
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 日本医師会 「医学講座」
　SGLT2阻害薬の適応と使い方

岩本安彦 ラジオNIKKEI／2月2日
（20:40～21:00），2016

2 特別講演 2

　糖尿病診療ガイドライン 改訂のポイント

岩本安彦 関東臨床免疫化学講演会
／東京都：10月22日，
2016

3 新しい年を迎えて 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.3，2016

4 第50回を迎えた「日本成人病（生活習慣病）
学会」と「糖尿病学の進歩」

岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.4，2016

5 日本糖尿病学会年次学術集会を目前にひ
かえて

岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.5，2016

6 超高齢化社会の到来と糖尿病対策 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.6，2016

7 第7回日本成人病（生活習慣病）学会 教育
集会から

岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.7，2016

8 糖尿病週間は「あさひ健康まつり」に 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.8，2016

9 糖尿病治療の実際と求められるMR活動 吉田洋子 ノバルティス社内研修会
／東京都：8月24日，2016

10 生活習慣病について学ぶ
　 ～病気の怖さとその予防～

吉田洋子 ローソン健保プログラム／
静岡県：9月25日，2016

11 糖尿病と長くつきあっていくために 吉田洋子 協和発酵社員研修会／東
京都：9月27日，2016

12 糖尿病教育入院と血糖管理の意義 吉田洋子 第3回中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月
11日，2016

13 初診時療養指導と受診中断者への働きか
けによる受診中断対策

吉田洋子 第34回石見糖尿病懇話
会／島根県：11月26日，
2016

14 受診間血糖変動と糖尿病合併症 髙尾淑子 第９回和泉橋医療連携研
究会／東京都：7月4日，
2016

15 受診間血糖変動と糖尿病合併症 髙尾淑子 ノボノルディスクファーマ
社内講演会／東京都：11

月8日，2016

16 受診間血糖変動と糖尿病合併症 髙尾淑子 第一三共株式会社社内講
演会／東京都：12月14

日，2016

17 第76回アメリカ糖尿病学会（ADA）のトピッ
クスから

髙尾淑子 当院ホームページ　成人
病News Vol.7，2016

18 食後高血糖は心血管疾患の発症や全死亡
と関連 －日本人2型糖尿病患者で検証

髙尾淑子 HealthDay News 12月28

日，2016

19 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 Seminar in 東葛
／千葉県：1月12日，2016

タ　イ　ト　ル



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・日時タ　イ　ト　ル
20 糖尿病に関する最新の知見と治療戦略 大西由希子 Kowa Webカンファレンス

／Internet視聴，1月14

日，2016

21 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 Seminar in 千葉
／千葉県：1月21日，2016

22 新規持効型GLP-1受容体作動薬への期待 大西由希子 トルリシティー学術講演会
／静岡県：1月29日，2016

23 2型糖尿病の注射治療について考える 大西由希子 糖尿病学術講演会 in 水
戸／茨城県：2月3日，
2016

24 2型糖尿病治療の実践
　～持効型GLP-1受容体作動薬の登場～

大西由希子 Incretin Seminar in 群馬
／群馬県：2月4日，2016

25 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 上越インクレチン研究会
／新潟県：2月9日，2016

26 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 Seminar 2016 in

徳島／徳島県：2月10日，
2016

27 新しいインスリン製剤の可能性
　～より効果的に、よりシンプルに～

大西由希子 インスリンサテライトダイア
ログ／Internet視聴：2月
15日，2016

28 臨床試験から考える新規インスリン製剤の
可能性

大西由希子 Diabetes Update

Meeting／東京都：2月25

日，2016

29 2型糖尿病治療の今後の展望 大西由希子 第22回ママドクターの会
／東京都：2月28日，2016

30 進化を発揮するGLP-1受容体作動薬
　～これなら、できる～

大西由希子 Incretin Seminar in

Tokyo／東京都：3月2日，
2016

31 2型糖尿病の薬物療法 大西由希子 落合地区糖尿病学術講演
会2016／東京都：3月5

日，2016

32 2型糖尿病の注射治療について考える 大西由希子 徳島県糖尿病フォーラム
／徳島県：3月10日，2016

33 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 Seminar in 新潟
／新潟県：3月15日，2016

34 DPP-4阻害薬の併用療法 大西由希子 糖尿病 up date in 神田／
東京都：3月17日，2016

35 糖尿病治療の最新事情について 大西由希子 第39回保健事業研究会
／東京都：3月24日，2016



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・日時タ　イ　ト　ル
36 最新の糖尿病治療
　～治験結果を振り返って～

大西由希子 高津糖尿病連携の会／神
奈川県：3月24日，2016

37 日本人に最適な糖尿病治療を目指して 大西由希子 広がる糖尿病治療の選択
肢／東京都：3月25日，
2016

38 最新の糖尿病治療について考える 大西由希子 土浦糖尿病ネットワーク／
茨城県：3月30日，2016

39 女性医師による糖尿病治療 大西由希子 第2回 YWD／山梨県：3
月31日，2016

40 エビデンスを考慮した2型糖尿病治療薬の
選択

大西由希子 GLACTIV Expert

Meeting 2016／東京都：
4月2日，2016

41 臨床試験から考える新規インスリン製剤の
可能性

大西由希子 changing diabetes／東
京都：4月7日，2016

42 これからのインスリン療法について 大西由希子 第2回糖尿病治療戦略セ
ミナー／千葉県：4月8日，
2016

43 臨床試験から考える新規インスリン製剤の
可能性

大西由希子 糖尿病治療講演会／静岡
県：4月11日，2016

44 2型糖尿病治療薬の開発と治療戦略 大西由希子 船橋地区学術講演会／千
葉県：4月12日，2016

45 これからのインスリン治療について 大西由希子 インスリン治療戦略セミ
ナー／埼玉県：4月13日，
2016

46 仕事もプライベートも…どちらも大事にしま
す！
　～薬の開発と生き方開発と～

大西由希子 糖尿病治療を考える会／
宮城県：4月16日，2016

47 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 足立区医師会学術講演会
／東京都：4月22日，2016

48 フォシーガの最新エビデンス
　～日本初のインスリン併用試験～

大西由希子 Diabetes Symposium

2016／東京都：4月24日，
2016

49 2型糖尿病治療の現状と今後の治療戦略 大西由希子 中河内糖尿病トータルマ
ネージメント研究会／大阪
府：6月4日，2016

50 これからの糖尿病治療 大西由希子 川崎南部糖尿病治療研究
会／神奈川県：6月9日，
2016

51 女性医師による糖尿病治療 大西由希子 Woman DM Seminar

Minato／東京都：6月16

日，2016

52 糖尿病とくすりのお話 大西由希子 当院糖尿病患者会「あさ
ひ会」総会と講演会／東
京都：6月18日，2016
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演　　者 場所・日時タ　イ　ト　ル
53 インスリン製剤の開発と生き方の開発と 大西由希子 Woman's Circle in

Hanshin／兵庫県：6月18

日，2016

54 糖尿病発症リスクと治療 大西由希子 糖尿病フォーラム2016 in

仙台／宮城県：7月29日，
2016

55 進化する糖尿病治療－その課題と展望
特別講演 Ⅰ
　これからのインスリン療法について

大西由希子 第23回全国済生会糖尿
病セミナー／栃木県：8月
27日，2016

56 これからのインスリン療法について 大西由希子 第12回埼玉糖尿病談話
会／埼玉県：8月31日，
2016

57 糖尿病治療薬はどのように選択するのか 大西由希子 みなみ糖尿病治療につい
て考える会／神奈川県：9
月29日，2016

58 不眠症治療の最新の話題 大西由希子 第24回ママドクターの会
／東京都：10月2日，2016

59 生活習慣病　最新事情
　～その予防と対策～

大西由希子 朝日生命お客様セミナー
／東京都：10月4日，2016

60 生活習慣病　最新事情
　～その予防と対策～

大西由希子 古河火曜会10月例会／
東京都：10月11日，2016

61 GLP-1受容体作動薬の進化 大西由希子 変革する糖尿病治療2016

in Kyoto／京都府：10月
20日，2016

62 糖尿病治療薬はどのように選択するのか 大西由希子 糖尿病治療ミーティング in

北区／東京都：11月7日，
2016

63 ＜シンポジウム＞
My Science Careesr

　～多様なステップで拓くサイエンスキャリ
ア～

Francoise Barre-

Sinoussi, PhD

パネリスト　大西由希子

フランソワーズ・バレシヌ
シ Nobel Laureate in

Physiology or Medicine

2008／東京都：11月8日，
2016

64 糖尿病治療薬はどのように選択するのか 大西由希子 西多摩地区 糖尿病と合併
症予防のための講演会／
東京都：11月18日，2016

65 DPP-4阻害薬 Weekly製剤への期待 大西由希子 第344回練馬区医師会学
術部内科医会臨床研究会
／東京都：11月22日，
2016

66 ランタスXRの治験経験より 大西由希子 女性医師インスリン座談
会／東京都：11月24日，
2016
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67 シアトルの日系アメリカ人のコホート研究よ
り

大西由希子 17th Gakugei Round

Table Meeting／東京都；
11月29日，2016

68 2型糖尿病と動脈硬化症
　～糖尿病薬におけるエビデンス～

三田智也
（座長）　大西由希子

Diabetes Seminarr 2016

～臓器から見た糖尿病の
病態と治療～／東京都：
11月30日，2016

69 DPP-4阻害剤 Weekly製剤に対する期待 大西由希子 Diabetes Clinical

Seminar in Chuno／岐阜
県：12月1日，2016

70 壁にぶつかったら動いてみる。
ママドクターの会を立ち上げ、輝く
３児の母、糖尿病専門医・大西由希子先生
の挑戦。

大西由希子 ジョイネット 女性医師とつ
くる！ ワークライフ応援ガ
イド，6月15日，2016

（サイト内記事掲載）
71 糖尿病治療の新薬と治験 大西由希子 当院ホームページ　成人

病News Vol.3，2016

72 糖尿病と母子手帳 田原たづ 当院ホームページ　成人
病News Vol.4，2016

73 チームでサポートする糖尿病治療 櫛山暁史 インスリンWebストリーミン
グ講演会／東京都：2月
22日，2016

74 中央区における糖尿病医療連携 櫛山暁史 中央区糖尿病連携講演会
／東京都：3月3日，2016

75 糖尿病の薬物治療について 櫛山暁史 興和創薬株式会社社内講
演会／東京都：3月4日，
2016

76 新たな2型糖尿病治療
　～今、GLP-1受容体作動薬をどう使うか
～

櫛山暁史 トルリシティWeb講演会／
東京都：4月18日，2016

77 アナログインスリン製剤の登場から20年
　～日本人2型糖尿病の目指すところ～

櫛山暁史 The 20th Anniversary of

Humalog　今、考える 食
事療法とインスリン療法／
東京都：4月25日，2016

78 新しい持効型インスリンの日本の治験にお
ける使用感
The characteristics and profiles of novel

long-acting insulin in phase III trial in

Japan.

櫛山暁史 Diabetes Expert Lecture

／東京都：5月22日，2016

79 オーダーメイドにインスリンを使いこなした
糖尿病治療

櫛山暁史 Diabetes Seminar for

Next Generations／東京
都：5月30日，2016

80 アナログインスリン製剤の登場から20年
　～日本人2型糖尿病の目指すところ～

櫛山暁史 インスリン療法学術集会
／東京都：6月14日，2016
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81 オーダーメイドにインスリンを使いこなした
糖尿病治療

櫛山暁史 Insulin Step Up Meeting

～これからのインスリン治
療を考える～／東京都：6
月16日，2016

82 糖尿病治療の最近の話題 櫛山暁史 灘高出身循環器内科医の
会／東京都：6月2日，
2016

83 リサーチマインドをもって糖尿病治療にのぞ
む

櫛山暁史 DM治療を考える若手医
師の会／東京都：6月22

日，2016

84 オーダーメイドにインスリンを使いこなした
糖尿病治療

櫛山暁史 若手医師の会／千葉県：6
月22日，2016

85 糖尿病と尿酸 櫛山暁史 株式会社三和化学研究所
社内講演会/東京都：6月
27日，2016

86 新しい持効型インスリンの日本の治験にお
ける使用感

櫛山暁史 インスリン強化療法座談
会／東京都：6月28日，
2016

87 チームでサポートする糖尿病治療 櫛山暁史 患者さんに寄り添う糖尿
病治療を目指す会／東京
都：6月4日，2016

88 当院におけるランタスXR治験症例の解析 櫛山暁史 サノフィ社内レクチャー／
東京都：6月6，2016

89 生活習慣病における尿酸代謝 櫛山暁史 会津医学会学術集会／福
島県：7月12日，2016

90 20年間の定点観測から見えた糖尿病診療
の課題とその対策

櫛山暁史 第19回 糖尿病地域医療
を考える会／香川県：7月
2日，2016

91 特別講演 1

高齢者糖尿病の診療の課題と対策
櫛山暁史 第6回糖尿病医療連携

フォーラム／東京都：7月8

日，2016

92 尿酸代謝と粥状動脈硬化 櫛山暁史 心不全 Update2016 ／東
京都：8月4日，2016

93 患者背景を考慮した2型糖尿病の今後の治
療

櫛山暁史 第九回平成卒 DM 開業
医会／愛知県：8月6日，
2016

94 ライフステージを意識した2型糖尿病治療 櫛山暁史 Changing GLP-1

Therapy in 埼玉／埼玉
県：9月13日，2016

95 高齢者糖尿病治療について 櫛山暁史 超高齢社会のトータルケ
アを考える会／東京都：9
月14日，2016

96 Linking dietary fat, microbiota, innate

immunity and lifestyle-relate diseases by

resistin like molecule β.

櫛山暁史 東京大学医科学研究所学
友会セミナー／東京都：9
月15日，2016
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97 新しい持効型インスリンの日本の治験にお
ける使用感

櫛山暁史 Insulin Expert

Roundtable／東京都：9
月8日，2016

98 糖尿病と尿酸の関係 櫛山暁史 高尿酸血症 updateフォー
ラム／東京都：10月20

日，2016

99 臨床から見たインスリン導入の意義 櫛山暁史 MR君／東京都：11月21

日配信開始，2016

100 チームでサポートするインスリン治療 櫛山暁史 千葉市インスリン治療を考
える会／千葉県：11月29

日，2016

101 SGLT2阻害薬をうまく使うために EMPA-

REG　OUTCOME試験の解釈

櫛山暁史 最新の2型糖尿病治療戦
略－EBMから読み解く合
併症抑制－／神奈川県：
11月8日，2016

102 リサーチマインドをもって糖尿病治療にのぞ
む

櫛山暁史 内分泌・糖尿病　医師の
会／埼玉県：12月17日，
2016

103 チームでサポートする糖尿病のある生活 櫛山暁史 福島北地区インスリン治
療講演会／福島県：12月
5日，2016

104 高齢者の糖尿病治療
　～まだ高齢でない方にも役立つ話～

菊池貴子 当院糖尿病患者会「あさ
ひ会」総会と講演会／東
京都：3月19日，2016

105 高齢者の糖尿病治療
　～まだ高齢でない方にも役立つ話～

菊池貴子 糖尿病患者会「あさひ会」
の総会と講演会／東京
都：3月19日，2016

106 糖尿病と禁煙の切っても切れない関係 菊池貴子 当院ホームページ　成人
病News Vol.5，2016

107 生活習慣病について学ぶ
　～病気の怖さとその予防～

山崎広貴 ローソン健保プログラム／
静岡県：10月1日，2016

108 第21回アディポサイエンス・シンポジウム学
会報告

山崎広貴 当院ホームページ　成人
病News Vol.7，2016

109 2型糖尿病と尿酸の関わり 田中健太郎 腎と高尿酸血症フォーラ
ム／東京都：2月25日，
2016

110 超高齢化社会と眼疾患 船津英陽 当院ホームページ　成人
病News Vol.6，2016

111 DM合併患者の治療、研究について 世古義規 アステラス製薬社内講演
会／東京都：4月18日，
2016

112 糖尿病患者における心房細動発症リスクと
その機序

世古義規 Anticoagulation Network

Meeting／東京都：10月
17日，2016

113 超高齢化社会と消化器病 鈴木伸三 当院ホームページ　成人
病News Vol.6，2016



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・日時タ　イ　ト　ル
114 明日からできるインスリン手技指導 松田由維 インスリンWebストリーミン

グ講演会／東京都：2月
22日，2016

115 糖尿病治療におけるチーム連携
　糖尿病療養指導における注者指導のポイ
ント

松田由維，（諸星政治，山
田 悟）

糖尿病療養指導Update

セミナー／東京都：10月
29日，2016

116 ～注射導入の障壁の克服に向けて～
　当院における糖尿病療養指導の実際、外
来における注射療法導入のコツ

松田由維，（諸星政治，五
十川陽洋）

Diabetes Clinical

Seminar／東京都：11月
10日．2016

117 当院の療養指導と教育入院のすすめ 松田由維 当院ホームページ　成人
病News Vol.4，2016

118 糖尿病患者への療養支援
　～当院におけるフットケアの取り組み～

市來祐里恵 とちぎ糖尿病医療スタッフ
の会研修会 ／栃木県：6
月11日，2016

119 フットケアハンズオン 市來祐里恵 第50回東京東部CDEJ

ネットワーク勉強会／東京
都：12月3日，2016

120 当院における糖尿病患者へのフットケア教
育の取り組み

市來祐里恵 第22回糖尿病フットケア
研究会／東京都：12月10

日，2016

121 あさひ健康まつり ならびに糖尿病フットケア
研究会 のご案内

市來祐里恵 当院ホームページ　成人
病News Vol.8，2016

122 服薬指導の重要性 長谷川千代子 当院ホームページ　成人
病News Vol.5，2016

123 JAMT Scientific FESTA  Clinical

physiology seminar

山本美津代 The 32nd World

Congress of Biomedical

Laboretory Science／兵
庫県：8月31日－9月4日,

2016

124 甲状腺ハンズオンセミナー
　～正しい表示、正しい計測法を学ぼう～

山本美津代 第12回東京都医学検査
学会／東京都：10月2日,

2016

125 糖尿病患者における超音波検査ならびに
学会報告

山本美津代 当院ホームページ　成人
病News Vol.8，2016

126 第22回心エコー実技講習会 福井美弥子 超音波検査法フォーラム
／東京都：6月19日，2016

127 相談コーナー参加
（東京都臨床検査技師会活動として）

平井恭子 看護フェスタ2016／東京
都：5月14日，2016

128 外食・嗜好食品と上手に付き合うには 越野 彩 朝日生命 生活習慣病予
防セミナー／東京都：12月
9日，2016

129 糖尿病食は健康食 藤原江美 当院ホームページ　成人
病News Vol.3，2016

130 知って得する！健康ぼいす
　サラリーマンに知ってもらいたい食事のポ
イント

情報提供：藤原江美（栄養
管理室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす3 月号／Vol. 63，
2016



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・日時タ　イ　ト　ル
131 知って得する！健康ぼいす

　コンビニの活用方法　～表示を確認してみ
よう～

情報提供：藤原江美（栄養
管理室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす7月号／Vol. 67，
2016

132 知って得する！健康ぼいす
　人間ドックのオプション検査

情報提供：平井恭子，佐
藤智代，吉川美帆，田中
弥和子，鈴木明子（検査
室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす9 月号／Vol. 69，
2016

133 知って得する！健康ぼいす
　大腸内視鏡検査のお話

情報提供：大塚まゆみ（看
護科）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす12月号／Vol. 72，
2016


