
講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット 朝日生命成人病研究所

タ　イ　ト　ル 演　　者 場所・日時 リ　ン　ク
総括 河津捷二 日本橋地域学術講演会～

糖尿病の病診連携を考え
る会～／東京都：5月19
日，2014

広がる糖尿病治療の選択肢
〈Opening Remarks〉
2型糖尿病治療における経口糖尿病薬選択
の課題

河津捷二 N-STEP （Novartis Shine
Trend Exciting Physician）
／東京都：6月5日，2014

朝日生命成人病研究所附属医院
（当院紹介および教育入院について）
看護師長、読者レポーターのコメントも掲載

河津捷二，吉田洋子，櫛
山暁史
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肥満と糖尿病 吉田洋子 武田薬品株式会社研修会
／東京都：2月19日，2014

患者の主体性を尊重する糖尿病教育と
は？
【朝日生命成人病研究所附属医院】前編

吉田洋子，田原たづ MR君　我々のDM診療 サ
ノフィ株式会社　4月4日，
2014配信

地域医療連携の現状、糖尿病患者さんの傾
向とは
【朝日生命成人病研究所附属医院】後編

吉田洋子，櫛山暁史 MR君　我々のDM診療 サ
ノフィ株式会社　4月11日，
2014配信

糖尿病治療の中断防げ　高まる合併症の恐
れ　医療側の工夫求める

吉田洋子（コメント） 共同通信／医療新世紀：8
月19日，2014配信

糖尿病重症化防止について 吉田洋子 石油製品販売健康保険組
合 健康保険組合経営研
究会／東京都：11月4日，
2014

糖尿病の治療中断対策 吉田洋子 第7回和泉橋連携研究会
／東京都：11月7日，2014

“きめ細かい支援”で・糖尿病・治療継続を
（研究所を紹介する映像と患者さん、ドク
ターへのインタビュー）

吉田洋子（コメント） NHK総合／首都圏ネット
ワーク：11月13日，2014放
送

高齢者糖尿病治療
　～トラゼンタの臨床経験をふまえて～

高尾淑子 Diabetes Discussion
Conference／東京都：4月
18日，2014

血糖変動と糖尿病合併症 高尾淑子 小野薬品社内勉強会／東
京都：7月10日，2014

「ビクトーザ皮下注18mg」にフォーカスをあ
てて

高尾淑子(Advisor) Victoza Advisory Board／
東京都：11月27日，2014

GLP1製剤を用いた2型糖尿病における薬物
治療

大西由希子 相模原糖尿病シンポジウ
ム／神奈川県：1月14日，
2014

GLP1製剤を用いた2型糖尿病における薬物
療法

大西由希子 Diabetes TV Symposium
／東京都：1月15日，2014

知っていないと怖い糖尿病
　～その予防と対策～

大西由希子 生活習慣病予防セミナー
／東京都：1月28日，2014

糖尿病治療の最新の話題 大西由希子 第16回ママドクターの会／
東京都：2月16日，2014

日本人の糖尿病
　～発症と予防～

大西由希子 第4回動脈硬化性疾患予
防検討会／東京都：2月25
日，2014
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ランチョンセミナー7
GLP-1受容体作動薬の治療上の位置づけ

大西由希子 第48回糖尿病学の進歩／
北海道：3月7日，2014

GLP1製剤を用いた2型糖尿病における薬物
治療

大西由希子 中上越GLP1ワークショッ
プ／新潟県：3月17日，
2014

最新の2型糖尿病の薬物療法
　～可能性と限界について考える～

大西由希子 東葛東部糖尿病セミナー
2014／千葉県：3月18日，
2014

2型糖尿病の発症のリスクと予防 大西由希子 糖尿病 Premiun Seminar
／東京都：4月5日，2014

患者個々に応じたインスリンの使い方を考
える

大西由希子 第1回台東区DM seminar
／東京都：4月8日，2014

日本の2型糖尿病治療の今後の展望 大西由希子 フォシーガ Diabetes TV
Symposium 2014 for
Pharmacist／神奈川県：4
月15日，2014

これからの2型糖尿病薬物治療 大西由希子 千代田区・神田医師会合
同学術講演会／東京都：4
月21日，2014

糖尿病発症を予防するためには？ 大西由希子 日本橋地域学術講演会～
糖尿病の病診連携を考え
る会～／東京都：5月19
日，2014

広がる糖尿病治療の選択肢 大西由希子（Discussant） N-STEP （Novartis Shine
Trend Exciting Physician）
／東京都：5月27日，2014

SGLT2阻害剤の疑問に答える 大西由希子（Panelist） Diabetes Symposium 2014
In Tokyo ～糖尿病診療の
扉を開く～／東京都：5月
30日，2014

Lecture & Discussion
新規糖尿病治療薬の使い方について考え
る

大西由希子 12thGakugei Round Table
Meeting／東京都：6月5
日，2014

2型糖尿病治療の今後の展望 大西由希子 第17回ママドクターの会／
東京都：6月8日，2014

女性の活躍推進について 大西由希子 朝日生命U（ユニット）総括
連絡会／東京都：6月10
日，2014

これからの2型糖尿病薬物治療 大西由希子 第4回千代田区女医の会
学術講演会／東京都：6月
20日，2014

2型糖尿病治療の基本と新薬の位置づけ 大西由希子 第194回生涯教育講座／
東京都：6月21日，2014

GLP製剤を用いた2型糖尿病における薬物
治療

大西由希子 Diabetes Symposium In
Yokosuka／神奈川県：6月
23日，2014

SGLT2阻害薬の処方にふさわしい症例は？ 大西由希子 糖尿病治療を考える会 in
中央区／東京都：7月16
日，2014

インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
の有効性と特徴

大西由希子 Insulin Portfolio Advisory
Board／東京都：7月17日，
2014

インスリンデグルデク/インスリンアスパルト
の有効性と特徴

大西由希子 Insulin Portfolio Advisory
Board／東京都：7月22日，
2014
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これからの2型糖尿病薬物治療 大西由希子 山梨糖尿病学術講演会／

山梨県：7月24日，2014

SGLT2阻害薬登場後の糖尿病薬物療法に
ついて

大西由希子 平成26年度　西東京糖尿
病療養指導プログラム　第
11回西東京薬剤研修会／
東京都：8月3日，2014

新しいカテゴリーの薬剤‐SGLT2阻害薬‐
安全性について

大西由希子 Diabetes Symposium 2014
～糖尿病治療ガイド改定
と新規作用機序治療薬の
適正使用について～ ／東
京都：8月31日，2014

SGLT2阻害薬の有効性と安全性
　～女性患者への注意点～

大西由希子 Diabetes TV Symposium
2014 女性の糖尿病／東
京都：9月11日．2014

2型糖尿病発症のリスクと予防 大西由希子 第100回神奈川県糖尿病
カンファレンス／神奈川
県：9月18日，2014

2型糖尿病のリスク因子と治療戦略
　～現代日本人における問題点を考慮して
～

大西由希子 Diabetes Clinical Seminar
～インクレチン製剤のポテ
ンシャルを再考する～／
東京都：10月3日,2014

Management of type 2 diabetes with GLP-1
RA and insulin

Yukiko Onishi Japan Communication
Expeｒt Meeting 2014／東
京都：10月12－13日．2014

ショートレクチャー：治験データに基づいて
ディスカッション：使用経験と今後の期待

大西由希子 ビクトーザ ブロックアドバ
イザリーボード／神奈川
県：10月17日，2014

－治験医に訊く－
 GLP-1受容体作動薬　ビクトーザの適応患
者像

大西由希子 ノボノルディスクファーマ
電子媒体用プロモーション
コンテンツ動画収録／東
京都：10月21日，2014

2型糖尿病の薬物療法について 大西由希子 糖尿病治療を考える会／
東京都：10月23日，2014

2型糖尿病と肥満 大西由希子 第18回ママドクターの会／
東京都：10月26日，2014

日本人の糖尿病 大西由希子 BSジャパン／「教えて！ド
クター　家族の健康：11月
8日，2014放送

日本人の糖尿病の特徴とライフスタイルに
あわせた療養指導

大西由希子 糖尿病Luncheon Web 講
演会／東京都：11月20日，
2014

患者個々に応じたインスリンの使い方を考
える
　～年末・年始を迎えるにあたって～

大西由希子 第2回台東区DM seminar
／東京都：12月4日，2014

NN1250 の試験結果 大西由希子 NN1250 第3相臨床試験結
果報告会／東京都：12月8
日，2014

最新の糖尿病治療 田原たづ ベーリンガーインゲルハイ
ム社内講演会／東京都：3
月13日，2014

朝日生命成人病研究所での取り組み 田原たづ 糖尿病教育入院ミーティン
グ／東京都：3月20日，
2014
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タ　イ　ト　ル 演　　者 場所・日時 リ　ン　ク
朝日生命成人病研究所における教育プログ
ラムの紹介

田原たづ 糖尿病医療連携フォーラ
ム／東京都：7月1日，2014

糖尿病治療の体重コントロールの重要性に
ついて
　～SGLT2阻害剤の最適症例もふまえて～

田原たづ サノフィ社内レクチャー／
東京都：8月27日，2014

糖尿病患者の治療について 田原たづ 武田薬品社内レクチャー
／東京都：9月19日，2014

教育入院での取り組みと その効果について 田原たづ 第1回中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月10
日，2014

教育入院の取り組みと最近の薬剤の使い
方について

田原たづ 田辺三菱社内レクチャー
／東京都：12月15日，2014

砂糖と尿酸と臓器障害 櫛山暁史 Metropolitan Diabetes
Conference／東京：1月21
日，2014

糖尿病患者のリスクマネジメント
　～腎症進展の原因と結果～

櫛山暁史 東京・糖尿病性腎症セミ
ナー／東京都：1月29日，
2014

超速効型インスリン製剤の使い分け 櫛山暁史 HumaloGO Tour／東京
都： 2月21日．2014

糖尿病患者の最近の傾向と対策
　～20年間の変遷と今後の治療法～

櫛山暁史 興和創薬社内講演会／東
京都：3月11日，2014

糖尿病の病態・予後を決めるファクター 櫛山暁史 第10回臨床医の為の糖尿
病合併症セミナー －合併
症予防の為の糖尿病治療
－／東京都：3月12日，
2014

CGMデータから考える糖尿病治療 櫛山暁史 DMセミナーin新居浜／愛
媛県： 3月19日，2014

超速効型インスリン製剤 ヒューマログにつ
いて

櫛山暁史 糖・脂質代謝セミナー／東
京都 ：3月25日，2014

超速効型インスリンの使い分け 櫛山暁史 Diabetes Scientific
Seminar／東京都 3月26
日，2014

超速効型インスリン製剤の使い分け 櫛山暁史 糖尿病治療Update
Seminar／東京都 ：3月29
日，2014

グラクティブ有効性予測 櫛山暁史 Metropolitan　General
Practitioner　Meeting／
2014年4月20日

インスリンフォーカスインタビュー 櫛山暁史 サノフィ社内勉強会／東京
都：5月16日，2014

当院の診療と医療連携の姿 櫛山暁史 日本橋地域学術講演会～
糖尿病の病診連携を考え
る会～／東京都：5月19
日，2014

これからの糖尿病治療と腎臓保護
　～日本人糖尿病の病態シフト～

櫛山暁史 第7回　北多摩地区腎領域
セミナー／東京都：5月20
日，2014

これからの2型糖尿病薬物治療 櫛山暁史 浅草薬剤師会　糖尿病研
修会／東京都：
5月27日，2014

インスリン治療の効果と患者のQOL 櫛山暁史 第6回　和泉橋医療連携研
究会／東京都：5月29日，
2014
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当院における研究成果、インスリンの治療
状況、SGLT2阻害薬の使用感

櫛山暁史 武田薬品社内勉強会／東
京都：6月2日，2014

広がる糖尿病治療の選択肢
〈Case Report〉
DPP-4阻害薬の活用法

櫛山暁史 N-STEP （Novartis Shine
Trend Exciting Physician）
／東京都：6月5日，2014

第2部
糖尿病のお薬代について学ぼう

櫛山暁史 市民公開講座　糖尿病治
療費について考えよう／
東京都：6月7日，2014

インスリン治療と患者の心理 櫛山暁史 糖尿病医療連携フォーラ
ム／東京都：7月1日，2014

糖尿病領域における骨代謝を考える 櫛山暁史 興和創薬社内講演会／東
京都：7月3日，2014

超速効型インスリン製剤の使い分け
　〜患者意識調査をふまえて〜

櫛山暁史 Lillyインスリン治療研究会
／埼玉県 7月8日，2014

インスリン治療における患者意識 櫛山暁史 医学統計学セミナー vol.2
／東京都：7月16日，2014

当院の診療と医療連携の姿 櫛山暁史 小野薬品社内研修会／東
京都：7月23日，2014

GLP-1 フォーカスインタビュー 櫛山暁史 サノフィ社内勉強会／東京
都：7月28日，2014

インスリン治療におけるDPP4阻害薬の上乗
せ効果

櫛山暁史 第4回DM Expert Meeting
in Chiyoda／東京都：9月8
日，2014

糖尿病患者の包括的リスクマネジメント 櫛山暁史 CHIYODA DM
CONFERENCE／東京都：
9月11日，2014

エゼチミブ錠の使用経験 櫛山暁史 循環器コンサルの会／東
京都：10月7日，2014

変わりゆく糖尿病治療 櫛山暁史 New Topic in medicine見
逃してはいけない最近の
話題／東京都：10月27日，
2014

尿酸産生と動脈硬化症 櫛山暁史 動脈硬化と高尿酸血症
フォーラム／東京都：11月
1日，2014

社会でサポートする糖尿病治療を目指して 櫛山暁史 第1回中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月10
日，2014

糖尿病治療の薬剤選択と患者選択 櫛山暁史 台東区糖尿病週間セミ
ナー ～社会でサポートす
る糖尿病～／東京都：11
月11日，2014

社会と患者のニーズにあわせた日本人２型
糖尿病の治療

櫛山暁史 世界糖尿病Dayセミナー／
東京都：11月14日，2014

糖尿病合併症とその予防 櫛山暁史 東京都医療連携検討会／
東京都：11月29日，2014

症例カンファレンス 櫛山暁史 アステラス製薬MR研修
動画撮影／東京都：12月1
日，2014

糖尿病週間 ビデオメッセージ 櫛山暁史 田辺三菱製薬主催／東京
都：12月3日，2014

糖尿病治療戦略におけるインスリン製剤 櫛山暁史 日本橋医師会講演会／東
京都： 12月4日，
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ヒューマログWebラウンドテーブル 櫛山暁史 都内スタジオ／東京都 12

月5日，2014
患者に合わせたインスリン製剤の使い方 櫛山暁史 糖尿病チーム医療のため

の懇話会　特別講演会／
東京都 12月9日，2014

チームで考える血糖管理 菊池貴子 リスニング☆カンバセ―
ション・セミナー in 三河／
愛知県：7月5日，2014

どうしてますか？こんな患者さん 菊池貴子 第37回リスニング☆カンバ
セ―ション・セミナー／東
京都：8月3日，2014

糖尿病合併症とその予防 菊池貴子 糖尿病とともにすこやかに
生きる（区中央部糖尿病
医療連携検討会）／東京
都：11月29日，2014

当院の高齢糖尿病患者の実態と腎機能悪
化要因についての解析

菊池貴子 超高齢社会にむきあう糖
尿病治療～糖尿病性腎症
と予後～／東京都：12月1
日，2014

インスリン社内レクチャー 田中健太郎 サノフィ社内勉強会／東京
都：5月7日，2014

Insulin focus group interview 田中健太郎 サノフィ社内勉強会／東京
都：5月16日，2014

アシドーシス、高カリウム血症を伴う慢性腎
臓病に対する重炭酸ナトリウムとカリウム吸
着剤の臨床検討

田中健太郎 鳥居薬品ショートレク
チャー／東京都：8月1日，
2014

腎機能低下例・高齢者での超速効型インス
リンの工夫

田中健太郎 第3回糖尿病と透析医療
における地域連携の会／
東京都：11月17日，2014

腎機能低下例での血糖管理 田中健太郎 Yokohama CKD カンファレ
ンス／神奈川県：11月25
日，2014

糖尿病と腎疾患の最近のTOPICS 田中健太郎 サノフィ社内勉強会／東京
都：12月3日，2014

心房細動と抗凝固療法 世古義規 ベーリンガーインゲルハイ
ム株式会社社内講演会／
東京都：5月22日，2014

高血圧と言われたら―その対策について 世古義規 生活習慣病予防セミナー
／東京都：9月17日，2014

今月のトピックス
－知って役立つ血圧の話－

藤井 潤 日本心臓財団ホームペー
ジ，11月14日，2014公開

第1部
糖尿病ってお金がかかる？

松田由維 市民公開講座　糖尿病治
療費について考えよう／
東京都：6月7日，2014

当院における教育入院
　～チームで関わる療養支援と看護師の役
割～

市來祐里恵 第8回首都圏糖尿病療養
指導研究会／東京都：3月
15日，2014

糖尿病患者への療養支援
　～当院における療養支援の取り組み～

市來祐里恵 第27回石見糖尿病談話会
／島根県：8月28日，2014

当院の教育入院における体操教室 高橋純子 糖尿病療養指導士セミ
ナー（第9回）／東京都：11
月15日，2014

いつでもどこでも“ながら運動” 高橋純子 こころとからだの元気プラ
ザ　糖尿病患者会「いちが
やくらぶ」勉強会／東京
都：11月22日，2014
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講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット 朝日生命成人病研究所

タ　イ　ト　ル 演　　者 場所・日時 リ　ン　ク
糖尿病ってお金がかかるの？ 関根奈緒子 第10回千代田糖尿病療養

指導士の会／東京都：6月
10日，2014

糖尿病と検査
 　～診療チームの一員として生理検査室に
できること～

山本美津代 千葉県臨床検査技師会
生活習慣病研修会／千葉
県：1月25日，2014

胃腫瘤性病変の超音波像 山本美津代 腹部エコー症例勉強会／
東京都：6月25日，2014

急性腹症 山本美津代 腹部エコー症例勉強会／
東京都：9月17日，2014

肝腫瘤性病変の超音波像 山本美津代 腹部エコー症例勉強会／
東京都：11月14日，2014

第20回心エコー実技スクール 福井美弥子 超音波検査法フォーラム
／東京都：7月6日，2014

知って得する！健康ボイス
　超音波検査（エコー検査）ってどんな検
査？
何がわかるの？

情報提供（生理検査室） 朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 7月号／Vol.43，
2014

知って得する！健康ボイス
　健診結果を健康管理に活かしましょう！

情報提供（生化学検査室） 朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 9月号／Vol.45，
2014

おいしい！ヘルシー！健康レシピ
　凍みこんにゃくの煮物

岩佐瑞枝
監修／吉田洋子

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 1月号／Vol.37，
2014

おいしい！ヘルシー！健康レシピ
　刻み昆布と野菜の煮物

芦田美緒
監修／吉田洋子

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 2月号／Vol.38，
2014

おいしい！ヘルシー！健康レシピ
　茶巾豆腐の吉野くずかけ

越野彩
監修／吉田洋子

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 3月号／Vol.39，
2014

知って得する！健康ボイス
　栄養バランスのとれた食生活

情報提供（栄養管理室） 朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 11月号／Vol.47，
2014

(7/7)


