
主催／         T1c-net.japan                     

お問い合わせ／info@t1c-netjapan.com

食事・運動と血糖の関係、つかめてる？ 
｢やってみたい！｣｢取り入れてみたい！｣ 

そんなヒントが満載

1,000円

【場所】名駅セミナーオフィス ルームA 
　　　　　(名古屋市中村区名駅2-41-17  OA第2ビル3階) 

7/29 土
13:00～
17:00

糖活　

セミナー

【定員】30名 参加料

参加のお申込みは裏面へ

プログラム

　 
　１．開会のごあいさつ 

   ２．講演第１部　國枝加誉先生 
　　　　　　　　　 
　 
   ３．講演第２部　マルヤマノリコ先生 
　 
   ４.  講演第３部　山下滋雄先生　 
　 

   ５．閉会のごあいさつ 
 
 ●セミナー終了後、会場近隣の飲食店にて懇親会を 
　　行います(懇親会費：4000円) 
   ※子ども料金については､お問い合わせください

●講演第３部●

山下 滋雄先生

独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO) 
東京山手メディカルセンター　 
糖尿病内分泌科　部長

●講演第１部●

國枝 加誉先生

※懇親会は､ 
 別料金です 

ほまれ代表 
管理栄養士･健康食育シニアマスター 
一汁一菜研究家 

最新情報はFacebookページからもご覧になれます！ 
      www.facebook.com/t1c.net.japan/

血糖変動の見える化で､自分のカラダを知り、自分らしい生き方を手に入れる

【参加対象】糖尿病患者･患者家族･患者友人 
　  ※会場の都合により､原則 医療者のご参加は、ご遠慮ください

●講演第２部●

マルヤマノリコ先生

パーソナルトレーナー 
プラチナボディアドバイザー 
食生活アドバイザー・栄養士 
JGFO認定ゴルフフィットネストレーナー

後援／認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク

あなたは今の 
DMライフに満足していますか？数字に縛られるのではなく数 
字を上手く活用して、心身ともに健康を目指すことが血糖コ 
ントロールの意味で、DMライフの基本です｡それには、先 
ず誰の為の数字なのか？どんなメッセージを数字から読み 
取るのか？どこに数字を活用したら良いのか？が重要にな 
ります。 自分らしさを損なわず、DMライフを楽しみた 
い人、自分のDMライフのQOLを向上させたい人、現 
状に満足されていない人は、この機会をお見逃しなく！ 
 

血糖モニター　　　　　　　　　　　

FreeStyleリブレ
の活用を考える交流イベント

あなたは今のDMライフに満足して  
いますか？数字に縛られるのではな 
く数字を上手く活用して、           
                               ことが血糖 
コントロールの意味で､DMライフ 
の基本です｡それには､先ず            
の数字なのか？どんなメッセージを 
数字から　　　　　　  のか？どこに 
数字を活用したら良いのか？が重要に 
なります。 　　　　　　   を損なわず､ 
DMライフを 
楽しみたい人、                                人、 
現状に満足されていない人は､この機会をお見逃しなく！ 
 

心身と
もに健康を目指す

誰の為
読み取る
自分らしさ

自分のDMライフの
QOLを向上させたい

2017

あなたは今のDMライフに満足していますか？数字に縛られるのではなく数  
字を上手く活用して、心身ともに健康を目指すことが血糖コントロールの意味で、 
DMライフの基本です｡それには、先ず誰の為の数字なのか？どんなメッセージを数 
字から読み取るのか？どこに数字を活用したら良いのか？が重要になります。 自分 
らしさを損なわず、DMライフを楽しみたい人、自分のDMライフのQOLを向上させ 
たい人、現状に満足されていない人は、この機会をお見逃しなく！ 
 

自分らしさ
自分らしさ



　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　

●内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。　

最新情報はFacebookページからもご覧になれます！ 
https://www.facebook.com/t1c.net.japan/

参加お申込み 

下記の必要事項をご明記の上、メールまたはFAX、Facebookイベント
ページお申込みフォームよりお申込みください。 
※定員に達した場合は、締め切らせていただく場合がございます。 
※得られた個人情報につきましては、当セミナー事業のみに使用し、 
この目的以外に使用することはありません。 
　　　 

①参加者代表氏名　②電話番号　③メールアドレス 
④参加人数(大人､子ども)　⑤懇親会の参加有無　 
⑥その他連絡事項 

申込受付期間：7/22（金）18時まで

お問い合わせ先・お申込み先はこちら

T1c-net.japan

メール

FAX 055-213-5894

担当／家原(イエハラ)

①参加者代表 
氏名

フリガナ
④参加人数 大人　　　名・子ども　　名

②電話番号 ⑤懇親会参加の有無 参加　　・　　不参加

③メールアドレス ⑥その他連絡事項

でお申込される方は、下記項目をご記入の上、055-213-5894までFAXください。FAX

info@t1c-netjapan.com

　　　　　　　　

｢美味しく楽しく健康に&なんで
も聞ける隣の管理栄養士｣がモッ
トーの生粋の大阪人｡1976年生
まれ｡高校2年生の秋にBMI18で
のやせ型で2型糖尿病を発症｡食
の重要性を痛感し管理栄養士の
道へ｡同志社女子大学卒業｡京都
大学医学部附属病院での病棟専
任栄養士､外食産業でのメニュー
開発に関わり､塾講師やテレマー
ケティング業界での経験から､執
筆や人前での講話等のスキルを
磨く｡ 
医療健康系のコンテンツ企画･プ
ロモーション企業を経て､2012
年8月より日本健康食育協会(略
称:JHE)に所属し､自ら様々な講
義､セミナー･講演等で登壇を重
ねながら､健康食育マスター講座
およびJHE事務局の運営､人材育
成に従事。2015年5月より屋号｢ほ
まれ｣にてフリーランスとして活
動し､同年10月より拠点を大阪に
構える｡講師業を中心に､健康増
進･予防医療分野から､糖尿病を
はじめとする生活習慣病の重症
化予防まで幅広く活動｡｢一汁一
菜研究家｣として日々楽しく美味
しく実践できる『食健康の知恵』
を伝え､ひとりひとりの健康の実
現を目指して活動している。 
楽しく話しながら美味しいもの
を食べる時間があれば、基本的
に機嫌が良い｡歌うこと｡カラオ
ケの十八番は東京事変､ジャズボー
カルの指導も受けボーカルの鍛錬
を積む｡ミュージカル好き｡美術
館好き(特に写真と現代美術)｡森
と水のある場所を好み､屋久島が
大好き。

 國枝 加誉 
 

岩﨑内科クリニック 
                   管理栄養士 
｢栄養士の寺子屋｣主宰 
webマガジン 
          ｢食ごと帳｣編集長 

～各種講座 認定講師～ 
健康食育マスター講座　 
日本野菜ソムリエ協会 
日本オリーブオイル 
                ソムリエ協会 

 

講師プロフィール紹介

(くにえだ  かよ)  　　

　　　　　　　　

1990年､医学部生のときに劇症
1型糖尿病を発症､NiproのCSII(イ
ンスリンポンプ治療)を8年間経
験。現在はbasal/bolus療法とフ
リースタイルリブレにより治療
中だが､本人は治療を受けている
という実感がなく生活の一部で
あると認識している。 
2016年､1型糖尿病を持ち糖尿
病診療に従事する医師のネット
ワークDT1D(Doctors with 
Type1 Diabetes)を､福岡の南先
生､徳島の黒田先生と共に発起人
として発足｡現在､賛同者42名。 
2010年1月号から3年3ヶ月にわ
たり､日本糖尿病協会機関誌｢さ
かえ｣に鉄道エッセイ｢鉄人だよ
り｣を連載､鉄道マニアとして活
動。 
2015年にロードバイクを購入､
2005年から所有しているクロス
バイクと併せて4台の自転車を所
有｡2016年11月､TDJ(Team 
Diabetes Japan)の自転車部門
cTDJ(cycling TDJ)を立ち上げ
た。都内周遊38km、三浦半島
64km、房総半島74kmと、徐々
にチームでの走行距離を伸ばし
ている。 
学生時代はバンド活動に精を出
し､ギター､ベースを合計6本所有
しているが、いずれも埃をかぶっ
ている｡旧車マニアでもあり､研
修医時代に購入した1964年製の
英国車MG-Bで週に1度は通勤し
ている｡趣味のもので書斎はあふ
れかえって入り口に雪崩を起こ
しているためドアが閉まらず､工
事ができないので5年以上エアコ
ンが壊れたままである。

山下  滋雄 
 
1960年 東京生まれ56
歳 
1987年 早稲田大学 第
一文学部哲学科 心理学
専修卒業 
1995年 福井医科大学
医学部医学科卒業 
2002年 東京大学大学
院医学系研究科医学博
士課程内科学専攻修了 
以後、虎の門病院、JR
東京総合病院、永寿総
合病院を経て2016年4
月から現職。

(やました  しげお)  　　
1型糖尿病罹患歴/27年 
マッスルビューティな
カラダを競う大会に毎
年参戦し、自分のカラ
ダ作り、ウエイトトレー
ニングをライフスタイ
ルとしています。

私のこれまでの経験から思う､リ
ブレを是非取付けてほしい人は､ 
・全ての糖尿病患者さん　　　　　　　　　 
・お腹まわりが減らせられず､食 
　事コントロールが必要な方 
・体重コントロールが気になる 
妊婦さんです。 
ただし、この先保険適応がどう
なるかはまだ決まっていませんし、
残念なことに妊婦さんの使用は
国内では認められていません。 
ホント簡単に言えば…カラダに
２秒の操作で取付られて､自分の
血糖値の状況(血糖の上昇､下降､
維持)が､｢1秒｣でセンサーによっ
て把握できる！点ではなく､線で､
何度でも確認ができる！と､いう
スグレモノ。 
私はリブレを付ける前と後で感
じたことは*安心感*と*優しい価
格*でした。※通常血糖測定器チッ
プは保険適用内では数が限られ
ていますので､自費購入の時もあ
ります｡ 
いつでもどこででも､どんな服を
着てても、大体の血糖値状況が
解るスグレモノ！なのですが…
私のように無酸素運動をしている
カラダだと､筋肉の使用状況でタ
イムリーな血糖値とは､離れた値
になっている結果が予測通りに出
ましたので､大体の血糖値が解る
と明記しました｡でも､トレーニ
ング歴8年､1型糖尿病経験で｢血
糖値が上昇してきた｣｢下降してる
なぁ｣と､*感覚*でインスリン不足
を体感してたので､こんな機能の
センサーが現れたのは驚きです！
予防医学の時代、最新ツールを
知って貰えれば嬉しいです｡ 

マルヤマ ノリコ

●本セミナーはFreeStyleリブレの製造・販売元であるアボット ジャパン株式会社(ABBOTT JAPAN CO., LTD.)とは一切関係ありません。　



JR高島屋前の金時計です。奥が桜

通口になります。左側出口を出て、

そのまま画像の左奥に進みます。 

信号を渡っていただき、左に進むと、

スギ薬局が見えます。 

地下鉄１番出口の階段があります（松岡

ビル）。階段を上って左を向いた風景で

す。そのまま矢印の方に進みます。 

地下鉄１番出口の方はここからです。 

スギ薬局前をそのまま進むと、

サンクスのある交差点にあたり

ます。交差点を渡り、右に向か

います。 

「馬喰一代」が目印のＹ字路

があります。こちらを矢印の

通り左に入ります。 

そのまま進むと右手に赤レンガの

建物が見えます。その３Fが 

「名駅セミナーオフィス」です！ 

順路① 

順路② 

順路③ 

順路④ 

順路④ 

順路⑤ 

名古屋駅から名駅セミナーオフィスへの順路 

新幹線、各在来線でお越しの方は 

桜通口 
を目指してください。（順路①へ） 
 
地下鉄でお越しの方は 

地下鉄１番出口 
を目指してください。（順路④へ） 

TEL：050-1253-4125 名古屋市中村区名駅２丁目４１－１７ OA第２ビル３F 
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