
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

演　　者 場所・日時
1 糖尿病薬物療法の最近の進歩 岩本安彦 神田医師会学術講演会

～糖尿病の病診連携を考
える会～／東京都：4月20

日，2015

2 『成人病News』創刊に寄せて 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.1，2015

3 糖尿病・成人病関連の学会に参加を 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.2，2015

4 糖尿病診療の50年の歩みと最新の知見 河津捷二 第2回糖尿病サークル懇
話会／群馬県：10月8日，
2015

5 当院の糖尿病治療の現状 吉田洋子 田辺三菱製薬社内勉強会
／東京都：3月2日，2015

6 糖尿病合併高血圧症に対するARBの注意
点

吉田洋子 持田製薬社員教育／東京
都：4月1日，2015

7 世界糖尿病デー 吉田洋子 当院ホームページ　成人
病News Vol.1，2015

8 血糖変動と糖尿病合併症 髙尾淑子 第一三共糖尿病領域MR

研修会／東京都：2月3

日，2015

9 2型糖尿病における注射薬の位置付け 髙尾淑子 Insulin Portfolio

Adovisory Board／東京
都：10月28日

10 Happy Birthday ADA and EASD ! 髙尾淑子 当院ホームページ　成人
病News Vol.2，2015

11 2型糖尿病治療
　～最近の話題から～

大西由希子 第19回ママドクターの会
／東京都：2月15日，2015

12 プライマリーケアにおける糖尿病の診断と
治療のポイント

大西由希子 Astellas Associate

Academy ／東京都：2月
21日，2015

13 患者側の立場に立った2型糖尿病の診療 大西由希子 糖尿病治療を考える会／
千葉県：3月9日，2015

14 糖尿病治療の現状と将来 大西由希子 第8回北多摩地区腎領域
セミナー／東京都：5月14

日，2015

15 糖尿病の予防から治療まで 大西由希子 糖尿病治療のUP TO

DATE／北海道：6月18

日，2015

16 今後の糖尿病治療の展望
　～患者負担も考慮に入れたインスリン治
療～

大西由希子 ゆりの会／埼玉県：6月27

日，2015

17 プライマリーケアにおける糖尿病の診断と
治療のポイント

大西由希子 Astellas Associate

Academy ／東京都：7月
11日，2015

タ　イ　ト　ル
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演　　者 場所・日時タ　イ　ト　ル
18 ライフスタイルに合わせた糖尿病治療薬の
選択
　～トレラグリプチンの好適症例を考える～

大西由希子 第20回ママドクターの会
／東京都：7月26日，2015

19 インスリン療法：新たな選択肢としてのバイ
オ後続品

大西由希子 インスリンWebストリーミン
グ講演会／インターネッ
ト：7月28日，2015

20 日本の糖尿病の現状と新薬への期待 大西由希子 MSD 半期ビジネスアップ
デート・タウンホールミー
ティング／東京都：8月3

日，2015

21 生活習慣病はこわい病気なのか？
知っておきたい病気の危険信号　検診の検
査結果の見方

大西由希子 生活習慣病セミナー／東
京都：8月11日，2015

22 GLP-1受容体作動薬「ビデュリオン」による
糖尿病治療

大西由希子 超高齢社会の糖尿病治療
を考える会／東京都：8月
24日，2015

23 生活習慣病について学ぶ
　～病気の怖さとその予防～

大西由希子 ローソン健保プログラム／
静岡県：8月29日，2015

24 インスリン治療におけるグラルギンリリーの
活用

大西由希子 茨城県北部インスリングラ
ルギンBS注リリー発売記
念講演会／茨城県：9月3

日，2015

25 患者負担を考慮したインスリン治療：グラル
ギンリリーという新たな選択肢

大西由希子 Insurin Professonal

Seminar ～バイオシミラー
による医療変革～／東京
都：9月10日，2015

26 患者負担を考慮したインスリン治療
　～グラルギンリリーの臨床試験を踏まえて
～

大西由希子 宮城県インスリングラルギ
ンBS注発売記念講演会
／宮城県：9月11日，2015

27 持効型インスリン製剤の治療戦略
　～グラルギンリリーの臨床経験を踏まえて
～

大西由希子 福島県糖尿病学術講演会
／福島県：9月26日，2015

28 患者負担を考慮したインスリン治療
　～グラルギンリリーの臨床経験を踏まえて
～

大西由希子 進化する糖尿病治療を考
える会 in Tochigi ／栃木
県：9月29日，2015

29 糖尿病のトータルケア
　～発症予測と予防、そして治療まで～

大西由希子 第3回上十三地区糖尿病
療養指導サミット／青森
県：10月15日，2015

30 進む糖尿病治療
　～新しいGLP-1受容体作動薬の登場と展
望～

大西由希子 Incretin Symposium ／東
京都：10月17日，2015
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31 DPP-4阻害薬の実臨床試験から学ぶ 大西由希子 Diabetes Forum 2015

Autumn for

Diabetologists  ～DPP-4

阻害薬を中心とした今後
の糖尿病治療展開を考え
る～／東京都：10月18

日，2015

32 糖尿病薬物療法の「現在・過去・未来」 大西由希子 Diabetes up to date ／北
海道：10月29日，2015

33 糖尿病治療における最新の話題
　～治験データを元に～

大西由希子 第47回江戸川区総合臨
床研究会／東京都：10月
28日，2015

34 実臨床経験から学ぶ
　～DPP-4阻害薬で治療することの意義～

大西由希子 Diabetes Symposium

2015／東京都：11月1日，
2015

35 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 糖尿病フォーラム2015／
茨城県：11月11日，2015

36 糖尿病最新の話題
　～グラクティブTECOS試験～

大西由希子 第21回ママドクターの会
／東京都：11月15日，
2015

37 2型糖尿病治療の最新の話題 大西由希子 第7回安房インクレチンセ
ミナー／千葉県：11月18

日，2015

38 最近の糖尿病治療
　－患者さんの生活習慣を私たちも真似よ
う－

大西由希子 女性医療フォーラム
Lifestyle & Healthcare／
東京都：11月19日，2015

39 患者負担を考慮したインスリン療法
　～バイオシミラーという新たな選択肢～

大西由希子 糖尿病学術講演会　新た
な糖尿病治療戦略を考え
る／長野県：11月20日，
2015

40 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 Sapporo Diabetes

Forum／北海道：11月26

日，2015

41 既存薬の長所を活かした薬物療法 大西由希子 Oral antidiabetic agent

Up-to-Date／東京都：12

月2日，2015

42 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 Diabetes Care Forum／
石川県：12月3日，2015

43 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 東三河生活習慣病Forum

／愛知県：12月8日，2015

44 ランタスXR治験症例提示 大西由希子 インスリン治療臨床検討
座談会／東京都：12月9

日，2015

45 2型糖尿病治療の変遷
　～新しいGLP-1受容体作動薬の登場～

大西由希子 トルリシティ新発売記念講
演会／岩手県：12月15

日，2015
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46 生活習慣病の最新事情 田原たづ JAIFA東京協会朝日分会

オープンセミナー／東京
都：10月15日，2015

47 当院での包括的糖尿病治療戦略 田原たづ Diabetes Sun Rise

Seminar ～糖尿病患者の
生涯治療戦略～／東京
都：11月4日，2015

48 患者さんに合わせたインスリン治療選択 櫛山暁史 患者さんに最適なインスリ
ンを考える／東京都：2月
10日，2015

49 投与前空腹時活性型GLP1濃度による効果
の差異の検討

櫛山暁史 Incretin Therapy Update

Forum／東京都：2月13

日，2015

50 糖尿病の病態の変遷に対応するために 櫛山暁史 小平市医師会学術講演会
／東京都：3月5日，2015

51 状況に応じたインスリン製剤の選択 櫛山暁史 糖尿病スキルアップセミ
ナー／東京都：3月17日，
2015

52 糖尿病の治療と当院の地域連携 櫛山暁史 協和発酵キリン社内講演
会／東京都：3月24日，
2015

53 当院の糖尿病治療の取り組み 櫛山暁史 神田医師会学術講演会
～糖尿病の病診連携を考
える会～／東京都：4月20

日，2015

54 新薬から糖尿病治療の中心的存在になっ
たDPPIV阻害薬

櫛山暁史 フォシーガ1周年講演会／
東京都：5月26日，2015

55 肥満2型糖尿病の傾向と対策 櫛山暁史 糖尿病医療連携フォーラ
ム／東京都：6月2日，
2015

56 骨の話 櫛山暁史 あさひ会講演会（当院）／
東京都：6月20日，2015

57 生活習慣病に関する最近の話題 櫛山暁史 不眠症と生活習慣病講演
会／東京都：6月24日，
2015

58 糖尿病患者の薬物治療について
　～尿酸値関連含む～

櫛山暁史 大正富山医薬品 営業所
勉強会／東京都：7月14

日，2015

59 糖尿病の病態の変遷に対応するために
　－SGLT2阻害剤の使用経験－

櫛山暁史 糖尿病治療　Up to Date

／東京都：7月23日，2015

60 患者個々に応じた糖尿病診療とインスリン 櫛山暁史 第3回台東区 DM

Seminar／東京都：7月31

日，2015
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61 インスリンの治療変更 櫛山暁史 Diabetes Virtual

Symposium／東京都：8
月3日，2015

62 糖尿病患者の薬物治療について 櫛山暁史 大正富山医薬品MR集合
研修会／東京都：8月6

日，2015

63 SGLT2阻害剤が適した症例、適さない症例 櫛山暁史 千代田区医師会講演会／
東京都：8月26日，2015

64 SGLT2阻害薬の使用経験と期待 櫛山暁史 区中央部糖尿病カンファ
レンス／東京都：9月12

日，2015

65 持続性エキセナチド製剤のメリットと臨床効
果

櫛山暁史 第2回糖尿病治療のNext

Stage／神奈川県：9月14

日，2015

66 グラルギンリリーを導入する理由 櫛山暁史 糖尿病治療と生活を考え
る会 in Kanagawa／神奈
川県：10月23日，2015

67 肥満症と糖尿病合併症 櫛山暁史 第2回 糖尿病Dayセミナー
～糖尿病と肥満を考える
～／東京都：11月13日，
2015

68 DPP4阻害剤週１製剤に対する期待 櫛山暁史 Diabetes Symposium／
東京都：11月20日，2015

69 糖尿病の予後予測とその改善手段 櫛山暁史 第2回中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月
26日，2015

70 インスリン製剤とビクトーザの併用療法
の実際

櫛山暁史 臨床講座／東京都：12

月1日，2015

71 新たな糖尿病治療
　～週1回GLP-1受容体作動薬の使い方～

櫛山暁史 Trulicity Web

Conference／東京都：12

月3日，2015

72 ランタスXR治験症例・使用症例提示 櫛山暁史 インスリン治療臨床検討
座談会／東京都：12月4

日，2015

73 DPP4阻害剤週１製剤に対する期待 櫛山暁史 Diabetes Network／東京
都：12月7日，2015

74 糖尿病と医療連携 櫛山暁史 当院ホームページ　成人
病News Vol.1，2015

75 Hepatic overexpression of Rictor

improves Fatty Liver in mice fed with

high fat diet

菊池貴子 第6回 Metropolitan

Diabetes Conference／
東京都「：1月22日，2015

76 糖尿病と脂肪肝 ～NASH～  放っておくと
怖い脂肪肝！

菊池貴子 第3回 リスカン in 松山／
愛媛県：3月14日，2015

77 SGLT2阻害薬の使用経験と実臨床データ 菊池貴子 糖尿病研究ネットワークカ
ンファレンス／東京都：3月
25日，2015
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78 当院糖尿病患者の禁煙効果の解析結果に
ついて

菊池貴子 第8回 和泉橋医療連携研
究会／東京都：8月6日，
2015

79 生活習慣病について学ぶ 菊池貴子 ローソン健保企画宿泊型
プログラム／静岡県：9月
18日，2015

80 糖尿病に振り回されないために
　～メタボのあれこれや 健診結果の読み方
について～

菊池貴子 生活習慣病病予防セミ
ナー／東京都：12月17

日，2015

81 CKD Stage別の血糖管理目標　および　達
成時の恩恵

田中健太郎 横浜CKDカンファレンス／
神奈川県：4月21日，2015

82 糖尿病CKD（DKD: Diabetic Kidney

Disease） における貧血治療

田中健太郎 協和発酵キリン社内勉強
会／東京都：5月11日，
2015

83 糖尿病患者のマネジメント －腎障害悪化進
展におけるリスクのケア－

田中健太郎 第11回横浜東部地区腎
疾患カンファレンス／神奈
川県：10月2日，2015

84 SGLT2阻害薬投与の短期的効果 井上かをり 第52回 東京DM研究会／
東京都：9月9日，2015

85 β遮断薬の使い方 世古義規 トーアエイヨー社内講演会
／東京都：5月27日，2015

86 酸化ストレスとORAIPの発見について 世古義規 持田製薬社内講演会／東
京都：11月18日，2015

87 酸化ストレス障害のメカニズム 世古義規 当院ホームページ　成人
病News Vol.2，2015

88 「きく・みる・さわる」　～糖尿病のフットケア
～

松田由維 第2回 中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月
26日，2015

89 糖尿病医療費削減に対する当院での取り
組み

松田由維 変わりゆくインスリン治療
を再考する会 ～患者さん
の生活を豊かにする新提
案～／東京都：10月7日，
2015

90 糖尿病療養指導に関する最近の話題 市來祐里恵 第11回千代田糖尿病療
養指導士の会／東京都：6
月11日，2015

91 私たちの施設での食事療養指導をご紹介し
ます　～一次予防から在宅まで～
当院における教育入院での食事療養指導
について

齋藤美帆 糖尿病療養指導士セミ
ナー／東京都：10月30

日，2015

92 糖尿病治療薬
DPP-4阻害薬、GLP-1受容体作動薬、
SGLT2阻害薬、インスリン製剤 について

長谷川千代子 協和発酵キリン社内勉強
会／東京都：11月25日，
2015
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演　　者 場所・日時タ　イ　ト　ル
93 消化管の超音波 山本美津代 超音波検査法フォーラム

／東京都：6月18日，2015

94 膵腫瘤性病変の超音波 山本美津代 超音波検査法フォーラム
／東京都：9月2日，2015

95 第21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5日，2015

96 おいしく楽しくバランスよく 越野 彩 朝日生命 生活習慣病予
防セミナー／東京都：9月
25日，2015

97 在宅における糖尿病の食事管理 藤原江美 第4回 糖尿病と透析領域
における地域医療連携の
会／東京都：10月5日，
2015

98 臨床試験の現場から
　－治験コーディネーターとして－

泉澤恭子 北海道大学薬学部講演会
／北海道：7月17日，2015

99 知って得する！健康ぼいす
　CTってどんな検査？

情報提供：窪 浩一（X線
室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 3月号／Vol.51，
2015

100 知って得する！健康ぼいす
　胃カメラ（胃内視鏡)検査でどんなことがわ
かるの？

情報提供：明 格子（看護
科）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 7月号／Vol.55，
2015

101 知って得する！健康ぼいす
　生活習慣を見直しましょう！！

情報提供：平井恭子（検査
室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 9月号／Vol.57，
2015

102 知って得する！健康ぼいす
　薬と食べ物との飲み合わせ

情報提供：長谷川千代子
（薬剤室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす 12月号／Vol.60，
2015
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