやったことが少なく、片付けもできない。

動きが止まって落ち込むことが多く、精神・心理的な原因だけでないことを夫

が分析した。

甘いものを食べることを止め、胚芽米を食べるようになる。

4月に出産。妊娠 3カ月の切迫流産を必死な祈りで瞬間的に癒され、その後体

調が良くなる。

秋に医師国家試験合格。家族を支えるために仕事。

クリスチャンの『ポポ』という新聞に柿谷正期先生が低血糖症の記事を連載し、

その可能性を探る。春、千葉に移住し千葉大付属病院にて研修。

医局にて、不治と言われた患者さんのために祈ったところ、癒され、いのちの

恩人と言われ、開業を考え始める。

50 キロも離れた病院への勤務の途中、居眠り運転をしばしばするので、夫が開

業を決意。

4月、マリヤ・クリニック開業。

稲毛駅前宝ショッピング 2階奥 15 坪で開業。事務員一人。

OGTT を始めて低血糖症の治療を試み、なかなか成果をつかめないでいた。

高尾利数著『20 世紀の疫病 低血糖症』が唯一の参考文献。

大沢博教授の低血糖症の記事が朝日新聞に載る。

千葉大薬学部大学院生を食事療法にて低血糖症から治す（現在、成田にて薬局

経営）。

市販の栄養食品を用いるも、容量がすくないので成果を出せず、困っていた。

2月、分子栄養学研究所金子雅俊所長との出会いで KYB 運動を始める。

分子栄養学の採用。

5月、柿谷正期先生講演会「精神疾患と栄養」。

宝ショッピング 2階の 30 坪に移転。院長と事務長 +職員 3名

6月、マリヤ・クリニック・ニュースを発行し、栄養医学について患者に啓発

を始める。

4月、開院 10 周年記念会を行い、『当クリニックの指針と健康自己管理』とい

う小冊子を 500 部配布する。その中には、低血糖症の症例 8人を載せている。

10 周年の資料配布を機に、1997 年の女性セブンの記事を皮切りに低血糖症が

取り上げられ始める。

4月、『栄養療法の手引』（148 頁、マリヤ・クリニック）。

低血糖症治療の成果を初めて明らかにする。

OGTT（5 時間）1988 年 8 月 18 日～ 1997 年 3 月 7 日 (116 名実施 )

「おもいっきりテレビ」をはじめ 5つの番組に出演。

雑誌や新聞などに多く取り上げられる。

『手引』は初版と合わせ、5,000 冊が 1年ほどのうちにマリヤ・クリニック発行

で売れる。

1月、『栄養医学の手引』出版。低血糖症の概要、体質と原因、メカニズム、検

査と診断について詳細に説明する。

低血糖症の治療法を食事療法、運動療法、栄養療法に分けて説明する。

低血糖症患者に対するケアの仕方を説明する。

症例 10 名、患者自身の回復体験記 11 名。

5月、『低血糖症治療の手引』出版。

有限会社ヨーゼフサプリ（翌年に株式会社ヨーゼフに変更）を柏崎久雄が設立

し、血液検査をした患者さんだけのために説明をしながらサプリメントを販売

することを始め、その資料として、『手引』を出版（175 頁）。

マリヤ・クリニック独自の OGTT 判断基準を公表。

ホルモン分泌による心身への悪影響を提言。

各地の低血糖症を治療する医療機関のテキストとなる。

4月、『低血糖症と精神疾患治療の手引』出版。

低血糖によるホルモン異常を解明。

腸内環境の悪化による心身異常を解明。

OAT（有機酸検査）・ペプチド検査治療を始める。

食物アレルギー（IgG 抗体）の検査治療を始める。

脳内への神経伝達物質の働きを説明。
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