
日本 IDDM ネットワークさんとノボ ノルディスクには共通の目
標があります。それは「糖尿病を根治」させることです。日本 IDDM
ネットワークさんは、研究機関への助成活動を積極的に行ってい
ますし、ノボ ノルディスクは幹細胞を用いた治癒の研究を含めた
新たな治療法を研究しています。糖尿病を根治できるその日が来
るまで、より多くの糖尿病患者さんの、より良い人生を実現するた
めに、ともに活動をしていきたいと考えています。医薬品だけでは
解決できない、心理的・社会的な課題に向けて、ともに「Changing 
Diabetes® 糖尿病を克服する」ために歩んでいきましょう。

私は、自分のこどもが 3 歳で1型糖尿病を発症しました。ヘアメ
イクアップアーティストとして活動しているためヘアアレンジによる
チャリティイベントを開催し低血糖アラート犬育成プロジェクトを応
援しています。アラート犬として訓練を受ける子犬たちは殺処分か
ら逃れた大切な命です。低血糖症状になる可能性が高い子どもの
命と、犬の命、2 つの命が守られ共に生きます。本人も周囲の大人も
気づけない低血糖症状は息子も何度も経験しています。そのリスク
が少しでも回避できる安心感は大きいです。何より彼らの命に寄り
添ってくれる犬の存在は、こどもに安心感と癒しを与えてくれ、命の
大切さも教えてくれる事になると思います。アラート犬たちにも、安
心できる家、家族が出来る事になります。

今後ともチャリティーを通して、このプロジェクトを伝えたいと思
います。

■プロフィール
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 代表取締役社長。
1985 年コペンハーゲン大学医学部を卒業。スカンジナビア国際経営研究所で経営
学修士（MBA）を取得。2016 年より現職。
2017 年1月より欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）会長に就任。

■プロフィール
mimiface JAPAN 合同会社代表／ Asian Beauty Project 代表／ヘアメイクアップ
アーティスト
東京コレクションをはじめ、広告、CM、雑誌、TV、映画、ドラマなど、アジアを中
心に世界の著名人1000人以上のヘアメイクを担当。法人、起業家中心のビジュア
ル制作も行う。息子が 3 歳の時に1型糖尿病を発症。こどもとの小児病棟の入院
生活の経験から、頑張るこどもの支援に売り上げの一部を寄付するとともに「チャ
リティーをもっと身近で POP に」をテーマに、ビューティーチャリティーや企業とコ
ラボレーションしたチャリティー活動、PR 活動などを行っている。

オーレ ムルスコウ ベックさん 山本 麻未さん
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