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プログラム

理事長提言
7月1日（金）　11:30-11:45　第1会場（大ホール）

座長：岩手医科大学　外科学講座　佐々木　章

「急がれる高度肥満症患者の難民化対策ー高度肥満症の実態調査をー」
日本肥満症治療学会　理事長・誠仁会　みはま病院　白井厚治

会長講演
7月1日（金）　11:00-11:30　第1会場（大ホール）

座長：岩手医科大学　外科学講座　佐々木　章

「禁断の果実」その臨床―「肥満関連腸炎」 
　　　　（Obesity-associated Gut Inflammation）発見への道

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　伊藤　裕

招請講演
7月2日（土）　9:50-10:50　第1会場（大ホール）

座長：慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　伊藤　裕

「Circadian regulation of metabolism for the prevention and treatment of obesity」
Salk Institute for Biological Studies　Satchidananda Panda

共催招請講演	 共催：田辺三菱製薬株式会社

7月1日（金）　14:30-15:15　第1会場（大ホール）

座長：千葉市病院局　齋藤　康

「消化管の「味覚」と粘膜応答」
カリフォルニア大学ロサンゼルス校　医学部　秋葉保忠

教育セッション
7月1日（金）　15:15-16:00　第1会場（大ホール）

座長：公益財団法人　結核予防会総合健診推進センター　宮崎　滋

「肥満症患者の心理的特徴とそれを踏まえた治療」
埼玉医科大学　医学部　かわごえクリニック　メンタルヘルス科　堀川直史
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シンポジウム1　わが国における肥満手術普及に向けて～手術Before	&	After～
7月1日（金）　9:30-11:00　第1会場（大ホール）

座長：四谷メディカルキューブ　黒川良望 
　　　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　龍野一郎

S1-1 「肥満外科治療後の患者を長期に follow-up することで見えてきたこと ～内科医の視点で～」
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

S1-2 「肥満手術を安全に導入し治療効果をあげるために外科医がすべき２つのこと」
医療法人おもと会　大浜第一病院　外科　稲嶺　進、他

S1-3 「肥満手術前後における看護アセスメントとその課題」
四谷メディカルキューブ　減量・糖尿病外科センター　園田和子

S1-4 「肥満手術による周術期の栄養管理　管理栄養士の視点から」
千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部　野本尚子

S1-5 「肥満手術導入の適応について　―精神・心理の視点で―」
滋賀医科大学　精神医学講座　秋定有紗、他

シンポジウム2　腸内環境と肥満症・糖尿病治療
7月1日（金）　13:10-14:30　第1会場（大ホール）

座長：大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座　柴田洋孝 
　　　東北大学大学院生体調節外科学分野　内藤　剛

S2-1　 「もう一つの臓器、腸内細菌叢の機能に迫る」
慶應義塾大学　先端生命科学研究所　福田真嗣

S2-2　 「肥満糖尿病への外科治療と腸内環境・腸管ホルモン」
大分大学　医学部　内分泌代謝膠原病腎臓内科　正木孝幸、他

S2-3　 「Metabolic surgery と腸内環境」
東北大学　消化器外科学　土屋堯裕、他

S2-4 「肥満・糖尿病治療と腸内環境整備」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　入江潤一郎、他
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シンポジウム3　肥満者のためのエクササイズ～明日からの実践に向けて～
7月2日（土）　16:10-17:40　第1会場（大ホール）

座長：労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　松尾知明 
　　　慶應義塾大学　スポーツ医学研究センター　勝川史憲

S3-1 「運動療法のオーバービューと職域の保健指導」
慶應義塾大学　スポーツ医学研究センター　勝川史憲

S3-2 「肥満者とＨＩＩＴ（high-intensity interval training）」
労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　松尾知明

S3-3 「食・動・脳関連－運動は生理学的機序を介して食の意欲・行動をどう変えるか」
大阪市立大学　大学院医学研究科　運動生体医学　吉川貴仁

S3-4 「小児肥満の観点から」
東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科・日本大学医学部　小児科学系小児科学分野　原　光彦

S3-5 「運動指導の実際・現場の観点から：スマートエクササイズ」
株式会社ＴＨＦ　大月直美、他

JSSO	Congress　How	to	encourage	bariatric	surgery	in	Japan?
7月2日（土）　10:50-11:50　第1会場（大ホール）

座長：Shiga University of Medical Science Biomedical Innovation Center　谷　徹

JSSO-1 「How to encourage bariatric surgery in Japan?  -from the global perspective」
Department of Surg, Min-Sheng General Hospital, National Taiwan University, Taiwan

Wei-Jei Lee

JSSO-2 「How to encourage bariatric surgery in Japan ～From the Japanese perspective～」
四谷メディカルキューブ　減量・糖尿病外科センター 

Yotsuya Medical Cube, Weight Loss and Metabolic Surgery Center　笠間和典、他

JSSO-3 「Japan-Philippine Surgical Education & Training: Training with Silent Mentors」
St Luke’s Medical Center, the Philippines　Edward Oliveros

特別イブニングセミナー
日時：7月1日（金）　18:40 - 20:10

座長：伊藤　裕（慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科）

劇的 Before ＆ After ～元ボクサーの秘密の減量対策～
特別ゲスト：赤井　英和（俳優　タレント　元プロボクサー）

ナビゲーター：唐橋　ユミ（フリーキャスター）
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モーニングセミナー１	 共催：MSD株式会社

7月2日（土）　8:40-9:40　第1会場（大ホール）

座長：千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　横手幸太郎

「患者から選ばれる糖尿病薬について QOL とエンパワーメントの観点から考える。」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　田中正巳

モーニングセミナー２	 共催：ノバルティス ファーマ株式会社

7月2日（土）　8:40-9:40　第2会場（中会議室Ⅰ -A+B）

座長：東邦大学医療センター 佐倉病院　岡住慎一

「経口糖尿病薬の体脂肪に及ぼす変化」
聖マリアンナ医科大学　代謝・内分泌内科　田中　逸

ランチョンセミナー１	 共催：武田薬品工業株式会社

7月1日（金）　12:00-13:00　第1会場（大ホール）

座長：東北大学大学院医学系研究科　消化器外科学分野　海野倫明

糖代謝のホメオスターシスー臓器ネットワークから
宮崎大学医学部　内科学講座　神経呼吸内分泌代謝学分野　中里雅光

ランチョンセミナー２	 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、日本イーライリリー株式会社

7月1日（金）　12:00-13:00　第2会場（中会議室Ⅰ -A+B）

座長：社会医療法人　誠光会　草津総合病院　柏木厚典

「肥満2型糖尿病患者の新しい治療戦略　～ SGLT2阻害薬への期待と課題を含めて～」
九州大学病院　内分泌代謝・糖尿病内科　園田紀之

ランチョンセミナー３	 共催：アステラス製薬株式会社、寿製薬株式会社、MSD株式会社

7月2日（土）　12:00-13:00　第1会場（大ホール）

座長：大分大学　北野 正剛

「SGLT2阻害薬を有効利用するポイントとは」
東大和病院　糖尿病内分泌内科　犬飼浩一
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ランチョンセミナー４	 共催：小野薬品工業株式会社、アストラゼネカ株式会社

7月2日（土）　12:00-13:00　第2会場（中会議室Ⅰ -A+B）

座長：東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科　門脇　孝

「SGLT2阻害薬は抗動脈硬化作用を有するか」
昭和大学　医学部　内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌内科学部門　平野　勉

市民公開講座	 共催：大塚製薬株式会社

7月2日（土）　14:30-16:00　第1会場（大ホール）

座長：慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　伊藤　裕

「リンゴの絆　～奇跡を起こす　見えないものを見る力～」
特別講師：木村興農社　代表取締役　木村秋則

「リンゴの絆　ー「腸内フローラ」と共に健康に生きるー」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　伊藤　裕
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優秀演題セッション１
7月1日 ( 金）　16:00～16:40

座長： 
　　　滋賀医科大学　糖尿病・腎臓・神経内科　前川　聡 
　　　千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学　松原久裕

O-01 「当院におけるスリーブ状胃切除のこれまでの成績と減量不良患者への介入」
都立多摩総合医療センター　外科　清水英治、他

O-02 「肥満外科治療後4年経過時の代謝成績と体重減少不良例の要因解析」
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-03 「減量手術後の食事回数、摂取栄養量と減量効果の関連」
東北大学病院　栄養管理室　武田みゆき、他

O-04 「運動習慣が減量手術後患者の体重ならびに体組成に与える影響」
四谷メディカルキューブ　武澤歩惟、他

優秀演題セッション２
7月1日 ( 金）　16:40～17:20

座長：東北大学大学院医学系研究科　糖尿病代謝内科学分野　片桐秀樹 
　　　東京大学大学院医学系研究科　消化管外科学・代謝内分泌外科学　瀬戸泰之

O-05 「肥満外科治療における超過体重減少に及ぼす心理的因子の検討」
関西医科大学附属枚方病院　健康科学センター・関西医科大学大学院健康科学　藤井　彩、他

O-06 「腸管内胆汁酸代謝を介した腸内細菌制御と体脂肪蓄積抑制の解明」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　楠本幸恵、他

O-07 「減量手術と内科的治療における腸内細菌叢及び代謝指標の変化」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　菊地理恵子、他

O-08 「高度肥満を伴う閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）に対する 
　　　　   肥満外科手術前後の上気道断面積変化と無呼吸低呼吸指数（AHI）の関係」

岩手医科大学　睡眠医療学科　木澤哲也、他
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７月１日(金)

ポスター1　外科療法１	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：東邦大学医療センター　佐倉病院　外科　大城崇司

P-01 「減量手術後の極端な体重減少後に合併した成人腸重積の1例」
草津総合病院　肥満・代謝外科・同志社大学　生命医科学部　小座本雄軌、他

P-02 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除後の逆流性食道炎発生因子の検討」
大分大学消化器・小児外科　遠藤裕一、他

P-03 「スリーブ術後の胃管狭窄に対し、腹腔鏡下噴門側胃切除、 
　　　　　　　　　　　　　　　　ダブルトラクト再建を行った1例」

東邦大学医療センター佐倉病院　外科　鍋倉大樹、他

P-04 「難治性スリーブリークに対して腹腔鏡下噴門側胃切除、 
　　　　　　　　　　　　　　　　ダブルトラクト再建を行った１例」

東邦大学医療センター佐倉病院　外科　大城崇司、他

P-05 「開腹大腸切除術既往例に対し腹腔鏡下スリーブ状胃切除術と
　　　　　　　　　　　　　　　　胆嚢摘出術を併施した1例」

大分大学　医学部　消化器・小児外科　高山洋臣、他

P-06 「根治手術に差し支えるほどの高度肥満症を合併した進行大腸癌に対し、 
　　　　　　　　　　　　　　　　腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を先行した1例」

草津総合病院　第2外科・肥満代謝外科・同志社大学　生命医科学部　戸川　剛、他

ポスター2　外科療法２	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：四谷メディカルキューブ　減量・糖尿病外科センター　関　洋介

P-07 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除術100例の検討」
大分大学　医学部　消化器・小児外科　太田正之、他

P-08 「インスリン治療を有する肥満2型糖尿病に対する 
　　　　　　　　　　　　　　　　腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の効果」

岩手医科大学外科学講座　馬場誠朗、他

P-09 「スリーブ状胃切除術後の糖尿病改善機序における 
　　　　　　　　　　　　　　　　メタボリックエンドトキセミアの関与」

滋賀医科大学 消化器外科　山本　寛、他

P-10 「LSG 施行後５年目に revision surgery として再 LSG/DJB を施行した 
　　　　　　　　　　　　　　　　糖尿病合併重症肥満の1例」

東北大学　消化器外科　伊勢一郎、他

P-11 「高度肥満2型糖尿病の肥満手術後の低血糖」
下北沢病院　糖尿病センター　富田益臣、他
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７月２日(土)

ポスター3　外科療法３	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：東京都立多摩総合医療センター　外科　畑尾　史彦

P-12 「術前減量を考慮して腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療効果を検討する」
東北大学　消化器外科　田中直樹、他

P-13 「病的肥満症に対する外科治療導入1年の治療成績」
大浜第一病院　外科　桃原侑利、他

P-14 「当院において腹腔鏡下スリーブバイパス術を施行した２例の検討」
滋賀医科大学　外科学講座　貝田佐知子、他

P-15 「当院における減量手術の治療成績の検討」
東北大学　消化器外科　井本博文、他

P-16 「当院における高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除の治療成績」
東京都立多摩総合医療センター　外科　畑尾史彦、他

P-17 「Laparoscopic revisional bariatric surgery;  
　　　　　　　　　　　　　　　　Cleveland Clinic Florida experience」

Cleveland Clinic Florida  MIS/Bariatrics　若松高太郎

ポスター4　外科療法４	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：草津総合病院　消化器外科・肥満外科　小座本雄軌

P-18 「病的肥満症の外科治療導入初期における麻酔物品の準備と術中体位の工夫」
大浜第一病院　手術室　金城綾子

P-19 「肥満患者におけるトリフロー II を用いた術前呼吸訓練について」
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

P-20 「スリーブ状胃切除術とルーワイ胃バイパス術の導入初期における手術時間の検討」
大浜第一病院　外科　平良　済、他

P-21 取り下げ

P-22 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除術における細径鉗子による肝左葉挙上」
大阪大学　医学部　消化器外科　宮崎安弘
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７月１日(金)

ポスター5　薬物療法・病態生理１	7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：近畿大学医学部　内分泌・代謝・糖尿病内科　池上　博司

P-23 「可溶性 LR11は脂肪細胞機能と関連し肥満外科術後の体重減少を規定する」
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

P-24 「肥満外科的治療の体組成への効果」
大分大学医学部　内分泌代謝膠原病腎臓内科講座　正木孝幸、他

P-25 「生活習慣改善を目的とした短期介入による減量の糖代謝に 
　　　　　　　　　　　　　　　　対する効果は内臓脂肪削減状態により異なる」

中村学園大学大学院　栄養科学研究科　野田奈々、他

P-26 「加齢と内臓脂肪面積・皮下脂肪面積やインスリン抵抗性指数・ 
　　　　　　　　　　　　　　　　β細胞機能などとの関係」

慶應義塾大学　保健管理センター・慶應義塾大学病院　予防医療センター　広瀬　寛、他

P-27 「原発性アルドステロン症の病態と内臓脂肪量の関連性の検討」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　栗原　勲、他

P-28 「HOMA-IR と高分子量アディポネクチンの関連における肥満の影響：神戸研究」
慶應義塾大学医学部　百寿総合研究センター・先端医療センター研究所　先制・予防医療研究開発部 

平田　匠、他

P-29 「内科的治療により１年間で97kg 減量できている１例」
宮崎大学　医学部　内科学講座　神経呼吸内分泌代謝　上野浩晶、他
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７月２日(土)

ポスター6　薬物療法・病態生理２	7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：秋田大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝・老年内科学　山田祐一郎

P-30 「肥満症では末梢血単球における GLP-1受容体を介した 
　　　　　　　　　　　　　　オートファジー誘導と泡沫化抑制作用が障害される」

京都医療センター　臨床研究センター　糖尿病研究部　田中将志、他

P-31 「肥満２型糖尿病症例におけるアログリプチン1年間投与の有効性の検討」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　西村健志、他

P-32 「過体重２型糖尿病患者におけるビルダグリプチンと 
　　　　　　　　　　　　　　　　インスリン併用療法の有用性と安全性」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　田中正巳、他

P-33 「過体重または肥満2型糖尿病患者におけるリラグルチド単剤および 
　　　　　メトホルミン単剤投与の有効性、安全性の比較検討： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KIND-LM 前向き無作為化比較試験」

東京歯科大学市川総合病院　内科　田中久美子、他

P-34 「２型糖尿病患者の肥満歴と血管合併症の関連」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　目黒　周

P-35 「膵摘出例を用いた肥満、糖尿病でのヒトα・β細胞量の変化についての検討」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　渡辺雄祐、他

P-36 「ヒト膵脂肪含有量とα・β細胞量との関連についての検討」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　村上理恵、他
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７月１日(金)

ポスター7　基礎研究１	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学講座　竹本　稔

P-37 「ミトコンドリア活性化分子であるアミノレブリン酸を用いた 
　　　　　　　　　　　　　　　　サルコペニア治療の試み」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　藤井千華子、他

P-38 「マウスへの長期高蛋白食負荷が骨格筋ミトコンドリアと 
　　　　　　　　　　　　　　　　身体能力に与える影響の解析」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　宮下和季、他

P-39 「Palatable food による脳内慢性炎症における 
　　　　　　　　　　　　　　　　ニコチン性アセチルコリン受容体の意義」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科・(独)日本学術振興会特別研究員RPD　後藤伸子、他

P-40 「短鎖脂肪酸受容体の新たな機能 ‐ ケトジェニック病態生理 ‐ 」
東京農工大学　大学院農学研究院　応用生命化学　粕渕真由、他

P-41 「塩分調節下高脂肪食負荷マウスにおける 
　　　　　　　　　　　　　　　　アルドステロン分泌と MR 標的遺伝子の検討」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　盛崎瑞葉、他

P-42 「肥満関連腎症の近位尿細管 Rho/Rho キナーゼ /p27経路の果たす役割」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　内藤真規子、他
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７月２日(土)

ポスター8　基礎研究２	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：順天堂大学大学院　医学研究科　代謝内分泌内科学　綿田裕孝

P-43 「十二指腸空腸バイパスにおける bilio-pancreatic limb の 
　　　　　　　　　　　　　　　　機能 : 食餌誘発性肥満ラットでの検討」

東北大学　消化器外科学　河野えみ子、他

P-44 「胆汁酸吸着レジンのＧＬＰ－１分泌促進作用について」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　森本耕吉、他

P-45 「高脂肪食インスリン抵抗性発症機序における 
　　　　　　　　　　　　　　腸管上皮 Ccl2を介した腸管マクロファージの役割」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　川野義長、他

P-46 「Cdc-like kinase 2による PGC-1 αを介した肝臓での脂肪酸酸化調節機構」
北里大学　北里研究所病院　内分泌代謝内科　田畑光久

P-47 「NPC1L1阻害剤エゼチミブは肥満糖尿病マウスにおいて、 
　　　　　　　　　　　　肝臓の LXR 活性低下を介し、糖・脂質代謝を改善する」

熊本大学大学院生命科学研究部免疫アレルギー血管病態学寄付講座　杉崎太一、他

P-48 「転写因子 Zfp238の脂肪細胞における生理的役割」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　松崎　素子、他

P-49 「運動意欲と食リズムのクロストーク：グレリンによる自発運動量制御機構の解明」
久留米大学　医学部　内分泌代謝内科　田尻祐司、他
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７月１日(金)

ポスター9　運動療法１	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：慶應義塾大学　医学部　スポーツ医学総合センター　東　宏一郎

P-50 「運動耐容能からみた肥満外科治療効果の検討」
関西医科大学　健康科学センター・関西医科大学　健康科学　高尾奈那、他

P-51 「肥満外科外来患者への運動療法アンケート調査により抽出された問題点の検討」
草津総合病院　リハビリテーション科　吉田昌寿、他

P-52 「腹腔鏡下胃バイパス手術を施行し術後生理的ケトン体を併発した 
　　　　　　運動療法の関わり～生理的ケトン体を併発した症例の体組成変化～」

医療法人おもと会　大浜第一病院　リハビリテーション科　久場美鈴、他

P-53 「中高年肥満者に対する運動処方作成を目的とした 
　　　　　　　　　　トレッドミルプロトコール（KEIO-SENIOR）とその臨床応用」

慶應義塾大学　医学部　内科・慶應義塾大学　病院　スポーツ医学総合センター　河合俊英、他

P-54 「運動習慣を有する乳がん患者の健康度および体力に関する検討」
筑波大学　人間総合科学研究科　奥松功基

７月２日(土)

ポスター10　運動療法２	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：筑波大学医学医療系　中田由夫

P-55「高度肥満患者の身体活動量と四肢骨格筋量および筋力の関係性」
東邦大学医療センター佐倉病院　リハビリテーション部　秋葉　崇、他

P-56「肥満2型糖尿病患者におけるサルコペニアと酸化ストレスの関連」
岩手医科大学　医学部　内科学講座　糖尿病・代謝内科分野　中野理恵子、他

P-57「運動器に疾患をもつ肥満症糖尿病患者の運動療法」
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

P-58「検診受診者における肥満と運動習慣および歩行速度との関係の性差」
慶應義塾大学　医学部　スポーツ医学総合センター　東　宏一郎、他

P-59「２型糖尿病者における肥満度とロコモ指標の関連」
慶應義塾大学　医学部　スポーツ医学総合センター　堀澤栞里、他
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７月１日(金)

ポスター11　食事療法１	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：一般社団法人　臨床栄養実践協会　足立香代子

P-60 「栄養指導を含む生活習慣の改善が奏功した肥満症治療の一症例」
金沢医科大学病院　栄養部　山本千勢、他

P-61 「腹腔鏡下胃バイパス術後妊娠に対して 
　　　　　　　　　　　　　　栄養食事指導を行い安全な出産をむかえた１症例」

東京都立多摩総合医療センター　栄養科　本荘谷利子、他

P-62 「肥満腎移植ドナー候補の減量に管理栄養士の介入が有効であった１例」
東京医科大学八王子医療センター　栄養管理科　和田　茜、他

P-63 「８か月間、外来フォーミュラ食１日２回法で減量継続している肥満患者の１例」
埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫、他

P-64 「低糖質食とレジスタンス運動による、 
　　　　　　　　　　短期間の脂肪肝改善効果の検討ー MRI による肝臓脂肪定量」

東海大学　工学部　医用生体工学科　高原太郎

P-65 「糖質制限食指導の有効性の検討」
北里大学北里研究所病院　診療技術部　栄養科　島田真理子、他

７月２日(土)

ポスター12　食事療法２	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：女子栄養大学　栄養クリニック　田中　明

P-66 「栄養指導経験を有するバルーン留置術施行高度肥満症患者への効果的な 
　　　　　　　　　　　　　　栄養指導の検討～週１回のメール指導を実践して～」

東京大学　医学部附属病院　病態栄養治療部　澤田実佳、他

P-67 「肥満を伴う胃癌手術に対するフォーミュラ食による 
　　　　　　　　　　　　　　　　術前減量の安全性と有効性（第２相臨床試験）」

関西医科大学附属病院 消化管外科　井上健太郎、他

P-68 「フォーミュラ食の１食置換え法を用いた肥満外科治療後の栄養管理 
　　　　　　　　　　　　　　　　～術後３年の検討～」

東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　金居理恵子、他

P-69 「減量手術後の減量効果を見据えた術前の関わり方の検討」
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　栄養科　布施順子、他

P-70 「腹腔鏡下スリーブ手術後５年間の食事量、栄養指標の変化」
四谷メディカルキューブ　減量・糖尿病外科センター　吉川絵梨、他

P-71 「減量に成功した肥満患者の食事分析」
加藤内科クリニック　加藤則子、他
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７月１日(金)

ポスター13　パーソナリティー、心理分析１	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：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科　林　果林

P-72 「高度肥満を合併した Prader-Willi 症候群に対する 
　　　　　　　　　　　　　　　　外来栄養指導の効果とその限界について」

東邦大学医療センター　佐倉病院　栄養部　古賀みどり、他

P-73 「むちゃ食い障害を伴った肥満症患者に対して認知行動療法を行った１例」
千葉大学　大学院　医学研究院　細胞治療内科学　北原　綾、他

P-74 「発達障害を伴う肥満症患者に対し認知行動療法を実施し 
　　　　　　　　　　　　　　　　良好な減量効果を得た３例の検討」

九州大学　大学院　医学研究院　心身医学　野崎剛弘、他

P-75 「肥満・糖尿病合併透析患者への新たなパーソナリティ分析に基づく行動変容の試み」
医療法人社団誠仁会みはま香取クリニック　小沼美代子、他

P-76 「母親の自殺を契機に過食が出現した高度肥満症の１例」
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　加藤祐樹、他

７月２日(土)

ポスター14　パーソナリティー、心理分析２	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：九州大学病院　心療内科　野崎 剛弘

P-77 「集団認知行動療法による減量治療のリバウンド予測因子についての検討」
九州大学　大学院　医学研究院　心身医学　澤本良子、他

P-78 「女性肥満症患者で減量による体脂肪量および 
　　　　　　　　　　　　　　　　うつ症状の変化が血清 PTX3に及ぼす効果」

九州大学　大学院　医学研究院　心身医学　野崎剛弘、他

P-79 「肥満症女性患者における食行動、体重、体形への “ とらわれ ” の特徴」
千葉大学大学院　医学研究院　地域災害医療学寄附講座・ 

とちぎメディカルセンター　下都賀総合病院　松本淳子、他

P-80 「「減量に対する動機づけアンケート」による肥満症患者さんの診療動機共有の試み」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科・(独) 日本学術振興会特別研究員RPD　後藤伸子、他
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７月１日(金)

ポスター15　チーム医療、	その他	 7月1日（金）　17:30～18:30　ポスター会場

座長：滋賀医科大学　糖尿病内分泌内科　卯木　智

P-81 「糖尿病患者における肥満合併率の推移と肥満別臨床的特徴 
　　　　　　　　　　　　　　　　－滋賀県医師会糖尿病実態調査より」

滋賀医科大学　内科学講座　宮澤伊都子、他

P-82 「内科・外科治療患者における体重、糖脂質代謝、血圧の推移と 
　　　　　　　　　通院継続率の違い　～当院の高度肥満治療、２年間の実態調査～」

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　齋木厚人、他

P-83 「高度肥満治療における薬剤数および薬剤費の推移　 
　　　　　　　　　　　　　　　　～内科治療と外科治療の比較～」

東邦大学　医療センター佐倉病院　薬剤部　原　敬一、他

P-84 「JSSO 加盟９施設における肥満症外科治療長期成績」
自治医科大学附属病院　消化器・一般外科　春田英律、他

P-85 「当院における肥満外来の開設～現状での結果報告～」
横浜労災病院　内分泌・糖尿病センター　鶴谷悠也、他

P-86 「700床の一般公的病院における肥満外科チーム構築」
国立病院機構　九州医療センター　消化管外科・臨床研究センター　橋本健吉

P-87 「ＩＣＴ活用による企業内での減量プログラムの有用性」
ディーエイチシー　医薬食品相談部　今高優佳、他
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７月２日(土)

ポスター16　合併症、その他	 7月2日（土）　13:00～14:00　ポスター会場

座長：慶應義塾大学　スポーツ医学研究センター　勝川史憲

P-88 「減量により腎機能が改善された肥満糖尿病患者の３症例」
誠仁会みはま病院　栄養部　設樂悦子、他

P-89 「高度の肥満に対しスリーブ・バイパス術を施行した２型糖尿病患者の 
　　　　　　　　　　　　　持続的顕微鏡的血尿精査のため腎生検を施行した一例」

慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　中谷英章、他

P-90 「当院の過去３年間の透析導入患者の肥満歴」
医療法人社団　誠仁会　みはま香取クリニック　菅井啓太、他

P-91 「30kg の減量にかかわらず AHI が改善しなかった重症 OSAS 症例」
医療法人すこやか　高田中央病院・東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科　荏原　太

P-92 「都内の大学病院との連携で肥満外科治療を施行しえた、 
　　　　　　　　　　　　　　　　離島在住の心不全合併高度肥満の一例」

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　渡邉康弘、他

P-93 「リバウンドした方への対応　～ソーシャルワークの視点からの介入～」
四谷メディカルキューブ　減量・糖尿病外科センター　中里哲也、他

P-94 「当院の２型糖尿病患者における短期食事体験入院の有効性に関する検討」
東京都立大塚病院　内科　田川裕恒、他


