
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 2017年　年頭にあたって 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.9，2017

2 糖尿病の合併症の早期発見に役立つ検査
のすすめ

岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.10，2017

3 朝日生命成人病研究所の医師・医療スタッ
フが総力を結集した『これが知りたかった！
糖尿病診療・療養指導Ｑ＆Ａ』近日出版

岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.11，2017

4 「高齢者糖尿病診療ガイドライン2017」にみ
る高齢者糖尿病の治療
  

岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.12，2017

5 J-DOIT3研究成果 近く発表 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.13，2017

6 各地で糖尿病週間行事行われる 岩本安彦 当院ホームページ　成人
病News Vol.14，2017

7 第1部
　糖尿病診療のトピックス

岩本安彦 糖尿病患者会「あさひ会」
の総会と講演会／東京
都：2月25日，2017

8 インスリン治療に関する話題 吉田洋子 富士フィルム 社内勉強会
／東京都：3月15日，2017

9 インスリン治療について 吉田洋子 ノバルティスファーマ　社
内勉強会／東京都：7月5

日，2017

10 糖尿病合併症に関する観察研究 “Asahi

Study”

吉田洋子 当院ホームページ　成人
病News Vol.9，2017

11 GLP-1 治療検討座談会　血糖変動からみ
たGLP-1受容体作動薬への期待

高尾淑子 GLP-1 治療検討座談会
／東京都：7月20日，2017

12 血糖・血圧変動を考慮した糖尿病治療 高尾淑子 大日本住友製薬社内講演
会／東京都：8月31日，
2017

13 SGLT2阻害剤の今後の展望に関する講演 高尾淑子 興和創業東京第一支店
社内講演会／東京都：12

月21日，2017

14 HbA1c値とSBP値の受診間変動は同時に2

型糖尿病患者の腎症発症を予測
――正常血圧時にHbA1c変動は網膜症発
症を予測する

高尾淑子 HealthDay News　2017

年5月15日配信

15 学会トピック　第60回日本糖尿病学会年次
学術集会で報告
　CVDリスクはHbA1cとSBPの受診間変動
に関連

高尾淑子 日経メディカルNews

2017/5/22

16 糖尿病治療薬の進歩 大西由希子 第37回メディコピア教育講
演シンポジウム／東京都：
1月8日，2017

タ　イ　ト　ル
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17 糖尿病薬物療法における週一回製剤の位
置づけ

大西由希子 第26回 Tokyo Diabetes

Seminar／東京都：2月7

日，2017

18 糖尿病治療薬はどのように選択するか
 ～心血管イベントリスクを考慮して～

大西由希子 北多摩西部糖尿病治療の
会／東京都：2月10日，
2017

19 糖尿病治療における週一回製剤の位置づ
け

大西由希子 第25回ママドクターの会
／東京都：2月12日，2017

20 2型糖尿病の週1製剤に対する期待 大西由希子 旭川糖尿病フォーラム／
北海道：2月28日，2017

21 2型糖尿病の薬物治療におけるビグアナイ
ド薬の役割を考える

大西由希子 糖尿病領域全国Ｗｅｂ講
演会／Ｗｅｂ講演：3月24

日，2017

22 糖尿病発症は予測できるのか
　～日系アメリカ人のコホートから学ぶ～

大西由希子 Diabetes Spring

Seminar／東京都：３月27

日，2017

23 糖尿病治療薬はどのように選択するか
 ～心血管イベントリスクを考慮して～

大西由希子 第76回リフレッシュ！プラ
イマリーケア塾／愛知県：
3月29日，2017

24 高齢者にSGLT2阻害薬は有効か 大西由希子 第1回女性医師糖尿病カ
ンファレンス／東京都：4月
21日，2017

25 糖尿病治療の個別化 大西由希子 川崎市糖尿病関連
m3Web講演会／Web講
演：5月30日，2017

26 心血管イベントリスクを考慮した糖尿病治療
薬の選択

大西由希子 ”星の会“学術講演会／三
重県：6月3日，2017

27 2型糖尿病　週1回製剤に対する期待 大西由希子 第22回循環器糖尿病セミ
ナー／北海道：6月16日，
2017

28 高齢者糖尿病治療について 大西由希子 第11回綾瀬・亀有糖尿病
研究会／東京都：6月22

日，2017

29 ランタスXRが適切と考えた症例 大西由希子 女性医師インスリン座談
会／東京都：6月30日，
2017

30 糖尿病最新の話題
　～心血管イベントリスクを考慮した糖尿病
治療薬の選択～

大西由希子 第26回ママドクターの会
／東京都：7月2日，2017

31 糖尿病発症は予測できるのか
　～日系アメリカ人のコホートから学ぶ～

大西由希子 Billy Diabetes

Conference 2017 船橋・
習志野／千葉県：7月11

日，2017

32 女性糖尿病専門医のワークライフ 大西由希子 女性の視点で考える糖尿
病治療セミナー／大分県：
7月25日，2017
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33 大丈夫、きっとなんとかなる！
　―後悔しない生き方をするためにやってき
たこと―

大西由希子 キャリア支援セミナー／徳
島県：9月26日，2017

34 持効型インスリンは何を選ぶか 大西由希子 隅田川医療連携の会／東
京都：9月28日，2017

35 糖尿病治療におけるフォシーガ早期導入の
メリット

大西由希子 第27回ママドクターの会
／東京都：10月15日，
2017

36 糖尿病の発症予防・予測・治療 大西由希子 文京区糖尿病学術講演会
最新の糖尿病治療戦略と
は／東京都：10月18日，
2017

37 薬物療法の最前線 大西由希子 糖尿病治療updateフォー
ラム in 城南／東京都：10

月19日，2017

38 インスリン製剤の開発と生き方の開発と 大西由希子 働く女性医師の会／熊本
県：10月21日，2017

39 心血管イベントリスクを考慮した糖尿病治療
薬の選択

大西由希子 Diabetes Meeting ／香川
県：11月27日，2017

40 これからのインスリン療法への期待 大西由希子 Diabetes Sminar 2017／
東京都：12月4日，2017

41 目指せ、ワークライフフィット！幸せな生き
方を考える

大西由希子 佐賀キャリアアップセミ
ナー／佐賀県：12月6日，
2017

42 育児の経験は医師としての自分を育てる糧
になる。
【前編】～3人の子どもを育てながら臨床・研
究の現場で働く～

大西由希子 WEBマガジン「エピロギ」
（2017.02.21付）

43 育児の経験は医師としての自分を育てる糧
になる。
【後編】～問題は抱え込まず、客観視して解
決していく～

大西由希子 WEBマガジン「エピロギ」
（2017.02.23付）

44 日本人は糖尿病になりやすい？ 大西由希子 当院ホームページ　成人
病News Vol.11，2017

45 肝糖代謝と自律神経 田原たづ 当院ホームページ　成人
病News Vol.12，2017

46 GLP-1受容体作動薬の特徴と使い方につ
いて

櫛山暁史 Diabetes&Incretin

Seminar in 下関／山口
県：1月18日，2017

47 DPP-4阻害剤の効果に影響を与える要因 櫛山暁史 糖尿病ネットワーク in 千
代田／東京都：2月3日，
2017

48 DPP-4阻害剤の抗炎症効果 櫛山暁史 Diabetes New Year

Semina／東京都：2月6

日，2017
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49 ランタスXRの効果がわかる血糖測定の考
え方

櫛山暁史 Insulin Roundtable

Discussion／東京都：2月
23日，2017

50 SGLT2阻害薬のDos and Don'ts 櫛山暁史 東久留米学術講演会／東
京都：2月28日，2017

51 糖尿病と尿酸の関係 櫛山暁史 高尿酸血症」を考える会
／福山県：3月7日，2017

52 チーム医療を活用した糖尿病治療 櫛山暁史 インスリンWebストリーミン
グ講演会／東京都：4月
20日，2017

53 糖尿病治療における医療連携 櫛山暁史 宇都宮地区セミナー／栃
木県：5月31日，2017

54 糖尿病治療における医療連携に関して 櫛山暁史 Insulin Seminar in　吉祥
寺／東京都：6月12日，
2017

55 糖尿病と尿酸の意外な関係 櫛山暁史 生活習慣病フォーラム
2017 in 神奈川／神奈川
県：6月22日，2017

56 チーム医療を活用した糖尿病治療 櫛山暁史 Insulin Seminar in　東大
和／東京都：6月28日，
2017

57 GLP-1受容体作動薬の特徴と使い方につ
いて

櫛山暁史 Diabetes&Incretin

Seminar in 深谷・寄居／
埼玉県：7月5日，2017

58 尿酸だけは言うことを聞かない 櫛山暁史 高尿酸血症 UPDATE

2017／北海道：9月2日，
2017

59 連携を活かした糖尿病の総合的診療 櫛山暁史 糖尿病企業診連携会／東
京都：9月19日，2017

60 糖尿病の早期とは 櫛山暁史 糖尿病との付き合い方を
考える ～早期診断から高
齢者の治療まで～／東京
都：9月25日，2017

61 今、GLP-1製剤をどう使いこなすか？／パ
ネルディスカッション

櫛山暁史 小山地区糖尿病セミナー
／栃木県：10月19日，
2017

62 糖尿病合併症研究の最近の知見 櫛山暁史 Diabetes Expert

Seminar／東京都：11月1

日，2017

63 慢性疾患重症化予防を見据えた糖尿病性
腎症の治療戦略

櫛山暁史 第3回東京糖尿病治療セ
ミナー／東京都：11月11

日，2017

64 糖尿病治療に役立つ薬の選び方 櫛山暁史 第4回中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月
14日，2017
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65 糖尿病療養指導におけるチーム医療 櫛山暁史 埼玉西部医療連携セミ
ナー これからの糖尿病治
療を考える／埼玉県：11

月24日，2017

66 糖尿病の早期とは？ 櫛山暁史 糖尿病領域　学術講演会
早期から血糖管理の重要
性を考える／東京都：11

月27日，2017

67 朝日生命成人病研究所　研究部について 櫛山暁史
  

当院ホームページ　成人
病News Vol.12，2017

68 1型糖尿病のトランジションについて～内科
医に知ってほしいこと～

浦上達彦
（座長）菊池貴子

Insulin Winter Seminarー
／東京都：1月27日，2007

69 実践！療養指導のためのロールプレイ 菊池貴子他 第5回リス☆カン in 松山
／愛媛県：2月2５日，
2017

70 当院におけるIDegAspの使用経験 菊池貴子 Insulin Update Meeting

／東京都：3月30日，2017

71 SGLT2阻害薬投与症例について 菊池貴子 東京生活習慣病カンファ
レンス／東京都：6月29

日，2017

72 下肢閉塞性動脈硬化症からみる患者の予
後

小宮山浩大
（座長）菊池貴子

心不全治療を考える会ー
／東京都：12月1日，2017

73 人間ドックの在り方
　～第58回人間ドック学会年次学術大会報
告～

菊池貴子 当院ホームページ　成人
病News Vol.14，2017

74 性ホルモン結合グロブリン（SHBG）の代謝
に与える影響の検討

山崎広貴 第8回 Metropolitan

Diabetes Conference／
東京都：1月17日，2017

75 初診時網膜症を認める2型糖尿病患者での
網膜症憎悪の背景

若林沙矢香 第6回Diabetes Trinity

Seminar／3月2日，2017

76 病棟担当医師から見た糖尿病教育入院に
ついて

若林沙矢香 当院ホームページ　成人
病News Vol.10，2017

77 糖尿病患者の眼合併症 福嶋はるみ 第6回Diabetes Trinity

Seminar／3月2日，2017

78 酸化ストレス障害を媒介する生理活性物質
ORAIP＜続報＞

世古義規 当院ホームページ　成人
病News Vol.9，2017

79 心不全の最新の知見
　～心腸連関　Heart-Gut Axis～

加茂雄大 日本ベーリンガーインゲル
ハイム社内臨床講座／東
京都：5月22日，2017

80 CHADS2スコア　AFのリスクを学ぶ
　～Hypertension, Heart Failure～

加茂雄大 心房細動Webセミナー／
東京都：10月26日，2017

81 心不全について
　～「心腸連関」から病態に迫る～

加茂雄大 当院ホームページ　成人
病News　Vol.13，2017
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82 大腸内視鏡検査のすすめ 鈴木伸三 当院ホームページ　成人
病News Vol.10，2017

83 腸内細菌と生活習慣病 井原聡三郎 当院ホームページ　成人
病News Vol.13，2017

84 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：4月
20日，2017

85 明日からできるインスリン指導 松田由維 宇都宮地区セミナー／栃
木県：5月31日，2017

86 ハードルの下がった糖尿病治療
これならできる注射指導／パネルディスカッ
ション

松田由維 小山地区糖尿病セミナー
／栃木県：10月19日，
2017

87 当院での糖尿病患者指導の現場における
指導効果向上のための取り組み

松田由維 当院ホームページ　成人
病News Vol.14，2017

88 当院における糖尿病療養指導の取り組み
　～外来の療養指導を中心に～

市來祐里恵 Diabetes Care Seminar

for Medical staffー健康寿
命を伸ばす糖尿病チーム
医療ー／大分県：9月27

日，2017

89 最近の話題
　～CGMを活用した療養指導～

市來祐里恵 第9回糖尿病療養支援の
ための研修会，ランチョン
セミナー／東京都：11月
19日，2017

90 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：6月25日，2017

91 食事療法を継続するには 越野 彩 当院ホームページ　成人
病News Vol.11，2017

92 栄養士の患者さんとの関わり方 藤原江美 第4回中央区糖尿病週間
セミナー／東京都：11月
14日，2017

93 知って得する！健康ぼいす
　花粉症の薬

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　3月号／Vol. 75，
2017

94 知って得する！健康ぼいす
　減塩しましょう！

情報提供：芦田美緒（栄養
管理室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす　7月号／Vol. 79，
2017

95 知って得する！健康ぼいす
　ありませんか？
　ちょっと気になる動悸・息切れ
　　～心電図検査のすすめ～

情報提供：松井綾花（検査
室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす　9月号／Vol. 81，
2017

96 知って得する！健康ぼいす
　内臓脂肪がふえるとキケン！？

情報提供：田中皓史（X線
室）

朝日生命 web社報 はあと
ぼいす　12月号／
Vol.84，2017
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