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1. 2型糖尿病患者の初診時臨床像の変遷 吉田洋子 大日本住友製薬社内研修
/大日本住友製薬会議室
からオンライン講義/
2021年7月13日

2. CKD患者のカリウム管理を考える～循環
器・糖尿病・腎臓の視点から～（パネリ
スト）

吉田洋子 LOKELMA Online
Symposium/オンライン/
2021年8月20日

3. 1.　2型糖尿病患者におけるレガシー効
果の大きさと持続時間の解析
2.　2型糖尿病患者における受診時の食
後高血糖と網膜症発症との関連

高尾淑子 大日本住友製薬社内研修
/大日本住友製薬会議室
からオンライン講義/
2021年3月30日

4. 食後高血糖と糖尿病合併症 高尾淑子 Diabetes WEB講演会/
ベルサールラウンジ澁谷
からオンライン講義/
2021年4月13日

5. 糖尿病とがんの関連性 高尾淑子 大日本住友製薬社内研修
/大日本住友製薬会議室
からオンライン講義/
2021年7月29日

6 合併症予防を目指した糖尿病治療
～ GLP－１製剤の役割 ～
Closing Remarks : 血糖コントロールか
らみたGLP－１RAの有用性

座長(closing remarks)
高尾淑子
演者　鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科　糖尿
病・内分泌内科学教授
西尾善彦

GLP－１ＲＡ Therapy
Online Seminar/
ベルサールラウンジ澁谷
からオンライン講演/
2021年6月9日

7. 糖尿病治療戦略2021～経口GLP-1受容体
作動薬の使い方と位置づけ～

大西由希子 これからの2型糖尿病治
療を考える会/オンライ
ン/2021年2月8日

8. ソリクア配合注を使いこなす 大西由希子 SOLIQUA Nationwide
Conference/東京都千代
田区/2021年2月27日

9. 糖尿病治療戦略2021～経口GLP-1受容体
作動薬の使い方と位置づけ～

大西由希子 経口GLP-1 Web講演会/オ
ンライン/2021年3月1日

10. ワークライフフィット！～糖尿治療・糖
尿病治療薬の治験・糖尿病疫学研究・私
の生き方～

大西由希子 第6回糖尿病診療を通じ
たキャリアディベロップ
メント/オンライン/2021
年3月16日

11. 2型糖尿病患者におけるPPIの役割を考え
る

大西由希子 第36回ママドクターの会
/オンライン/2021年3月
21日

12. 当院における糖尿病治療の現状～薬物療
法も踏まえて～

大西由希子 糖尿病薬物治療の現状を
探る/オンライン/2021年
3月26日
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13. 糖尿病治療のUpdate～糖尿病の早期治療
の重要性を考える～

大西由希子 DiaMond Seminar in
TSUKUBA/オンライン
/2021年4月2日

14. 糖尿病治療戦略2021～経口GLP-1受容体
作動薬の使い方と位置づけ～

大西由希子 目黒区医師会内科部会/
オンライン/2021年4月19
日

15. コロナ禍の糖尿病診療 大西由希子 Diabetes Web
Discussion Meeting/オ
ンライン/2021年5月24日

16. 糖尿病治療戦略2021～経口GLP-1受容体
作動薬の使い方と位置づけ～

大西由希子 経口GLP-1 Web講演会/オ
ンライン/2021年5月31日

17. 早期治療の重要性を考える～Covid19禍
における糖尿病患者の診療も含めて～

大西由希子 DiaMond Seminar /オン
ライン/2021年6月5日

18. 2型糖尿病治療のUpDate 大西由希子 第37回ママドクターの会
/オンライン/2021年6月
13日

19. ワークライフフィット～臨床・治験・研
究・私の生き方～

大西由希子 Diabetesワークショップ
/オンライン/2021年6月
25日

20. 2型糖尿病治療の新たな選択肢～最新の
GLP-1受動態作動薬の位置づけ～

大西由希子 GLP-1　Web講演会/オン
ライン/2021年6月29日

21. Covid-19 緊急事態宣言下の糖尿病診療
の実際

大西由希子 千葉県糖尿病Web講演会/
オンライン/2021年7月7
日

22. これからの2型糖尿病治療について考え
る

大西由希子 DUAL Seminar in
Kumamoto/オンライン
/2021年8月30日

23. 2型糖尿病の最新の薬物治療 大西由希子 DiaMond Web Seminar /
オンライン/2021年9月7
日

24. ワークライフフィット！糖尿病診療もプ
ライベートも

大西由希子 DiaMond Seminar in 湘
南/オンライン/2021年9
月14日

25. これからの2型糖尿病治療について考え
る～イメグリミンに期待すること～

大西由希子 第22回日本内分泌学会関
東甲信越支部学術集会/
オンライン/2021年9月25
日
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26. 糖尿病診療にソリクア配合注をどう活か
すか

大西由希子 23th Gakugei Expert
Seminar/東京都新宿区
/2021年9月28日

27. 早期治療の重要性を考える～Covid19禍
における糖尿病患者の診療も含めて～

大西由希子 DiaMond Live Seminar
in Tokyo/オンライン
/2021年10月2日

28. DPP-4阻害薬の作用とエビデンス 大西由希子 第38回ママドクターの会
/オンライン/2021年10月
3日

29. 早期治療の重要性を考える～Covid19禍
における糖尿病患者の診療も含めて～

大西 由希子 第9回保土ヶ谷糖尿病ラ
ウンドセッション/オン
ライン/2021年10月5日

30. 早期治療の重要性を考える～Covid19禍
における糖尿病患者の診療も含めて～

大西 由希子 Diamond Seminar in 多
摩/東京都立川市/2021年
10月7日

31. 日本人2型糖尿病の特徴をふまえた最適
治療を考える

大西 由希子 Diabetes Solutions
Online Seminar for
Specialist/オンライン
/2021年10月11日

32. ワークライフフィット～臨床・治験・研
究・私の生き方～

大西由希子 Diabetesワークショップ
/オンライン/2021年10月
13日

33. これからの2型糖尿病治療について考え
る～イメグリミンに期待すること～

大西由希子 ツィミークライブ配信講
演会/オンライン/2021年
10月14日

34. これからの2型糖尿病治療について考え
る

大西由希子 DUAL Seminar in
Yamagata /オンライン
/2021年10月18日

35. 糖尿病治療薬の進歩～特に、GLP-1受容
体作動薬とSGLT2阻害薬について～

大西由希子 第26回城北CDE WEBセミ
ナー/オンライン/2021年
10月23日

36. これからの2型糖尿病治療について考え
る～イメグリミンに期待すること～

大西由希子 DUAL Seminar in Tokyo/
オンライン/2021年10月
26日

37. 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 糖尿病治療 Symposium
in 東葛北部/オンライン
/2021年10月27日

38. これからの2型糖尿病治療について考え
る～イメグリミンに期待すること～

大西由希子 第40回福岡糖尿病アゴラ
/福岡市博多区/2021年11
月6日
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39. これからの2型糖尿病治療について考え
る～イメグリミンに期待すること～

大西由希子 ツイミーグ新発売記念講
演　DUAL Seminar in 横
浜/神奈川県横浜市/2021
年11月30日

40. 2型糖尿病治療の新たな選択肢～最新の
GLP-1受動態作動薬の活用法～

大西 由希子 GLP-1Web講演会/オンラ
イン/2021年12月2日

41. 早期治療の重要性を考える～Covid19禍
における糖尿病患者の診療も含めて～

大西 由希子 En-Joy会/愛媛県松山市
/2021年12月7日

42. 2型糖尿病治療　メトアナ配合錠につい
て

大西由希子 第39回ママドクターの会
／オンライン　2021年12
月19日

43. ヒト多様性から見えてきた食事・運動・
治療薬選択の重要ポイント

座長：春日雅人
演者：自治医科大学付属
さいたま医療センター
内分泌代謝科　原 一雄
先生

第8回　糖尿病週間セミ
ナー/web開催/2021年10
月4日

44. 生活習慣病について学ぶ　～病気の怖さ
とその予防～

小堀勤子 神奈川県健康支援プログ
ラム 小田原市健康講座/
小田原市生涯学習セン
ター「けやき」/
2021年12月13日45. 科学的根拠に基ずく糖尿病治療を求めて 小堀勤子 Diabetes WEB Confernce
（座長）/TKP秋葉原
PREMIUMからオンライン
配信/
2021年5月27日46. スキルアップ研修 小堀勤子 興和社内研修会/朝日生
命成人病研究所からオン
ライン指導・評価/
2021年2月1日

47. 糖尿病治療における最新トレンド 小堀勤子 アステラス製薬糖尿病臨
床セミナー(社内研修
会)/アステラス製薬本社
からオンライン講義/
2021年6月28日48. 最新の糖尿病治療について 小堀勤子 持田製薬社員教育
/Funshare浅草橋からオ
ンライン講義/
2021年7月1日

49. 「当院における超高齢糖尿病患者の臨床
の解析」および「糖尿病診療の最新トレ
ンド」

小堀勤子 大正製薬社内講演/朝日
生命成人病研究所からオ
ンライン講義/
2021年7月15日

50. 「当院における超高齢糖尿病患者の臨床
の解析」および「朝日生命成人病研究所
附属医院におけるドック・健診の取り組
み」と「ツイミーグ錠処方症例の紹介」

小堀勤子 大日本住友製薬社内研修
/大日本住友製薬会議室
からオンライン講義/
2021年11月11日
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51. 特別講演　1
当院におけるコロナ禍での療養支援
特別講演　2
インスリン療法Update
～製剤、デバイスの進歩～

座長：大西由希子

特別講演 1　演者：松田
由維
特別講演 2　演者：廣田
勇士 先生

Insulin Therapy Update
Seminarｊ特別講演1・特
別講演2/Webセミナー
/2021年2月24日

52. くすりの上手な飲み方 長谷川千代子 神奈川県健康支援プログ
ラム 大井町健康講座/大
井町未病センター「おお
い」/2021年10月25日

6 当院におけるCOVID-19感染予防対策を踏
まえた糖尿病療養支援

市來祐里恵 第1回糖尿病療養指導セ
ミナー in Tokyo ～with
コロナで考える糖尿病療
養指導～/東京/2021年3
月6日

54. コロナ禍における糖尿病療養指導-入院
中における当院の取り組み-

市來祐里恵 メディカルスタッフ
Webセミナー in
Tokyo2021
～糖尿病のスティグマを
解消する療養指導～/東
京/2021年8月5日

55. 当院での糖尿病療養支援の実際 秋山千恵 糖尿病ネットワークミー
ティングMTG/Webセミ
ナー/東京/2021年10月19
日

56. 当院における栄養指導の実際とコロナ禍
の対応

大道美佐子 Incretin Therapy
Update Seminar/ホテル
アジア会館/2021年7月21
日

下線は当研究所在籍および研究施設利用の演者


