
C-1 「肥満症治療のニューパラダイム」
千葉大学　齋藤　康

P-1 「肥満症治療の最先端と未来像」
東京大学　門脇　孝

SL-1 「From Bariatric to Metabolic Surgery: Clinical Outcomes and Implications 
for the Pathophysiology of Obesity and Diabetes」

Weill Cornell Medical College　Francesco Rubino

SL-2 「生活習慣病とアディポサイエンス」
住友病院　松澤佑次

プログラム

理事長提言
9月 10日（金）　13:30 〜 13:50　第一会場

座長：東京大学　門脇　孝

会長講演
9月 10日（金）　13:50 〜 14:30　第一会場

座長：千葉大学　齋藤　康

特別講演 1
9月 10日（金）　10:30 〜 11:30　第一会場

座長：東京大学　門脇　孝

特別講演 2
9月 11日（土）　10:30 〜 11:30　第一会場

座長：東京逓信病院　宮崎　滋



SP-1-1 「高度肥満症の治療・行動療法を中心に」
大分大学　医学部　総合第一内科　正木孝幸

SP-1-2 「高度肥満症における合併症の病態とその治療」
東京逓信病院　内分泌・代謝内科　川村光信

SP-1-3 「内視鏡下肥満外科治療の展望と基礎的研究」
大分大学　医学部　第一外科　太田正之

SP-1-4 「減量手術の 2 型糖尿病に対する効果」
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　清水英治

SP-2-1 「高度肥満症に対する外科的治療の現状と将来」
大分大学第一外科　北野正剛

SP-2-2 「内科からのアプローチ」
東京共済病院　内分泌代謝内科　陳　里菜

SP-2-3 「コメディカル（ソーシャルワーカー）からのアプローチ」
四谷メディカルキューブ　中里哲也

SP-2-4 「高度肥満症治療における連携と統合のアプローチ；心療内科からのアプローチ」
東京大学　医学部　附属病院　心療内科　瀧本禎之

特別企画　「肥満症治療の最先端と未来像」

特別企画 1　「高度肥満症の病態解明と治療の展望」
9月 10日（金）　14:30 〜 16:10　第一会場

座長： 大分大学　吉松博信 

 四谷メディカルキューブ　笠間和典

特別企画 2	 「高度肥満症治療における連携と統合のアプローチ」
9月 10日（金）　16:10 〜 17:50　第一会場

座長： 東京逓信病院　宮崎　滋 

 東京大学　吉内一浩



S-1-1 「世界の状況　〜とくに手術適応に関して〜」
四谷メディカルキューブ　減量外科　笠間和典

S-1-2 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の適応と成績」
岩手医科大学　外科学講座　佐々木章

S-1-3 「肥満外科手術の機序と適応、術式選択について」
東京大学　医学部附属病院　胃食道外科　畑尾史彦

S-1-4 「病的肥満に対する外科治療におけるフォローアップの重要性」
社会医療法人敬愛会　中頭病院　稲嶺　進

S-1-5 「肥満外科手術ステートメントの定着に向けて - 体制について -」
滋賀医科大学　消化器外科　山本　寛

S-1-6 「高度肥満の実態と内科的治療の現状」
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　齋木厚人

シンポジウム 1　「肥満外科手術ステートメントの定着に向けて」
9月 10日（金）　9:00 〜 10:30　第一会場

座長： 滋賀医科大学　谷　徹 

 東邦大学医療センター佐倉病院　白井厚治

シンポジウム 2　「肥満症治療へのチーム医療の構築」
9月 11日（土）　9:00 〜 10:30　第一会場

座長： 東京大学　植木浩二郎 

 東京大学　畑尾史彦

S-2-2 「減量外科治療における栄養士の役割」
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

S-2-3 「当院における肥満外来の立ち上げと肥満症治療」
福岡山王病院　外科　清永英利

S-2-4 「チーム医療における心療内科医の役割」
東京大学　大学院　医学系　研究科　ストレス防御・心身医学　吉内一浩

S-2-5 「栄養士の役割」
東京逓信病院　栄養管理室　木暮香織

S-2-1 「肥満症外科治療チーム構築の経験と問題点」
同志社大学　戸川　剛



S-3-1 「肥満症がロコモティブシンドロームの要因に及ぼす影響について」
名戸ヶ谷病院　整形外科　大江隆史

S-3-2 「女性の肥満と月経異常」
徳島大学大学院産科婦人科学　松崎利也

S-3-3 「冠動脈疾患における血清可溶型 LR11 の増加 
〜肥満症と睡眠時無呼吸症の関与〜」

東邦大学医療センター佐倉病院　高橋真生

S-3-4 「肥満症と変形性膝関節症」
東京大学医学部附属病院　整形外科　乾　洋

S-3-5 「肥満者の睡眠時無呼吸症候群と肺胞低換気」
グッドスリープ・クリニック　白濱龍太郎

IFSO-SP「Metabolic Surgery for the Treatment of Type 2 Diabetes: indications, 
perioperative management and choice of procedure」

Weill Cornell Medical College　Francesco Rubino

IFSO-1 「肥満症外科治療症例登録制への取り組み」
東邦大学医療センター　佐倉病院　外科　岡住慎一

IFSO-2 「日本における肥満症外科治療の動向—3 回目のアンケート結果から—」
東北大学病院　胃腸外科　柴田　近

IFSO-3 「本邦における外科治療の展望に向けて−手技、教育、術式−」
四谷メディカルキューブ　減量外科　笠間和典

IFSO-4 「昨今の海外における肥満症外科治療事情」
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　清水英治

IFSO-5 「肥満症外科治療ガイドラインの作成について」
JSSO ガイドライン作成委員会委員長　川村　功

シンポジウム3　「見過ごしてならない肥満合併症（婦人科、整形外科、呼吸器科、循環器科）」
9月 11日（土）　13:30 〜 15:30　第二会場

座長： 東京大学　中川 匠 

 グッドスリープ・クリニック　齋藤恒博

IFSO 日本部会
9月 11日（土）　13:30 〜 15:30　第一会場

座長： 東北大学　佐々木巖 

 東邦大学医療センター佐倉病院　川村　功



W-1-1 「食事療法の効果・問題点」
大阪府立母子保健総合医療センター　西本裕紀子

W-1-2 「運動療法の効果・問題点」
京都教育大学　体育学科　井上文夫

W-1-3 「小児肥満症への介入と効果：薬物療法の効果・問題点」
日本大学　医学部　小児科　浦上達彦

W-1-4 「心理的援助の必要性」
こどもの城小児保健部　井口由子

W-2-1 「行動療法　セルフケアを促す方法」
あだち健康行動学研究所　足達淑子

W-2-2 「外来診療における肥満症治療のイノベーション」
東北大学　未来医工学治療開発センター　未来医療モデル開発研究部門

東北大学病院　加齢核医学科　メタボケア外来　野々垣勝則

W-2-3 「肥満症の運動療法」
愛知学院大学　心身科学部　健康科学科　佐藤祐造

W-2-4 「内臓肥満改善のための運動・身体活動」
国立健康・栄養研究所　宮地元彦

ワークショップ 1　「小児肥満症への介入と効果」
9月 10日（金）　9:00 〜 10:20　第二会場

座長： 浜松医科大学　大関武彦 

 帝京大学　児玉浩子

ワークショップ 2	 「生活習慣改善を踏まえた肥満症治療	
	 	（行動療法、フォーミュラ食療法、運動療法）」

9月 10日（金）　10:20 〜 11:40　第二会場
座長： 東邦大学医療センター大橋病院　柴　輝男 

 埼玉医科大学　堀川直史



ワークショップ 3　「肥満症治療薬の今後の展望」
9月 11日（土）　9:00 〜 10:20　第二会場

座長： 東京大学　山内敏正 

 東京医科歯科大学　小川佳宏

ワークショップ 4	 「コメディカルから望む減量介入の要件	
	 	（肥満症治療、ダイエットの立場から）」

9月 11日（土）　10:20 〜 11:40　第二会場
座長： 水道橋メディカルクリニック　砂山　聡 

 東京大学　関根里恵

W-3-1 「肥満症薬物療法の現状と展望」
東京逓信病院　宮崎　滋

W-3-2 「新規肥満症治療薬 S-2367（NPY Y5 受容体アンタゴニスト）」
塩野義製薬株式会社　創薬・疾患研究所　雪岡日出男

W-3-3 「膵リパーゼ阻害薬 Cetilistat（ATL-962）の抗肥満及び抗糖尿病効果」
武田薬品工業株式会社　医薬研究本部　創薬研究所　片山　望

W-3-4 「Treatment with liraglutide, a once-daily human GLP-1 analog, for 52 
weeks reduces weight and waist circumference: a randomized placebo-
controlled trial」

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社　Marie Lindegaard

W-4-1 「コメディカルから望む減量介入の要件　〜運動療法（肥満治療の立場から）〜」
関西医科大学附属枚方病院健康科学センター　宮内拓史

W-4-2 「減量ダイエット・パーソナルトレーニングの現場から」
パーソナルトレーナー・均整術師　小林邦之

W-4-3 「食事療法（肥満症治療の立場から）」
千葉大学医学部附属病院　臨床栄養部　野本尚子

W-4-4 「食事療法（ダイエットの立場から）」
イデリアスキンクリニック代官山　銀座アンチエイジングラボラトリー　伊達友美



E-1 「Metabolic surgery の適応と禁忌」
岩手医科大学　外科学講座　佐々木章

E-2 「肥満症患者に精神的サポートを提供する上で必要な基本姿勢」
水島広子こころの健康クリニック（対人関係療法専門）、慶應義塾大学　医学部　精神神経科　水島広子

E-3 「病的肥満患者における減量外科手術麻酔 170 例から学ぶ教訓」
四谷メディカルキューブ　白石としえ

E-4-1 「重症肥満症の看護」
東邦大学医療センター佐倉病院　看護部　村山直美

E-4-2 「肥満治療におけるエンパワーメントとは」
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　齋木厚人

教育講演 1　「Metabolic	Surgery	の適応と禁忌」
9月 10日（金）　14:30 〜 15:20　第二会場

座長： 東京大学　瀬戸泰之

教育講演 2　「肥満症患者への精神的サポート」
9月 10日（金）　15:20 〜 16:10　第二会場

座長： 自治医科大学附属さいたま医療センター　川上正舒

教育講演 3　「肥満症患者の麻酔管理」
9月 10日（金）　16:10 〜 17:00　第二会場

座長： 東京大学　山田芳嗣

教育講演 4　「重症肥満症患者の看護」
9月 10日（金）　17:00 〜 17:50　第二会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　宮下　洋



LS-3 「血管機能指標 CAVI を用いた肥満症治療」
東邦大学医療センター佐倉病院　宮下　洋

LS-4 「インクレチンの膵島作用と２型糖尿病治療」
日本大学医学部　糖尿病代謝内科　石原寿光

LS-5 「インクレチン製剤の動脈硬化及びそのリスクファクターにおよぼす影響」
昭和大学　平野　勉

LS-6 「“ 肥満糖尿病 ” に対するフォーミュラ食療法の実際」
埼玉医科大学内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫

LS-1 「2 型糖尿病の治療戦略　−インクレチン治療薬への期待−」
滋賀医科大学　糖尿病・腎臓・神経内科　前川　聡

LS-2 「肥満症治療のノウハウ」
国立病院機構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

ランチョンセミナー 1
9月 10日（金）　12:00 〜 12:50　第一会場

座長： 滋賀医科大学　柏木厚典

ランチョンセミナー 2
9月 10日（金）　12:00 〜 12:50　第二会場

座長： 京都大学内分泌代謝内科　中尾一和

ランチョンセミナー 3
9月 10日（金）　12:00 〜 12:50　第三会場

座長： 日本医科大学　内分泌代謝内科　及川眞一

ランチョンセミナー 4
9月 11日（土）　12:00 〜 12:50　第一会場

座長： 岩手医科大学　佐藤　譲

ランチョンセミナー 5
9月 11日（土）　12:00 〜 12:50　第二会場

座長： 自治医科大学附属さいたま医療センター　川上正舒

ランチョンセミナー 6
9月 11日（土）　12:00 〜 12:50　第三会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　白井厚治

共催：小野薬品工業株式会社

共催：エーザイ株式会社

共催：フクダ電子株式会社

共催：ノバルティスファーマ株式会社

共催：ノボノルディスクファーマ株式会社

共催：サニーヘルス株式会社



ES-1 「膵β細胞容積増加不全とその対策」
順天堂大学　綿田裕孝

GW 「肥満改善への第一歩：ウォーキングのすすめ」
筑波大学大学院　人間総合研究科　スポーツ医学専攻　田中研究室　辻本健彦

イブニングセミナー
9月 10日（金）　18:00 〜 18:50　第一会場

座長：東京医科歯科大学　平田結喜緒

市民講座
9月 11日（土）　16:00 〜 18:00　第一会場

司会： 東京大学　門脇　孝

 滋賀医科大学　谷　徹

肥満解消！おはようウォーキング
9月 11日（土）　6:30 〜 8:15　竹橋周辺

パネリスト： 東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科准教授　植木浩二郎

 せんぽ東京高輪病院　栄養管理室長　足立香代子

 東京慈恵会医科大学名誉教授　田嶼尚子

 患者代表２名

共催：万有製薬株式会社



O-001 「血中高分子量アディポネクチンに対する長期間エアロビクス運動による効果」
佐賀大学　医学部　大学院博士課程　郭　偉、他

O-002 「エアロビクス運動が血清アルドステロン値に及ぼす影響
—高齢者を対象とした短期間の運動効果—」

佐賀大学　医学部　医学系研究科修士課程　伊藤奈々、他

O-003 「肥満減量時の DEXA 法による局所体組成変化の検討」
関西医科大学　健康科学センター　柳田優子、他

O-004 「肥満糖尿病患者の歩数記録の評価と指導」
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-005 「減量を目的とした 12 週間の食事制限と運動トレーニングの併用が除脂肪
体重に及ぼす影響」 福岡大学大学院　スポーツ健康科学研究科　渡部貴和、他

O-006 「運動療法を継続するために必要な条件は何か？
テキストマイニングの手法を用いた探索的研究」

東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科　荏原　太、他

一般演題 1　運動療法
9月 10日（金）　9:00 〜 9:50　第三会場

座長： 日本医科大学　岡島史宜 

 佐賀大学　佐藤　武

一般演題



一般演題 3　食事療法 2
9月 10日（金）　10:40 〜 11:30　第三会場

座長： 横浜労災病院　西川哲男 

 東京大学　矢作直也

O-016 「フォーミュラ食品を用いた肥満症改善効果」
医療法人　社団　藤聖会　八尾総合病院　栄養科　淺野真寿美

O-017 「フォーミュラ食を用いた肥満症治療の導入—管理栄養士の取り組み—」
東京大学　医学部附属病院　栄養管理室　篠崎奈々、他

O-018 「１日 1 回のフォーミュラ食療法により継続的な体重減少を得ている難治性肥満の一症例」
横浜労災病院　内分泌・代謝内科　京原麻由、他

O-013 「思春期肥満に対するカロリー調整食品ファインスリム（FS）摂取の効果」
日本大学　医学部　小児科学系　小児科学分野 　小高美奈子、他

O-014 「フォーミュラ食を用いた入院 VLCD 療法前後の運動療法の重要性」
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学　北原　綾、他

O-015 「携帯電話フォローアップを用いたフォーミュラ食品摂取による減量効果」
名古屋大学　大学院医学系研究科　医療システム管理学寄附講座　杉浦伸一

一般演題 2　食事療法 1
9月 10日（金）　9:50 〜 10:40　第三会場

座長： 自治医科大学　石橋　俊 

 千葉大学大学院　横手幸太郎

O-007 「肥満症患者の気分と食欲の変化に基づく食事療法の効果」
東北大学　未来医工学治療開発センター　未来医療モデル開発研究部門

東北大学病院　加齢核医学科　メタボケア外来　金井菜緒美、他

O-008 「夕食時刻が遅い生活習慣の肥満症に対するフォーミュラ食療法の効果」
東北大学　未来医工学治療開発センター　未来医療モデル開発研究部門

東北大学病院加齢核医学科メタボケア外来　黒澤有紀、他

O-009 「非アルコール性脂肪肝炎 (NASH) に対する栄養療法の有用性」
愛媛大学  地域生活習慣病・内分泌学　三宅映己、他

O-010 「働く若年女性の食生活の実態と評価（第１報）」
園田学園女子大学　人間健康学部　食物栄養学科　黒田　薫、他

O-011 「働く若年女性の食生活の実態と評価（第２報）」
園田学園女子大学　人間健康学部　食物栄養学科　阿部　希、他

O-012 「肥満症手術後の食嗜好の変化」
鎌ケ谷総合病院　肥満メタボ外来　大野邦子、他



O-020 「肥満症治療への取り組み　〜肥満症の合併症に関する検討〜」
東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　中村正裕、他

O-021 「腹部肥満と内臓肥満は冠インターベンション後の長期予後に影響するか」
順天堂大学　循環器内科　西野顕久、他

O-022 「肥満 2 型糖尿病は減量 3％で血糖コントロールを改善し、15% 以上の減量
で 60% を正常型にし、肥満歴 15 年以内、糖尿病歴 2 年以内なら正常化も可能」

京都市立病院　糖尿病代謝内科　原山拓也、他

O-023 「高度肥満は問題か。〜肥満 2 型糖尿病症例における合併症調査〜」
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、他

O-019 「高血圧症リスクとしての閉塞性睡眠時無呼吸症群」
九州大学　澤山泰典

一般演題 4　肥満合併症 1
9月 10日（金）　14:30 〜 15:10　第三会場

座長： 順天堂大学　代田浩之 

 愛媛大学　松浦文三

一般演題 5　肥満合併症 2
9月 10日（金）　15:10 〜 15:50　第三会場

座長： 千葉大学大学院　武城英明

 東邦大学医療センター佐倉病院　宮下　洋

O-024 「インスリン抵抗性を示し、ピオグリタゾンが著効した進行性筋強直性ジストロフィー
合併肥満糖尿病の一例」

千葉大学医学部附属病院糖尿病代謝内分泌内科　滝口朋子、他

O-025 「減量によって経口ブドウ糖負荷試験の血糖・インスリン値のパターンに改善を
認めた高度肥満の 1 例」

東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　笹子敬洋、他

O-026 「減量による血中アディポネクチン濃度、細胞内脂質蓄積、インスリン抵抗性の変化—
腹腔鏡下胃バイパス術後の１例を含めた検討—」

順天堂大学　内科学・代謝内分泌学　佐藤文彦、他

O-027 「肥満改善により NGT へ寛解した脂質異常症症合併 2 型糖尿病の 2 例」
医療法人社団慶友会吉田病院糖尿病・生活習慣病センター　岡田瑞穂、他

O-028 「2 型糖尿病患者における血清 RBP4、アディポネクチン濃度と腎症の関係」
自治医科大学附属さいたま医療センター　内分泌代謝科　村田美保、他



一般演題 6　外科療法 1
9月 10日（金）　15:50 〜 16:40　第三会場

座長： 東北大学　黒川良望 

 滋賀医科大学　山本　寛

O-029 「ガストリックバイパス後の吻合部潰瘍穿孔による汎発性腹膜炎を契機に複数回
の腹腔鏡手術を要した１例」

中頭病院　外科　稲嶺　進、他

O-030 「糖尿病合併病的肥満に対する治療効果の検討：腹腔鏡下袖状胃切除術と
腹腔鏡下胃バイパス術の比較」

四谷メディカルキューブ　　清水英治、他

O-031 「内視鏡的胃内バルーン留置術　バルーン抜去後の経過に関する検討」
東京大学　医学部附属病院　栄養管理室　関根里恵、他

O-032 「胃内バルーン留置術を用いた肥満症治療により、睡眠時無呼吸症候群が改善した一例」
東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　岡畑純江、他

O-033 「進行胃癌に対して集学的治療を行った高度肥満症の一例」
東京大学　医学部附属病院　胃食道外科　畑尾史彦、他

O-034 「病的肥満症に対する腹腔鏡下袖状胃切除術の経験およびその臨床的効果の検討」
大阪大学　大学院　消化器外科学　宮崎安弘



O-039 「迷走神経腹腔枝温存による随時血糖値への影響、胃切除後 Billroth I 法再建
と Roux-en Y 法再建との関連について」

千葉大学　フロンティアメディカル工学研究開発センター　研究開発部　川平　洋、他

O-040 「当院における重症肥満に対する腹腔鏡下袖状胃切除術の成績」
滋賀医科大学　医学部　消化器外科　山本　寛、他

O-035 「手術室看護師から見た病的肥満手術の導入と工夫」
社会医療法人　敬愛会　中頭病院　手術室　仲宗根裕子、他

O-036 「肥満患者胃壁では粘膜下層に脂肪沈着が生じている」
同志社大学　生命医科学部　戸川　剛

O-037 「肥満手術の胃切除に際する自動縫合器使用の思わぬ合併創とプレジェット付
自動縫合器 DUET-TRS の有用性」

草津総合病院　外科　太田紗千子、他

O-038 「人工透析導入延期が可能となった腎不全肝硬変肥満症の一手術例」
同志社大学　生命医科学部　萩原明郎、他

一般演題 7　外科療法 2
9月 10日（金）　16:40 〜 17:30　第三会場

座長： 千葉大学　林　秀樹 

 杏林大学　森　俊幸

一般演題 8　外科療法 3
9月 10日（金）　17:30 〜 18:20　第三会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　岡住慎一 

 東北大学　柴田　近

O-041 「病的肥満患者に対する減量外科手術麻酔 160 症例の実際」
四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター　麻酔科　白石としえ、他

O-042 「減量手術の医療経済学的分析」
立命館大学　医療経営研究センター　柿原浩明、他

O-043 「腹腔鏡下胃バイパス術と腹腔鏡下スリーブバイパス術後 12 ヶ月における生活
の質の変化について　〜アンケート調査より〜」

四谷メディカルキューブ　園田和子、他

O-044 「Bariatric surgery における耐糖能改善機序の検討」
滋賀医科大学　糖尿病内分泌内科　卯木　智、他

O-045 「Duodeno-jejunal bypass(DJB) による糖尿病改善のメカニズムの検討」
東北大学大学院　生体調節外科学分野　井本博文

O-046 「高度肥満に対する外科治療〜 QOL(quality of life) に与える効果〜」
四谷メディカルキューブ　中里哲也、他



一般演題 9　検査・診断
9月 11日（土）　9:00 〜 9:40　第三会場

座長： 埼玉医科大学　井上郁夫

 東京大学　窪田直人

O-047 「バルーン療法の候補者となった高度肥満症患者における東大式エゴグラムの特徴」
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-048 「メタボリックシンドローム患者における糖尿病治療による高分子量 (HMW) ア
ディポネクチン値と総アディポネクチン値の比の変化」
社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院　総合診療 / リハビリテーション科　篠田雄一、他

O-049 「糖負荷後血糖上昇と血管性状変化の検討」
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-050 「Effect of the Continuous Positive Airway Pressure on CAVI and Body 
Weight in Sleep Apnea: (two years outcome)」

東邦大学　医療センター　佐倉病院　循環器センター　高橋真生、他

O-051 「特定健診保健指導を契機に高度肥満を解消した糖尿病高血圧症合併患者に対する指導」
加藤内科クリニック　加藤則子、他



一般演題 10　チーム医療
9月 11日（土）　9:40 〜 10:30　第三会場

座長： 東京逓信病院　川村光信 

 東邦大学医療センター佐倉病院　小山朝一

O-052 「減量手術におけるクリニカルパスの分析と検討」
四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター　山下　舞、他

O-053 「慢性疾患看護専門看護師がおこなう減量手術後のフォローアップ〜４例の事例分析より〜」
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　伊波早苗、他

O-054 「中頭病院における減量手術チームの紹介〜６年間の総まとめ」
社会医療法人　敬愛会　中頭病院　田山未和、他

O-055 「東大病院における肥満症治療への取り組み バルーン治療やフォーミュラ食を
含む当院での経過報告」

東京大学　医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　羽田裕亮、他

O-056 「病的肥満患者における腹腔鏡下袖状胃切除術（ＬＳＧ）における、コメディ
カルを含めた病診連携およびチーム医療を必要性とした症例 」

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-057 「ベストウェイト教室の参加が効果的であった高度肥満患者 1 例について」
東京大学　医学部附属病院　栄養管理室　北久保佳織、他



一般演題 11　肥満症と分子メカニズム
9月 11日（土）　10:30 〜 11:35　第三会場

座長： 東京大学大学院　塚本和久 

 京都医療センター　浅原（佐藤）哲子

O-058 「骨格筋におけるアディポネクチン -AdipoR1 経路の運動模倣効果」
東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科　岩部真人、他

O-059 「PPAR γ ChIP-seq と FAIRE-seq による脂肪細胞特異的ゲノム制御領域の解析」
東京大学大学院医学系研究科、分子エネルギー代謝学　脇　裕典、他

O-060 「肥満に伴う血管内皮細胞のインスリンシグナル障害は骨格筋糖取り込み低下の原因となりうる」
東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　窪田直人、他

O-061 「アディポネクチン受容体欠損マウスを用いたアディポネクチン経路の動脈硬化
における病態生理的意義の解明」

東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　岩部美紀、他

O-062 「血糖降下作用を有するアディポネクチン様分子の探索と解析」
東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科 　三松貴子、他

O-063 「肥満・インスリン分泌不全を呈する 2 型糖尿病モデル動物に対する DPP-4 阻害薬の
長期投与効果」

東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　中屋恵三、他

O-064 「Wilms' tumor 1-associating protein 阻害による抗肥満・抗糖尿病の可能性」
東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　小林正稔、他

O-065 「過食や高脂肪食によるメタボリックシンドロームに対する ARB カンデサルタンの効果」
東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　山口麻美子、他



O-066 「肥満・メタボリック症候群の末梢血単球 M1/M2タイプに対するエイコサペンタエン酸の効果」
京都医療センター　臨床研究センター糖尿病研究部　浅原（佐藤）哲子、他

O-067 「肥満・メタボリック症候群における大豆イソフラボン代謝物・エクオールの産
生能とエクオール投与の効果」

国立病院機構　京都医療センター　糖尿病センター　橡谷真由、他

O-068 「胆汁酸吸着レジンの抗肥満効果と腸内細菌の意義」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　添田幸恵、他

O-069 「肥満患者におけるデキストラン硫酸 (MDS コーワ ) の長期投与の安全性と効果」
明海大学歯学部総合臨床医学講座内科学分野　後藤誠一、他

O-070 「エイコサペンタエン酸の抗肥満作用と抗肝脂肪酸合成作用の関連」
持田製薬株式会社　開発研究所　佐藤歩美、他

一般演題 12　薬物療法
9月 11日（土）　13:30 〜 14:30　第三会場

座長： 東北大学大学院　片桐秀樹 

 東京大学大学院　山内敏正

O-071 「膵島 IRS-2 量調節の分子機構：分子メカニズム」
東京大学　医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　大杉　満、他

O-072 「膵島 IRS-2 量調節の分子機構 1: 肥満・糖尿病モデルにおける IRS-2 量」
東京大学　大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　勝山修行、他



O-076 「肥満症例におけるグラフ化体重の効果（栄養療法外来に行動療法を導入して）」
愛媛大学先端病態制御内科学　上田晃久、他

O-077 「肥満症食事療法への行動療法の導入」
大分大学　医学部　総合内科学第一講座　千葉政一、他

O-078 「摂食速度の違いが食事誘発性熱産生 (DIT) および自律神経活動に及ぼす影響」
神奈川県立保健福祉大学大学院　保健福祉学研究科　保健福祉学専攻　栄養領域　小栗靖生、他

O-079 「低い動作性 IQ により行動変容が起こせない一高度肥満症例」
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　山口　崇、他

O-080 「「病的肥満の問題への正しい対処法」は存在するか？」
社会医療法人　敬愛会　中頭病院　田山未和、他

O-073 「支持的アプローチによる肥満患者の行動変化と通院継続率の検討」
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　久保由理、他

O-074 「精神的援助に抵抗を示した肥満症治療患者へのリエゾン精神看護専門看護師の介入」
滋賀医科大学　医学部　附属病院　安藤光子、他

O-075 「リエゾンナースとの連携が減量手術の周手術期の看護に効果的であった１例」
滋賀医科大学医学部附属病院　中田牧人、他

一般演題 13　行動療法
9月 11日（土）　14:30 〜 15:45　第三会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　黒木宣夫 

 帝京大学内科　木下　誠

O-081 「小児メタボリックシンドローム予防健診の効果 -2006 年から 2008 年の検診結果の比較−」
東京都立広尾病院　小児科　原　光彦、他


