講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
第311回新百合ヶ丘総合病院医学健康講
1座
糖尿病の診療の進歩
川崎糖尿病講演会
2
糖尿病診療のトピックス
3

世界糖尿病デー講演会
糖尿病治療の最近の進歩

演
岩本安彦

者

岩本安彦

2019年9月10日 川崎

岩本安彦

2019年11月14日 川崎

吉田洋子

協和発酵キリン株式会社
東京支店 4月17日，
2019
小野薬品工業東京支社会
議室/10月17日，2019
生活習慣病セミナー/東京
都千代田区 2019年2月
22日
第62回日本糖尿病学会
年次学術集会／5月23
日,2019
糖尿病領域学術講演会in
十勝／北海道帯広市
2019年3月12日
第1回東大阪糖尿病連携
フォーラム／大阪市北区
2019年4月6日
第1回糖尿病領域薬剤師
養成研究会／東京都港区
2019年5月11日
NIKKEIプラス1倶楽部フェ
ス／東京都中央区 2019
年5月28日
フェシーガ Diabetes TV
Symposium2019／TV配
信 2019年5月29日
フェシーガ 北多摩
Diabetes Seminar／東京
都小平市 2019年6月19
日
DM連携セミナー／東京都
港区 2019年6月28日
Diabetes Update
Seminar／東京都千代田
区 2019年7月2日
第32回ママドクターの会
／東京都中央区 2019年7
月7日

4 糖尿病薬物療法のトピックス
5

糖尿病患者さんのための食事運動療法を
考える会(ディスカッション)

6

日本人の2型糖尿病～日系アメリカ人コ
ホートから学ぶ～

7

日本人の2型糖尿病～日系アメリカ人コ
ホートから学ぶ～

吉田洋子、小堀勤子
大西由希子

大西由希子

8 2型糖尿病の薬物療法

大西由希子

9 薬物療法の最前線

大西由希子

10 糖尿病の病態と治療、合併症

朝日生命成人病研究所
場所・日時
2019年1月18日 川崎

大西由希子

11 セカンドライフを楽しむために ～家族で取 大西由希子
り組む健やかな生活習慣とは?～
12 1型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の 大西由希子
役割を考える－1型糖尿病と2型糖尿病の
違いとは－
13 糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の役割 大西由希子
を考える

14 2型糖尿病の療養指導と薬物療法

大西由希子

15 GLP-1受容体作動薬への期待

大西由希子

16 大規模心血管アウトカム試験を考慮した糖 大西由希子
尿病治療薬の選択

(1/3)

講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
17 メトホルミンを中心とした2型糖尿病治療

演
大西由希子

18 糖尿病の薬物療法

大西由希子

19 合併症を考慮した糖尿病治療

大西由希子

20 メルホルミンから始める2型糖尿病治療

大西由希子

21

大西由希子

日本人の2型糖尿病～日系アメリカ人コ
ホートから学ぶ～

22 1型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の
役割を考える

大西由希子

23 1型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の
役割を考える

大西由希子

24 GLP-1受容体作動薬への期待

大西由希子

25 1型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の
役割を考える

大西由希子

26 2型糖尿病における療養指導と薬物療法

大西由希子

27 糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の役割 大西由希子
を考える

28 糖尿病治療におけるフォシーガ早期導入の 大西由希子
メリット
29 食後高血糖と癌死亡

高尾淑子

30 食後高血糖と癌死亡

高尾淑子
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朝日生命成人病研究所
場所・日時
Primary Care
Symposium in kawagoe
／埼玉県川越市 2019年8
月5日
駿東Diabetes Seminar／
静岡県沼津市 2019年8月
27日
糖尿病と網膜症を考える
会in浜松／静岡県浜松市
2019年8月30日
DM Update WebSeminar／Web配信
2019年9月6日
DM Web-Seminar／Web
配信 2019年10月3日
フェシーガ城東地区
Diabetes Symposium
2019 2019年10月25日
IDDM expert symposium
／新潟市中央区 2019年
10月28日
GLP-1 Global Forum in
毛呂山／埼玉県入間郡
2019年10月30日
T1DM Expert Meeting／
名古屋市東区 2019年11
月9日
第20回川口DMカンファレ
ンス／埼玉県川口市
2019年11月14日
フォシーガ Tokyo
Diuagetes Conference
2019／東京都千代田区
2019年11月20日
第33回ママドクターの会
／東京都千代田区 2019
年12月8日
Tokyo Web Seminar
主催：大日本住友製薬
(株)東京本社4Ｆメディ
アスタジオ 2019年7月
11日 19:30－20:00
田辺三菱製薬(株)社員勉
強会 2019年8月1日

講演・放送・テレビ・ラジオ・インターネット
タ イ ト ル
31 朝日生命健康セミナー

演
高尾淑子

32 慈恵医大ケースカンファレンス（医学部5年 高尾淑子
生講義）
田原たづ
33 当院における糖尿病患者教育の効果

34 高齢者糖尿病の特徴と♂治療の課題

田原たづ

35 第7回リスニング・カンバセーションセミナー
in松山
36 ライザップ記者会見
37 Incretin Seminar in Tokyou
38 第9回糖尿病医療連携フォーラム：
高度肥満2型糖尿病患者におけるフォーミュ
ラ食の効果
39 腸内細菌叢と心血管疾患

菊池貴子

40 九州大学大学院薬学部・薬理学大学院講
義－臨床試験の現場から－
41 綾瀬市地域ふれあいサロン事業補助金対
象講座・「糖尿病の薬の種類と正しい服薬・
注意事項」
42 北海道大学薬学部大学院講義－臨床試験
の現場から－
43 第16回 頸動脈・甲状腺エコー実技スクー
ル
44 第26回 心エコー実技スクール

泉澤恭子

45 こども霞ヶ関見学デー

福井美弥子

菊池貴子
菊池貴子
小堀勤子

加茂雄大

泉澤恭子

泉澤恭子
福井美弥子
福井美弥子
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者

朝日生命成人病研究所
場所・日時
朝日生命代田橋オフィス
2019年12月4日
慈恵医大1号館6階講堂
2019年7月1日
第9回糖尿病医療連携
フォーラム/東京都：7月30
日，2019
DM Expert Meeting in
Chiyoda/東京都：11月
20日
2019/3/23 愛媛県
2019/5/30 東京
2019/11/22 東京
2019年7月30日 ノボノル
ディスクファーマ株式会社
本社11階 会議室
和泉橋医療連携研究会/
東京都：7月25日，2019
九州大学薬学部講堂
/2019年1月10日
綾瀬市中央公民館/2019
年3月31日
北海道大学薬学部講義室
/2019年7月4日
心エコー勉強会/東京都：2
月10日．2019
心エコー勉強会/東京都：6
月23日．2019
厚労省/東京都：8月7日

