
「外科手術の正当な評価と医療領域への浸透」
みやぎ健診プラザ　佐々木巖

「肥満症に対する集学的治療 ―意義と役割―」
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

プログラム

学会宣言
6月 28日　11:30 〜 11:45　第１会場

座長：	千葉大学　齋藤　康

会長講演
6月 28日　11:45 〜 12:15　第１会場

座長：	千葉大学　齋藤　康

特別企画　「肥満症治療の科学と将来」
6月 28日（金）　17:00 〜 18:00　第１会場

座長：	東京大学大学院医学系研究科　糖尿病代謝内科　植木浩二郎	

	 東北大学　胃腸外科　柴田　近

SP-1-1 「中枢における食物選択調節機構の解明と治療への応用可能性」
生理学研究所　生殖・内分泌系発達機構　箕越靖彦、他

SP-1-2 「Ileal transpositionとDuodeno-Jejunal bypass の糖尿病改善効果とその臨床応用」
東北大学　胃腸外科　内藤　剛、他

SP-1-3 「ヒト ES/iPS 細胞からの褐色脂肪細胞の作製と肥満治療への応用」
独立行政法人	国立国際医療研究センター研究所　疾患制御研究部　佐伯久美子



シンポジウム１　「肥満症の実態と問題 ― 各診療科の現場から ― 」
6月 28日（金）　9:30 〜 11:30　第１会場

座長：	大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学　下村伊一郎	

	 岩手医科大学医学部　外科学講座　若林　剛

S-1-1 「糖・脂質代謝異常」
千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　横手幸太郎

S-1-2 「循環器内科領域における肥満症の実態とその対策」
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　心臓血管病態医学分野　島袋充生

S-1-3 「肥満症と腎臓病との関わり」
滋賀医科大学　内科学講座　糖尿病腎臓神経　久米真司

S-1-7 「腰椎診療における肥満症の影響および問題点」
東邦大学医療センター佐倉病院　整形外科　青木保親、他

S-1-5 「肥満を伴う月経異常患者の病態」
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　産科婦人科学分野　松崎利也

S-1-4 「睡眠医学」
筑波大学大学院医学医療系　睡眠医学寄附講座　佐藤　誠

S-1-6 「非アルコール性脂肪性肝疾患に対する肥満外科手術の効果」
岩手医科大学　外科学講座　佐々木章、他



シンポジウム２　「肥満症の診療体制に関する諸問題」
6月 28日（金）　15:00 〜 17:00　第１会場

座長：	慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　伊藤　裕	

	 東北大学病院　臨床試験推進センター　黒川良望

S-2-1 「日本の肥満対策の現状」
厚生労働省　健康局　がん対策・健康増進課　野田博之

S-2-2 「肥満外科治療の診療体制と治療費」
岩手医科大学　外科学講座　佐々木章、他

S-2-3 「肥満症治療法としての糖質制限食」
北里研究所病院　糖尿病センター　山田　悟

S-2-4 「肥満症治療における栄養士の役割と保険診療における限界」
関西医科大学附属枚方病院　栄養管理部　吉内佐和子、他

S-2-5 「健診・医療費レセプト突合データからみた肥満症の医療費と未受療者の実態」
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター　勝川史憲、他

S-2-6 「肥満症の診療体制に関する諸問題 : 小児科医の立場から」
東京女子医科大学東医療センター　小児科　杉原茂孝

S-2-7 「開業医と肥満治療」
渡辺医院　田所直子



S-3-1 「京都医療センターでのメタボ外来の取り組み」
京都医療センター臨床研究センター　糖尿病研究部　臨床代謝栄養研究室　浅原哲子

S-3-2 「肥満症への内科と外科のコンビネーション治療」
大分大学医学部　内分泌代謝科　正木孝幸、他

S-3-3 「当院の病的肥満症に対する減量手術の安全性と有効性」
東北大学病院　胃腸外科　田中直樹、他

シンポジウム３　「肥満症の診療 ― 集学的治療の確立・普及を目指して―」
6月 29日（土）　9:30 〜 12:00　第１会場

座長：	滋賀医科大学医学部　内科学講座　柏木厚典	

	 千葉大学大学院　先端応用外科　松原久裕

S-3-4 「東邦大学佐倉病院における肥満症外科手術〜内科外科との治療連携について〜」
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　大城崇司、他

S-3-5 「肥満外科手術におけるチームビルディングについて」
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　林　秀樹、他

S-3-6 「滋賀医科大学における肥満外科療法 ― チーム医療の重要性について」
滋賀医科大学　糖尿病腎臓神経内科　卯木　智、他

S-3-7 「肥満手術患者の看護 ― 看護師による術前術後の心理・認知へのアプローチ ―」
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　伊波早苗

S-3-8 「肥満症に対する認知行動療法 ― アセスメントから技法選択まで ―」
鹿児島大学大学院　臨床心理学研究科　小山憲一郎、他

S-3-9 「肥満症治療に対する栄養指導〜腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の場合〜」
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

S-3-10 「外科治療ガイドラインの意義と問題点」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典、他



JSSO Congress　「日本の bariatric surgery が目指すべきもの」
6月 29日（土）　15:15 〜 17:15　第１会場

座長：	滋賀医科大学　谷　徹	

	 四谷メディカルキューブ　笠間和典

JSSO-1 What should Asian Bariatric & Metabolic Surgery Aim For?
Dept.	of		Surg.,	Min-Sheng	General	Hospital,	National	Taiwan	University,	Taiwan　Wei-Jei	Lee

JSSO-2 Technical points to reduce perioperative complications of bariatric and 
metabolic surgery
Department	Gastrointestinal	Surgery,	Nakagami	General	Hospital　Susumu	Inamine

JSSO-3 Routine anticoagulation for venous thromboembolism prevention 
following laparoscopic sleeve gastrectomy is necessary?
Department	of	Surgery,	Shiga	University	of	Medical	Science　Hiroshi	Yamamoto	et	al.

JSSO-4 Percutaneous Trans-Esophageal  Gastro-tubing (PTEG) for  the 
management of gastric leakage after sleeve gastrectomy.
Department	of	Surgery,	Toho	University	Medical	Center,	Sakura	Hospital　Takashi	Oshiro	et	al.

JSSO-5 Stenosis after laparoscopic sleeve gastrectomy
Yotsuya	Medical	Cube　Hirofumi	Imoto	et	al.

JSSO-6 Long-term Outcome of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Morbidly 
Obese Japanese

Yotsuya	Medical	Cube　Yosuke	Seki	et	al.

JSSO-7 Medical cost and insurance system for bariatric surgery in Japan
Tohoku	University	Hospital,	Department	of	Surgery　Takeshi	Naitoh	et	al.

JSSO-8 International Relationship for Bariatric and Metabolic Surgery in Japan
Yotsuya	Medical	Cube　Kazunori	Kasama



ワークショップ１　フォーミュラ食「減量治療でのフォーミュラ食の役割と使い方」
6月 29日（土）　15:00 〜 16:00　第２会場

座長：	金沢医科大学　総合内科　小林淳二	

	 金沢大学病院　栄養管理室　古一素江

ワークショップ２　メンタルヘルス「肥満症患者への精神的サポートの仕方」
6月 29日（土）　16:00 〜 17:00　第２会場

座長：	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

W-1-1 「概略と肥満糖尿病患者への使い方」
埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫

W-1-2 「フォーミュラ食時の脂肪細胞の動態（基礎）」
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

W-1-3 「減量治療でのフォーミュラ食の役割と使い方 〜肥満外科治療での使い方〜」
東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　鈴木和枝

W-1-4 「心臓リハビリテーションでの食事指導におけるフォーミュラー 食の可能性」
公益財団法人	日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院　長山雅俊

W-2-1 「内科医からのサポートの仕方 〜メンタルサポートを見据えた肥満症治療の
チーム構成とは〜」

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

W-2-2 「精神科医からのサポートの仕方 ― 患者のモチベーションをあげて治療継続を
サポートするには ―」

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　林　果林、他

W-2-3 「認知行動療法に基づく減量支援」
関西医科大学附属枚方病院　健康科学センター　松島典子

W-2-4 「ソーシャルワーカーによるメンタルサポート 〜サポートグループを通じて〜」
四谷メディカルキューブ　中里哲也



ランチョンセミナー２ 共催：ノバルティスファーマ株式会社

6月 28日（金）　12:15 〜 13:15　第３会場
座長：	金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科学　古家大祐

ランチョンセミナー３ 共催：小野薬品工業株式会社

6月 29日（土）　12:00 〜 13:00　第２会場
座長：	公益財団法人	朝日生命成人病研究所　河津捷二

ランチョンセミナー４ 共催：イーエヌ大塚製薬株式会社

6月 29日（土）　12:00 〜 13:00　第３会場
座長：	みやぎ健診プラザ　佐々木巖

イブニングセミナー 共催：エーザイ株式会社

6月 28日（金）　18:00 〜 19:00　第２会場
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

LS-1 「早期動脈硬化指標としての CAVI を活用した肥満症の効果的治療戦略」
京都医療センター臨床研究センター　糖尿病研究部　臨床代謝栄養研究室　浅原哲子

LS-2 「肥満メタボ型糖尿病の病態と対策  ― DPP4 阻害薬の治療的意義 ― 」
大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学　下村伊一郎

LS-3 「肥満から糖尿病を発症させないために ― その背景にあるβ細胞機能不全の
病態と治療戦略」

順天堂大学大学院　代謝内分泌内科学　藤谷与士夫

LS-4 手術で治す糖尿病・高脂血症 ― Biliary Diversion, Ileal Transposition モデル
から考える Metabolic Surgery ―

仙台市医療センター　仙台オープン病院　土屋　誉

ES 「生活習慣病と認知症」
東京医科大学　老年病科　羽生春夫

ランチョンセミナー１ 共催：フクダ電子株会社

6月 28日（金）　12:15 〜 13:15　第２会場
座長：	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



市民講座　「あなたは知らない！本当に怖い肥満！！」 協賛：大塚製薬	ニュートラシューティカルズ事業部

6月 29日（土）　13:00 〜 14:50　第１会場
座長：	東京大学大学院医学系研究科　消化管外科学　瀬戸泰之	

	 滋賀医科大学医学部附属病院　柏木厚典

PL-1 基調講演 「あなたはしらない、ほんとうに怖い肥満。」
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

PL-2 「肥満治療のコツ」
島原病院　肥満・糖尿病センター　吉田俊秀

PL-3 「外科の立場から「手遅れになる前に」」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典、他

PL-4 「自己流ダイエットの落とし穴」
あだち健康行動学研究所　足達淑子

PL-5 「患者会の存在意義」
＜患者代表＞　山﨑省吾法律事務所　弁護士　山﨑省吾

パネルディスカッション



ポスター 1　外科療法の効果・周術期管理
6月 28日（金）　13:30 〜 15:00　第４会場（２階廊下）

座長：	中頭病院　外科　稲嶺　進	

	 東邦大学医療センター大森病院　消化器外科	　片桐敏雄

P-01 「非アルコール性脂肪性肝疾患に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の効果」
岩手医科大学医学部　外科学講座　馬場誠朗、他

P-02 「肥満２型糖尿病患者に対するスリーブ状胃切除術における糖尿病非寛解因子の検討」
滋賀医科大学　糖尿病腎臓神経内科　卯木　智、他

P-03 「高度肥満患者における血中 LPL 蛋白量 (LPL mass) の意義および減量手術後の変化」
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-04 「当院の減量外科手術における術後疼痛管理戦略（フェンタニル持続静注と末
梢神経ブロックの併用）」

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

P-05 「減量手術前後における QOL 変化」
四谷メディカルキューブ　中里哲也、他

P-06 「減量手術後の食事満足度に関する検討」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　吉川絵梨、他

P-07 「高度肥満に対する胃袖状切除術施行前後の代謝パラメーター変化について」
千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　藤本昌紀、他



ポスター 2　外科療法・治療成績
6月 29日（土）　13:15 〜 14:45　第４会場（２階廊下）

座長：	東北大学大学院　消化器外科学分野　内藤　剛	

	 医療法人社団あんしん会	四谷メディカルキューブ　減量外科センター　園田和子

P-08 「当科における高度肥満症に対する腹腔鏡下袖状胃切除の成績」
千葉大学医学部　先端応用外科　羽成直行、他

P-09 「当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の成績」
自治医科大学附属病院　消化器外科　春田英律、他

P-10 「日本人 2 型糖尿病症例に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 (LSG) の臨床成績」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　関　洋介、他

P-11 「RESTORATIVE　OBESITY SURGERY， ENDOLUMINAL （ROSE）：
FEASIBILITY and EARY OUTCOME」

東邦大学医療センター大森病院　消化器外科　片桐敏雄、他

P-12 「当院における腹腔鏡下袖状胃切除術 13 例の検討」
大阪大学医学部附属病院　消化器外科　柳本喜智、他

P-13 「日本人高度肥満症例に対する腹腔鏡下調節性胃バンディング術（MIDBAND）の短期成績」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　関　洋介、他

P-14 「肥満症に対する外科治療 ― 初期の手術成績 ― 」
関西医科大学　外科　井上健太郎、他



ポスター 3　消化器外科と肥満 /運動療法
6月 28日（金）　13:30 〜 15:00　第４会場（２階廊下）

座長：	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　川平　洋	

	 東邦大学医療センター大橋病院　糖尿病・代謝内科　岡畑純江

P-15 「肥満症例に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の有用性−開腹手術との比較検討」
群馬大学大学院　病態総合外科　緒方杏一、他

P-16 「胃癌に対する腹腔鏡下胃切除手術による体脂肪の減少」
東京都立多摩総合医療センター　外科　畑尾史彦、他

P-17 「食道癌手術において BMI 高値は循環器系合併症の頻度を増す」
岐阜大学　腫瘍外科　田中善宏

P-18 「病的肥満症患者における胃内グレリン発現状況の臨床的意義」
大阪大学大学院　消化器外科　宮崎安弘、他

P-19 「エアロビクス・エクササイズによる心身面における短期間及び長期間の効果」
佐賀大学大学院医学系研究科　柴　佳宝、他

P-20 「肥満症外科チーム医療における運動療法の導入」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　飯泉　亮、他

P-21 「手術適応困難症例に対する術前からの長期的なリハビリテーション科の介入効果」
誠光会	草津総合病院　リハビリテーション科　濱田康夫、他

P-22 「日常生活（非監視下）における運動療法のメディカルチェック」
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-23 「障害のない安全な減量トレーニング手法の開発ー反重力トレッドミル AlterG
を利用したウオーク＆ラン」

医療法人すこやか	高田中央病院　荏原　太、他



ポスター 4　外科療法の合併症・症例報告
6月 29日（土）　13:15 〜 14:45　第４会場（２階廊下）

座長：	滋賀医科大学　消化器外科　山口　剛	

	 医療法人社団あんしん会	四谷メディカルキューブ　減量外科センター　吉川絵梨

P-24 「肥満合併重症心不全に対する外科的治療施行の報告」
誠光会	草津総合病院　外科　小座本雄軌、他

P-25 「腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術後の吻合部潰瘍症例の検討」
社会医療法人敬愛会	中頭病院　外科　稲嶺　進

P-26 「Laparoscopic adjustable gastric banding(LAGB) 後にバンドが胃内腔へ迷
入し腸閉塞を発症した１例」

都立墨東病院　外科　若松高太郎

P-27 「胃内留置バルーンによる十二指腸閉塞を繰り返した 1 例」
東京大学医学部附属病院　胃食道外科　神保敬一、他

P-28 「永久的透析患者の高度肥満症に対し腹腔鏡下袖状胃切除術を施行した 1 例」
社会医療法人誠光会	草津総合病院　戸川　剛、他

P-29 「 減 量 手 術 により自 立 を 目 指した 他 県 在 住 の 難 治 性 高 度 肥 満 の 1 例 
〜「肥満症治療コーディネーター」の役目を考える〜」
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　岡谷しのぶ、他

P-30 「同時に内視鏡的胃内バルーン留置術を行った母子例の経験」
横浜市立大学附属病院　消化器内科　松浦瑞惠、他



ポスター 5　肥満合併症
6月 28日（金）　13:30 〜 15:00　第２会場（２階）

座長：	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	

	 加藤内科クリニック　加藤則子

P-31 「低アルブミン血症が遷延した高度肥満の 1 例」
千葉大学医学部附属病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　駒井絵里、他

P-32 「中程度の線維化を伴う非アルコール性脂肪性肝炎を呈した肥満・小学生男児の 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

P-33 「BMI が胸部Ｘ線像に与える影響」
獨協医科大学越谷病院　整形外科　齊藤直人、他

P-34 「高度肥満患者におけるビタミン D 欠乏の実態および減量手術後の変化」
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-35 「当院の慢性腎透析患者の肥満度の 10 年間推移と問題点」
誠仁会	みはま病院　栄養科　尾坂雅美、他

P-36 「睡眠時無呼吸症候群と肥満との関連」
水道橋メディカルクリニック　砂山　聡、他

P-37 「肥満患者の睡眠時の覚醒回数は減量効果を予測する」
九州大学大学院医学研究院　心身医学　野崎剛弘



ポスター 6　検査・診断
6月 29日（土）　13:15 〜 14:45　第２会場（２階）

座長：	福島県立医科大学会津医療センター　糖尿病・代謝・腎臓内科　塚本和久	

	 東邦大学医療センター佐倉病院　内科　齋木厚人

P-38 「肥満関連遺伝子検査キット２０万例の有用性に関する研究」
健康科学大学健康科学部　蒲原聖可、他

P-39 「高度肥満患者における体脂肪分布が血管機能検査 cardio-ankle vascular 
index（CAVI）に与える影響」

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　齋木厚人、他

P-40 「 糖 尿 病 合 併 高 度 肥 満 に 対 する肥 満 手 術 1 年 後 の 持 続 血 糖 モ ニター
（continuous glucose monitoring; CGM）で捉えた血糖プロフィール」

東北大学病院　糖尿病代謝科　澤田正二郎、他

P-41 「特定健診結果より体重、腹囲減少が及ぼすメタボリックシンドロームのリスク
ファクターへの影響」

東京慈恵会医科大学附属柏病院　栄養部　友野義晴、他

P-42 「ポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動法によるハイブリット人工ナノ蛋白物
質の粒子サイズによる相対移動速度」

三郷中央総合病院　リハビリテーション科　篠田雄一、他

P-43 「インピーダンス法で測定した体組成指標と体格指数（ＢＭＩ）との相関性に
ついての検討」

金沢医科大学病院　栄養部　山本千勢、他



ポスター 7　基礎研究
6月 28日（金）　13:30 〜 15:00　第２会場（２階）

座長：	国立国際医療センター　安田和基	

	 東北大学病院　糖尿病代謝科　石垣　泰

P-44 「アディポネクチン受容体を介する新規経路の同定と運動模倣薬の開発に向けて」
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

P-45 「糖脂質代謝異常を引き起こす肝脂肪蓄積における肝内獲得免疫細胞分画とリ
ラグルチド投与による変化」

慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　伊藤　新、他

P-46 「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と治療への
応用の可能性」

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

P-47 「Duodenojejunal bypass において、alimentary limb および biliopancreatic 
limb の長さが糖尿病改善効果に与える影響：2 型糖尿病モデルラットでの検討」

東北大学　生体調節外科学　宮地智洋、他

P-48 「マウス新規 PPAR γスプライシングバリアント（ Ppar γ 1sv ）の脂肪細胞分
化誘導における発現と機能解析」

埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　竹中康浩、他

P-49 「肥満抵抗性脂肪肝モデルマウスを用いた抗肥満機構の解明」
慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　藤田真隆、他



ポスター 8　食事療法
6月 29日（土）　13:15 〜 14:45　第２会場（２階）

座長：	埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫	

	 東京大学医学部附属病院　病態栄養治療部　関根里恵

P-50 「摂取量が評価できない肥満症患者に対する栄養アプローチ」
東京大学医学部附属病院　病態栄養治療部　木下恵理、他

P-51 「体組成評価を導入した浮腫合併高度肥満症患者の栄養指導の有用性」
東京大学医学部附属病院　病態栄養治療部　澤田実佳、他

P-52 「高度肥満患者における至適投与量の検討について」
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部　栗原美香、他

P-53 「2 型糖尿病患者における血清脂肪酸組成と内臓脂肪面積との関連」
岩手医科大学医学部　内科学講座　糖尿病・代謝内科分野　武部典子、他

P-54 「デジタルカメラを使った食事記録は集団減量指導に有用である」
医療法人すこやか	高田中央病院　栄養科　小倉静江、他

P-55 「肥満 2 型糖尿病患者が 1 日 1 回食によって減量した場合の血糖日内変動」
加藤内科クリニック　加藤則子

P-56 「健康管理センタ−受診者における栄養指導の有無とＢＭＩ、その他検査値に
関する分析」

金沢医科大学病院　栄養部　山本香代、他

P-57 「肥満 2 型糖尿病患者における食嗜好の特徴と退院後の変化」
大阪大学医学部附属病院　栄養管理室　徳澤千恵、他



ポスター 9　薬物療法
6月 29日（土）　13:15 〜 14:45　第３会場（２階）

座長：	滋賀医科大学　糖尿病腎臓神経内科　卯木　智	

	 千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　竹本　稔

P-58 「PGI2 誘導体ベラプロストのヒトインスリン抵抗性改善効果に関する検討」
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

P-59 「2 型糖尿病患者血中可溶性 DPP-4 と DPP-4 阻害薬の効果および肥満との関
連についての検討」

千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　徳山宏丈、他

P-60 「胆汁酸吸着レジンの抗肥満効果における腸内細菌、腸内環境の意義 ― 腸管
分泌 Fiaf の新規肥満形成機構の解明 ― 」

慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　楠本幸恵、他

P-61 「糖尿病を合併する肥満症患者に対する GLP-1R（エキセナチド）の治療効果
を PWS の症例を含めて検討」

東邦大学医療センター大橋病院　糖尿病・代謝内科　岡畑純江、他

P-62 「GLP-1 受容体作動薬投与により急速なインスリン離脱が可能となった肥満２
型糖尿病の 1 例」

横浜労災病院　内分泌・糖尿病センター　奈良枝里子、他



ポスター 10　チーム医療
6月 28日（金）　13:30 〜 15:00　第３会場（２階）

座長：	自治医科大学　消化器外科　細谷好則	

	 滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　伊波早苗

P-64 「東大病院における各科連携による肥満症治療への取り組み」
東京大学医学部附属病院　羽田裕亮、他

P-65 「薬剤からみる減量外科手術の効果【追跡調査】」
四谷メディカルキューブ　薬剤科　渡部直樹、他

P-66 「糖尿病サポートチームの介入により、８kg の減量に成功した２型糖尿病患者の一例」
公益社団法人地域医療振興協会	練馬光が丘病院　栄養室　廣瀬桂子、他

P-67 「臨床心理士を含む多職種介入によるチーム医療で減量に成功した高度肥満症の一例」
横浜労災病院　内分泌・糖尿病センター　高士祐一、他

P-68 「社会福祉士からみた肥満症治療における患者傾向と課題」
社会医療法人誠光会	草津総合病院　上嶋美由紀、他

P-69 「様々な診療科・職種の協力による当院の肥満症外科治療」
社会医療法人誠光会	草津総合病院　麓　瞳、他

P-70 「当院における減量外科チーム医療」
滋賀医科大学　外科学講座　山口　剛、他

P-71 「当院における減量外科専任看護師兼コーディネーターの役割」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　園田和子



ポスター 11　行動・心理療法 /フォーミュラ食
6月 29日（土）　13:15 〜 14:45　第３会場（２階）

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　林　果林	

	 東京大学医学部附属病院　羽田裕亮

P-72 「集団減量治療におけるドロップアウトの予測因子」
九州大学大学院医学研究院　心身医学　澤本良子、他

P-73 「減量時におけるフォーミュラ食使用者と非使用者の心理特性の比較検討」
関西医科大学健康科学センター　中川明仁、他

P-74 「当院肥満手術患者における術前心理評価と術後変化について」
滋賀医科大学医学部　精神医学講座　秋定有紗、他

P-75 「肥満外科治療における心理介入の検討」
関西医科大学健康科学センター　松島典子、他

P-76 「肥満外科治療施行後に抑うつ状態が悪化した症例」
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科　藤井　悠、他

P-77 「フォーミュラ食を日課にすることで長期に減量しえた、知的障害と高度肥満を
有する高校生の 1 例」

東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　古賀みどり、他

P-78 「フォーミュラ食で体重減量後、インスリンが離脱できた血液透析患者高度肥
満症の一例」

医療法人社団誠仁会	みはま香取クリニック　看護科　田村伸子、他

P-79 「フォーミュラ食を用いた肥満外科治療後の栄養管理 〜術後 12 カ月間の検討〜」
東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　金居理恵子、他

P-80 「電話とインターネットを用いた非対面式介入による減量プログラム（遺伝子検
査・フォーミュラ食・機能性食品）の検証」

健康科学大学　健康科学部　蒲原聖可、他


