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日本IDDMネットワークは

全国の1型糖尿病患者や家族を支援するNPO法人です
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月革島移植について～第1回～ ��

理事:後藤昌史(東北大学国際高等研究教育機構医師) 
(東北大学移植再建内視鏡外科兼務) 

_二卜叩二紀はIJT.臓移植や的柵凝移植といった臓貨:i移N･;が人きくr刈化しましたが､ /HtJ.一紀中には､上り

安令かつ低侵TfLi(*l)な細胞移付･:4/,i法-iT.役が移り,変わっていくと&,-えられてい圭す.その中でも搾

.ら:]移植は､特にrll･いl制lJlに標f-lii治棚として確､Ll:すると考えられていますが､鵜川三のl搾.I,.1]移帆ま`l血

彬を安'Jii'化させるための低侵tiJll治嫉"と位LT･'rTつけられていますo

これから､作,L..r]移植u)現状･裸拙･賦qJ_について:二_J‖1に渡りできるl眠り分かりやすくりRryJL､そ

れに対する払l王のふと新の取り糾みについてヰ)お知らせしていく[･',上です

(*1)1JiTf13 1･ ｢ f･f,li｣ ｢E'(嫉処LrFrT.｣などの外部からの1..uL故による身附二村する川fl.や亡,;三汎

願鰍ば
1 '-棚,1t尿病む舟に対するIrli一桝田胞のlrF...換娠rl三として､これまで朋蔚旨そのものを移植する脚榔紺1-が臨卿()に

称､■′:されてきましたが､ I--i,llfl,17511-が人きいこと､舶JhIFLi治蜘ことって必ずしも必要ではない外分1.21,寿,脱衣の附随

移帖がfllJ払L!-;a)ljil.Lqtなること､また拒絶比心呼に移帖グラフト(移他用組紙片)の除よか∠項であることなと

から､それに代わるlrll換舶去として低侵(fljで分卿tJな糸l)lFl跳卓抜である帽.(::,-移帆の碇､`/二が強くヤほれてき重した

このような状L兄卜で､ 2000 'LT:･に新しい附:.∫"1,移帥加法として…ェトモントンフロトコールー'(*2)か･:,Fi;1.され､

炊米をLFJJL､に広く沖及し､fR/liまさにl刊約三病.lil.昔に対する理鮒杓御伽i:･として確､''･_され上:)としておりモ

す

(*2)エトモントンフロトコール　カナダのクルーフにより-.･7人されたス

テロイトを川いない新しい陶土.rJ移齢ノ)71.･

脚臓は､ iiljlヒ酵宗を分泌して榊ヒl]jlqjLを助ける外分泌細胞とインスリンや

クルカゴンなとのホルモンを分泌して血批洞田iを子JうrJIJ分泌細胞との､2種板

の'f'.く働きU)取なる棚臼肺により構成されていま｢L l叫lに示しますように､

什桝l分泌細胞群は脚戊令体の約99%をノ.-める岬外/I)泌組織のLFJに･.'人々と故/I.:

しており､その様j'-からqi-.J1.1はいう名称がつけられ広く優用されています_肝

[･:,はLlz1:f朗､約0.卜0. 1 rImL7)球状の納El塊で､成人一人あたりのF馴故のLI.に

約100Jj仰げlIll-:してい圭+, nli-.[:),はo細胞･ J絹凹胞･ ∂細/A. PT,細胞より構成さ

れていますが､ 60-700;は/細川如,rL..めていますu lj細川白は､血棚がl･_r,('した

場合に血桝を低卜させるホルモンであるインスリンを分泌します

J丈対に血札IriJ;低卜しすぎた時には､ (t細如､ら血糖を卜.rflT-させる働きが

あるクルカコンが分泌され吏七二のように,描.(.i,はそれ川本で血11.ltをIFi:q如し

HrLl】rli'fを'fJうことが‖r能であるため､細胞塊ではあり圭すが､ J5･えようによって

Tj. ･つの小諾㌢r:.:と捉えることもできます｢

障臓は直径01104 mmの約1㌔を占める

内分泌細胞塊である藤島と､それ以外の

外分泌組織より構成されているo



lllF占.1,移的の:jlf Jk的rl的は､インスリンのrjh化繊法によって幸j lL'LL枇コントロールがFj;1雄であるET.:1JIl=: 1 J棚,lr

脚l)],lLl･.井のIl'ILlg,鮒l:を安'JiI化させ､それにより低【1'T塊Ir稚作を(,I),'IJ汗けることです,,それにより副次的に柑促病合

併症を11tLll･.し､究仲的には山井の/(:.清のTiをrrLIJ l二させるたbl)インスリンからV)嫌脱を目指しています｡ nl;i:,(..lj

移付J:の適見てとなるJril蛸は､トナーが付雌にrJ'llられる恥1j(においては､即粗描u)インスリン分泌1IJyJr,lilt_に柚托し

しており､榊J7ii病rW]rJt束などL/)エキス--トによる治蜘こよってもfL'lL糖のコントロールが【木1雌であるインス

リン依/il'L-.の巾二症l呼射淋病心抑こなります,陀l.,1J移植の),六法としては､ ･TT_hlIi娼妓症や.'nlAtl'l三lirrllJ',壬の榊,lllrL rな

と/-JJll,i',けられますし　またアルコールrlJJj=や･T,_llJ.Jl=_肥i(i..)のJLlr井も適).Lこ外となります

日本で搾!.'.11格納をIT.･?1.するJ結合は､必啓検査テ一夕をそろえた;)えで､ FJIE陥り-,移帖研究会が..lLK''lH~る陀L..■J

移情適(.Lこ検｢.寸委n会にト_治医上りrいい.■)を子Tう必要がありますー適応があると認められた場汁には､岬Jli,ti.r,'.1,移

lLT.]:fJI究公にレシヒエントく経た(移ttllJ_JT,-?I_廿のIjr鮎詮格納ネットワーク-a)脚淡)を'l Jいl凧▲:,-の‡,FLIT化を待つこと

になり毛す　脚搾.[:.I,秒1仰彬E会が.i,Fc'/,iI L ､陀l▲.I,移11lr:を子Jうことが･･†fJIEなJJJiu-.没が税/l三乍LJ-lに6つ(瓜lヒ人'1-I:､

Tl･.･は.1,[･Jミ科人-;::､ T･炎心榊iJ,三､人阪人′ユ･':､ );iAGJ;入学､州h'l]人一､i･'=) lrJ-/[:し圭すが､規子ru)ルールではFLT･.廿がri放

a)J貼.没に榊.31(を子Jうこともrlr誰です｡ F隅Llj移桝はFrJlql臓移植と陀なり､ JHllTjfFll*Lylも卜で子Tうことが‖T能です(也

2)妃作よりfLititされた脚乱上り'JJl雄柚,Llr. Lた階l.一r)を､約200 ml a)淋夜とともにLIGT7LT/kバックに入れて移hll･:

に仙えます超..TJIit'椀作で‖冊胤ノ,]V)状況を帆-'L'.したうえで､肝臓ノ､】のIhL管であるrHJ脈-カテーテルを刺さりし､

X紬劇比でI恥盲告LtLlがらカテーテルをi止してMI:).,lj浮遊11'iをIIiJ＼し去す, Ii三人終｢桧､劉叫したカテーテルを

抜去し､ EJ二血拙作を子rって移植扱作が終rするため､乍l'_fr.i_に柴する蛸'r'.)は約20-`1O分です.. FJ封:,1J移帥手

技はEMJ:.a)[･J城亡技術で相打】易な技術であV) ､柳Lt■.I T･frltTのr;;'.ミの合仰L'I:J_棚!l.班:-I格納丁子柏こ比較して1脚)て少′LIL ､

･女付1-_L7),ミ■小､LIfT.Jj.(と.丁えますrr了]4,11モU) T･1必まlJLJ脈の採Il')LやlI]L,'lJ'Tu)造T,1三などで桝矧二'T rかれている))淡である

ため､既に多くL/)経験がfLlほれていますn

図2　勝島移植の流れ

XTi-- Fil

牒島移植とは､特殊な酵素剤を使用し障巌よりインスリンを産生する勝島のみを抽出し､局所麻酔下に点滴の

要領で移植を行う低侵掛安全な細胞療法である0
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移帆搾/l'.13が′F=.jrければ､血糖値を感知して必要なE'iiのインスリンが分泌され､血相LL耳が低卜すればインスリ

ン分泌もIEl qi)J的に少なくなるので血満帆肋u･'/請,'化しますo血8.J汀が瓜,;I;城まで低卜しない場斤は､移榊け制1.11がIL･:

絶FjkJ芯により消失した場合と､肝臓のLIJに′1-1き残った移胆什礼liの･71が不足している似介とが考えられます｡い

ずれの場合も､インスリン1上射を縦けて次の暇[..TJ･移位の機会を待つことになります　欧米では比較的如い!切lHJ

で次U)F!'ELT,移植の機会が.i/JJれますが､日本では2 lr71日のl隈E;:,一移帖を.受けることができるまでにかなりの11柵】を

坐するため､ FL=.1rlした隠l:.1,クラフトに過剰なf11(.,-fがかかる,L.EfjJミ大きな況越です｡ l搾.ll'.Tj移帖においては､拒絶反

応が起こった場合でも移1Ll')I Lた階E..liは日然に汁i滅するため､付!'訊腹移rlL'lIと興なり改めてグラフトを摘.Ll-ける丙T･･

術が必要ない点は特jtlに仙しますJ

<次号につづく>

∩
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diabetes
よりよい犠尿病ケアを目指して
ノポノJレディスクは.すぐれ1;I:医薬品の提供だけでなくt
T311召さんや医療従切石のみなさんの声にも甘をfDjEj-.

確尿病ケアのさらなる改吉を目指していきますo

よりよい未来のために.弘たちは.

もつともつとお手引こ立ちたいと考えています｡
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新学期を迎えるにあたって

広島｢もみじの会｣幹事　小川典之

1新学期､新しいスタート!

人榊･入学･避矧二ともないqTたな光′1'_や友過とHL,会う季節となりました,, 7-ともさんt,帆准昔の))

も期待とイこ安U)入り/i-じった'Xi持ちで新て二!lJ]を迎えられたことでL L I) 1 lf.JlJ_糖Jj-ミ病があればイこ'女はさ

らに人きくなってき圭す　そのイこ安を少しでも小さくし､楽しい'-i':校Jl=_活をスタートさせるためにとの

ようにしたらよいのか､ 1 J甘-J桐油細川.た1 JIT:･の/･どもを持つ細であり申rl':校数‖爺でt,ある;ll.昭から対Iiこ

の･例を示させてlflきます_　なお､ rL'･院.ミの現場では､個々の(･どt,さんや′家庭･ ∫-Y=1如)拭了･ ･友辻は】係

などにあ11)せて対).Lこしてください圭十ようお願いし吏すー

2.先生は､ 1型糖尿病のことは何も知らない｡

私は今1卜で教職n']ミ活301L･rlを迎えました(これまで.LH会ってきた′L:.徒は約4 5 00人になります

しかしそU川.に1倒れ軸締りの(-と幸)はセロです　もし我が/がl )剛?.ltlA-ミ病を稚症していなければ､私

はl TPT! 1 2JT_!U)L六二別はおろか榔J1-i;);J]のこともほとんど知らtLlい妻妾教帥をしているだろうと思います=

ですから｢光fl=.､うちのJ'･は1)F棚脱病ですコ　よろしくお願いします｡｣と言われても『1巧蛸似柄

ってどんなJll･{xt?特別な支援が必要なのだろうか?一判交′1'_爪は..W.--油に送れるU)だろうか?　-.』な

どと光′ト_〟))かイ二安になり『構えて』しまうことになりますL､

3　必要JL小限のことを具体的に伝える｡

少し.講がそれますが杜がjfl_IT:した′H,iIのIIJに小LllJ.lL:.L･iによりH1-mLilla.汁. (ぷ肥ri･547)で他の)[1JIl比V)糾ノJ i'

ほとんとない′1_7,11が人,i-I:してくることになりました｡はじめはとんな肘藍なV)だろう,入学式u)式Jilに

入るのに帥助が必,illだろうかなどと人変イ二安に一riI.し､圭した∪　^Li'=j･CllJhJH､本人･保.逝井にな校してriTl.き

吏LたJム主桝は廊卜や職Ll宅内の机なとにぶつかってい圭したが､ Jt場まで子jく練-Li--,'を数rrlけると　-人

で)i:'いていけろ車力,わかり『これなら人丈)i-』と不安がなくなり吏したr,即rliにとって何ができて(,lfが

できないのか､どのよう榔Ifに教師や仲Il''lJの援助が必･恕なU)かがわかれば多くU)lAll含対応できモすし､

イこ安は少なくなり過剰J丈l.L二が減ると上il.い吏す｡

1型糖尿病の場合に伝えておくべきことは.次のようなことが考えられます｡

①　注射をする場所の確保

②　低血糖の症状と対応方法

③　友達にどこまで知らせるか

①学校生活に制限はない｡何でも他の子どもと同じことができる｡

cl)と③はfllJ姓があり1叩棚脚内であることを淋rことができない場介はti-'･qlほする場所U)耐水が必

少となりますれそu)Jll今でもは脚.lfに毎｢1道il･ (インスリンで)を持ってI･･l処か-出かける71'Jl友を見

ると何かrTTいかけられることは避けられないと,FTu.Jlいます,_,

C;,);こついても､ MJ-食を問食やおやつとみなされ､ねたみやからかいになるIil合があります-

ですから(I,.)の口耶iEiはとても.rf要です｡病lLがありイン-/,リン往別が必俊であること､桃氏をするIl/l合

があることについてはクラスU)友1出二伝えておいた))-かいいと′lLJlいます　とU)ようtLlliiえjJをするか吏

たど0)程雌IiiえるかについてはJ'･どヰ)たちの年令や･､;:=械なとの',,rjtlH'Xt､そして}'i:.JLlの;rJII兄を兄ながらfR-

LT=LJ)光′1-.と仙淡L TIill断するのかよいとl患います

1



①については特にきちんとIii･えておき美しょう,, 1型雛)刺内についてlr叶も知らないblL:FIT.は.,Rr刑をり肌､

ても『もし人変なことになったらいけないので･ . ･』という'Jt持ちになり､ ｢休符は休みなさい｣ ｢ク

ラフ机刺はしてはいけません｣ ｢修';･':旅行や追払は保.I.位者に来てほしい｣なとと過剰反応をすることが

あL')ますL,もしそのように受けとめられていると越じたときは､ Ij三治【毛の先/1:_から『下校Jh活に制限は

必-ligなく何でもできる』ことを辿絡してJLrl.くとよろしいと思いますn

いずれにしても持ち1･_がりtj:とで先′巨が7-どもさんの状況を把柑されている場合を除き､ Ii.t接fFl.IT:o')

光′1~_ ･拒.雅の光Jl三･校出先/となどに直接会ってF一どもの様仁も見てげlきながら①～④について目方をして

おくとよいと一tLT.います.⊃　人′羊(r･itl)式･始業式などのI'JT｢ごあっても､ほとんどの'fi:校で対応してTflける

地膚t撃枕生活

I型鴨序轟
イン又fJン書け●
こtがでt餅t

↓　　　メ

インスりン
魯構う必亨　　ヽ

徒肘

○注射をする書所

0オーブンl=できるか

0宿泊を伴う行+

○運tb会.クラブ藷h

ものと思いますL　本人も　一緒に占,Ti･し合

いに参加し､性格や本人の/Tl.望をFlrHい

ていただいておくのが良いと思いま

す.

発症したばかりで保.選者のノブがと

のように説明し､お脚いしたらよいの

かよくわからないときは~F_治医の光
′l二にお願いすると学校へ辿絡してく

ださるJi!,合もあるようです｢､

またインスリンのIrl備や祁】食を保

拙宅などに保:Lr'言･しておくことも是非

お脚いしておいてくださいL,

○予防対策

oおこしたときの対応は　　詳細については､ ｢1本I I)l)Mネッ

トワーク先1JJの『 1 JP･!糟IRjr)】 [ I I)∫)

M]お役､L/J_らマニュアル』のパートlと′､-ト2を参.'号にしてください一

二二でお目Jl'しした内容は小'-;:=FF_以上の児,'托･ Fl:_徒さんについてはある程度参考になるかLl山､ますが､

幼LLlや他の障Til:なとも併せ持っている7-どもさんのIil合は､自分で注射をしたり､ ElI分で状況を..再せな

いこともありますのでいくらか保[識者のノJ'に協ノ)をしてL(l;く必･ijもあるかもしれ圭せんので､そU)場合

は特に′ぎ:校^:一字と保讃符でしっかり.消し合っておくことが大切だと思いま｢卜.

4.数社Å向け研♯会に参加していただきましょう｡

教子['委n会などが1巧当村恨柄について益.J遊教‖帥Jけに研修をしているところはほとんどないようで

すが､ 1/･-:JL";爪･壕加L'.卜人阪l付などでは､砧牛lnrl.者会がi三催して学校の光J1-lrrr.)けの1 ,T_!榔r尿病の研修会

を行ってい吏す=　このほかにも舶叫やイく(,i'ltJHこ｢剛性しているところがあります,

lLl/分のクラスのFF_徒や他言11,着からお願いされると『子rってみようかな』と思われることが多いので､

お近くでこのような研修会がある場合は参加をお仰いすると同時に保減肴も.紺に参力目してJl.･･にL;'潤

するという'/L{勢を.J叶と､先生とU)イ言頼rkr日系も作りやすくなると思います

5　相放しながら3着4艇であゆみながら､借頼関係を作るo

最初はぎこちないスタートになるかもしれませんが､とりあえず光FEや,I;･'･･校をィ.‡頼して歩み始めましょう｡

セロからスタートする先JE三に7-どもを見ていただきながら1 )1-li枇)刺)]についても′t;::んでいただきまし上う｡

また､低位者も本人も経快をfLFl,みなから､時には畑丈や幸い一別､をすること≠Jあるかもしれ圭せんが､ l lfLl.

拙tlJi:J舶ミなくてもまた別の‖甘地を抱えていたかもしれません病気とJl,:にFF.きることを辿して様々なことをL;::

び成11-していけるのだと思し､ます.､



鳥薯･轟批軸竿ン甲賢l ＼
iL粥なおJtい　　　　　一隻些}_孝男竪

∈≡≡三二一　　　　_ ,一,1

発症当初

○不安TEfLヽつl;rLヽ

_Q知I■ ･ 1■♯が不+_分

-
ある程度妊♯を事■むと

○対応のポイントカくわカヽる

○自分で対応できる

過剰な反応

必要以上l二俣
佳肴の対応を
求める

:コミュニケ-

シヨンオー良好

OLまじめて対応する-例

○よくわ力ヽらなL.ヽ

○大正な■l先らししヽ

O Il王力f持てなt.ヽ

-
O Ii■lこ対応`できる

04EEJh■lへの対応力{できる.

yL:/1ことのコミュニケ-ションをしっかりとりなからィ.jA抑関係を作ることが･rE柴だと思います⊂

保.Jl壁者と光Fl=.がfr..頼しているという'JJi囲'.Atが√･どもに伝わることで､ 7-ど卓)は'7tifJL､して′l=_活すること

ができ､きっとl Jill.17.1fJR病もt･_T--に受け入れ､つきあっていけるようになると思います
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ありがとうIDDM

***　患者のお母さんの体験記　***

一景子さんの紹介～

神奈川県在住の個人会員さんです｡ 3歳で1型糖尿病を発症した姐さんのお母さんです｡

現在8歳の次女が3歳の時､我が家にIDDMがやってきた!

招かれざる突然の訪問のIDDMに私達家族は､ジタバタ&オロオロ･ -

どうして次女なの?なぜ?我が家にやってきたの?なにか悪いことした?

｢もっとお菓子食べたい! ｣r注射痛い～ ≡ ｣と泣き叫ぶ次女o追いかける私.毎日の生活が親子

戦争だった｡

いろいろなことを我慢して､それでも生きていかなければならないのかと人生を悲観した- I 0

それがいつからだっただろう､ IDDMは敵じゃなく大切な味方だと思えるようになったのはo

お日さまが弦しいo

風が気持ちいい｡

普通のなにげない生活ってなんて有難いのだろう｡人のやさしさってなんて素晴らしいのだろう｡

IDDMは､それを教えてくれた｡

発症当時のつらさがあるから今の幸せがあるんじゃないかな｡

次女に何も起こらなかったら気づかなかったことかもしれない｡

そのことに気づいていない人生を想像してみたら-情けないよ｡ ｡

だから- ･ありがとうIDDM

そして.元気な娘に

ありがとう｡
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陶山えっ子の相談コーナー
Q: 1型糖尿病になり､航空機を利用しての旅行はできないと思っていましたが.インター

ネットや友人からの吉舌でインスlJン注射をしていても飛行枚には乗れると聞きました｡

早速海外旅行に行こうと思って計画していますが､日本青書が通じずインスリンが打て

ない状態になるのではないかと心配です｡皆さんどのようにされているのでしょうか｡

(50代女性)

A　　このような矧tlF】は時々`!.子せられ圭すo　注射器やrrll析illIJ''iI器を持って機内に入れないという思い込

みから､ 1叩-!榔LH72壬病なので軸外旅川二子JけなくtLlった･ -と思っている))-がいらっしゃい圭すし　て

も､心配なさらザにll州.]､海外へ旅行を.汁rrt1iしてください｡ WIi外に子rかれる場合は､ l三治凶二少L;丈の

.瀧r列.El;･を.F'iいてもらい所ffされるといいと思います∪おそらくあまり利川することはないと.r且います

が､ ･度.I:こいていただければ何度でも使川できますr,

rji射器T･?-Jの機内-の持t=,込みは国際緑よりrlil内線のjjがわ行をされるJi1-合が多いような'.A(もし圭

す- lfl/11したソ:I-:Lil-lrlld:川二納'Atについての卜分な知識がないために､インスリン注射が極めて･ft要だ

というErll.llJ引こいたらず､持ち込みに雌色を示される場付もありますが､現在ではほほrH]他なく機IJlJ

に持ち込むことができます,J　もしインスリンの機内持込を拒否されたら､遠慮せずに"′J'命維持に

必資な柴である"ことを伝えてくださいU　でt,スムースにf結束するにはIJr揃に航空会杜に連結Lて

手紙きU)イ】 ,tP.･^J'.i-について確認してみてください｡

Q:最近発症しました｡私は日頃から健康には十分気をつけていました｡食事は腹八

分､油類は避け､適度な運動を心がけ実践していました｡それなのに1型糖尿病にな

ってしまい､これ以上生活を変えることはできないと思っている今日この頃です｡日本

IDDM　ネットワークのお役立ちマニュアルを送っていただき､読ませていただきました

が､冊子の中に食事について載っていませんね｡暮店においてある糖尿病に関する書

籍には食事について詳しく載っています｡インスリンと食事の関係は大切だと患います

が､どうしてマニュアルには載せてないのでしょうか?(60代男性)

A　､11は人権行LT) ｢l FP摘lテJALjT1,盲[ I I)I)M]お役111-_ちマニュアル｣ a)パート1には｢食･Jiとクリセミッ

クインデックス｣､ --ト2には｢1巧蛸割hi病の正しい食■拝嫉法｣を粘収してい吏すが､こItJJ符にそ

えるような内容にはなっていないのですね_　でも､ 1型糖妹梢は′f=_I.Tl･-lfllHiTfl内ではないのですから､

F仁清1-I･ZTI､特に食J卜.折を変える必要はありません〔,暴飲姑食を槻り返し､不規則な′F7.7,千をLていた

のであれは､病'xtのあるなしに関わらず､食･拝を詰めた生活パターンを変える必要がありますが､

1巧蛸IflLd-l柄を稚任したノjEま､たいていの喝合性康に気をつけ､ Itl!.;･地の托らしをされているノiです⊂

今圭でのJl-.机にインスリンを合わせる)JJ法をお勧めしますD　例えばrF11r,l食をしたい｣ときには､

追加打ち( -11枚l‖lの決められたT柏寸だけでなく､その含F'"rH=追加して打つ万は)や､食pfi:の/I;l水

化物.rlllによってインスリンのflF'lIを多少増減するという)J-法もあり圭すn　このノJ一法は脚.i;されたばか

りの伴さんが'尖岸iZするのは雄しいと思いますが､ i二治し宴三に相談され試してみてはいかがでし上うか

注射､血糖測定､血糖コントロール､帆IflL糖､ .T,ii山桃など､目のi'JIJにたくさんやらねばならない

ことがありますから､今が一番大変な時だとJtJ.います｡ R々の血郎変動に必坐以l二に過敏にならず､

日々の′]:.満を･ir三しんで､病'丸と仲良くi_1さらす上火を見つけ､ぼちぼちいき重し.Lう

がんばり過ぎtJ:いで､ `家族や友人と話をし､ストレスを稚倣することも人切ですl



日lネットからのお知らせとお願い

1型糖尿病研究基金へのご寄附のお願い

}エクセルエイド少な粗相保熊の ...j新岳ヲ-縞.-r.-.!い…U._≒い_-す;l 

…-崇.:禁糖尿病:諾冨慧芸書芸芸望三笠至芸迄琶妄言EDBいません○ 

;l喜^B讐芸≡払い糖諾呈孟蓋､■■に■Ⅱコ:ココ■■ 器oRM'蒜壬u2Li万円-しこ<'-2:≡:≡:≡喜喜:≡.2…喜≡ 

墓.孟忘kH8,.tI忘.,000円＼他の病気けガ≡≡≡≡≡三三:喜慧 
を笠4^芸.=誓芸…芸芸L.九_4帳に由ヨ別-.=:.汗買至芸三;i:宴三…≡≡lfJ萱等諾望≡ 

･lh等議,0-川エクセルエイド少醐保険樹 TELO3-3538-0025悪霊{?U:iOPa=:;;:?, 特定非営利活動法人日本TDDMネットワ-ク賛助会員 



日lネットからのお知らせとお願い

宙ボランティアを募集します!
あなたU)空いているl相."I)を利fT]してl Ft-■川舶抑]Aの心音の)jのためにL,T動をしてみませんかn

皆さんのノ)で私漣のLli動を瓜ヂていきたいと!且いますU)で､心#さん本人･家族･医楯r父日系肴･ 1 71当

には全く旧辿のないノjも!皆さまからの).i:坊をお待ちしていますn

★活動内容:イベントの受付､ホームページの更新､会報の編集､会報等の発送作業など

★活動場所:イベント･セミナーは全国各地ノ/事務業務は東京都内(相談によっては自宅も可)

★活動　日:相談で決めていきましょうo　週末だけ､昼間･夜だけでも可能ですo

★応募して欲しい方の性別･年齢:特になし｡

★応募条件･応募資格:特にありませんが､他のスタッフや役員とコミュニケーションを取って協力

的に業務を進められる方｡

★申込締切日:　6月26日(金)｡その後も引き続き受け付けますが今年度の業務を考える上で締め切

り日を設けています｡

申し込み先

日本IDDMネットワーク事務局

話　0952-2012062　e-mai一:dmO1-y egg@support-Gen.net(江口)

ボランティアの件｣とお伝えください｡折り返し担当から連絡をさせていただきます

@　　不要な入れ歯を寄付してください!

J P^ (l1本難柄･疾桶川休協議会)と特定非営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会のう:_催で､
lりゞI nDMネットワークも放り組みを始めます【､

入れ歯や僻のつめものに使JT]される金Jdを回収して､その益金を①ユニセフを適してIu:非の恵去

れない[▲ども辻のために②J I'Aを適して戯病やl馴′J三疾恩の患者(1巧■｣.棚状病患肴を請む)のため

にILT;･用しますL.

入れLlijのほか､掛こかぶせたクラウン､軌こつめたインレ-､齢と齢をつないだブリッジも送っ

てください｡ただし､金J/i,のついていない入れIL対は送らないでくださいU

★☆…☆★☆☆…☆★不要になった入れ歯を寄付する方法★★★★★☆★☆ 傚x讓�������

中潮tをlKとし､射iLLか入れ歯洗浄剤(rijVLj-タイプ)で消毒Lてください.⊃ ②新rlEr]広'rll'-竿の厚手の紙で入れLr.Jlfを'Liみ､ビニール袋に入れてくださいD ③封'rT;-LJ'に入れ､ド記-送ってください仁 〒840-0813佐賀県佐賀市唐人2-5-12TOJⅠN茶屋3F 特定非営利活動法人日本lDDMネットワーク宛 傀b�

上記への郵送のほか､回収ボックスを｢くりはら歯科医院(広島県三原市)｣に設置させて
いただいております｡ご協力いただける歯科医院等をご紹介ください.

○●○●○●○●○●○●○●○　その他のお知らせ! ●○●○●○●○●○●○●○●○●〇
一お役立ちマニュアルパート4を只今､執筆中です｡年内には皆様に紹介できますのでこうご期待!

-HPリニューアル中です｡夏を目途に新しくなります｡

-初の医療者向けセミナーを開催予定｡
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～ 1型糖尿病研究基金のお知らせ～

日本IDDMネットワークでは､ 1型糖尿病根治に向けた研究開発を促進する目的で､

｢1型糖尿病研究基金｣を設立し､メッセージTシャツを作成しました｡

集まった基金で､ 1型糖尿病の根治療法につながる先進的な研究に取り組んでいる

研究者の方々や団体に対し､研究費の助成を行うことにより､発病原因の解明や治療

法の確立等にむけ､より一層の研究の振興を図ります｡

たくさんの方々のご協力をお願いいたします｡

サイズは. XS～XXL､

色は白､黒､オレンジをご用

意しています｡

デザインには英語で､ ｢糖尿

病を治そう! ｣というメッセー

ジが込められています｡

(お詫び)

LとXLは在庫がなくなりました｡

Tシャツ1枚につき

2000円以上のご寄付

をお廉いいたします!

lイベントセミナー情報 ��

●5月9日(土)in大阪:医療費の仕組みを知ろう!セミナー(申込み受け付け中!) 

●5月30日(土)in東京:1型糖尿病研究基金助成研究の講演会(申込み受け付け中!) 

●6月27(土).28日(日)in大阪:全国患者会代表者会議 

●7月4(土)in沖縄:成人発症患者交流会 

●7月5(日)in沖縄:インスリンポンプと力-ボカウントセミナー 

今年も多数セミナー.交流会を予定しておりますので是非ご参加ください. 

阪神タイガースの岩田稔投手が左肩を故障｡でもあせらず

に治療に専念してください｡甲子園球場で待ってます!!

先日雑誌で皆さんご存知の全日本エアロビック選手権大会優勝の 

大村詠一さんが掲載されていました!素敵な笑顔でした! 

<発行元> 

特定非営利活動法人日未lDDNネットワ-ク 事務局〒840-0801佐賀県佐賀市駅前中央1-8-32iスクエアビル3階 

市民活動プラザ内レターケースNo.42 

TEL&FAX:0952-20-2062相談TEL:090-2713-7849陶山(すやま) 

Enlaili-net@isis.ocn,ne,jp 

URL:http://vw5.ocn.ne.jp/～i-net/index,htm 


