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1 型糖尿病患者さんとともに
『糖尿病の克服を目指す、バイクチャレンジ to 宇都宮』開催のお知らせ
～自転車で約 130 キロ、東京丸の内からジャパンカップ会場目指し～
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社（社長：オーレ ムルスコウ ベック、本社：東京都千代田区）は、
「第 26 回 2017 ジャパンカップサイクルロードレース」（10 月 22 日開催、宇都宮市森林公園周回コー
ス）開催に際し、1 型糖尿病患者さんを含むチーム応援団が東京丸の内からジャパンカップの行われる
宇都宮を目指して自転車で走る『糖尿病の克服を目指す、バイクチャレンジ to 宇都宮』を行うことをお知
らせします。
『糖尿病の克服を目指す、バイクチャレンジ to 宇都宮』は、チーム ノボ ノルディスクのメンバーと 1
型糖尿病患者さん、ノボ ノルディスク社員の約 20 名が、10 月 20 日(金)朝 9 時にノボ ノルディスク
日本法人の本社のある丸の内を出発し、宇都宮の 2017 ジャパンカップの舞台宇都宮市のオリオンス
クエアを目指し、約 130 キロを自転車で走るチャレンジです。ジャパンカップを舞台とした漫画「Ride
Your Dream(ライド ユア ドリーム)」のモデルとなったチーム ノボ ノルディスクの創設者で現 CEO フィ
ル サザーランドや 1 型糖尿病患者さん、そして当社長オーレ ムルスコウ ベックも参加し、チーム ノボ
ノルディスクのミッション「糖尿病とともに生きる人々が、自分の夢を実現できるように前向きに糖尿病と
向き合い、それぞれの人生の目標に向けて糖尿病を克服していくこと」を自転車で走ることで体現し応援
しようという趣旨で企画されました。
『糖尿病の克服を目指す、バイクチャレンジ to 宇都宮』 開催概要




スタート：10 月 20 日(金) 朝 9 時 東京丸の内
（東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル）前
ゴール： 同日 18 時頃 予定 宇都宮オリオンスクエア
参加人数：約 20 名 （チーム ノボ ノルディスク 2 名、1 型糖尿病患者約 5 名、ノボ ノルディス
ク ファーマ株式会社の社員約 15 名）
 主な参加メンバー
 チーム ノボ ノルディスク 創設者/CEO フィル サザーランド
 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 代表取締役社長 オーレ ムルスコウ ベック

メディアの方の参加および取材が可能です。詳しくは以下へお問い合わせください。
 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 社長室 ： pressnnpl@novonordisk.com

チーム ノボ ノルディスクは、世界初の全員が 1 型糖尿病からなるプロサイクリングチームです。ジャ
パンカップを舞台としたチーム ノボ ノルディスクと日本の 1 型糖尿病の少年との出会いは、大島司さん
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の漫画「Ride Your Dream(ライド ユア ドリーム)」（講談社少年マガジンの読み切り漫画）にもなり、注
目を浴びました。
Ride Your Dream(ライド ユア ドリーム)は、こちらをご覧ください。
http://www.club-dm.jp/tnn/ride_your_dream.html
Changing Diabetes®（糖尿病を克服する）について
ノボ ノルディスク社のミッションである、Changing Diabetes®（糖尿病を克服する）は、患者さんがより良い
血糖コントロールを行うことで、より質の高い生活の実現を目指すものです。
日本での Changing Diabetes®の主な活動としては、日本糖尿病協会や医療機関などの協力を得て
1992 年より毎年全国約 50 カ所で開催している「歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー」、「思い出のサマーキャン
プスケッチコンクール」、QOL を簡単に評価できる iPad アプリ「DTR-QOL」の提供、糖尿病用レシピや自己管
理をサポートするコンテンツを紹介した「糖尿病サイト（http://www.club-dm.jp）」の配信などです。
1 型糖尿病について
1 型糖尿病には、自己免疫反応の異常やウイルス感染により、すい臓の β 細胞を自分で攻撃してしまい、
インスリンを出す機能を壊してしまうタイプ（自己免疫性）と原因不明のタイプ（特発性）の 2 つがあります。
いずれのタイプでも患者さんのすい臓は、自分でインスリンをだす力がなくなってしまいます。そのため、治療
にはインスリン療法が必要です。
特徴としては、10～20 代の若い人に突然発病する場合が多いですが、高齢者でも 1 型糖尿病として糖
尿病を発症することがあります。
日本では、2 型糖尿病に比べ非常に発症率が低いのが特徴で、1 年間に 10 万人の中で約 1.5〜2.5 人
ほど、1 型糖尿病を発症するひとが存在すると言われています※1。最も高い国はフィンランドで、1 年間に 10
万人の中で約 40 人ほど、1 型糖尿病を発症するひとが存在すると報告されています※2。
最近では、遺伝子のなかである特徴をもつ遺伝子と 1 型糖尿病との関連が認められており、1 型糖尿病
の発症メカニズムの解明が期待されています。
※1 Kida K, et al: Incidence of type 1 diabetes mellitus in children aged 0-14 in Japan, 1986-1990, including an
analysis for seasonality of onset and month of birth: JDS study. Diabet Med 17:59-63,(2000)
※2 The DIAMOND Project Group: Incidence and trends of childhood Type 1 diabetes worldwide 1990-1999.
Diabet Med 23:857-866,(2006)
出典：糖尿病サイト 糖尿病を知ろう http://www.club-dm.jp/column/1/5.php

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社は、デンマークに本社を置くグローバルヘルスケア企業であるノボ ノルディスク社の日本法人です。
ノボ ノルディスク社はインスリンの発見から間もない 1923 年にインスリンの製造販売を開始し、以来 90 年以上にわたり継続的な研究
開発と世界の国々への安定供給を通じ、糖尿病ケアの革新をリードしてきました。また、糖尿病に加え、成長ホルモン療法および血友病
においても、それぞれの製品領域をリードしています。ノボ ノルディスク社は現在 77 カ国に約 4 万 1,400 人の社員を擁し、製品は
165 カ国以上で販売されています。日本法人は 1980 年に設立され、それぞれの製品領域をリードしています。
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