
2021 年はインスリン発見から 100 年の記念すべき年ですが、
この間インスリン製剤やデバイスの進歩によって､ 1 型糖尿病の
血糖コントロールは改善し合併症の発症も大幅に減ってきまし
た。しかしながら、学校 ･ 職場 ･ 家庭において 1 型糖尿病の患者さ
んが健康な人と変わらない生活を送るにはまだまだ大変な努力が
必要ですし､ いまだに言われない差別も存在し経済的な援助も不
十分です。日本糖尿病学会と日本糖尿病協会はこのようなスティ
グマや差別の除去を目指したアドボカシー活動を行っていますが、
スティグマの完全な除去のためにはなんといっても 1 型糖尿病の
治癒に至る治療法を開発することです。今日 100 年前と同じよう
なイノベーションが起きることをめざし､ また支援していきたい
と思います。

弊社は認定 NPO 法人日本 IDDM ネットワーク様の活動に賛同
し、患者様やご家族様が、大切な人と同じように同じものを同じ
場所で美味しいねと言い合えるそんな未来を目指し活動しており
ます。

ある 1 型糖尿病患児の男の子が教えてくれた言葉が印象的でし
た。「糖尿病と闘っているんじゃない、糖尿病と共に生きているん
だ」と。

私共の活動はささやかで、微々たるものです。ですが多くの
方々のご理解やご協力があれば、素敵な未来を実現できると信じ
ています。

糖尿病と共に生きる患者様やご家族様のために、糖尿病を治る
病気にしていきましょう。

■プロフィール
国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター長。東京大学医
学部医学科卒業。
主な受賞歴：2006 年 日本糖尿病合併症学会研究奨励賞、2010 年 日本
糖尿病・肥満動物学会研究賞 、2018 年 日本糖尿病合併症学会 Expert 
Investigator Award、2021年 日本糖尿病・肥満動物学会米田賞 、2021年 
日本糖尿病学会ハーゲドーン賞

■プロフィール
松竹芸能所属タレントとして活動しながら、音楽大学にて音楽療法を学び
在学中に教員免許、日本音楽療法学会音楽療法士（補）、訪問介護士２級
などの資格を取得。
介護士としての勤務経験を経て、低糖質スイーツの開発・販売を行う株式
会社 SHARE EAT を起業。

植木 浩二郎さん
国立国際医療研究センター研究所
糖尿病研究センター長

福田 怜奈さん
株式会社 SHARE EAT 代表取締役
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AM James Shapiro アルバータ大学　外科教授
秋山　敏博 糖尿病関連機器製造業
渥美　義仁 永寿総合病院　糖尿病臨床研究センター　センター長
穴澤　貴行 京都大学医学部附属病院　肝胆膵・移植外科　　

臓器移植医療部　助教
粟田　卓也 国立国際医療研究センター　膵島移植センター　理事長

特任補佐
飯島　将太郎 はなまる鍼灸・接骨院　院長
池田　昌人 ソフトバンク株式会社 CSR 本部長 兼 SDGs 推進室長

SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社
代表取締役社長

石垣　泰 岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内
科分野 教授

石田　崇之 児童書出版社勤務
石戸　謙二 DOASTON株式会社　代表取締役
磯谷　治彦 磯谷内科　院長
磯山　友幸 ジャーナリスト /ボーイスカウト日本連盟理事・

千葉商科大学　教授
伊藤　純子 イトウ内科クリニック　院長
伊藤　たてお 日本難病・疾病団体協議会（JPA）　顧問
井上　龍夫 認定特定非営利活動法人日本 IDDMネットワーク　理事長
井上　徹也 井上クリニック　院長
井上　優 特定非営利活動法人ｉさいと　代表理事
イノウエ　ヨシオ 株式会社ファンドレックス　シニアパートナー
岩田　稔 元プロ野球選手、株式会社Family Design M　代表取締役
岩永　幸三 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合　初代事務局長
植木　浩二郎 国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター長
鵜尾　雅隆 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会　

代表理事
宇田川　規夫 国際救急法研究所　理事長
梅村　聡 医師・参議院議員
太田　壮 太田形成外科クリニック　院長
大西　健丞 認定特定非営利活動法人ピースウインズ・ジャパン 

代表理事
大西　健介 衆議院議員
大場　俊彦 慶友銀座クリニック　院長
大村　詠一 元エアロビック競技日本代表選手
オーレ ムルスコウ ベック ノボ ノルディスク ファーマ株式会社　前代表取締役社長
興津　輝 株式会社理研鼎業　主任コーディネーター
尾崎　信暁 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　内分泌

内科部長
長船　健二 京都大学 iPS 細胞研究所　増殖分化機構研究部門長　教授
鬼丸　昌也 認定特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス　　

創設者・理事
柏原　米男 わたまちキッズクリニック　院長
桂　信隆 ソニアシステム株式会社　代表取締役
加藤　則子 加藤内科クリニック　管理栄養士・日本糖尿病療養指導士
門脇　孝 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　院長
川北　秀人 ＩＩＨＯＥ [人と組織と地球のための国際研究所 ]　代表
川添　高志 ケアプロ株式会社　代表取締役
川村　智行 あべのメディカルクリニック　院長
菊池　透 埼玉医科大学小児科　教授
木村　那智 ソレイユ千種クリニック　院長
キャスパー ブッカ マイルヴァン ノボ ノルディスク ファーマ株式会社　代表取締役社長
京野　文代 特定非営利活動法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会 

理事
久野　建夫 佐賀駅南クリニック　院長
粂　昭苑 東京工業大学生命理工学院　教授
クラウス　アイラセン ノボ ノルディスク ファーマ株式会社　元代表取締役社長
剣持　敬 藤田医科大学医学部 移植・再生医学　教授
小谷　圭 こたに糖尿病内科クリニック　院長
兒玉　明久 こだま医院　院長
小玉　正太 福岡大学医学部再生・移植医学講座　主任教授
後藤　昌史 東北大学大学院医学系研究科移植再生医学分野　教授
後藤　満一 大阪急性期・総合医療センター　名誉総長

駒崎　弘樹 認定特定非営利活動法人フローレンス　会長
榮　智之 株式会社 Ri-TORU　代表取締役
坂口　志文 大阪大学免疫学フロンティア研究センター　特任教授
櫻井　健一 千葉大学予防医学センター　教授
鮫島　雅子 有限会社プレシャス・アイ　代表取締役
更家　悠介 サラヤ株式会社　代表取締役社長
重徳　和彦 衆議院議員
篠塚　周城 元佐賀県議会難病対策推進議員連盟　会長
志村　季世恵 特定非営利活動法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ

代表理事・バースセラピスト
下垣　圭介 gooddo 株式会社　代表取締役社長
霜田　雅之 国立国際医療研究センター病院膵島移植センター　センター長

国立国際医療研究センター研究所膵島移植企業連携プロジェクト　プロジェクト長
白木　夏子 株式会社 HASUNA　代表取締役
須永　珠代 株式会社トラストバンク　会長兼ファウンダー
角　昭一郎 同志社大学　嘱託講師

株式会社細胞治療技術研究所　研究主幹
陶山　えつ子 公益財団法人熊本県林業従事者育成基金　評議員　

一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会　副代表理事
曽根原　久司 特定非営利活動法人えがおつなげて　代表理事
瀧浪　裕至 輸入食品会社　代表取締役
武田　純子 フリーランスライター
田尻　佳史 認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター　常務理事
田中　彩 NPO 法人ママワーク研究所　理事長
田中　佳代 久留米大学医学部看護学科母性看護学　　

久留米大学大学院医学研究科助産学分野　教授
谷口　英樹 東京大学医科学研究所　幹細胞治療研究センター長・  

再生医学分野　教授
谷畑　英吾 滋賀県湖南市　前市長
津下　一代 女子栄養大学　特任教授
徳永　洋子 ファンドレイジング・ラボ　代表
登内　芳也 株式会社フロムゼロ　代表取締役
中新井　美波 元陸上競技選手・1-GATA リーダー
中内　啓光 東京医科歯科大学高等研究院卓越研究部門　特別栄誉

教授
中神　啓徳 大阪大学大学院医学系研究科　健康発達医学寄附講座　

教授
中島　英太郎 中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科　部長
中原　三朗 株式会社オービーシー　取締役社長
中村　周治 医療法人社団紘和会 平和台病院　名誉理事長
中村　大樹 株式会社バリューブックス　取締役
中村　嘉克 株式会社エヌワイ企画　代表取締役
仁木　博文 医師・衆議院議員
西川　伸一 京都大学　名誉教授、特定非営利活動法人オール・　

アバウト・サイエンス・ジャパン代表理事
西田　健朗 熊本中央病院内分泌代謝科　部長
西村　理明 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科　主任教授
能勢　謙介 慢性疾患患者支援プロジェクト・MYSTAR-JAPAN　代表
野田　康平 KTX 株式会社　専務取締役
野中　友和 株式会社ゆうしん　代表取締役
橋本　友美 はぐはぐキッズクリニック　副院長
服部　記子 ロシュＤＣジャパン株式会社　代表取締役社長
早川　聡実 早川クリニック　院長
早瀬　昇 社会福祉法人大阪ボランティア協会　理事長
平井　悦子 はるひ建設株式会社　代表取締役社長
広瀬　正和 D Medical Clinic Osaka　院長
廣田　勇士 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門 

准教授
福岡　資麿 参議院議員
福田　怜奈 株式会社 SHARE EAT　代表取締役
藤原　幾磨 仙台市立病院　診療部参事、小児科部長、新生児集中治

療科長
古川　康 衆議院議員
古谷　文太 株式会社百家堂　代表取締役
増田　美央 ベリークリニック　院長

松原　明 認定特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度
をつくる会　創業者

松本　慎一 国立国際医療研究センター研究所　膵島移植企業連携プ
ロジェクト　研究アドバイザー　神戸大学　客員教授

峰　悦男 峰公認会計士事務所　公認会計士・税理士
三好　秀明 北海道大学大学院医学研究院糖尿病肥満病態治療学分野 

特任教授
迎里　智恵美 有限会社エム・エステート　代表取締役
迎里　伸 有限会社先島メンテナンス　代表取締役
村上　龍 作家・映画監督
メアリー　トーマス 日本イーライリリー株式会社　糖尿病・成長ホルモン事業

本部長
森　秀文 株式会社オーイーシー　代表取締役会長
森下　竜一 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学寄附講座

教授
森地　一夫 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟　特命コミッショ

ナー　ボーイスカウト兵庫連盟　副理事長
柳澤　昭浩 メディカル・モバイル・コミュニケーションズ合同会社

代表社員
柳澤　克之 桑園糖尿病内科クリニック　院長
矢野　まゆみ 医療法人社団杜の木会もりの木クリニック　理事長
山形　和正 わかばやし眼科　院長

山川　伸隆 医療法人いせ山川クリニック　院長
山川　浩正 ex.THE BOOMベーシスト、ミュージシャン
山口　智之 東京薬科大学生命科学部　生命医科学科　再生医科学研

究室　教授
山田　圭子 漫画家
山田　高嗣 済生会奈良病院　外科部長
山中　伸弥 京都大学 iPS 細胞研究所　名誉所長、教授　　

公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団　理事長
山本　大助 山本大助法律事務所
山本　麻未 mimi face
山本　康史 特定非営利活動法人みえ防災市民会議　議長
山守　越子 JA 愛知厚生連海南病院糖尿病・内分泌内科　代表部長
弓削　勇 医療法人社団三昧耶会 ゆげ耳鼻咽喉科　理事長
吉川　昌江 金城学院大学薬学部薬学科臨床薬学　教授
吉澤　淳 特定非営利活動法人アトピッ子地球の子ネットワーク　　

代表理事
吉田　敬 1-GATA キーボーディスト、クリエーター
岡　光代 日本メドトロニック株式会社　ダイアビーティス　シニ

アダイレクター
渡邊　智惠子 株式会社アバンティ　代表取締役
渡辺　裕二 株式会社トップ　代表取締役社長




