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ノボ ノルディスク ファーマ 『Live your dream! 1 型糖尿病を持つアスリートによる web
セミナー』を開催

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、本社：東京都千代田区) と
公益社団法人日本糖尿病協会 (理事長：清野裕、事務局：東京都千代田区、以下、日本糖尿病協会) は、本
年 12 月 20 日 (日) に、YouTube Live を使ったオンラインイベント『Live your dream! 1 型糖尿病を持つア
スリートによる web セミナー』を共同開催することをお知らせします。1 型糖尿病をもつアスリートである、元Ｊ
リーガー選手の杉山新さん、自転車トラック競技で来年開催予定の東京 2020 オリンピック競技大会への参
加を目指すチーム ノボ ノルディスクのマンディ マルクワット選手、チーム ノボ ノルディスクのアンバサダーで
あるジャスティン モリスさんをゲストに迎え、日本・アメリカ・オーストラリアを結んでライブ放送を行います。糖
尿病患者さんとそのご家族をはじめ、どなたでもご参加いただけます。
ノボ ノルディスク ファーマは、2018 年から毎年、日本糖尿病協会の協力を得て、同協会主催の小児糖尿病
サマーキャンプにチーム ノボ ノルディスクの選手を招き、1 型糖尿病の子供たちに自らの体験談を語ってもら
うイベントを開催してきました。今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けサマーキャンプが中止された
ため、コロナ禍の状況下における糖尿病患者さんを勇気づけるため、このたびオンライン形式で開催する運
びとなりました。
糖尿病と診断されると、多くの人は望み通りの生活ができなくなると考えてしまいます。しかし、糖尿病を発症
しても、その才能を生かし、希望を捨てず、トップレベルへの挑戦をあきらめなかったアスリートがいます。本
セミナーでは、杉山新さんとマンディ マルクワット選手に、1 型糖尿病発症から克服までの体験談を語ってい
ただき、ジャスティン モリスさんと共に、困難を乗り越え夢をあきらめない気持ちや、治療に前向きに向き合う
大切さについてもお話をする予定です。患者さんから事前にいただいた質問に 3 名が答える時間も設けま
す。

お問い合わせ先
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

100-0005
東京都千代田区丸の内 2-1-1
明治安田生命ビル

Tel:03-6266-1700
ウェブサイト:
Email:pressnnpl@novonor www.novonordisk.co.jp
disk.com
www.novonordisk.com

『Live your dream! 1 型糖尿病を持つアスリートによる web セミナー 』開催概要


開催日時： 2020 年 12 月 20 日 (日) 10：30～12:00 (90 分)



開催方式： YouTube Live を使ったオンライン形式

視聴用 QR コード

・視聴用 URL: https://youtu.be/0pI16d47Lek


事前質問の受付： 以下 URL 上のアンケートフォームより質問を送ってください。
(*すべての質問にお答えできない可能性があります。また web セミナー当日の質問受付はございませ
ん。)
・事前質問入力フォーム URL: https://jp.surveymonkey.com/r/LiveYourDream_message






参加対象：1 型・2 型糖尿病患者さんとそのご家族、ご関係者 (*但し、YouTube Live でのオンライン開
催のためどなたでもご参加いただけます。)
プログラム：
第一部 アスリートのストーリー紹介
「絶望なんかで夢は死なない」 杉山 新さん
「東京五輪を目指して」 マンディ マルクワット選手
第二部 ディスカッションおよび質疑応答
ジャスティン モリスさん、杉山 新さん、マンディ マルクワット選手
ゲスト

杉山 新さん

ジャスティン モリスさん

1 型糖尿病発症年齢 23 歳
元Ｊリーガー選手 (DF)
柏レイソル、ヴァンフォーレ甲
府等で活躍。 2003 年 1 型
発症後も選手として活躍。
2015 年引退。現在は、サッ
カーの指導のかたわら、1 型
糖尿病の啓発活動を積極的
に行う。

マンディ マルクワット選手

1 型糖尿病発症年齢 10 歳
元チーム ノボ ノルディスクの
プロサイクリング選手。現在
は同チームのアンバサダーと
して世界中で講演活動を行
う。
2019 年マウンテンバイク世
界選手権 オーストラリア代表
選手。

1 型糖尿病発症年齢 16 歳
自転車トラック競技選手。米
国サイクリングナショナルチ
ームメンバー。チーム ノボ ノ
ルディスクのアンバサダー。
来年開催予定の東京五輪参
加を目指す女性アスリート。

 諸注意事項: 講演内容の録音、録画はご遠慮願います。
＊本セミナーは、特定の製品ならびに特定の患者や糖尿病関連の治療法を紹介するものではありません。

Web セミナーの詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://www.club-dm.jp/tnn/news/20201220_01_ahlete-with-diabetes.html

お問い合わせ先
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

100-0005
東京都千代田区丸の内 2-1-1
明治安田生命ビル

Tel:03-6266-1700
Email:pressnnpl@novon
ordisk.com

ウェブサイト:
www.novonordisk.co.jp
www.novonordisk.com

公益社団法人 日本糖尿病協会について
日本糖尿病協会 (英文表記：Japan Association for Diabetes Education and Care) は、糖尿病を克服し国民の健康の
増進に寄与することを目的に、「糖尿病の予防と療養についての正しい知識の普及啓発」、「患者・家族と広く予備群の
方々への療養支援」、「国民の糖尿病の予防と健康増進のための調査研究」、「国際糖尿病連合の一員として糖尿病の
撲滅を目的とした国際交流」などの事業を行う公益社団法人です。患者さん、医師・歯科医師、コメディカルスタッフ、市
民・企業などで組織されています。1961 年に創立され、1987 年に社団法人となり、2013 年より公益社団法人となりまし
た。 全国に会員の患者と医療スタッフで作られた約 1,600 の糖尿病「友の会」と、47 の都道府県糖尿病協会があり、連
携して上記の事業を行っています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 (https://www.nittokyo.or.jp/)
ノボ ノルディスクについて
ノボ ノルディスクは、1923 年創立のデンマークを本拠とする世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、変
革を推進し、糖尿病および肥満症、血液系希少疾患、内分泌系希少疾患などのその他の深刻な慢性疾患を克服すること
です。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的
には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在 80 カ国に約 4 万 4,000 人の社員を擁し、製品は約 170
カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は 1980 年に設立されました。詳細はウェブサ
イトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp)
本件に関するお問い合わせ先
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 広報部 Tel: 03-6266-1303、Email: pressnnpl@novonordisk.com
公益社団法人日本糖尿病協会事務局 堀田 Tel: 03-3514-1721、Email: hotta@nittokyo.or.jp
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