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2025年 F治らない』からF治る』ヘ

絵 :るかくん フ歳 (4歳発症 )

「すいあくん」はるかくんの膵臓です。

頭の傷は、 1型糖尿病発症時にたたかっ

た時の傷だそうです。

※るかくんは当法人のボランティアとして
頑張つてくれています。
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「この1年の振 り返 りと来年に向けての決意」磐長4_L献
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この 1年間 (2017年)の活動を私
たちの 3つの活動ステージ「救うJ、

「つ

なぐ」、「解決する」の主なトピックス

を挙げながら振 り返 ります。

「救 うJス テージについては、今年
の 11月 で開始から3年になる「希望
のバッグJプロジェクトが協賛企業の

皆様のおかげで継続できました。多 く
の発症直後の患者 。家族の皆さんに希
望をお届けできたことと思います。受
け取られた方から感謝のメッセージに
は、私たちスタッフも大いに元気づけ

られました。

今年は新しい試みとしてインスリン

ポンプ&持続血糖モニター(3ぜ 療法)

についての「安全講習会」をそのユー

ザー対象に5回開催しました。最新の

高機能デバイスの正しい使用とトラブ

ル対応について、必要な知識の普及・

教育を目指し、今後も継続してまいり
ます。

「つなぐJス テージは、患者 。家族

同士のコミュニケーションだけではな

く、私たちの周 りで支えていただいて
いる様々な分野の方々との連携によ

り、 1型糖尿病や私たちの活動への理

解や参加をいただく活動です。
「カーボカウントおよび先進デバイ

ス活用セミナー」は今年も継続し、通

算 6Cl回 を超えます。医療従事者の方
の参加 も多 く、「カーボヵゥント法」
の日本での定着に貢献できたものと

思っています。
1型糖尿病の絵本は、 これまでに

全国 47都道府県の病院、図書館等に
lCXXlか所以上に置 くことができ、病
気の認知度向上にも繋がっていると

思っています。

また、この 2年間で集中的に研究助
成を行ってきたバイオ人工膵島移植に

関する社会的インパクト評価 (専門家
に委託)に も着手したところです。

「解決する」のステージは、1型糖
尿病への根絶 (治療、予防、根治)に
向けた研究支援の活動です。2014年
からスタートした佐賀県庁への “日本
IDDMネ ットワーク指定ふるさと納

税"、 マンスリーサポーターの方々の

増加などを通じて、今年も多くの寄付
金が集まりました。特に大きな期待を
込めた「バイォ人工膵島移植Jプロジェ

クトには、集中して研究費助成を行い、
6月 には総額 1億 50∞ 万円の交付を

終えたところです。これからいよいよ

研究が本格化してまいります。この研
究進捗については継続 して報告してま
いります。

今後は、こうした根治の研究だけで

なく、治療や予防の研究にも支援して

参 りますのQ引 き続きご協力をお願
い申し上げます。

今年は運営基盤の強化として在京の

新しいスタッフも加わりました。大阪
でのサイエンスフォーラムや全国各地
のイベント、絵本を贈る作業など、多
くのボランティアの方々にも支えられ
ました。

企業の方々や寄付者の方々にも継続
的に様々な形でご支援いただきまし
た。

この場をお借 りしてすべての皆様に

あらためておネL申 し上げます。

1型糖尿病の根絶のために、そして

その日までの課題解決に向けて役職員
一同、心を一つにして邁進してまいり
ますので、来年も今年以上のご協力と

参力日をよろしくお願いいたします。
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糖尿病による障害年金の

2016年 6月 1日 、 障害年金 の

審査 に用いる代謝疾患 (糖尿病 )

の障害認定基準が一部改正されま

した。治療 を行ってもなお、血糖
コン トロールが困難な症状の方が

障害厚生年金 3級の対象 とな り、

日本 IDDMネ ッ トワークで も相

談のお電話をいただ くことがある

のですが、制度が複雑…。なので、

社会保険労務士さんにお話をうか

がい、 まとめてみました。

あ くまでここに記載されている

のは概要なので、詳細については

年金事務所や社会保険労務士さん

にお尋ね くださいね。

【障害年金 とは】

障害年金は、病気やケガによっ

て生活や仕事などが制限されるよ

うになった場合 に受け取ることが

できる公的年金です。

障害年金には以下の 2種類があ

ります。

障害基礎年金 (対象 :年金加入

者、20歳未満 または 60歳以上 65

歳未満の年金未加入者 )

障害厚生年金 (対象 :厚生年金

加入者。障害基礎年金に上乗せ )

【障害認定日】

障害認定 日とは障害の程度の認

定を行 うべき日をいい、傷病の初

診 日から起算 して 1年 6ケ 月経過

した日、又はその日までにその傷

病が治癒 した場合においては、 そ

の治った日 (症状が固定 し、治療

の効果が期待できない状態に至っ

た日を含む※)と な ります。障害

年金は障害認定 日を過 ぎてからで

なければ請求することができませ

ノし 。

※疾患 によ り肢体の運動機能障害

が生 じた場合 (下肢切 断箸 )、 慢

性 腎疾 患 に よ り人 工透析療 法 を

行 っている場合 は、人工透析療法

を受 けはじめてか ら 3ヶ 月 を経過

した日な ど

。初診 日か ら 1年 6ヶ 月経過 した

日

・ 1年 6ヶ 月以内に傷病が治癒 し

た場合はその日
。上記 2つ が 20歳 前 にある場合

は、20歳の誕生 日の前 日

【障害年金の受給資格】

年金に加入 し、年金保険料を支

払っていればもしものときは誰で

も受給することができます。

・初診 日に国民年金、厚生年金、

共済年金のいずれかに加入 して

いること
。または初診 日が 20歳 未満 で、

成人 しても障害が続いているこ

と
。障害の原因 となった傷病やけが

について初診 日が特定できるこ

と
。初診 日月の前々月までの被保険者

期間 (加入期間)の 3分の 2以上

支払っているか、直近 1年間支

払っている (保険料免除期間は未

納期間扱いにならない)こ と

【障害状態の目安 と

支給障害年金】

障害状態の目安はおおむね次の

とお りで、個別 に分析 が必要 で

す。障害基礎年金は 1級 と2級 の

みで、3級 は対象外 とな ります。

【糖尿病における

障害厚生年金 3級の条件】

2016年 6月 1日 よ り障害年金

の審査 に用 いる代謝疾患 (糖尿

病)の障害認定基準が一部改正さ

れ、「治療 を行 つてもなお、血糖
コン トロールが困難 な症状の方 J

=「以下の条件 にあてはまる方 J

は障害厚生年金 3級 の対象にな り

ます。

1 初診 日に厚生年金に加入 して

いること

2 検査 日よ り前 に、90日 以上

継続 して必要なインス リン治

療 を行っていること

3 次のいずれかに該当すること
。自分自身の膵臓か ら分泌される

インス リンがほぼ枯渇 している

(血清 Cペ プチ ド値 が 0.3mg/ml

未満 )。

。低血糖昏睡をひと月に平均 して

一回以上起 こしている。

・インス リン治療中に高血糖昏睡

を一年 に一回以上起 こして入院

している。

4 就労できない ※就労の形態

によっては対象になる。

【社労士さんからのコメン ト】

注意する点は国民年金 (制度の

名称 。支給される年金は障害基礎

年金)は 3級が対象外 という点で

す。高血糖や低血糖だけでは 2級
以上の障害国民年金の認定がむず

かしく、他の合併症 との総合的判

断 とされています。

支給される障害年金の額は、加

入 していた年金や障害の程度、 ま

た、配偶者の有無や子 どもの数な

どによって異な ります。

なお、障害認定 日が過 ぎている

場合は、以降 5年間は遡及 して受

け取 ることができます。

障害年金 の詳細 は、「ねん きんダ

イヤル」0570-05-1165又 は最寄 り

の年金事務所や年金相談センター

に問い合わせて ください。

障害
等級

障害状態の目安
初診日に加入 していた年金制度

国民年金 厚生年金

1級
おおむね寝たきりで常時介護が

必要 級
難

１
堂
ロ

障 級
難

１
堂
曰

障
1級

障害厚生

2級 随時介護が必要で、単身で生活
(一 人暮 らし)で きない

2級
障害基礎

2級
障害基礎

2級
障害厚生

3級 日常生活にはほとんど支障はない

が労働については制限がある。

3級
障害厚生
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恥「低血糖アラート犬」の育成に向けた新しい取り組みがスタート! 畢
この度、 日本 IDDMネ ッ トワー

クは、殺処分ゼロヘのチャレンジや

災害救助犬やセラピー犬の育成など

の活動 を続 けられ る ピースウィン

ズ・ジャパ ンさん (広 島県神石高原

町)と 協働 して、殺処分を逃れた保

護犬の中か ら低血糖アラー ト犬を育

成する取組みを始めることとな りま

した。

米国や欧州など海外では既に実用

化 されている低血糖アラー ト犬 は、

患者が低血糖時に発する臭いをその

類 まれなる嗅覚で察知 し、低血糖を

知 らせて くれる訓練犬です。遊びに

夢中になっている際に低血糖を起 こ

しやすい子 どもたち、低血糖症状が

現れに くくなるという高齢者の方や

罹患歴が長い方など無自覚低血糖に

悩む方はもちろん重症低血糖の頻度

が多い方にも安心をもたらして くれ

るのではないかと期待 しています。

先 日、この低血糖アラー ト犬の育

成に関わる トレーナーの養成、そし

て、人の嗅覚 トレーエングの際に必

要な患者の呼気サ ンプル (息)を 集

める機器 の購入のためにクラウ ド

ファンデ ィングを行 い、 179名 の

方か ら 3,058,000円 もの寄付の中

し込みをいただきました。ご協力い

ただいた皆さんに心より感謝申し「1

げます。

私の念願でもありました低血糖ア

ラー ト人の育成がいよいよ国内でス

ター トで きることを本当に嬉 しく

思ってお ります。新しい挑戦に今後

ともご支援ならびにご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

専務理事 大村詠―

保護犬のだんごちゃんと患者のりあんちゃん

日本イーライリリーは製薬会社として、

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、

中枢神経変性疾患、疼痛、がん、

糖尿病、成長障害、筋骨格系疾患、

自己免疫疾患などの領域で、

日本の医療に貢献しています。

日本イーライリリー株式会社
〒651‐ 0086神 戸市中央区磯上通ア15

-11ly cojp
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Ill大阪市でチャリティーコンサートが開催されましたI IL

2017年 9月 8日 、NHK大阪ホール  うに支援をしたい |と いう熱い想い    1ヽ1:=::颯
で(一社)難病患者を支える会主催の「1 で開催されたものです。           ● :‐

型糖尿病患者研究支援チャリティー  井上龍

コンサート」が開催されました。    式では挨

このコンサー トは、毎年チャリ 録をいた

ティーコンサー トを開催されていた  であリア

方のお孫さんが 1型糖尿病を発症さ ん、

オヽ 1型糖尿病患者 さんを支援 した  出演され、

い !1型糖尿病が治る病気になるよ

曝年末年始に不要品のご寄付をお願いします!曝 奮吼爾ET署F・ 11~l~/:｀ :アHIも
´
:」へ‖HVノ ―` HJ:J じ

“
υだ´ヽ ‐ Vい  ノ o ~日 1  ｀― い ｀

`｀
｀‐。

1不要の古本・ DVD(チ ヤリボン)     1不 要の貴金属・ プランド品 (お宝エイ ド)  1書 き損 じハガキ

不要になった本 。CD・ DVD・ ゲームソフトなどを株   自字に眠っている資金属、プランド品、テレカ、商品   書き損じハガキ、未使用切手は

直接事務局にお送りください。式会社バリュープックス様へお送りいただくと、買取  券、古銭古紙幣、骨董品などを、お宝エイド様に着払             _
金額が日本 IDDMネ ットワークヘ寄付され

三
す。

P, ぃでぉ送りいただくと、買取金額に 10%が上乗せされ   ,          I
以上は無料で集荷に来ていただけます。職場や学校  日本 IDDMネ ットワークヘ寄付されます。        |

品刷昴     9淵 浮p DDM…ド団

1型糖尿病根絶に向けた研究助成に活用させていただきます。

“ゴールデンスピリット賞"受賞おめでとうございます !!

11月 7日 、プロ野球の社会貢献活動を表彰する報知新聞社主催の第 19回 ゴールデンスピリット賞に岩田稔投手が

選ばれました。こうした交流会や 1型糖尿病研究基金への 1勝 ごとに 10万 円の寄付等が評価されての受賞です。

益々の活躍を願ってます。

大掃除等で不要になったものを

I DDM ハガキ ■ョ墜■

曝【会員限定 !】 阪神タイガース岩田稔投手 との交流会開催 暁

毎年、 日本 IDDMネ ットワークの

会員限定でご案内している阪神タイ

ガース岩田稔投手 との交流会を今年

は7月 25日 と27日 に開催いたしま

した。

25日 は岩田投手が登場 !サ イン入

りの黄色いTシ ャツを岩田投手から

直接受け取 り、質問コーナーで色々

なことをきいてみた り、記念写真を

撮っていただいた り。参加されたみ

なさんはとても喜んでいました。

27日 は岩田投手の今シーズン先発

初登板の日 !そ のため岩田投手 と直

接会 うことはできませんで したが、

参加者全員で岩田投手への応援メッ

セージを録音 し、岩田投手に渡 しま

した。マスコットキャラクターの

キー太君が大活躍 して くれて楽 しい

時間となりました。

7月 25日 (火 )、 27日 (木 )と も

に、交流会のあとは阪神タイガース

対 横浜 DeNAベイスターズの試合

を阪神甲子園球場で観戦。27日 は岩

田投手の初登板を見ることができま

した。

岩田投手、いつも希望をありがと

うございます !
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理 事

中島

高校生の頃に発症 し、患者歴約

15年 の中島恵 と申します。座右の

銘は、「卵を害」らなければオムレツ

は作れないJです。この病気にかかっ

てから、それ以前の自分に比べて心

配事が増えた気はしますが、内にこ

もることなく、積極的に殻を破って

いきたいと思っています。皆様 と共

に、いつかこの病気を「治る病気」

にするためにも、微力ながらお役に

立てたらと思ってお りますので、宜

しくお願いいたします。

事務局次長

山北 洋二

縁あって在京スタッフとなった山

北洋二です。遺児の進学を支えるあ

しなが運動 に長年参画 していまし

た。あしなが運動は遺児自身の問題

を後輩遺児のために行動 した当事者

運動です。 日本 IDDMネ ットワー

クも「治 らない」から「治る」の強

い意思の患者 。家族会です。忙 し過

ぎる業務を、自らの仕事を終えて無

報酬で頑張ってられる役員 さんや、

子育てをしながら電話 とメールで仕

事をこなす職員の皆さんに負けない

ように、ファンドレイジング (募金 )

に頑張 ります。

事務局

谷口 成子

4月 か ら事務局 にお世話になって

お ります、谷口成子です。 これまで

知っているつもりでいた 1型糖尿病

の ことも日本 IDDMネ ッ トワーク

の活動のことも中に入 ってみると知

らない ことが多 く勉強の日々です。

日本 IDDMネ ッ トワークでの活動

を通 じて、ある日突然 1型糖尿病 を

発症 して戸惑って らっしゃる方や ご

家族の不安なお気持ちに少 しでも寄

り添 うことが出来れば・ 。と思って

います。

悪

ノボ ノルディスクは世界に展開するヘルスケア企業として、90年以上にわたり糖尿病ケアの革新をリードしてきました。

この受け継がれた伝統によって得た経験と可能性により私たちは、血友病や成長障害、そして肥満など、

糖尿病以外の深刻な慢性疾患を抱える方々もサポートしています。

ノボ /Jレデイスクフアーマ株式会社
〒1000005東京都千代田区丸の内211明 治安田生命ビル
電話 (03)62661000(代表)FAX(03)62661800
VVVVW nOVOnordなk coip

JP/CD/1017ノ 0593(2017年 10月 作成)
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瞑インスリンポンプの皮膚トラブノン対策壌
最近インス リンポンプ利用者が増

えて来たため、皆さんからインスリ

ンポンプの皮膚 トラブルについての

相談も多くなってきました。

寄せ られた皮膚 トラブル相談の対

策について、実際に数多 くのインス

リンポンプを利用 している患者の

皆 さんを診 られている「D Medical

Clinic OsakaJ院 長の広瀬正和先生に

情報提供をお願いいたしました。そ

の一部をご紹介します。

くポンプの注入セットでの トラブル>
インス リンポンプは通常 3日 に 1

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。

様
々
な
皮
膚
保
護
材

回注入セットの交換をしますが、細

菌感染を起こすとインスリンの効 き

が悪 くなり2日 毎の交換が必要 とな

る場合があります。

<かぶれの トラブル対策>
軟膏を塗る

ステロイ ド入 りの軟膏を処方 して

もらう。もしくは主治医に従った薬

の用法容量を守 る。 リンデロン⑪、

キンダベート①、ロコイド⑪ などの

軟膏はステロイ ドの軟膏を1日 に 2

回程度薄 く塗っておく。

皮膚保護剤を使用する

ご自身の肌に合 うもの (保険適用

外の為自費購入)を見つけて行 くこ

とが必要。

1型糖尿病 をお持ちの皆さんは、

皮膚 トラブルを起 こしやすいことも

あるので、 トラブルを起 こしにくく

するために !主治医とよく相談の上

自身にあったオリジナルの トラブル

時の対策、保護を心がけてほしいと

思います !

また小さなお子さんをお持ちのご

両親 には、夏場、ポンプ使用時に

原因不明の高血糖 になった時はカ

ニューン部分の炎症や膿んでいない

かもチェック項 目の一つに入れて頂

けると解決も早いかもしれません。

このインス リンポンプ使用時の皮

膚 トラブル対策 !詳 しくは、 日本

IDDMネ ットワークのオウン ドメ

ディア『P斑弼S IDDM』 を ご覧 く

だ さ い。LIRL hっ ://press― ddm.neブ

山 betes/iddm/2781/             
′

bJ
SANOFIサノフィ株式会社

〒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ワー WWW.San01.co.jp



嶋アボットジャパンのグノンコースモニタリングシステム「FКcSwlCリ ブン」が保険適用に1壌

すでにご存知の方 も多いか と思

いますが、アボ ットジャパ ン社の

グルコースモニタ リングシステム

「FreeStyleリ ブレ」が 9月 1日 から

保険適用 となりました。 これにより

処方を希望する対象者 (イ ンス リン

製剤や GLP-1受容体作動薬を使用

中の患者 など)は、「血糖 自己測定

器加算」が準用技術料 として加算さ

れます。

この新 しいデバイスは、皮下にセ

ンサー (画像下側 の 500円 玉サイ

ズ程度の白い機器)を挿入 して間質

液中のグルコース濃度を連続的に測

定 し、 リーダー (画面中央の黒い機

器)で Suicaゃ PASMOな どのよう

にスキャンすることで、連続測定さ

れたグルコース濃度の変動パターン

などを把握することができます。

一度装着すると2週 間は好 きな

だけスキャンすることができ、グル

コース濃度の値 と傾向を把握するこ

とができるため、欧州で発売された

2年前から日本参入が期待 されて、

昨年 5月 に医療機器 としては承認を

受けていましたが、ようゃ く保険適

用が実現 しました。

しかしながら、施謝 」限はないも

のの、少々複雑な保険適用のため、

日本全国の医療機関で採用されてい

るわけではないのが現状です。導入

の見込みやその時期 などについて

は、かか りつけの医療機関でご確認

をお願いいたします。

保険適用された「FreeStyleリ ブレ」

FUJ:F:LM
Value from Innovation

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應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
〒106‐ 0031東京都港区西麻布二丁目26番30号 httpノ /ffp fuir‖ m cOlp

お問い合わせ お客様相談室 国 0120‐ 121210
営業時FB59:00～ 17:30(土 日、祝日及び当社休日を除く)

2016年 10月 作成



わたしたち日本IDDMネ ットワークの

20257『治らない』から

詳しくは Webを ご覧 ください。 ツ トツー

佐賀県庁のご協力により、佐賀県庁へ日本DDMネ ットフーク指定でふ

るさと納税 (佐賀県庁への寄付)さ れた場合、寄付額の 95%が、1型糖

尿病の治療、根治、予防に挑戦する専門家に方々への研究費助成のため

に活用できるようになりました。

おかげで 1億 5000万円をこえる研究助成を行うことができています。

佐賀県庁へふるさと納税された場合は、以下の税制優遇措置があります。

個人の方は、2000円 を超える寄付をすれば、一定限度額まで、寄付額と

ほぼ同額が支払うべき税金から納税軽減 (還付、減税)さ れます。

企業の方は、金額損金算入できます。

滸0鳥艤鳳 ,

皆さま    佐賀県庁    日本:00M    l理 電尿痢の
ネツトワーク    研究ロロ

詳しくはWebを ご覧くださtヽ.IDDMふ るさと納税 厖雷ヨヽ

htt p://japan― iddm net/furusato/
最新の研究助成 プロジェク トは↓から

https//www furusato tax jp/gcf/224

2018年 1月 14日 (日 )10:30～ 16:30(10:00開 場)曰時

会場

講師

定員

貸教室・貸会議室 内海 (本館東京学院 ビル)3階教室 (東京都千代田区三崎町 3-6-15)
広瀬正和先生 (D Medical Clinic Osaka 院長)

120名 (先着順 )

時

場
師

員

日
会
講
定

2018年 1月 21日 (日 )10:30～ 16:30(10:00開 場 )

東別院会館  2階 蓮・橘 (愛知県名古屋市中区橘 2-8-45)
広瀬正和先生 (D Medical Clinic Osaka院長)

110名 (先着順 )

2018年 2月 24日 (土)10:30～ 16:30(10:00開 場 )時

場
　
師

員

日
会
　
講
定

ドーンセンター (大阪府立男女共同参画・青少年センター)5階特別会議室

(大阪市中央区大手前 1-3-49)
川村智行先生 (大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 講師)

110名 (先着順)

参加費 :市町村民税非課税世帯の方は無料です。お申し込みの際に事務局まで

メール等でご連絡 ください。

事務局だより

日本lDDMネットワークの事務局は、事務局長 (平日の日中不在)と事務局次長|(震

東在住)と、東京。千葉。佐賀・熊本で業務を行う女性たちで成り立つていますb業務
は多く、職員も各地にいるので、いろいろと大変なこともあります。皆さんからの励ま

しの言葉:を原動力に、これからもがんばります!そしてそんな事務局を手伝つてくださ

るボランテイアさんも大募集中です |

「カーボカウン ト」は炭水化

物量に注目したインスリン量

調節法です。お昼ご飯で実践

しなが ら一緒 に学びましょ

う !




