講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
演
岩本安彦
1
日本成人病 (生活習慣病) 学会のお知らせ
2

糖尿病をよく知ろう
～上手に付き合えば元気で長生き～

3

所長に就任して

4

肥満症について

者

岩本安彦

春日雅人
春日雅人

5 受診中断防止をめぐって

吉田洋子

6 糖尿病合併症を予防するには？

吉田洋子（実行委員長）

7 網膜症予防に適した空腹時血糖カットオフ
値を検討 －日本人成人2型糖尿病患者を
27年間追跡した結果
8 ケース：３０歳発症の１型糖尿病の女性
ケースに関連する社会医学領域のトピック
ス

高尾淑子

高尾淑子

9 網膜症予防に適した空腹時血糖カットオ 高尾淑子
フ値を検討 －日本人成人2型糖尿病患者
を27年間追跡した結果
高尾淑子
10 特別講演
食後高血糖と糖尿病合併症、死亡との関
連について
11 食後高血糖と糖尿病合併症、死亡との関連 高尾淑子

12 食後高血糖と糖尿病合併症、死亡との関連 高尾淑子

13 糖尿病療養指導"実践"教室シリーズ
外来インスリン導入を円滑にすすめるポイ
ント
14 2型糖尿病の薬物治療

大西由希子

大西由希子

15 2型糖尿病の薬物治療におけるビグアナイ 大西由希子
ド薬の役割を考える
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朝日生命成人病研究所
場所・日時
当院ホームページ 成人
病News Vol.15，2018
那須郡市医師会市民公開
講座／栃木県：10月28
日，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.16，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.17，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.15，2018
第54回糖尿病週間講演
会・平成30年度糖尿病予
防キャンペーン東日本地
区 in 東京／東京都：11月
10日，2018
HealthDay News
公開日：2018/04/25
2018年度ケースカンファ
レンス（慈恵医科大学）／
東京都：7月2日，2018
HealthDay News
公開日：2018/04/25

第7回食後代謝異常研究
会in新宿／東京都：9月5
日，2018
大日本住友製薬 社内勉
強会／東京都：11月22
日，2018
日本ベーリンガーインゲル
ハイム株式会社 社内勉強
会／東京都：11月27日，
2018
MSD Connect 動画
2018/1/9
再生時間：8分26秒
第28回ママドクターの会
／東京都：2月18日，2018
草加八潮医師会学術講演
会／埼玉県：2月28日，
2018

講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
16 目指せ、ワークライフフィット！幸せな生き
方を考える
17 糖尿病療養指導

演
大西由希子

大西由希子

18 最新のGLP-1受容体作動薬-臨床試験の結 大西由希子
果からの考察19 最新のGLP-1受容体作動薬-臨床試験の結 大西由希子
果からの考察大西由希子
20 糖尿病の病態と治療、合併症

21 2型糖尿病治療の薬物療法：第一選択薬
は？
22 2型糖尿病治療戦略 UP DATE

大西由希子

23 日本人の2型糖尿病～日系アメリカ人コ
ホートから学ぶ～

大西由希子

24 2型糖尿病の薬物治療

大西由希子

大西由希子

25 2型糖尿病の薬物治療におけるビグアナイ 大西由希子
ド薬の役割を考える
26 メトホルミンを中心とした2型糖尿病治療

大西由希子

27 事故防止につながる健康管理～健康診断 大西由希子
結果に注意して～
大西由希子
28 インスリン製剤の開発と生き方の開発と

29 2型糖尿病治療の薬物療法 第一選択は？ 大西由希子

30 高齢2型糖尿病患者におけるインスリン治 大西由希子
療
31 2型糖尿病の薬物療法～SGLT2阻害薬の 大西由希子
可能性
大西由希子
32 糖尿病治療における食事療法の重要性
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朝日生命成人病研究所
場所・日時
Inclusion & Diversity
Synposium／北海道：3月
17日，2018
Insulin Update Meeting
／東京都：3月26日，2018
GLP-1受容体作動薬
Update／愛知県：4月20
日，2018
女性医師の会2018／千
葉県：4月26日，2018
第1回糖尿病領域薬剤師
養成研究会／東京都：5月
12日，2018
”星の会“学術講演会／三
重県：6月23日，2018
Diabetes Small Meeting
／山形県：6月26日，2018
8th Annual Diabetes
Conferences for
Clinicians by Clinicians
(DCCC)／東京都：7月6
日，2018
第29回ママドクターの会
／東京都：7月8日，2018
糖尿病領域WEB講演会
／Internet 東京都：7月
24日，2018
学術講演会～2型糖尿病
早期治療介入の重要性～
／埼玉県：8月20日，2018
首都圏CS運行研修会／
東京都：8月25日，2018
Insulin Seminar in
Gunma／群馬県：8月30
日，2018
町田地区 糖尿病連携
Meeting ／東京都：9月19
日，2018
城東地区学術講演会／東
京都：9月21日，2018
濃尾糖尿病研究会／愛知
県：9月25日，2018
糖尿病とおいしく生きよう
プロジェクト／東京都千：
10月5日，2018

講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
33 糖尿病早期治療介入とチーム医療の重要
性

演
大西由希子

34 糖尿病治療におけるチーム医療の重要性

大西由希子

35 党員における糖尿病治療の変遷～DPP-4
阻害剤・メトホルミンについて

大西由希子

36 2型糖尿病治療の薬物療法：第一選択薬
は？

大西由希子

37 インクレチンエンハンサーとしてのメトホルミ 大西由希子
ン－DPP-4阻害薬との併用意義－
38 日本人の2型糖尿病～日系アメリカ人コ
ホートから学ぶ～

大西由希子

39 2型糖尿病治療の薬物療法

大西由希子

40 糖尿病治療の課題と対策 －最新の注射
製剤への期待41 日本人の2型糖尿病～日系アメリカ人コ
ホートから学ぶ～

大西由希子

42 2型糖尿病の薬物療法

大西由希子

43 2型糖尿病治療の薬物療法：第一選択薬
は？

大西由希子

44 キラリ☆女性医師！
- 女性も男性も -

大西由希子

大西由希子

45 欧米人とアジア人の糖尿病発症リスクの 大西由希子
違い

46 糖尿病診療の チーム医療ビルドアップ

櫛⼭暁史

47 「インスリン治療におけるチーム医療」
「インスリン手技指導のポイント」
ワークショップ
「注射指導と治療中断防止のポイント」

櫛⼭暁史
松田由維
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朝日生命成人病研究所
場所・日時
笠間市糖尿病登録井更新
研修会／茨城県：10月19
日2018
第5回上十三地区糖尿病
療養指導サミット／青森
県：10月23日，2018
糖尿病治療Updateフォー
ラム／東京都：10月24
日，2018
豊橋循環器疾患研究会／
愛知県：10月30日，2018
糖尿病エキスパートワーク
ショップ2018／東京都港：
11月10日，2018
Diabetes Clinical
Semninar in Minokamo
／岐阜県：11月13日，
2018
つくばJOY会／茨城県：
11月15日，20108
ひたちなか学術講演会／
茨城県：11月22日，2018
城北地区糖尿病懇話会／
東京都：12月6日，2018
女性糖尿病医師の会／愛
知県：12月8日，2018
Diabetes Area Meeting
in HIROSAKI／青森県：
12月11日，2018
日本糖尿病学会ホーム
ページ
http://www.jds.or.jp/mod
ules/education/index.php
?content_id=84
Medical View Point
Vol.39 No.11，医学出版
社，11月10日，2018
注射剤で切り拓く糖尿病
治療／大分県:9月11日，
2018
糖尿病チーム医療ワーク
ショップ ～インスリン導
入・治療継続～／新潟県：
10月17日，2018

講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
48 糖尿病診療のチームビルドアップ
「これならできる！注射手技指導」
49 ドライバーの皆さまへ
意！！

演
櫛⼭暁史
松田由維

生活習慣病に注 加茂雄大

50 循環器疾患における最近のトピックス

加茂雄大

51 消化器内科の診療と研究

木下裕人

52 血糖値スパイク

高橋和之

53 糖尿病研究にささげた人生

赤沼安夫

54 糖尿病療養指導"実践"教室シリーズ
効果的に外来インスリン導入を行うための
工夫
55 新しい糖尿病薬

松田由維

56 くすりの上手な飲み方

長谷川千代子

57 糖尿病と上手に付き合おう
糖尿病のお薬の話
58 糖尿病における薬剤師の役割

長谷川千代子

59 新しい糖尿病薬

長谷川千代子

60 糖尿病の検査

佐藤智代

長谷川千代子

長谷川千代子

61 第15回頸動脈・甲状腺エコー実技スクール 福井美弥子
～明日からできる頸動脈・甲状腺エコー～

62 第25回 心エコー実技スクール

福井美弥子
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朝日生命成人病研究所
場所・日時
東信地区 糖尿病チーム
医療講演会／長野県：10
月23日，2018
株式会社セーフティ首都
圏CS運行研修会／東京
都：1月20日，2月3日，
2018
第6回Tokyo生活習慣病
セミナー／東京都：10月
25日，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.17，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.17，2018
第25回NPO法人 東京血
管疾患研究所セミナー
第9回東京大学・豊橋技術
科学大学合同セミナー／
東京都：11月10日，2018
MSD Connect 動画
2018/1/9
再生時間：6分07秒
当院ホームページ 成人
病News Vol.15，2018
当院糖尿病患者会「あさ
ひ会」総会と講演会／東
京都：6月10日，201８
元気プラザ／東京都：11
月7日，2018
第54回全国糖尿病週間
（2018年）第5回糖尿病週
間セミナー／東京都：11月
13日，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.15，2018
当院ホームページ 成人
病News Vol.16，2018
心エコー勉強会／東京
都：1月28日，2018

心エコー勉強会／東京
都：6月17日，2018

