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ん中断を余儀なくされるほどでした

が、パー トナー企業からのご支援 と

ボランティアのご尽力により何 とか

継続できています。希望のバ ッグの

申込み対応を通 じて、発症間もない

患者やご家族 とのコミュニケーショ

ンから私 自身、息子が発症 した 26

年前のつらい経験をあらためて思い

起 こし、 この希望のバ ッグによる支

援の重要性をあらためて感 じてお り

ます。
「つな ぐ」については恒例 になっ

た全国規模のイベン ト「サイエンス

フォーラム」を今年は私たちの本部

のある佐賀県の鳥栖市で行 うことが

できました。当地での開催には「ふ

るさと納税Jで強力な支援をいただ

いている佐賀県への感謝をお示 しす

る意図もありました。私 自身は体調

不良のため参加はできませんでした

が、フォーラムの前 日には、 日本初

の膵島移植医である松本慎一先生に

よる佐賀市内の小学校や佐賀大学医

学部での講演、 そして当日も参加

された方か らは研究の最先端 に触

れ、また頑張っている患者・家族の

仲間からの熱いメッセージに励 まさ

れ、これからへの希望 と勇気をもら

えたとの声をお聞きしています。本

フォーラムの内容紹介 は IDDMレ

理事長 井上 龍夫

ポー ト 2016に掲載 (レ ポー ト 2016

は WEBに全文掲載)してお ります

のでそちらをご覧 ください。

そして「解決J、 つまり 1型糖尿病

の根絶 (治 療 +予防十根治)に 向け

た研究支援の活動です。 ご存知のよ

うに 2014年 からスター トした佐賀

県庁による“日本 IDDMネ ットワー

ク"指定の「ふるさと納税」により

患者。家族はもちろんそれ以外の多

くの方からのご支援がこの 1年間で

1億 円を越え、研究助成の大幅な増

額ができました。一般公募による研

究課題の支援に加えて、国からの研

究支援は届いていないが最も早 く根

治実現が見込 まれる「バイオ人工膵

島」の研究開発にフォーカスして支

援 を行いました。 これ らの詳細 も
「IDDMレ ポー ト 2016」 や当法人の

ウェブサイ トをご覧 ください。

本会報の「寄付月間」の記事にも

ありますように皆さんからの大 きな

ご支援により、何 としてもバイオ人
工膵島を実現 し、さらにそのさきの

ヒト細胞による根治に向けた研究を

加速化させてまい りたいと思ってお

ります。一緒に“根治"を 実現いた

しましょう。2017年もこれまで以上

に“参加"を よろしくお願い申し上

げます。

「この 1年の振 り返 りと来年に向けての決意」

この 1年 を

振 り返っての

所 感 と来 年

(2017年 )を
迎 え る に あ

たっての想い

をお伝えしま

す。

冒頭から私

事で申し訳あ

りませんが、私は今年の 3月 末から

ギランバレー症候群 という希少疾患

に罹患 し、入院と自宅での約 5ヶ 月

間の療養を経て 9月 から復帰 しまし

た。 この間、理事長職を離れ、療養

に専念させていただきましたが、多

くの方々からの励 ましをいただき、

また当ネ ットワークの役職員はじ

め、関わっていただいている皆様に

は活動をしっか り支えていただきま

した。この場をお借 りして心からお

礼を申し上げます。

以下、例年のように私たちの「救

う」、「つなぐ」、「解決する」の 3つ

のステージについての主な トピック

スについて振 り返 ります。
「救 うJに ついては発症初期の患

者。家族に必要な情報を詰めて贈 る

希望のバ ッグプロジェク トは予想を

超える反響で 2015年 4月 にはいった



わたしたち日本IDDMネ ットワークの

短群『治らない』から

「今 日か らあなたはこの注射 を

一生打たないといけないの。」

少 し困った様な表情で優 しそう

な女医さんは僕 にそっと語 りかけ

た。

それ は忘 れ も しない 25年 前、
1991年 1月 8日 。 2か月前 か ら

15キ ロほ ど痩せ て しまい、尿 が

長いなど異常な症状がある僕 を母
が病院に連れて行 った結果。それ

は小学校 6年生の僕 には充分過 ぎ

るきつい現実であった。

母は泣 きながら言 う「丈夫に産

めな くてごめんね」

「泣かないで」僕 はその言葉 を

出そうとするがただただ目の前が

真っ暗になっていた。そこからは

いたず らに時が経っていった、そ

して気づ けば今 は 37歳。結婚 し

子供 も二人お り、普通の生活 をし

ている。いや、少 し普通ではない

かもしれない。

娘 「お父さん、注射打った ?」

それを聞いた周 りの人はぎょっ

とする。 しかしこれが僕 にとって

は当た り前の生活なのだ。

吉田 敬

僕 の病名は 「1型精尿病 J、 そ

うあなたやあなたの側 にいる人 と

同 じ病気だ。

ちなみに僕が普段の生活で気を

付けている事がある。気づけばキ

ミと付 き合 つて 25年。正直身体

が悪 くなってしまったところもた

くさん。そして気づいたら、うん、

年齢 も若 くない。

だからこそ食には気を付けてい

る。腎臓の数値が少 し良 くないの

で、塩分やタンパク質、糖質に気

を付けるのはもちろんの事、食材

を選 び、食を楽 しんでいるのだ。

おかげで最近は料理が趣味であ

る。 ひと手間かけた料理で美味 し

くそして うまくコン トロールでき

ている。「男の料理」、是非あなた

の人生のステータスにどうだろう

か ?

皆様のご存知の通 り、熊本では

大 きな地震が立て続けに二回起 こ

り、僕 らは被災 した。実は僕の実

家は益城町にあ り、大規模半壊 と

なって しまい現在 も復 旧作業 中

だ。

あの日もまた、僕の人生の中で

大 きな変化になって しまった。 ま

ず 日々常 日頃から薬をどのように

保管 し、被災 した際に対応できる

か、 これは大 きな災害での分岐点

となる。僕 は薬を二か所に分けて

保存 じ、 また場所 を把握 していた

為 にす ぐに確保 す ることがで き

た。大災害が起 こった際、僕 らの

病気は致死度合いが低いため後回

しにされる事が考えられる。

だからこそ自己防衛が必要、情

報 とは 【最強の武器であ り、最強

の防御である。】

今回の地震は僕が今後 どのよう

に生 きてい くべきか、それを考え

させ られるものにもなった。

僕 にとって音楽 とは「言葉 を話

す」事 と同意語である。震災の際、

嚇
嚇

恭‐

僕が一体何をできるのか ?色 々と

思 い悩 み、結果落 ち込 む ことも

あった。 しか し避難所 な どで演

奏 しているうちに気づいたのだ。
「人 は音楽に救われ こともある。」

と。正直僕 は人 との付 き合いが苦

手だ。距離感が分からない、結果

遠ざかって しまった人 も多い。だ

からこそ僕は「想いJを 「音」に

託すことにした。そんなアルバム

が地震発生から半年後に発売 した

今回のピアノアルバムなのだ。一

山一曲に僕の想いが強 く入ってい

る。貴方 には どう伝 わ るだろ う

か ?

今後 も僕は生 きている限 り、鍵

盤を弾 き続けていると思 う。 そし

て音を残す事により、僕 という存

在 を遺 していきたい。

もし、キミ、 1型糖尿病が根治

して しまっても僕 はこの想いを伝

え、人の人生の何か良い方へ変え

ていけるように、生 きていたい。

この文章を読んだ、あなたにも

必ず逢える日が くる、そう思い僕

は弾 き続けているよ。

拳
轟

幸 「キミとばス。」

吉田 敬  ピアノソロアルバム

「From K」

RA:NBOW Records(セ ブンカラーズ株式

会社)か ら絶賛発売中です。

本CDの売り上げの一部は、熊本地震の復

興に役立てられます !

ぜひ皆さん、聞いてくださいね♪

ピアノソロアルバム



わたしたち日本lDEDMネ ットワークの

2023『治らない』から

彼を知 り己を知れば百戦 して殆
特定非営利活動法人みえ防災市民会議

1型糖尿病の当事者のみなさまや

ご家族にとって、どの季節が最もす

ごしやすいですか ?真夏の自動車車

内などにインスリンを入れた鞄を忘

れて高温下で放置してしまうリスク

が減る冬のほうが気楽ですか ?いや

いや、冬こそ暖房器具のそばに置い

てしまったり、逆に氷点下の屋外に

おいて凍ってしまう危険があるから

冬も注意が必要でしょうか。

今年は、1月 の豪雪。4月 には大

村理事も被災 。支援活動に奔走され

た熊本での連続地震。さらにその熊

本を襲った 6月 の豪雨。北海道に上

陸し被害を出した台風 7号 &11号。

迷走したのち東北に上陸し深亥」な被

害を出した 10号。「災害は忘れる頃

にやって くる」のではなく「災害は

常にどこかで起こっているJ という

状況です。つまり、いつでも自分が

災害にあう可能性はあるという気持

ちを持って生活することが大切で

す。

では、具体的にはどうしたら良い

でしょうか。詳しいことは「お役立

ちマニュアル Pa■3-災害編―」お

よび「Palt3別 冊 1型糖尿病 [IDDM]

関係者の東日本大震災」を見ていた

だくとして、今回はその中から4つ

だけピックアップしてみます。

□お住まいの地域で起こり得る災害

の被害想定を知っている

(地元の役場がホームページなど

で公開しています)

□使っている薬の名前、処方量など

を覚えている

(処 方せんのコピーを常に身につ

けたり、スマホで撮影 し保存 して

おくのも良いですね)

□自分や家族の病気のことを、知ら

ないひとに簡潔に説明できる

(何 に注意が必要で、何があれば

安心なのか?お友だちなどへ話

す時から伝え方を意識 してお く

と、災害時も慌てずまわりに自分

のことを話すことができます)

か れ おのれ あや

うからず
議長 山本康史

□最低 1週間分程度の薬や針、血糖

測定器のチップなど、いつ災害に

あっても薬で困らない量を確保

できている。

(さ らに、自宅や学校・職場の冷

蔵庫など複数箇所に備蓄してあれ

ばベス トです)

孫子の言葉を借 りると「彼 (かれ)

を知 り己 (お のれ)を知れば百戦 し

て殆 (あ や)う からず」です。「彼

=災害」を知 り、「己=病気や薬の

ことJを知る。そして備えておけば

災害との戦いにもしっかり立ち向か

うことができるのです。
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より良い治療法を求めて
ノボ ノルディスクは1923年の創業以来、患者さんの治療成績を向上させ

るため、糖尿病治療の研究開発に取り組んできました。長い歳月を掛けて蓄

積されたタンパク質工学に関する専門知識と技術を応用して適応拡大や次

世代の新製品の開発に努めています。

私たちは、高品質の製品とサービスを提供することで、糖尿病治療に貢献

し、また、患者さんにとつて最大の願いである糖尿病治療の治癒に向けても

最善を尽くしています。

ノボ ノルディスク フアーマ株式会社は、デンマークのノボ ノルディスク社の日本法人です。

ノボ /1レデイスクフアーマ株式会社
〒100-0005東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル

電子雪(03)6266-1000(イ t豪長)FAX(03)6266-1800

-nOVOnordisk co lp

ノポ ノルデイスクフアーマ製品について、わからないことや困つたことがある場合は、下記にご運緒ください。

ノポケア相談室 0120… 180363(フ リーダイアル)

受付:月 曜日から金曜日まで(祝祭日、会社休日を除く)9時～17時

上記以外の時間は右記の電話で受付けます。 夜間休日受付センター 0120‐ 359516(但 し、原則として回答は翌営業日となります)

掏″ο働ぼ



わたしたち日本IDDMネ ットワークの

2獅『)台らない』から

患者・ 家族会の取 り組み
教職員研修会 「1型糖尿病の子どもの学校生活を考える」を

開催させていただきまLた ! ～広島「もみじの会」～

6月 12日 (日 )に 、学校関係者・保護者 など約 100人
の参加で、第 1部 は、シンポジウム「教育現場、家族、医療

現場のコラボ レーシ ョン～ 1型糖尿病の子 どもたちの
ために～」を企画 しました。第 2部は年齢別 に 3グルー

プに分かれ、3人の先生方にア ドバイザーとなってぃた
だき、交流会を行いました。

参加 して くださった半数以上の先生方は患者会保護

者か らの案内で、また 3割弱の先生方は、各学校 に届い

たチラシを見て参加 して くださっていました。
また、参加 された先生方のアンケー トから“今 まで、保

護者 と連携 をとって話 してきたことの大切 さを改めて

感 じた"“ 児童への声かけの しかたや校外学習、血糖値 を

測 る場所等参考 になった"“ 1型 糖尿病の基礎知識、低血

糖時、高血糖時の対応について、またポンプの事がよ く
わかった"等 の感想が寄せ られました。

病気を正 しく理解すること、そして患者の子供達が自
立することを目標にして、一人一人の子供達の気持ちを

大切 に した支援が大切であることをいろいろな立場で

確認することができました。今後 も本会 を開催 して行 く

予定です。

何で知られましたか ?

サノフィは、グローバルに多角的事業を展開するヘルスケアリーダーとして

患者さんのニーズにフォーカスしています。              凛
",11に

サノフィ株式会社 SANOFI
〒163‐ 1488東京都新宿区西新宿三丁目20番 2号 東京オペラシティタヮー wwwoSan01.co.jp



舞 f落躙柿習瑕

日本IDDMネ ットワーク公式オウンドメディア

“HESSIDDM"デザインコンテス トを開催 中です !

『PRESS IDDM』 は、 1/11糖 尿病

の認知、啓発を目的とした情報発信

媒体として活動をスター トした、日

本 IDDMネ ットワークの公式オウ

ンドメディアです。

発信情報は幅広 く、 1型糖尿病を

はじめとした糖尿病全体に渡って有

益とされる情報を対象としつつ、忠

者などの当事者による連載なども発

信しています。

い DDⅣ IIこ

`よ

、 lDM Eない

(デ ィーエムエクスプレス)"と いう
「こんな ものがあった らいいなぁ」

を実現する読者参加型の企画があり

ます。現在はインスリンポンプ 「ミ

ニメド620G」 用デコシールのデザ

インコンテス トを開催 し、優秀賞に

選ばれた作品は実際にシールとして

販売される予定です。毎日使うもの

だからこそ、自分好みのデザインで、

毎日がもつと楽しくなつたらいいな

と思つています。

患者・家族の方はもちろん、デザ

インが好きな方、絵を描 くのが好き

な方、なんとなく描いてみようかな

という方も、ぜひぜひご応募 くださ

い !情 報拡散 も大歓迎です。 12月

31日 までです。

みなさまから

のご応募を心よ

りお待ちしてお

ります。

…毎日持ち歩くボンプを

自分流に素敵にデザインしてみませんか☆

まヽりを込
日本イーライリリー株式会社は、イーライリリー・アンド・

カンパニーの子会社で、人々がより長く、より健康で、

充実 した生活を実現できるよう革新 的な医薬品の

開発・製造・輸 入・販売 を通 じて日本の医療に貢献

しています。

提供中の治療薬

:統合失口症 うつ 双極性障害 :注意欠如 多動症(AD/HD)
:がん(り 1小細胞肺がん、膵がん、胆道がん、悪性胸膜中皮腫、

尿路上皮がん、乳がん、卵単がん、悪性リンバ腫):糖尿病

・成長障害 骨粗霧症 など

開発中の治療薬・診断薬

●アルツハイマー型認知症 :関節リウマチ :乾癬 1高コレス

テロール血症 など

革新的製品に思いやりを込めて。

日本イーライリリー株式会社
〒6510086神 戸市中央区磯上通 7‐ 1-5

www‖‖y cojp

eF fOr peopl傘
i
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わたしたち日本 DDMネ ットワークの

2024『治らない』から

-1型糖尿病の根治に向けて一緒に行動いたしましょう!―

12月 は寄付月間です

昨年 12月 か ら日本で始 まった
「寄付月間～ Giving December～ J。

NPO、 大 学、 企 業、 行 政 な ど、

寄付に係 る主な関係者が幅広 く集
い、寄付が人々の幸せを生み出す

社会をつ くるために、協働で行動

中です。
「日本での新 たな動 きを、未来

に向けて」、私 たちは 1型糖尿病

の根治 を一緒に作っていきましょ

う。

まずは “バイオ人工膵島移植 プ

ロジェク ト"を実現いたしましょ

う !

理想は、患者が様々な根治のメ
ニューの中から選択できることで

すが、2025年 の根治実現 にもっ

とも近いと言われているのがこの
バイオ人工膵島移植 プロジェク ト

です。

8歳の女の子 (患者 )

けんきゅうがすすんでうれ しい。

わけは、わた したちは 「けっとう

ち」が高すぎてもひくすぎても、

きぜつしひどければいのちをうし

なつてしまう。

でも、「けんきゅう」というひと

す じの光がわた したちにさ した

よ。

それは「ぶたのすいぞうを人間に

うつす」とゆうもの。

ぶたのすいぞうを私たちにとり入

れたら、何もかももとにもどるか

ら毎日のちゆうしやがなくなりう

れしいな。

けんきゅうをしてくれている人た

ち、日本 IDDMの 人たち、ぼき

んをしてくれる人たち、本当にあ

りがとうございます |

日本 :DDMネ ットワーク

笹原加奈子

私も息子も 1型糖尿病です。

先日の息子と私の会話です。

息子が “僕のインスリンは6個あ
るんだ !母 ちゃんは何個インス

リンあるの?"と 、突然聞かれま

した。何個と言う表現は子供らし
いなと思いながら、“母ちゃんね、

母 ちゃんはもう 1個 もないな一"

と、言 うと息子が “えっ !母 ちゃ

ん 1個 もないの 。・ じゃあ僕のイ

ンス リン5個 あげるね !そ したら

母ちゃんインス リン少 しで良いよ

ね ?"
私は、息子のインス リンを 10個
に してあげたい !10個 より多 く

ても少なくても駄 目 !

注射 やインス リンポ ンプがな く

て も、 1型 の子供達 のインス リ

ンをちょうど 10個 に してあげた

い !!
ご寄付を頂いている皆様、研究

を進めて頂いている先生方、応援

して くださる皆様のお力で根治が

日前 まで来ています。 ]|き 続 き

1型糖尿病根治を目指 して役職員

一同全力で頑張 ります。

注)文中の 10個 とは、健常者のちょうど良いイ

ンスリンの働きの状態だと思ってください。イ

ンスリンは注射やポンプで補充 しすぎる (つ ま

り10個 を超える)と低血糖といって意識をなく

すことがあります。逆に少ないと高血糖という

状態が続き合併症 (心臓、腎臓、眼、神経等の

病気)を 引き起こします。

「
も

，

注

射

を

打

た

な

く

て

い

い

よ

」

そ

ん

な

日

が

１

日

で

も

早

く

な

か

え

ら

れ

る

よ

う

に

ぶさt)

、三)′

1型糖尿病根治に向けた“バイオ人工膵島移植プロジェクト"

1000万 円～1型精尿病研究基金～

京都府立大学

資金調達実施中

【CPC(細 胞 加 エ センター )建設 】 国立国際医療研究センター

佐賀県庁への 日本 IDDMネットワーク指定ふるさと納税
ガバメントクラウドフアンディング2016年 4月 開始 :7000万 円

5000万円～平成27年 度 佐賀県庁への

日本:DDMネットワーク指定ふるさと納税～

f會′
ヽ ″

福岡大学
@nceN

国立国際医療研究センター

認定特定非営利活動法人
日本:DDMネットワーク

資金調達実施中

ごi tt

る か
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202N『治らない』から

曝特別児童扶養手当制度の認定について隆
「特別児童扶養手当」は身体又は精神に障害のあ

る20歳未満の児童を養育する保護者に対する手当

の支給制度です。1型糖尿病はその対象であり、保

護者に支給される月額は2級で現在34,300円 です。

平成22年 H月の厚生労働省からの通知により、

糖尿病についての認定要領,認定基準が変更され、

1型糖尿病の場合は以下のような条件が満たされ

れば(多 くは2級に)認定されることが示されま

した。その判断のポイントは「
インスリン療法の

管理」力S患児本人ではできず、親などの介助が必

要かどうかということに変わりました。

しかしこの変更後も、地方自治体によっては変

更主旨の誤解や理解不十分により、不適切な運用

が見られています。明らかに2級に認定されるべ

き申請者が非該当 (資格喪失)と 判定され、手当

の支給を受けられていないケースが出ており、当

方の指摘によりその判定を変更した例もあります。

最も大きな変更は以下の記述力功口わったことです。
「糖尿病はllll糖 が治療、一般生活状態の規制等に

よリヨントロールされている場合には認定の対象

とならない。但し、インスリン療法の自己管理が

出来ない場合は認定の対象とする。」

この認定要領の変更が意味するところは適切なイ

ンスリン補充量を患児が自ら判断できる「インスリ

ン療法の自己管理」の可否が糖尿病についての認定

の重要要件であることを示しています。一方で認定

要領の中に「糖尿病による障害の程度は合併症の有

無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及

び病状経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、

総合的に認定する。」との表現もあり、この項目が自

治体の判断を混乱させている原因の一つのようです。

誤認定例の共通的特徴は中請書に添付される医

師による診断書中の自己管理状況の記載には明ら

かに自己管理が出来ない旨の記述があるにもかか

わらず、「合併症がなく、インスリン補充を行って

いる限り健常児と同様の生活ができる」との理由

で結果的に非該当判断にしていることです。

この件についてはいくつかの自治体から厚生労

働省への問い合わせがあり、代表的な疑義照会例

をまとめた文書が「
Q&湘 として平成23年 10

月20日 に各地方自治体に通知されました。そこ

には以下のように示されています。

(間 )イ ンスリン療法の診断書の自己管理状況に

おいて、いずれか1つが「全部介助Jの場合は自己

管理が出来ない場合に相当すると考えられるが、l―

部介助Jと なっている場合は「インスリン療法の自

己管理が出来ない場合」に該当するとしてよいか。

(回答)診断書のインスリン療法の自己管理状

況について、
「一部介助」という診断がされた場合

は、現在までの治療内容や介助の必要な理由など

により、自己管理の状況を確認し、自己管理がで

きないと判断される場合には、認定の対象である。

また、平成25年 2月 の主管課長会議では以下

のように説明されています。『糖尿病については
「インスリン療法の自己管理が出来ない場合は認定

の対象とする」としており、診断書のインスリン

療法の自己管理状況において「一部介助」と診断

された場合であっても現在までの治療の内容や介

助の必要な理由等により、自己管理状況を確認し、

自己管理が出来ないと判断される場合には認定の

対象とすることとしているので、糖尿病の障害認

定の際にはご留意願いたい。』

これらの記載からも糖尿病の場合は、生活の状

態を重視した判定ではなく、あくまでもインスリ

ン療法の自己管理の実施可否が判断のポイントで

あることがわかります。

この制度を受けようとされる方は特に以上の点

を理解したうえで、主治医との相談で正しく記載

してもらって申請してください。また、申請後の

行政とのやり取りのためにも中請書類(診断書)

のコピーは必ず残すことをお勧めします。

FUJ:FILM

その先の、
その先へ。
富士フイルム ファーマは

多様な医療のニーズに応える医薬品を提供するため、

常に新しいステージに向かって進んでいます。

総合ヘルスケアカンパニーに向けて新 しいステージを進む、

これからの私たちにご期待 ください。

富士フイルム フアーマ株式会社
〒1060031東京都港区西麻布二丁目26番 30号 httpノ /ffp fuji● lm● o ip

お問い合わせ お客様相談室 国 0120‐ 121210
営業時間9100～ 17:30(土・日、祝日及び当社休日を除く)

2016年 10月 作成
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詳しくはWebを ご覧ください。 日本lDDMネ ットワーク 圧藍ミ

日本IDDMネ ットワークサイエンスフォーラム
2025年 1型糖尿病『治 らない』から『治る』へin大阪

― 根治に向けてのカウントダウンを研究先進地関西から 一

2017年 4月 22日 (土 )10時 30分～ 大阪市立浪速区民センターで開催決定 !

■ 1型糖尿病研究基金による助成研究の紹介 ■サイエンスカフェ等の分科会

このほか中新井美波さん (1-GATAリ ーダー)ほか関西の患者や医師による元気になれるトークセッ

ションも。ぜひ、ご参力oく ださい !

有田焼は、日本 工)DMネ ットフークの本社所在地
″
佐賀県

″
の伝統工芸です。患者の両親が経営する

小島芳栄堂さんのご尽力で、日本 を代表する作家の方々にご協力いただいています。

十五代酒井田柿右衛門先生、人間国宝の井上高二先生、禁裏 (皇室)御用窯元十五代辻常陸先生、

日本工芸会正会員の中尾恭純先生兄弟・ご子息、1830年開窯の Lん窯
″
青花

″
ブランドの各作品、そして、

文化勲章受章者の青木龍山先生の遺作 をご提供いただいてお ります。売上の 10%が 1型糖尿病研究

基金に寄付されます。

ご購入または知り合いの方 に々お勧めください!  http:〃aritaiddm.jp/DDM小 島芳栄堂 国目、

年末の大掃除や年賀状等で家庭や職場で不要になった
″
本

″
や

″
書 き損 じ・未使用のはが き

″
を

ご提供 ください。(株)バ リューブックスさんのご厚意により換金され、 1型糖尿病根絶に向けた研究費

活動に活用いたします。

□希望の本プロジェク ト  http:〃nOmorechusya― kibonohonojp/    1DDM希 望の本  国困k

□書き損 じハガキプロジェクト http://iapan_iddm.net/p_PostcardProiect/:DDMハ ガキ   膿困k

事務局長のひとり雷

2005年創設の 1型糖尿病研究基金。研究助成総額が今年 1億円を突破しま魂
日本には寄付文イヒがない、私は治らなくても良い、最初はそんなことを言われました。しかし、医学の進歩は 2025

年の 1型糖尿病根治を目標に掲げられる時代を至」来させました。

佐賀県庁への日本IDDMネットワーク指定`S、るさと納税"といつた自己負担がほとんどないという究極の寄付メニュー

まで登場しました。環境は整いました。あとは皆さんの行動次第で “根治"は実現いたします。一緒に全国各地で根治
の祝杯をあげましょう !

私は助成研究の“社会的インパクト訓面"により、研究への新たな資金循環を創造すべく頑張ります:根治が実現したら
少しだけ休みたいです (笑 )


