
SL-1 「BARIATRIC SURGERY WORLDWIDE 2008」
Surgery and Biomedical Engineering at the University of Minnesota　Henry Buchwald

SL-2 「肥満とアディポカインーメタボリックシンドロームを理解する」
東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科　門脇　孝

プログラム

P-1 「安全で質の高い肥満症治療をめざした恊働」
第２回日本肥満症治療学会学術集会会長　佐々木巖

会長講演
7月 10日（金）　11:20 〜 11:45　第一会場

座長：齋藤　康

C-1 「̶これから取り組むべき肥満症治療のあり方－」
千葉大学　学長　齋藤　康

理事長提言
7月 10日（金）　14:00 〜 14:15　第一会場

座長：佐々木巖

特別講演 1
7月 10日（金）　13:00 〜 14:00　第一会場

座長：鎌ケ谷総合病院　川村　功

特別講演 2
7月 11日（土）　10:45 〜 11:45　第一会場

座長：自治医科大学附属さいたま医療センター　川上正舒



SP-1-1 「内科的治療の課題と可能性」
大分大学医学部　総合内科学第一　吉松博信

SP-1-2 「外科的治療の課題と可能性」
四谷メディカルキューブ　笠間和典

SP-1-3 「新しい精神科：肥満症患者の心理とリエゾン診療」
埼玉医科大学　総合医療センター　メンタルクリニック　堀川直史

SP-1-4 「日本における肥満症治療の問題点と展望」
栃木厚生連　下都賀総合病院　外科　兒玉多曜

特別企画１　「統合的な肥満症治療の展望」
7月 10日（金）　14:15 〜 16:00　第一会場

座長：九州大学　田中雅夫

 東京大学　門脇　孝

特別企画２　「肥満症治療のクリティカルパス」
7月 10日（金）　16:00 〜 17:45　第一会場

座長：東邦大学医療センター佐倉病院　白井厚治

 北里大学　渡邊昌彦

SP-2-2 「開腹肥満症手術のクリティカルパス」
鎌ケ谷総合病院　肥満代謝外科　戸川　剛

SP-2-3 「当院での肥満症治療クリティカルパスについて」
東邦大学医療センター佐倉病院　小山朝一

SP-2-4 「3日間メタボリックシンドローム教育入院のクリティカルパス」
東京逓信病院　内分泌代謝内科　中山千里

SP-2-5 「小児の肥満症治療におけるクリニカルパスについて」
日本大学医学部小児科系小児科学講座　吉野弥生

SP-2-1 「腹腔鏡下袖状胃切除術対するクリニカルパス」
岩手医科大学外科学講座　佐々木章

特別企画　「日本における肥満症治療の未来」



シンポジウム２　「肥満症治療のスキルとピットホール」
7月 11日（土）　9:00 〜 10:45　第一会場

座長：大分大学　吉松博信

 東京逓信病院　宮崎　滋

S-2-1 「肥満症外来診療のスキル：減量を成功させる３つの秘訣」
京都市立病院　糖尿病代謝内科　吉田俊秀

S-2-2 「個人栄養指導のポイント」
東京逓信病院　栄養管理室　木暮香織

S-2-3 「グループ支援のスキル」
（独）京都医療センター臨床研究センター　予防医学研究室　佐野喜子

S-2-4 「肥満症治療における行動療法のスキル」
大分大学　医学部　総合内科学第一講座　千葉政一

S-1-1 「日本人重症肥満に対する外科治療の諸問題」
四谷メディカルキューブ　笠間和典

S-1-2 「当院における肥満症外科治療の導入について」
滋賀医科大学　消化器外科　山本　寛

S-1-3 「データベースの活用とガイドライン作成に向けて」
東邦大学医療センター佐倉病院外科　岡住慎一

S-1-4 「内科医から外科治療に望むいくつかの要件」
東邦大学医療センター佐倉病院内科　白井厚治

S-1-5 「JSSOガイドライン制定にむけて」
鎌ケ谷総合病院　　川村　功

シンポジウム１　「肥満症外科手術のガイドラインの確立に向けて」
7月 10日（金）　9:00 〜 11:20　第一会場

座長：滋賀医科大学　谷　　徹

 鎌ケ谷総合病院　川村　功



シンポジウム３　「重症肥満症患者の心理と精神障害：日常臨床への応用」
7月 11日（土）　13:00 〜 15:00　第二会場

座長：早稲田大学　熊野宏昭

 埼玉医科大学　堀川直史

S-3-1 「重症肥満症患者にみられる精神障害：診断と治療」
埼玉医科大学　総合医療センター　メンタルクリニック　堀川直史

S-3-2 「肥満症治療にいかす認知行動療法のエッセンス」
東京女子医科大学　神経精神科／心身医療科　小林清香

S-3-3 「重症肥満症患者の心理と精神障害 ： 日常臨床への応用」
関西医科大学　健康科学　木村　穣

S-3-4 「内科医にとっての重症肥満症患者のパーソナリティ分析とその臨床応用」
東邦大学医療センター佐倉病院　内科学講座　白井厚治

IFSO-SP「THE CRITICAL FACTORS FOR SUCCESS IN TEAM TREATMENT OF OBESITY」
Surgery and Biomedical Engineering at the University of Minnesota　Henry Buchwald

IFSO-1 「肥満症手術における創感染対策～Multiple vertical drains methodによる閉創」
鎌ケ谷総合病院　肥満代謝外科　戸川　剛

IFSO-2 「肥満症に対する調節式胃バンド手術システムの導入について」
大阪大学　医学部　消化器外科　足立真一

IFSO-3 「重症肥満に対する腹腔鏡下袖状胃切除術の成績」
岩手医科大学　外科学講座　中嶋　潤

IFSO-4 「Results of Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) at 1 year in 
morbidly obese Japanese patients」

四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター　減量外科　関　洋介

IFSO-5 「腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術後の再手術は腹腔鏡下に可能か？」
社会医療法人敬愛会　中頭病院　外科　稲嶺　進

IFSO-6 「国際学会とJSSO」
鎌ケ谷総合病院　川村　功

IFSO 日本部会
7月 11日（土）　13:00 〜 15:00　第一会場

座長：滋賀医科大学　谷　　徹

 東北大学　黒川良望



ワークショップ２　「フォーミュラ食療法の肥満症治療への応用」
7月 10日（金）　10:20 〜 11:45　第二会場

座長：自治医科大学　石橋　俊

 埼玉医科大学　井上郁夫

W-2-1 「マイクロダイエットを用いた治療中での 2型糖尿病患者における血中レプチン
濃度の性差」

埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　佐藤健太郎

W-2-2 「フォーミュラ食を用いた減量とリバウンドを予防する食行動因子」
京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　松岡幸代

W-2-3 「フォーミュラー食を用いた減食療法の取り組み̶インスリン療法の減量効果の検討̶」
特定医療法人社団啓卯会　村上記念病院　栄養課　川上志帆

W-2-4 「フォーミュラ食が内臓脂肪および糖脂質代謝に与える影響
～ Zucker fatty ratにおける検討～」

東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病内分泌代謝センター　山口　崇

W-2-5 「遊離必須アミノ酸を含む低エネルギー・フォーミュラ食品を用いた 1食置き 
換え療法に関する研究」

日本体育大学大学院　健康科学・スポーツ医科学系　武藤順子

W-2-6 「BAANs理論による 2型糖尿病肥満患者へのカロリー制限 (CR)食療法の 
効果」

鎌ヶ谷総合病院 総合診療 / リハビリテーション科　篠田雄一

W-2-7 「中高年肥満・２型糖尿病患者に対するフォーミュラ食の介入効果」
東北大学　未来医工学治療開発センター　野々垣勝則

W-1-1 「高度肥満化した小児の肥満治療とその問題点」
都立広尾病院　原　光彦

W-1-2 「食の問題から見た小児肥満症と解決への糸口」
昭和大学附属豊洲病院　小児科　田中大介

W-1-3 「内科医からみた小児肥満の問題点とその解決について」
千葉県医師会　篠宮正樹

ワークショップ１　「小児肥満症の問題点と解決策」
7月 10日（金）　9:00 〜 10:20　第二会場

座長：自治医科大学附属さいたま医療センター　河野幹彦

 日本大学　岡田知雄



W-3-1 「一般診療所におけるメタボリック症候群への e-wellnessと健康生活コーディ
ネーターによる双方向性生活習慣介入」

千葉大学大学院　医学研究院　龍野一郎

W-3-2 「肥満予防における筋量維持及び筋力トレーニングの重要性」
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　田辺　解

W-3-3 「心理面をふまえたハイリスクアプローチ」
関西医科大学　健康科学　木村　穣

W-3-4 「地域を基盤にしたヘルスプロモーションの展開」
京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　同道正行

W-3-5 「肥満予防と治療のヘルスプロモーション　総論」
京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　坂根直樹

W-3-6 「e-wellnessによる肥満予防のためのハイリスク及びポピュレーション戦略」
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　久野譜也

ワークショップ３ 
　「肥満症治療におけるポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチ」

7月 10日（金）　13:00 〜 14:30　第二会場
座長：京都医療センター　坂根直樹

 筑波大学　久野譜也



ワークショップ４　「肥満症治療へのチーム医療」
7月 11日（土）　9:00 〜 10:30　第二会場

座長：東京大学　植木浩二郎

 東邦大学医療センター佐倉病院　宮下　洋

ワークショップ５　「肥満症治療を支える医療機器」
7月 11日（土）　10:30 〜 11:45　第二会場

座長：愛媛大学　檜垣實男

 京都医療センター　佐藤哲子

W-4-1 「東大病院における肥満症治療へのチーム医療－肥満症カンファーによる専門
科連携、ベストウエィト教室、バルーン留置術を中心に－」

東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　山内敏正

W-4-2 「胃内バルーン留置 －内科・外科・心療内科・栄養管理室の合同 
カンファレンスを中心としたチーム医療－」

東京大学　医学部附属病院　胃食道外科　畑尾史彦

W-4-3 「地域におけるメタボ予防の取組：3ヶ月で 3kgダイエット !!」
京都市　伏見保健所　大島陽子

W-4-4 「心理的アプローチを含めたチーム医療の重要性」
東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病・内分泌・代謝センター　小山朝一

W-4-5 「生活習慣の改善に関わる心理、社会的要因とチーム医療」
順天堂大学　医学部　内科学　代謝内分泌学講座　　田村好史

W-4-6 「太田西ノ内病院における運動療法の実際」
太田西ノ内病院　運動指導室　藤沼宏彰

W-5-1 「メタボリック・肥満のリスクを ABPMでみる」
自治医科大学循環器内科　苅尾七臣

W-5-2 「閉塞型睡眠時無呼吸症候群に対するCPAPの自律神経機能に与える影響」
愛媛大学大学院　病態情報内科学　濱田泰伸

W-5-3 「閉塞性睡眠時無呼吸とCPAP療法」
虎ノ門スリープクリニック　前野健一

W-5-4 「肥満・メタボリックシンドロームにおけるCAVIの有用性」
京都医療センター　糖尿病センター　姫野亜紀裕

W-5-5 「腹部生体インピーダンス法を用いた内臓脂肪測定器開発～
健診時における内臓脂肪蓄積評価の有用性について 」

大阪大学大学院医学系研究科　生体機能補完医学講座　前田和久



教育講演 1
7月 10日（金）　14:30 〜 15:15　第二会場

座長：水道橋メディカルクリニック　砂山　聡

教育講演 2
7月 10日（金）　15:15 〜 16:00　第二会場

座長：徳島大学　武田英二

教育講演 3
7月 10日（金）　16:00 〜 16:45　第二会場

座長：群馬大学　桑野博行

教育講演 4
7月 10日（金）　16:45 〜 17:30　第二会場

座長：グッドスリープ・クリニック　斎藤恒博

E-1 「肥満症治療への運動療法の可能性」
筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学　田中喜代次

E-2 「肥満症治療の食事療法のポイント」
女子栄養大学栄養学部　本田佳子

E-3 「Metabolic surgeryに関する最新の知見 -ileal transpositionと duodeno-
jejunal bypassの糖尿病改善効果 -」

東北大学生体調節外科学分野　柴田　近

E-4 「閉塞型睡眠時無呼吸症候群（OSAS）と肥満」
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　睡眠医学寄附講座　佐藤　誠



ランチョンセミナー 1
7月 10日（金）　12:00 〜 13:00　第一会場

座長：東京逓信病院　宮崎　滋

ランチョンセミナー 2
7月 10日（金）　12:00 〜 13:00　第二会場

座長：中部ろうさい病院　堀田　饒

ランチョンセミナー 3
7月 11日（土）　12:00 〜 13:00　第一会場

座長：岩手医科大学　佐藤　譲

ランチョンセミナー 4
7月 11日（土）　12:00 〜 13:00　第二会場

座長：日本医科大学　及川眞一

LS-1 「肥満症やメタボリックシンドロームに対する診断と治療法」
京都大学探索医療センター、EBM 研究センター、内科学講座内分泌代謝内科　中尾一和

LS-2 「フォーミュラ食療法による肥満症治療　～臨床成績および基礎検討～」
東邦大学医療センター佐倉病院内科　宮下　洋

LS-3 「インクレチンによる新しい糖尿病治療」
京都大学大学院医学研究科　糖尿病・栄養内科学　稲垣暢也

LS-4 「新しい動脈硬化指標 CAVIとメタボリックシンドローム」
富山逓信病院　高田正信

ES-1 「２型糖尿病の新しい治療戦略　―早期・軽症の時期からの厳格な血糖管理にむけてー」
東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科　門脇　孝

イブニングセミナー
7月 10日（金）　18:00 〜 19:00　第一会場

座長：千葉大学　齋藤　康

共催：エーザイ株式会社

共催：サニーヘルス株式会社

共催：万有製薬株式会社

共催：フクダ電子株式会社

共催：小野薬品工業株式会社



CL-4 「外科手術で肥満解消！」
四谷メディカルキューブ　笠間和典

CL-1 「身近な肥満症治療！いろいろな方法で肥満解消」
京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　坂根直樹

CL-3 「運動で肥満治療　～有効策とは？～」
筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学　田中喜代次

CL-2 「食事で肥満解消！」
女子栄養大学栄養学部　本田佳子

OW-1 「歩かなければ歩けなくなる：元気長寿実現に向けて」
（社）日本ウオーキング協会　鳥生厚夫

市民講座　「" 実は身近な肥満症治療 "　－患者さんと一緒に考える－」
7月 11日（土）　16:00 〜 18:00　第一会場

司会：会長　佐々木巖

 副会長　門脇　孝

肥満解消！おはようウォーキング
7月 11日（土）　6:30 〜 8:15　皇居

後援：日本医師会



一般演題

O-001 「肥満糖尿病患者の減量に必要なMETs/dayの検討」
東京医科大学八王子医療センター　糖尿病・内分泌・代謝内科　天川淑宏、他

O-002 「心外膜脂肪組織：心肺持久力との関連性」
筑波大学　人間総合科学研究科　金　孟奎、他

O-003 「動脈硬化モデルマウスにおける自発的運動と動脈硬化病変との関連」
順天堂大学　循環器内科　深尾宏祐、他

O-004 「エアロビクスによるメタボリックシンドロームの予防効果
̶血中の高分子量アディポネクチンを含む身体健康度と生活の質の変化̶」

佐賀大学　医学部　博士課程生態系専攻　郭　　偉、他

O-005 「上半身肥満男性に対する歩行改善インナーウェア着用が減量と腹囲減少に 
及ぼす影響：ランダム化比較試験」

京都医療センター　臨床研究センター　予防医学研究室　同道正行、他

一般演題 1　運動療法
7月 10日（金）　9:00 〜 10:00　第三会場

座長：日本医科大学　及川眞一

	 東京大学　窪田直人



O-012 「Wilms' tumor 1-associating protein（WTAP）阻害による抗肥満・抗糖尿病
の可能性」

東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科　小林正稔、他

O-013 「メタボリックシンドロームを合併した腹部肥満症例におけるコレスチミド併用
ライフスタイル改善療法を用いた腹囲減少効果について」

北里大学　医学部　循環器内科学　東條美奈子、他

O-014 「骨格筋におけるアディポネクチン経路の生理的意義の解明」
東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　岩部真人、他

O-015 「インスリン使用により体重増加をきたし ,内臓脂肪型肥満および脂肪肝の増悪
をきたした症例」

自治医科大学附属さいたま医療センター　内分泌代謝科　青木　厚

一般演題 3　薬物療法
7月 10日（金）　11:12 〜 12:00　第三会場

座長：東邦大学医療センター佐倉病院　宮下　洋

	 東北大学　片桐秀樹

O-006 「東大病院における肥満症に対する集学的治療への心療内科の関わり」
東京大学　大学院　医学系研究科　ストレス防御・心身医学　稲田修士、他

O-007 「専門科が連携して行う肥満症治療への取り組み
̶ベストウェイト教室から肥満症外来・入院そして再び外来加療まで」

東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　岡畑純江、他

O-008 「不定愁訴が強く肥満症治療に集中できなかった肥満症症例に対する 
看護介入」

東邦大学医療センター佐倉病院　看護部　小林久美、他

O-009 「チーム医療介入後 BMI37から 22までの劇的な減量効果をみた若年肥満症
の一例」

東邦大学医療センター佐倉病院　看護部　西浦佳奈、他

O-010 「高度肥満症患者の治療介入における心理特性の検討」
同志社大学感情・ストレス・健康研究センター　齋藤　瞳、他

O-011 「心不全，腎不全を合併した重症肥満症の一例：
特に心理検査によるパーソナリティ特性の検討に関して」

東邦大学　医療センター　佐倉病院　メンタルヘルスクリニック　井上直美、他

一般演題 2　チーム医療
7月 10日（金）　10:00 〜 11:12　第三会場

座長：東京大学　山内敏正

	 東京逓信病院　川村光信



O-020 「運動療法不可能な肥満症患者に対する、VLCD(超低カロリー療法 )の 
可能性について」

千葉大学　大学院　医学研究院　細胞治療学　大西俊一郎、他

O-016 「低炭水化物・高タンパク食の肥満治療効果」
徳島大学　大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　臨床栄養学　武田英二、他

O-017 「栄養療法外来の成果と問題点」
愛媛大学医学部　大学院　先端病態制御内科学　上田晃久、他

O-018 「肥満 2型糖尿病患者におけるフォーミュラー食経験の長期予後（2年半）」
東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　池田恭子、他

O-019 「フォーミュラ食品を用いた減量によるメタボリックシンドローム因子の変化と 
リバウンドの抑制調査」

中部ろうさい病院糖尿病センター　今峰ルイ、他

一般演題 4　食事療法 1
7月 10日（金）　13:00 〜 14:00　第三会場

座長：自治医科大学　石橋　俊

	 東京大学　関根里恵

O-021 「肥満症における摂取栄養素の特徴とアディポネクチンの関連̶簡易食物摂取
調査票の解析」

国立病院機構　京都医療センター　栄養管理室　大幸聡子、他

O-022 「肥満患者（BMI30以上）の退院後の性差別経過と減量成功例」
東京逓信病院　栄養管理室　船木知子、他

O-023 「胃内バルーン留置後に栄養士による食事指導が有効であった症例」
東京大学　医学部　附属病院　栄養管理室　　関根里恵、他

O-024 「病的肥満に対する腹腔鏡下胃バンディング術における管理栄養士の介入」
大阪大学　医学部附属病院　栄養マネジメント部　安井洋子、他

O-025 「当院に於ける胃バンディング術後の栄養管理の 2症例」
鎌ヶ谷総合病院　日本肥満外科・代謝外科センター　大野邦子、他

一般演題 5　食事療法 2
7月 10日（金）　14:00 〜 15:00　第三会場

座長：東京大学　植木浩二朗

	 せんぽ東京高輪病院　足立香代子



O-026 「減量治療が CAVIに及ぼす影響」
東邦大学　医療センター　佐倉病院　糖尿病内分泌代謝センター　永山大二、他

O-027 「超音波測定による頚動脈血管弾性は内臓肥満に伴う早期動脈硬化を評価 
できる」

東北大学大学院医学系研究科分子代謝病態学分野　石垣　泰、他

O-028 「適切な指導による減量は骨密度を増加させる」
女子栄養大学　栄養クリニック　黒澤真奈、他

O-029 「低カロリー食（LCD）中に基礎代謝量を経時的に評価できた一例」
日本医科大学　内科学講座　内分泌代謝部門　田辺雄次郎、他

O-030 「内臓脂肪測定を用いた楽しい減量プログラムの開発とその効果」
（独）京都医療センター　臨床研究センター　予防医学研究室　佐野喜子、他

一般演題 6　検査診断
7月 10日（金）　15:00 〜 16:00　第三会場

座長：東京大学　塚本和久

	 京都医療センター　佐藤哲子

O-031 「携帯情報端末を用いた食事記録ツールの開発」
東京大学医学部附属病院　心療内科　吉内一浩、他

O-032 「特定保健指導における体重減量指導の効果判定　より効果的な指導をめざして」
医療法人すこやか　高田中央病院　栄養科　牧　静江、他

O-033 「内臓脂肪のリバウンド防止はメタボリックシンドローム構成因子の改善維持に
つながらない」

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　松尾知明、他

O-034 「特定検診保健指導による減量効果（2008年度に行った 61名の解析）」
加藤内科クリニック　加藤則子、他

O-035 「基礎代謝量変動が少ない健康的肥満治療法̶崔式気功経絡痩身法」
宮医堂国際痩身学院付属治療院　崔　　森、他

一般演題 7　行動療法
7月 10日（金）　16:00 〜 17:00　第三会場

座長：金沢大学　小林淳二

	 京都医療センター　坂根直樹



一般演題 9　外科療法 2
7月 11日（土）　10:00 〜 11:00　第三会場

座長：東京大学　瀬戸泰之

	 千葉大学　林　秀樹

O-041 「肥満胃癌患者における腹腔鏡下幽門側胃切除術の検討」
千葉大学　先端応用外科　佐藤麻美、他

O-042 「糖尿病合併胃癌患者に対する胃切除術による耐糖能変化」
群馬大学大学院　安藤裕之

O-043 「減量手術による腹腔内脂肪の変化」
四谷メディカルキューブ　笠間和典、他

O-044 「減量手術による耐糖能改善効果の検討」
滋賀医科大学附属病院　内分泌代謝内科　楠　知里、他

O-045 「Low dose aspirin 服用中に胃内バルーン留置術を施行した一例」
東京大学　医学部附属病院　胃食道外科　神保敬一、他

O-036 「糖尿病治療を目的とした外科手術の確立
̶ileo-jejunal transpositionの有用性についての検討̶」

東北大学　生体調節外科学　生澤史江、他

O-037 「減量手術後妊娠症例の検討」
四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター	減量外科　木内　誠

O-038 「VLCDを行った後 sleeve gastrectomyを施行し得た、超高度肥満 (BMI:90.6)
の 1例」

鎌ケ谷総合病院　肥満・代謝外科　小座本雄軌、他

O-039 「四谷メディカルキューブにおける腹腔鏡下袖状胃切除術の手術手技と成績に
ついて」

東邦大学医療センター佐倉病院　大城崇司、他

O-040 「腹腔鏡下袖状胃切除 (LSG) 後のステープルラインリークに対する
HANAROSTENT使用の経験」

東邦大学医療センター佐倉病院　外科　大城崇司、他

一般演題 8　外科療法 1
7月 11日（土）　9:00 〜 10:00　第三会場

座長：東京慈恵会医科大学　矢永勝彦

	 中頭病院　稲嶺　進



O-046 「肥満外科治療のクリティカルパス」
四谷メディカルキューブ　園田和子、他

O-047 「病的肥満に対する減量外科手術患者サポートへの取り組み」
社会医療法人　敬愛会　中頭病院　田山未和、他

O-048 「病的肥満患者に対する腹腔鏡下胃バイパス手術後の 1年間の変化」
医療法人社団あんしん会　四谷メディカルキューブ　　吉川絵梨、他

O-049 「病的肥満に対する減量手術の中期成績」
社会医療法人敬愛会　中頭病院　外科　稲嶺　進、他

O-050 「肥満外科手術後の経済効果　̶医療費に注目して̶」
医療法人社団　あんしん会　四谷メディカルキューブ　中里哲也、他

一般演題 10　外科療法 3
7月 11日（土）　11:00 〜 12:00　第三会場

座長：公立昭和病院　上西紀夫

	 杏林大学　森　俊幸

O-051 「Irregular CPAP use induced visceral fat accumulation in obstructive sleep 
apnea regardless of daily sleepiness.」

東邦大学　医学部付属　佐倉病院　循環器センター　高橋真生、他

O-052 「脳卒中リスクとしての閉塞性睡眠時無呼吸症群」
九州大学病院総合診療科　澤山泰典

O-053 「15%の減量により糖尿病が正常化した高度肥満合併 2型糖尿病の 32症例」
京都市立病院　糖尿病代謝内科　原山拓也、他

O-054 「副腎偶発腫瘍を伴った重症肥満の一例」
横浜労災病院　内分泌代謝内科　神子一成、他

O-055 「心不全、腎不全を合併した重症肥満症の一例」
東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病・内分泌・代謝センター　大平征宏、他

O-056 「救命し得た高度肥満重症心不全の一例」
埼玉医科大学病院　内分泌・糖尿病内科　池袋香織、他

O-057 「外来減量プログラムによるメタボリックシンドロームの改善効果」
水道橋メディカルクリニック　永島由貴、他

一般演題 11　肥満合併症
7月 11日（土）　13:00 〜 14:24　第三会場

座長：帝京大学　木下　誠

	 千葉大学　武城英明


