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特定非営利活動法人日本IDDMネットワークの本

1型糖尿病

お役立ちマ二ユアJL
1型糖尿病の患者･家族に必要な｢情事別を患者･家族の視点からお届けします.
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1型糖尿病とその治療

心の問題

学校生活

低血糖を浦らせI大作戦

食事とクリセミックインデックス

愚書家族の思い

社会保F事制度

患者家族会の役割

書円の医帝相関
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災害対応揮

大規稽災害の基礎知識

1型I貞尿病(lDDM)の革や知ia

大規模災害時に1型糖尿病

(lDDM)患者がおかれる状況

被災したらどうする?
一災害時の対処法～

日頃の準惰

阪神･淡路大耗三li体I抜誠(患者･医府壱)

災害が給わったあとに

粥薬企業各社のインスリン

供給体制と今後の課長ヨ

インスリンの事圭輔

b■) ‖●　DD}l

-

1型柚Ji;柄
【‖⊃DM】

5.　お役立ち

･マ二ユアJL q
pLrLO

PTJJJT44 1~` riJ

1冊につき800円の

ご寄付をお康弘lいたします｡

1冊につき2,000円の

ご寄付をお耳臥lいたします｡

大規I勇災害EF3用l型I壱尿病(lDDM)自分マニュアルr災害時の心得帖J

tl病被災者支増の手引き-1型糖尿病[IDDM]拍

曲
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1型糖尿病の革や知i斗

勝島移相の現状と将来

妊娠と出産

1型糖尿病の正しい食事療法

歯周病とその予防

患者への心理的･精神的サポート

家族の思いとそのかかわり方

学書刑こおける対応

自動車運転免許制慶の改正点と対応
一人暮らしの注意点

就叫～公正な採用に向けて～

1型糖尿病患者が加入できる保検　1冊につき1,500円の

災害時のインスリン供絵
ご寄付をお節いいたします｡

1型糖尿病の医療Ftの仕l且み

20歳以上の患者支撲策に向けて

1型格尿病とはどのような疾患か

1型格尿病の中の異なるタイプ

インスリン補充療法の萱礎

合併症

カーポカウント

インスリンポンプ帝法

持続血相モニター(CGM)
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謹呈芸志工鵬　　　1冊につき2.000円の
'ps佃胞による腔P細胞の誘斗と分化　ご寄付をお闘いいたします｡

IPS招胞による挿*の再生

ヒト肺鳥のqJ出

1型招E52病のiL伝子議書

研究舌と愚書の新しい関係

米国1型格尿病研究基金(JDRF)の活動紹介

1型I璃尿病研究基金
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1 .特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク

二l　〒840-0801佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8-32 ■スクエアピル3F市民活動プラザ内レターケ-スNO42

電話0952-20-2062又は080-3549-3691 FAX 0952-20-2062　E-mall.トnet@lSIS OCn ne JP

二一　●こ連絡いただきましたら当マニュアルとご寄付の振り込み用紙を送付させていただきますo

/



㊨1型糖尿病研究基金

あなたの知らないもうひとつの糖尿病- - 1型糖尿病

糖尿病には二つのタイプがあることをご存知でしょうか?
一般的に知られている糖尿病は2型糖尿病のことで､ほとんどの方がご存知ないもうひとつの糖尿病が｢1型糖

尿病｣です｡

この疾患は主に自己免疫の作用によっておこり､自分の体が誤って自分自身の膵臓内のインスリン生産(分泌)

細胞を破壊してしまうことで発症しますC

この病気の治療は絶対的に不足しているインスリンの補充です｡補充は1日3-5回の注射か小さな機械(インス

リンポンプ)で送り込みます｡インスリンの補充は命をつなぐために必須で､決して治すための治療ではありません｡

糖尿病全体の95%以上を占め､生活習慣や遺伝による2型糖尿病とは原因も治療の考え方も異なります｡

日本での年間発症率は､ 1 0万人あたり1 -2名と言われています｡

この1型糖尿病は2型糖尿病と比較して小児期発症が多い原因不明な難病で､治療を厳密に行わないと心臓､胃

臓､眼､神経等の病気が発症します｡さらに､一生にわたってインスリンを補充することは､患者本人はもとより､家

族にとっても精神的､経済的負担が大きなものになっています｡

｢治らない｣から｢治す｣へ- -根治療法の美玉別こ向けて

このような現状において､特定非営利活動法人日本IDDMネットワークでは2005年8月にこの1型糖尿病根治

に向けた研究開発を促進する目的で日型糖尿病研究基金｣を設立いたしましたo

現在の確立されている根治療法としては｢牌臓移植｣がありますが､日本ではドナーの不足で数多くは実施でき

ません｡しかし最近､細胞の移植としての｢障忌移槽｣､自らの細胞を使って贋臓の細胞･機能を再生させる｢再生医

療｣など､根治へ向かう新しい可能性が少しずつ見えてきています｡

2009年1月には当基金による初めての研究費助成を｢膳島移植｣と｢遺伝子治療｣に関するテーマに対して行い

ました.

今後､さらに1型糖尿病を治すことに向けて様々な治療法の開発､基礎医学の研究などが加速し､一日でも早い

根治療法の確立を実現するために､関連する先進的研究に文寸してその研究費を助成してまいります.

つきましては､この趣旨をおくみ取りいただきまして､皆さま方からのご寄付､ご支援をたまわりますようよろし

くお願い申し上げます｡

特定非営利活動法人日本IDDMネットワークとは

平成7年1月17日に発生した阪神･淡路大震災では､被災地の患者はインスリンの入手等に大変な苦労を強い

られました.この震ヌ互を契機に全国の患者･家族の連携を図るために､同年9月に発足しましたo現在NPO法人とし

て､政策提言(20歳以上の患者への支援策等) ､調査研究(大規模災害時における患者の行動,支援指孟十の作成､ 1

型糖尿病〔lDDM〕お役立ちマニュアルの作成､大学の研究への協力等) ､社会啓発のためのシンポジウム開催､療育

相談等に取り組んでいますo
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タンフラー1個につき1.000円以上のこ寄付をお願いしますo Tシャツl枚につき2,000円以上のこ寄付をお願いします.

※サイズはXS S M XXLかありますE

事務局までお問い合わせください｡振込用紙等を送付いたします｡

■事務局

〒840-0801佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8番32号iスクエアピル3F市民活動プラザ内レターケースNo.42

TEL 0952-20-2062又は080-3549-3691　FAX 0952-20-2062

Eメール:トnet@isis.ocn.neJp　　ホームページ　http:〟www5.ocn.nejprトneVtop.html



難病･慢性疾患患者支援自販機の設置まで
･:i 【難病.慣性振患患者支援自販機の仕組み】
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至＼ 【難病･ ′劇笠疾患患者支援自販機の設置士男所として考えられる場所】
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NPO法人E]本旧D卜1ネットワーク

難病･慢性疾患患者支援自販機一一1 ,Tまに.>

｢欝墓所･ ;?従'If･F;FlLLFfl･霞支JJ= E=]｢別_LHに日[3jrLf31･Jj巨l別か?_商品二E
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自販機の田をした､力強い｢黄金栢｣ですo

fDDM　-I+i-に;,こ

･垣日放回のインスリン注射又はポンプによる注入を生涯に

わたって必要とする病気ですC
･一見､病気のようには見えませんか､インヌリン注射又は

ポンプlによる注弟をしないと紋日で死に窒S.病気ですC

なせ､ L･l>:I -T小畑才一Tc～ ,]､

･_L莞経由後の若者とち頭族を沖いたいI

･塁】医符者､研究者､止ま　行政等と居宅･家族/=rつTcEきr=いl

･享-笠治らなし一卜　･ 1型紙犀病を治したいr

J‥〉M L,･Eモ′ 100台,ll/二一一

｡豊国の1型i語尿病患者やその家族を玉堤-lj孟/tめの充実

し/T=清加が出発衰す｡

11~1｣▲　=■.｣う.~1｢ー■~　　　･. lJijl ｣･　1型紙犀[南の

根満に同Hての研究を進めることかで苦言:す｡
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難病･慢性疾患患者支援自販機は

自動販売機の顔をした

力強い~｢募金箱｣

市民の皆さまが飲料水を
購入すれば自動的に

社会貢献否きる自動販売機です
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第1号を置いてくださったのは=ヌウイ企画さん(佐賀県)　dr等

1 0年祭　日古I DDrv1-+TLIJトワープしっ印刷'物更作成･保忘,してく,7:=tl-って

いる=ヌウイ企画Lr_;ん　寺iE'J:J中村≡/J3払17J=ちLT)よき控解毒です

｢何か5-)度に_TZ引三いと思っていたLT)で､こLT)日振子♪三二を喜芸正しました｡ ｣
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DOZOで自動車保l嘆に入ると?

DOZOのサイトから自動車保険に加入すると､毎月1個の

DOZOコイン(100円相当)がお客様専用のマイページでもら

えます0 1年間で12個もらえるDOZOコインをお好きな寄付

先に自己分してください0 1年間無事故だった場合(保険金を使

わなかった場合)､ 12個のコインが有効となり､ドゥゾからお

客さまご指定の寄付先に寄付をしますo　寄付金頼などは､サイ

ト上で報告していきます0　万が一事故を起こしてしまった場合､

お客さまのDOZOコインは無効となります｡

｢どうぞ､お先に｣とゆとりある安全運転をして､ ｢どうぞ､お

使いください｣と寄付できるしくみがDOZOです｡日本I DD

Mネットワークも2010年3月に寄付先に加わりましたので､

是非DOZOで自動車保険に加入して､その活動を応接してくだ

さいo

寄付はドゥソの収益から行いますo　ですからそのために保険料

が高くなるなどー　お客さまの負担になることはありません｡ ｢ど

うぞ｣という気持ちのこもったお金を世の中に循環させていく

ことがドゥソの企業目的なのですo

J=Ejt=さんの安室運転て『l型糖尿病を治す活事f)_nに

こ参加く†こきしり

特定非営利慧JZ)法人E]本IDDMネットウ-ラ

事務局長　岩永幸三

Tl型書JZAを治す活動j　に"*加する"ってとんなこと7　1

私のように役員となって･/舌動するのも参加､イヘントの時にお手伝
いをするのも参加､会費を払うのも参加､寄付をするのも参加,

そしてこのたび､なんと安全運転で　Ll型糖尿病を治す活動｣に奉

加する仕組みができましたI　この仕舞且みを開発されたのがドゥゾ

さんです｡ 1年間無事故の場合､ユニセフさんのような大きな団体

と並んで当法人にも寄付ができますo DOZOコインによる寄付金は､

全報　bl型糖尿病研究基金!として､ 1型糖尿病根治に向けた研究

を行っている方々へ届けますD　私たちもIl型塘尿病を治す活動j　に､

自分が安全運転をすることを通して事加できるのです｡
インターネノトが苦手な私ですが､脱明を受けながら保険に入るこ

とができました(ちJ:つびり自信　芙)D　そして何より保険料が

15,000円も安くなって書きr

私も　dぉ先にどうぞ(DOZO)'で安全運転しますo　皆さんもDOZO

で自動車保険に入って､安全運転で　㌻1型1点尿病を治す活動｣に辛

カロしませんか｡

｢二土.ますはお気車至に無料でお見桔Uを!

r二二二コ

DOZOで加入できる自動車保険は､チューリノヒ自動車保険で

す｡ Care (ケア)を第-の会寸土理念に措けてサーヒスを展開し

ているので､補frの内容など分からないことや困ったことなど

は､カスタマーケアセンターで親切に対応してくれます｡

また､保険料はダイレクト(インターネット､電話)ならでは

のリースナフルな設定ですので､是非一度お見事Aりボタンから

算出してみてくださいD　個人情報などを入力しなくても､車種

などがわかれば簡単に算出できますので､お気軽にどうそ1

リースナプルな保険ギ斗設定に加え､インターネノトでのお申し

込みだとお碍なインターネット割引(最大7000円の割引)ち

あります｡電話で相談しながらパソコンの画面を見て入力して

いくことも可能で､その場合でもインターネノト割引が適用さ

れますo　インターネノト環境をお持ちでない方は､おt話での

斤､

お見事Aり､契約も可能です｡

今までの自動暮保険は､万が一の時にdfえるというネカティフなこと

を想定したものでした｡ DOZOで保険に入ると､保険本来の目的の】備

える■という安心を確保しつつ､無+故だったら｢経かの役にたつ｣と

か｢椎かの応種になる｣など相しい想定ができて､安全運転が楽しく
なると思います｡ rどうぞ､お先にJ　とか｢どうぞ､お使いください｣

とか､扱ったり差し出したり　一見自分から何か洩ってばかりのよう

に感じるかもしれませんが､寄付先からの｢ありがとう｣という気持

ちや､そこで活動されている方々の前向きに挑戦するパワーや勇気など､
きっと日には見えないたくさんのものをもらえると思うのですo

DOZOについての詳細は,ホ-ムへ-シをこ覧下さい

http://www.dozo.co.jp


