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月革島移植について～第2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) 

前il･におきましては､岬.L"r,･移帖o)盛:礎矢Il識および　一辿U)流れについて説lH致し圭したが､本納におき

圭してはリi:際の臨床nlF,rlJ.1j移桝の功｡状および.呪/L三u)l搾.lI,移植が抱える課越について.説P)J致しますJ

超鳥超潜の耕

これまで矧;;Y.ミの払拭J搾.lLP:]移1EltlIを推進するll;.;軌ノ]となってきたのは､アル-一夕人`;': (カナ// ) ､マイアミ入学

(米トk)) ､ミネソタ人';･'二(栄LL_I)をLll心とする北米のLTJr一究グループです｡ -)1-､ヨ一口ツ-においてもギッセン(ドイ

ツ)､ミラン(イタリア)､プリュッセル(-ルキー)､ C.R^G日.(南仏およびスイス)､ ＼ordlC ＼etw()rk(北l攻)を中心と

し､ J搾,l..lJ移植をL't;赫:として経､▲/こすることができるよう試行511'.･..il壬が練り返されてきました1年lfに近iiJ･､そU)地fLlWJ

およびtlJ政的イ二列な粂作を糾う-く､ Lt--]家U)枠を越えた人伽模な作Ll,移れE11:統合フロシェクトが推進される傾向

が見られ､その結il土､ヨ一口ツ-においても順3.':]移植はlil､機に..ll.･･及し始めています,Jヨ一口ツ-によく比られる

Fl削,T,-移flE11:統合フロジェクトの｡式みは､トナーおよびレシピェント(り)a)ブールを増やし臓器を打功利川するとい

った利点をもたらすばかりではなく､ Jj=PL19川日での大l=Li帖臨Jk.式蚊を‖†能にするため今後も一一一JFl進み､こU)分野

^ii休にさまさまな恩ノよをもたらすt)のと思われます_

(*l)レシヒエント･移純U)I;,I/.W)臓器L受容凡

FTl'1号にて段別したエドモントンフロトコール(:一二)のth:舛規fi'!-の旧式における上そItJ]経過により､エトモントンフロ

トコ-ルでは脳死ドナーからの帆El七移机を牧田Ff･lhることによって良川に及ぶrrTL糖安IJと化がr･T能ですが､イン

スリン柳川妃のklyl孤柑ま斑しいことが判r]Jh放しました(凶1 ) 〔⊃しかし､現在･Tt焔三の1別紙I^抑uFi:･.肴さんが下作rL..■J移

植を受けるrl的は､インスリン111三別が面倒であるからではなく､インスリンでコントロールできない血C.1州こ態を安

定化させるためであります｢したがってその本来の目的を速成するJ)えでは､リスクの少ない低ィ,iZ隼Lit I ,i)療法で

ある帆Ll,移帖はrHl的tJ:治嫉法とL ;えます｡近'rT:-では､ J搾.LIJ移f【帆IjJU)免Jii抑制1,-yJE入炎として､他分野の移植

において既にそのJll効･rJi三が日止RJ]されている砥力な免疫抑.'FjFJ作川をイ】Jする抗胸脳細胞抗体と抗'r＼ドα Iii望剤を

併川することに上り､グラフト′L:_1Y.が人幅に促進され､インスリン離脱ItJ]関も延長するという的;1了がなされてい圭

す｡さらにEFl二界しいの多くU)施.没で､ rJ･r.iiiJ,移机に最もfH応しい免疫抑;li】脚jの組み合わせにriuする研究が1,i;雅に

Jl引)目されており､ /｢役臨床に即したGJf究が進むことにより､近い将来インスリンFiI任脱のIi･期維持がr,rT'IEになると

期待されており圭すn

(*2)エ1､モントンフロトコール･カナタのグループによりや7J人されたステロイドを川いない新しい免疫抑日.Uは｡

(*3)u蜂L! ･｢ T･flILf｣rl',.三才か処;[11_｣なとの外部からL7)刑l故に上る身体に刈するnjllや≡∫:三L,Jli'･

日本におきましても､ 20041r:･4jJよV)臨Jj三搾.llJ.T]移榊が例始されました_ ER在のところ我がHでは､岬.【..'j移榊

が法律J･_､組織移植の範帖に組み入れられるため､脳死ドナーrll来ではなく心付LH､ナ-から御Lr;=･Lli:-Tfiく肝

臓を使川してのJ搾.EL:)移榊に限定されております｣これはIu:非的に見ても柚めてまれであり､これまで心付IJ･.ド

ナーを使用する階Lur]移榊はイくrlr能であると占われていたことを考慮致しますと､ l　つU)人きな臨床的チヤレン



ジであるとこえます｡ 2007年3月までに57回の帽.ll'.Tj分離が行われ､そのうち28回において､延べ17人の.lLl.

者さん-移帆が行われておりますC心停止ドナーからの何劉機ill,FE･に限られるという我が円独特の磁しい環境が､

短相川りに刺掛的な描.FiIj分離技術の判折をもたらしておりますため､今後脳死トナーからの状態の良い脚臓が

使用できるようになりますと､我がLE】の畔.Ll,移植はLtr糾こ頬を見ない東胡.一fらしい発展を退ける可能性を大いに

有していると思われます｡

:,:･ ･十･た函. ::Lfi

降出移帖がノ㌻後より広く浮及していくためには､移植を受ける!'irLGさんの要求を満たすのはもちろんでありま

すが､それに加え臓器という限りあるL■1-rJ主な社会.L'3源を有効利用するため､ 1つの臓器によって1人の.Lri:･Hの

治糠をrR･現していく必要がありますo

これを妨げるi三たる要凶として､以下の項Hが挙げられると我々は考えておりますD

(り　I揮島分離技術の未成熟

(日)　有月｣な移植前描.El'.li評価法の欠如

(Ill)　移植後早llJlにおける帽.Ll,･クラフトの/1.バー'1イく仝

柑こ現在帆:,1]移lru-JIは､欧州より供給されていた搾(.',',分離川酵糸剤にウシ成'/)が混入されていたことU)雅･Li:

により､ Ltl糾liJに　一時停止の状態-追い込まれております｡本年秋軌二はウシ成分を除外した酵衣剤が新た

に供給され附L:]移植が州jElされる見通しでありますが､その酔顔剤の効ノ)に関しては臨床症例が少数であり

ますためいまだ未知であり､またこれまでの陣L.,一分離酵如剤に/[],=辿する課題としてロット間の格差rとり越が依然

としてll･:ff三致しますD現況におきましては､まずこの間越をqlJ決し､早胤こ臨床附.',1]移hIL.:をf耶盲けることが急務

であるとr';えます,J

L述したような.,即H越に対応するためには､これまで通りの- -ノj向からのアプローチでは明らかに不

十分であり､他の多くの分野がそうであるように､牌.ll':j移柄の分野においても兜分野や産学が辿携する

多角的なアフローチの相棒的な中人が不r]T欠であります｡
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図1　藤島移植の長期成績(Dl'abetes 2005より引用)

A:l搾!.',li移bLr:後5年以上経過しても､ 80%以上･_の移bFl:.n:Llj.者においてグラフト'1:.茄が称Llt'.

されており､帽.(:,移植は長期に渡り血槻:コントロールを安定化させ子'.去る

B. 1揮.E:j移植後5年経過すると､インスリン離脱率は約10%fで低下する
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｢新型インフルエンザ｣子供たちの誤解と不安に配慮を ��

理事山本康史(特定非営利活動法人みえ防災市民会議弘長) 

◆ ｢糖尿病の人向け新型インフルエンザマニュアル｣が完成しました

今年-a)4月にメキシコから始まったブタrJl来U)朗JfiJ.インフ/レエンサA/HINlは､瞬く間にIIJ二舛LIjに広がり､今壬J

!盛牡拡大を縦けています∪口本でも関FTLiで感染拡人が稲三認されて以降､全IEは二に住んでいても新l与■.!インフル

エンザに娼妓するリスクがあるという状i妃になってい吏す〔

新型インフルエンザの細道では｢糖)a(病などの慢竹三疾心を持っているノjや妊tJ,ll,のノjなどは■T.:症化しやすい｣

と繰り返し,糾遺され､イ二安を感じた万も多いのではないでL Lうか?そんな会いのみなさんのために､このたび

｢糖尿病の人向け新型インフルエンザマニュアル｣を作l戊しました｡

このマニュアルは､ 1巧恨lテJR病の治療に長年取り組み､最近はJ',JI/i:_労働rru)I15＼1.r..TJインフルエンザプレハン

デミックワクチン研究班班ii･をされた先Fl:.に監修をお願いして､糖尿病-Ill.･r]E]匹の視点とインフJLエンザ専IrLH'Jl三

のELLi方の視点からIrltt-新の知見を反映するとともに,神F1-にお仕圭いて今rr71の新型インフ/レエンザ.汚脚力を体験し

た会L'11の方から､娼妓拡大時に札缶について諜越鎚供をいただいたり､過去･に季節性イン

フルエンサにく盛姓した捌絶持つ創~1の方の体験.;'jiを?rff.+:･'･していただくことで･みなさんの　LLJ

不安を少しでも和らげることをu的に作成しました｡ぜひ二家族みなさんでHをidしていた

たけれはとJL_T].いますJ

さて､リi:はマニュアルを作成する過程で､情しくも掲収できなかった.請出がたくさんあり圭し

た､そんな話越のいくつかを､会糊をお..;Eみのみなさんたけに追加で提供したいと思います∪

◆　r新型インフルエンザ｣は､すべての人が一度は経族する病気です

｢日本!盛法権学会｣がこの新巧■iインフルエンザについて緊急提-, J.'を行いましたっその一文を詳円介します

｢今1. �,ﾉ�hﾅ�48987H8ｸ4x985R�2ﾔ�b�,ﾂ�%F��&未�/�O�*�.�+�,h,ﾘ�8+X*(,ﾈ,X+x���*h,鵑�鉄s���,ﾈ4�5x4�*��

せ√ �=�ⅹ�86uｨ蓼耳,ﾉ]ｸ業蜜ﾞX�ﾈ-�i��/�+(ﾛ�+X+ﾘ,h+�.ｺG$h�8蔘T､━H.svﾄｨ,ﾆ�｣ﾔ宇x,S#eR��C筈ｨ*�.s���

月の 致匹�ﾓ)Fx,X,ﾓ3�X*ｨ�(ｫ8+X+ﾘ+�,h*ｧ%ﾖ､ｨ.x*�,�+8.ｨ,H*(-ﾈ+v�4�5x4�*�+ｨ,ﾉzﾈﾗ8*ｨ跖-ﾈ,(,H*�.x.ﾘ+�*��

半丁 潰&ﾂﾙ?ｨ,鉄c��*ｨﾟｸｫ8ｺ�ﾘ+X+ﾘ,ﾈ,X+r�,(ｫ�+�H抦髦,X,ﾓ��ﾓ��X*､･w｢ﾂﾂv豆｢�+X+ﾘ+�,h.�Zｨ*�,�,H*(-ﾈ+z2�

保aLtFjJfqLLLhnとLi-えば､ ･股の方より医1-::的知.I,l&が虻'.,.I;な方々ですが､そんな)j々でも抑F!インフルエンザが

鰭生すれば､ ､｢-･年の問に半数以J･.の方がインフルエンザに感染したのです.⊃今回の新型インフルエンザがこの

まま感姓拡大を続けるなら､私たち全ilが､ +供たちも､両親も､ ･度はWTJP_!インフルエンiJ-に娼妓するんだと

考えておいた万が良いことが分かります｡感染することは｢悪いこと｣ではありませんし､感姓Hは｢悪1g･｣ではな

いのです｢



◆　r病原性が高まる亘鮭廷｣という富美に振り回されないでください

マスコミでは､この新刊インフルエンザが秋に向けて｢病原性が,iはる可能件もある｣というIr.･ALiが練り返し使

われています｡しかし､具体的にどの程度の｢耶巨性｣かというと､帆iできる人は､実はこの世に一一人もいない

のです.みなさん､ ｢耶巨性｣という言矧こ､振り回されないようにしましょうo

例えば､以卜の｢可能性｣について､みなさんはどう感じますか｡

2)子どもが通学途中に､交通事故に巻き込まれる｢可能性｣がある
3)子どもが山登りをしていて.枝川埋蔵金を貴官する｢石丁能件lがJ

1)の｢rlT敵性｣の場合､鳩茄でuる｣ jl'･と｢風邪をひく｣事のl,判に､かなり明確な凶果関係があります｡一jj､

3)a)｢叶能作｣は､前後に乍くLX悦伯係が無く､ ｢確率は0では無し､｣というrJ;柴の鮎返しでしかありません｡

｢可徽L'E｣という言炎を問いたら､そのrf柴のjIlJnuにある咽果旧係｣はどの程度なのかを見つめましょう｡

人切なことは､このようが可能性(-圭だ起きていない･jj')｣に恐れおののくのではなく､ ｢今起こっていること｣

｢今すべきこと｣にしっかりETをlんJけることです｡

｢今起こっていること｣

･新型インフルエンザが､梅雨に入っても散発的に娼妓拡人を起こしており､今日､自/分や家族がLFi;H姓

するかもしれないこと

･新P:lJ_インフ′レエンザに娼妓したときの症状は､季節･I･'Lインフルエンザと同等であること

｢/｢す-きこと｣

･感牡しない為には手洗いが有効であり､その正しいやりjjやタイミングを坪附し､実践すること

感姓したときにどうしたらよいか､イメージトレーニングしておくということ　　　　など

◆子供たちの誤解を取り除き､不安に寄り添いましょう

新Jtliインフルエンザに恐怖心を抱いているのは大人たちだけではありません｡むしろ､ +供たちの方がよりい

っそう人きな恐怖を感じているのではないでLJ=うか｡今回の新型インフルエンザは､学校を中心として感染を広

げています｡初,期に行われた''iiuI港での検校などの映像では､完令防備の検疫官に閉まれ毛JFl'を掛けられて隔

離病棟に連れて行かれた感姓疑い昔-の対応は､まるで犯罪肴のように映りました｡ ｢インフルエンザに感牡す

ることは悪いことだ｣と思いこんでしまったr.r能性は十分にあります｡ ･方,とうやればFl分の身を守れるか?

理那できていなければ､不安は深まります｡ ll.'.しい判断を妨げる根拠のない咽やテマが､子供たちの関で流布

されているかもしれません⊂

+供たちが､そういう心矧こ陥っているときに助けになるのは､そばにいる人人からのiEしい帖拒提供と､子供

たちのイこ安に1Tfり添う姿勢ですr, 11･休的には､次のようなことを心がけ蓋しよう｡

｢ ]'一供たちのイく安を受け11二める｣

･安易に｢人上夫だ｣｢心配しすきだ｣と否定せず､子供たちの思っているlT-､感じている不安に､しっか

り耳を傾け､不安を認めてあげましょう｡

IJl一供たちは､現rR･的な対応方法を知りたがっているのでしょうか?それとも､ 71lt然としたイこ安感に駆

られ､それを矧Iiはいう形で人人にぶつけているのでしょうかつ　よく見極めてみまLJ:うrJ

｢呪'ii:的な対応jl一法を知りたがっているならり｣

･　マニュアルの内容を､ f｣lr;-たちにもf別事できるように丁寧に説明してあげましょう｡

｢ T'-洗い｣ ｢うがい｣なとの(･rリj方法の練習をして､いつも実践できるようにサポートしてあけまし上うo



･明らかに.誤った†lFIEl替えをイ占じていてら､それを否定するのではなく､ IEしい･rllJ･肘を伝え､ (･とも自身の力

で正しい情報を遊び出せるようにサポートしてあげ圭しょうっ

｢淡然としたイこ安!,i:Rに駆られているなら? ｣

･　もしかしたら､それは､人人たちの不安感が投影されているかもしれ王せんU

･　T供たちがいる前で､新型インフルエンザについて不安や疑問をU再したりしていませんかり

･　ものことを必三il以上にIbliって伝えるような薪組をみせたりしていませんか?

子供たちはしばしば､周りの大人たちの対).L二や'火持ちから,行動や感†榊)手かかりを手ri･ています｡

｢新型インフルエンザの流行対策などで学校が休校になったときは｣

･　FT常と追う生活をすることで不安感は増しますIできるだけH常と同じ生活リズムで過ごせるようにサボ

-卜しましょう,,

･　食IJl;や宿越をする時間､いつも見るテレヒやTl'る前の習▲げ1など､なる-く1r]ルようにしてあげましょう=

･　できるだけ1人の峠rlT]を減らし､何でもよいので.講しをする時rlりをとってあげ蓋し上う｢人とV)コミュニケ

ーションが不安感を和らげます_

｢糖尿病の人向け新型インフルエンザマニュアル｣は､ �?ｩgｸuDDDﾘ6ﾈ6(6x8��ｸ4�,ﾂ�

ホームページからダウンロードできます. ��

L=･~ ･･･ __二二~コ

■

~　糖尿病の人向け

Wr吋!インフルエンザマニュアル

l T甲州ili病研究J.妄念

｢タンブラー｣を緋介します｡

1個千円以上のこ寄付をお願いします｡

亨を:冒

糖尿病とともに､

はつらつと生きるあなたのために｡

F::
I   ..............._J

少してい上しやすく.人にやさしいnn棚.lJL,ここチ=をお川目したい

めさすは､よりよい拙l7,.iIELJ.fTlffのT=めのへストパート+-です

牽-T〒qlヒ宇-: .　　　扇｡12｡_07_8130　　-
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1型糖尿病の子どもを持つ母親の子どもの妊娠･出産
に対する意識に関する研究　　～一次報告～

久留米大学医学部看護学科母性看護学　田中佳代

今年､ ｢1ノ型糖尿病の7･ともを持つFl-親の子どもの妊娠･Llj産にkJする意識に関する調査｣を実施させていた

だきましたL,誌も多く､記搬しっらい内容の調査であったにも関わらず､ご協ノJ下さいまして本当にありがとうこざ

いましたr T宇く御礼申し上げます∪多くの皆様からいただいたこ古見や想いを反映できますよう､今回の調査を

元に､こ家族が1型糖尿病を持つ娘さんの妊娠･出産に対して効果的なサポートができるための支援を検討し

ていきたいと考えております｡

対A者:出産種族のない1型糖尿病を持つ女性の母親920名

回収♯445部(48.4%)　有効回答:435解く97.9%)

1 ･お母様の年齢:平均年齢は46.4歳でした｡ 40歳代が半数を占めました｡

2.糖尿病を持つ娘さんの現在の年齢と診断年齢

娘さんの現在の平均年齢は17.3歳でしたロlO代が半数以L.を占めましたロ娘さんが1理壬糖尿病と診断 

された時の平均年齢は8.4歳でした05-9歳代､10-14歳代が共に3割以上でしたo 

3.糖尿病女性の妊娠･出産に関する情報.知経の程度

る　少しは持っていると思う

41.6%

あまり持っていないと思う

351%

糖尿病女性の妊娠.出産に関する情事R.知識を持っていると思う､少しは持っていると思う､を合せると 

49.2%とほぼ半数のお母様が情報.知識を持っておられましたo 

4.娘さんの糖尿病に対する証紙

質問｢娘さんの将来や重い合併症になるかもしれないことが心配ですか?｣

私はそのことで大
変悩んでいる

私にとっては全くあ
てはまらない

｢娘さんの将来や屯い合併症になるかもしれないことが心配ですか｣の矧別に､全くあてはまらない"1"から大 

射Lljんでいる"5"圭での5段階評価で回答して頂きました,心配の度合いが高いと思われた"5''"4"と回答 

された))は併せて6割以lJ_を占めましたL, 

5.主治医との状況

質問｢医師と娘さんの妊娠･出産について話せますか?｣

l吉しができる　50.帆

6.糖尿病を持つことが理由での娘さんの将来の籍婚･妊娠の困難性の程度

｢娘さんの将来の妊娠は､糖尿柄が理lllでの困難性がどの程度あると感じておられますか?｣の設問に0- 

]00mmの間で任古のイLl耳を記収して頂きました〇平均は63.4±28.36mmでした,同様に"結婚''についてもお 

ill-ねしましたウ平均は59.3±29.98mmでしたDrni者を比較すると､結婚より妊娠のほうが困難であると考えて 

おられるおF-:J=様が多いという結見がでましたo 



7.娘さんの将来の妊娠･出産の希望
あまりしてlましくなしヽ

してl王LLヽ
48.8%

できれlざLてfまLLヽ
43.7%

してlましく

一望L3'%

お母様は娘さんの将来の妊娠･LLlこし種を希ttiされ吏すか?の設rujに｢してほしい｣ ｢できれはしてほしい｣と

回答された万は､併せて9割以上を超えました｡

【今回の■量の結集から】

糖尿病を持つ女性の妊娠は､妊娠に関辿するホルモンがインスリン抵抗性を増大させることによる

位児-の形背､妊娠初期の㍍血相による胎児-のj;l三部が明らかになっておりますが､現代では雛尿

病女性の妊娠･出産に関する医療･研究は飛躍的に進み､良好な周産期予後を保つことが可能となっ

てきていますQしかし､今回の調瀬で､お母様方は娘さんの将来に不安を持っておられるJjも多く､妊

娠については結婚より高い--いレだと感じておられました｡このように不女を持ちながらもそれでも殆

どのお母様方が娘さんに将来､妊娠･出盛をしてほしいと思っておられます=

お母様方が､娘さんの妊娠･山鹿に対してあまり不女に思いすぎることなく､前向きに受けとめ､娘さ

んにFHわっていくことができるためには､娘さんが糖尿病と診断された時に､医療従Ti者がご両親-

妊娠･出産の説明を行うことと併せて､それをご両親がどのように受けとめたかについて把握し､継続し

た心理的サポートを行っていくこと､妊娠･出産に対する帖報･知識の提供を行うことが必要であると考

えます｡

そのためには､朝台医だけでなく､石,),馴践者(内科･小児科ITl･護師､助確師)もそのようなサホートが

できることが必要であると考えます｢

/㌻後､私達研究月_f.は､茄u酬技者が船脚rh.を持つ女他の性と妊娠･.'iJ.産-サポートが充尖して行えるこ

とができるための取組みをすすめて参りたいと思います

/｢凹は,調査に二晩ノ)ドさいまして､本判こありがとうございました｡

∩

Lhf CTFeyf｡,
diabetes
よりよい糖尿病ケアを目指して
ノJliノルディスクは､すくれた医菜EIE]i]の提供だけでなく

rfl石さんや医療従弔名のみなさんの声にも口を惚け､

矧束杓ケアのさらなる改.LT;をEjrLI-していきます.

よりよい未来のために､払たちは､

もつともっとお手量に立ちたいと考えています｡

/JltI /Jレデ-<スクファーマ株式会社
守 loo-0005突戻n千代Eij区丸の.Tt32-1-1 F,q L3安Ei]笠缶ヒル

芯1日03日5266 1000(代lJ FAX(03)6266-1eOO

＼'.n-∩･ノrlD OrlOrd･T'しく0 1T)

g ∩
■
■
■
■
■

■■■     ■■■

g
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陶山えっ子の相談コーナー
Q:発症して3年になります｡現在の主治医は､発症し入侯してからのお付き合いで､何でも括すこと

ができる関係です｡しかし､糖尿病の専門医ではありませんし､ 1型糖尿病についてもあまりよくご存

知ないようです｡毎月の診察では､血糖測定をしたノートを持っていきますが｢血糖値が少し高いです

ね｣とかr今月はHbAI cが高くなりましたね｣と言うだけで､どうしたら血糖コントロールを良くすること

ができるのかを教えてくれません｡インスリンの桐生もあまり詳しく言われませんので､自分で疑問を

持ちながら鯛整している状態です｡最近HbAI cが高くなってきているので.合併症が現れるのではな

いかと心配です｡主治医を変えた方がいいのでしょうか｡今までの感謝の気持ちもあり､先生には言

い出せずにいます｡

A　上治I,'三の先′1-_とはいいはJ係を持っていらっしゃるようですが､中rlL川()なことを詳しく教えていただけず､ IIb

AIcが高くなっているということはご心配ですねこ発砧:;して3iT=-であれば何とか自分のJl=_活ベースをつかまれ

たところでしょうれ私がお受けするこ相.淡のrtlには逆U)ケースもありますL ｢上治L'r壬は-lil"川三で医′う･':会では

権威ある光′上三だけど､ "参糠Hifr7Jlが如く､いつも急いでいるようで話をするのが怖い感じがLて..FiLづらい｣とい

う人もい圭す｢とちらがいいのかはご本人U)考え))'次mでしょう｡

インターネット'洋が･yi-及し､多くの帖.Frlを得ることができるように/lJ:った現代では､ i三治【-i::以外からも様々な

ll■)榊が入りますのでそのような中で上汁il･J三とのl判わりも変わってきているようです｡ ｢慢性疾JLlの1-/!f?L'L三_はt']

分だ｣という気持ちでも■jf剛()に帖柳川丈1RをしてくださいDその手段として､11法人からのLrrlj･Ffまをご利川いただけ

ればと一r山､圭すU

吏ずはi･:治r･L三に呪/1三のあなたの思いを-,+.: L糾こ."Tiしてみてはいかがでし上うか｡ -JiPF順を紹介してくださるか

もしれません_我が家の.比7-は雅促して20'lfiになりますが､公如柳完だったということもあり､一弓三治Lfは6人以

上かわりました.その息｣'-ほ｢1三治阿ま処方等を.LIJ.してくれる人だと.lil.っているr,臼分の身体はrj分が･番分

かるからわ｣とL;います｡

いずれにしても越択肢は一･つではありませんので､今の圭までイ二安ならチャレンジしてみまし上う!

岬エクセルエイド少…袖保枚の _..づ新岳t'ヲr-Fi-I-一.-J!い…U._-Tい_-す;_l 

r)たしたらは､｢1聖を語尿病GfF究塁金｣を支援していますo●3つの告矢口のみ(無昌多き)でこ加入できますb 

加入--≡票讐糖尿病:諾冨悪霊書芸慧警三笠言霊品管主誓EDjいませんo 

ミ1喜慧望…払い糖諾呈点差､■■】】-ニー 日放5,000円X入院日数r'E1:J一一rl二 ･2:手相寸金8jt..432円..225円l ;芸oR4湖一芸諾支u2ti万円-し三:≡:≡:≡喜岩:≡≡≡喜:L 

左孟志喜読0.,0..円＼他の病気ケガ藁葺n薫!薫l 
を警誓.誓.二言宴.…芸芸ビ九=雌E由雄)服∴謙LJ【ll;.;'芋蔓享,;三吉諾憲TE譜: 

hタtP://www.eXCelaid.co.jpエクセルエイド少額短期保険株式会社 

._i/,}集三二三一また運堅脚=碧=:e撃S崇DOiMlf.警警護1;9g妻i_,,7 
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頑張る人はエライ

***　患者さんの体験記　***

あゆみの会坂田智恵
奈良爪在住の会Aさんでベテラン患者さんです｡

Oo

ヾ･

今日は主人に1本取られ　高2の娘から1本取ってテニスはまあまあでしたが､血糖コントロールはハツ川

井かったし必タヒに走り阿った分､途[r｣で血糖がドかってしまい圭した,_スポーツトリンクを飲みながら川りに怪

しまれることなくゲームを続けましたが不ir㌍】足の出来でした｡

初めましてsakuruです｡ l型糖尿病歴32年51歳のオバサンですo家族は同い年のダンナ俳､大乍3年と.il六

校2年の姐2人ですn週3-4同テニスをし､庭で野菜を作り､仕僻も学校の役目もしているし､ qTLIJ,手刷亡しい毎H

です｡

奈良あゆみの会､大阪DM VOXの捉まりなどの予定もいっぱい詰ま

っていて､姐たちほと年の雌れた友迫もたくさん出来ました｡

蒐臆したLfl絶望的な気持ちになったこと､しんとい不安な妊娠矧,'日

を経て､ 2人の娘の出産･････私の今までの人生の中のどん底と幸せ

の絶Tf享のI山J'方が味わったと†如､しく思い出します｣今はH々の血糖コ

'　ントロールにトライ&エラーを繰り返し頑張っているFl分がとても好きです[,
I

:　まだ自己r棚が認められていない時代の碓症だったので､長い入院FJi活を強いられ成人式にも行け圭せん

:でしたLそのため､今年上の娘のお祝いにかこつけて家族揃っての前物の記念写土'1--を撮りました｣ 1 F1.-日)M(排油ミ

:柄)ならでこその夫gllliのつながり､家族の秤だと日出しています∩
l

I                                                                                                    l

tT.血蜘ミヒかっても下がってi,Lんどいてすが､自分で解決できることが/i:Lに入っています｡加u'鮎技を身に付J

dL.けて(☆｢1型粘卿,-F;お役立ちマニュアル｣ ( r∃本IDDMネットワーク発行)を参考にしてください☆)　　　Zy

'､･､上目∴∴二二∴∴一･　･　二言

__I/㌔

全国患者会代表者会議を開催しましたin Osaka

6月27､ 28日の2日間､大阪NPOプラザにて全Lg 15団体の代表者の方が1災い､ ｢全円.lLl.l者会代夫君会議｣

を剛従しました｡ 1日日は日日OE[人と組織と地球のための国際研究所]代表の川北秀人さんをお呼びし各LyJ休
の課越についてのワークショップを行い､賀川は前口のワークを11げ､当法人のi.Tl劫のあり方について､エリア

ごとに分かれて孤高をする機会を.設けました､.各団体の.状越は剛末のものが多く､夜の懇親会圭で.読..初;持ち

込まれ､火いに塊り上がりました｡今回は時rlHが短くて議論が中途半端に終わってしまったi',,i;分もありますが､

各団体の方同七がこれまで交流する機会もほとんど!剛､つたのでおIiiいに･h.llみをJr,･･1丁でき､解決に私Ii-びつくよ

いきっかけになったと思っていますo各団体の連携の必数｢!I:.､また私たちU lネットが各仏者会のu兜越を一緒に

解決するためにもこれから取り組むべき括gr))が明確になって来ましたー今L･qEj:枚念ながら参加できなかった会の

方も是非次回はご参加ください!



●○●○●日Ⅰネットからのお知らせとお廉い●○●○●

定額給付金キャンペーン-のご寄附ありがとうございます!
ltih-[･ilの会紬で1月L1.ll,LFJR病研究).巨金-のこ'!.f付の･tj詔として､ I/ii'伽給付金のこ?.綱Tを呼びかけさせていただ

きましたところ, 6 )1未収在で51佃人･川1本の方々より332, 500rlJを偵搬いたし圭した｡ありがとうごさいます_I
" 1 J即.1雌病U)治IJJ,fにつながるあらゆるyLI進的なJTJr･究"に使わせていただきます

おかげさまで､ ′ト年度も先進的な研究に放り組去れている研究者のノ)'々に少なくとも200ノJ'rlIの研究'1';,助成

を行う目途が､▲Ij)圭したJ

まだまだhll'.11JiしておりますU)で､代位､ ･jlき続きのご協ノ)をお願いいたします.

<お振込;lt>

lrl主'lJけりの郵便局:01710-9-39683　特'jf非営利捕鋤は人l∃本lI)1)Mネノトワーク

みずほ銀行,.LW.･過).J.一番676(佐門支).I.J) lけ担1629393　特定非営利L.T.J)JIL･人目本日)DMネットワーク

不要な入れ歯を寄付してください!

JI'A(日本肘l);･疾病IIJll本協.▲虎会)と特)ii'非う;[:奉り活け那去人日本人れL141リサイクル脱会の川主三で､ Ll本IDI)M

ネットワークも取り糾みを始めていますo入れLFJ1-やLlJTのつめものに使川される創滋をLLil収して､そU)'ulli金をCrJユ

ニセフを)L虫して枇舛u)ノよ去れない7-とも速のために軌pAを過して桝病や慢性疾.L'iW)EilL甘( I lrllJ.緋脚F)拙Bを

含む)a)ために清川します1

人れ('如)ほか､肘こか.ら,せたクラウン､ LLllJにつめたインレ-,桁と鵬をつないだブリッジも送ってください｡た

だし､金IE･11,のついていない入れ術は送らないでください｡

************不要になった入れ歯を寄付する方法★★☆****** LiT)汚れを満とし､鮒I/UJ､入れ掛姑.絹り(El,'ltL-:El-タイプ)で消毒してください,, ②jrrFlrrJ広'rl.-.A:字の厚手の紙で入れ山を包み､ビニール袋に入れてください(: ③封1;'j'iに入れ､卜ri■己-送ってください⊃ 〒840-0813佐賀県佐賀市唐人2-5-12TOJⅠN茶屋3F ��ｨ�ｨ�ｨ�｢��｢�

特定非営利活動法人日本ⅠDDMネットワーク宛 ��

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是非ご紹介ください｡

自動販売機設置ご協力のお願い!

lL川)収ノL!機で炊料水を和人すればrl ql)j的にfl･.会fiJ敵ができ､ Ml'T人代金の一部が､Jl法人に捌付さ

れる什Hii,みをニU)Jji:､コかコーラグル-フ各杜のこ協力を得て実)砧することになり､ n販機の.,.i'fLiil

JjT,liJTTを探してい圭すし設iF,I.liilJrrの例としましては､会社(総放20人以1二)やl二場等です｡ご協力いた

だけそうな場介は･jト務ふト二　一紬ください.但し､ 11あたり約25本の販･'Fiが比込める以凧こなりま

す.コかコーラ各社卜が.洞左のうえ決定され吏す　皆様のご協ノ)をお待ちしております

1型糖尿病研究基金の"タンブラー''を紹介します!

1'_111川桁尿病根治にrFL.](ナた研究閉経を促進する目的で｢1叩脚衣病J占余｣を設､',.し､これまでメッセ-シ1シャ

ッを2 T･r･]以l･.の1.'.fr榊をいただいた))'でjT,一望者-脚らせていただいており圭したが∴Ilシャツに作わる筋2仲と

してメッセージ｢タンブラー｣を作成しましたUこちらはロシュ･ダイアク/スティックス株式会社様U)二女はにより5

テサインを作),kLました　こちらはT･H以l二のこ1.).frSflfをいただきました方-配1l)JL ､たし吏す,主にセミナー･イ-

ントでU)配IlJ-を行い圭すが､希望される方はL拝務).,1-ご辿紹くださいし､

10仰以上ですと送料別'tですが､ 10佃未満の場分は送料をごf'1杓いただきますこ

こrih:附をお待ちしておりか｢ ど



～ 1型糖尿病研究基金のお知らせ一

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o

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D

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!

イベントセミナー情報!

●7月25日(土) in東京　　　:就恥をテ-マにした交流会(申し込み受付中! )

●8月2日(日)in東京　　:学校生活をテーマにした交流会(申し込み受付中! )

●8月26日(水)in三重　:教他見と患者･家族との連絡会(申し込み受付中! )

●9月5日(土)･6日(日) in愛知:"愛フェス"にブース出展

●10月3日(土)in熊本　:医療費の仕組みを知ろう!セミナ_　　　/

●10月17日(土)in東京　:妊娠･出産に関するセミナー(申し込み受付中! )メ

●11月14日(土)全国各地　:世界糖尿病デーイベント(企画中)

●1月30El(土)･31 El(日)in京都:全国シンポジウム

これ以外にもこれから企画していきますので是非ご参加ください｡

一一愛フェス'1こ出展します～9月5日(土)6日(日)～! 

愛.地球tt把念公BElrモリコロパーク｣を利用して.日本初のファンドレイジング(兼金網 

逮)イベントに日Ⅰネットは1型*尿病の啓発の目的で7'-スを出展します｡愛知やその周 

辺地域にお住まいの皆様､是非並びにいちしてくださいo 

辞しくは愛フェスHPr吐娘此｣をご覧ください○ 

編集後記♪♪ 

今年は世界糖尿病デーでこの病気の辞経に向けて何かイベントをしようと企両を練っています.⊃よい架をお 

持ちのノjはてJi務人ほでご一機くださいrJ皆様哲さに仙ナず夏を乗り切りましょう! 
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