
プログラム

理事長提言
7月 4日（金）　11：30 〜 11：45　第 1会場

座長：	千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学　松原久裕

会長講演
7月 4日（金）　11：45 〜 12：15　第 1会場

座長：	千葉市病院事業管理者　齋藤　康

特別企画２　肥満治療劇場
7月 5日（土）　12：40 〜 14：30　第 2会場

ファシリテーター：	 朝比奈クリニック　朝比奈崇介	

	 国立がん研究センター　総合内科　大橋　健	

	 名古屋大学　大学院医学系研究科　地域総合ヘルスケアシステム開発寄附講座　岡崎研太郎

招待講演
7月 4日（金）　15：00 〜 16：00　第 1会場

座長：	社会医療法人誠光会　草津総合病院　柏木厚典

特別企画１　減量手術保険適応に対する関連 5 学会の対応　～コンセンサス 形成に向けて～
7月 4日（金）　14：30 〜 15：00　第 1会場

座長：	公益財団法人結核予防会　新山手病院　宮崎　滋

「肥満症難民をつくらないために」
白井厚治

「肥満２型糖尿病治療の新時代〜課題への挑戦〜」
社会医療法人誠光会　草津総合病院　柏木厚典

「Bariatric Surgery: It’s not what you think it is」
Metabolic	Diseases	Institute,	University	of	Cincinnati,		USA　Randy	J.	Seeley



シンポジウム１　「周術期管理～食事運動療法の面から～」 共催：サンスター株式会社

7月 4日（金）　9：30 〜 11：30　第 1会場
座長：	岩手医科大学　外科学講座　佐々木章	

	 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

S-1-1 「術前における減量の重要性」
岩手医科大学　内科学講座　糖尿病・代謝内科分野　石垣　泰、他

S-1-2 「フォーミュラ食の有用性」
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　齋木厚人、他

S-1-3 「肥満外科手術前におけるフォーミュラ食療法の減量効果」
函館五稜郭病院　外科　大渕　徹、他

S-1-4 「症候性 VTE 患者の臨床的特徴」
東邦大学医療センター佐倉病院　循環器内科　清水一寛

S-1-5 「術後の運動療法」
愛知みずほ大学　大学院人間科学研究科　佐藤祐造

S-1-6 「術後栄養管理の諸問題」
大分大学医学部附属病院　臨床栄養管理室　足立和代、他

S-1-7 「減量手術における術後食の検討」
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養治療部　栗原美香、他

シンポジウム２　「Metabolic Surgery と肥満２型糖尿病治療　—Bedside to Bench—」
7月 4日（金）　16：00 〜 18：00　第 1会場

座長：	千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学　松原久裕	

	 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

S-2-1 「糖尿病とメタボリックサージェリー　世界の動向」
四谷メディカルキューブ　減量糖尿病外科センター　笠間和典、他

S-2-2 「スリーブ胃切除とスリーブバイパス術の糖尿病改善効果と減量効果」
東北大学大学院消化器外科学分野　内藤　剛、他

S-2-3 「スリーブ状胃切除術の耐糖能改善機序についての基礎的・臨床的検討 - 特に
消化管ホルモンの立場から -」

滋賀医科大学　消化器外科　山本　寛、他

S-2-4 「Metabolic Surgery 後の代謝改善効果〜神経系による代謝調節の面から」
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

S-2-5 「肥満の成立と腸内細菌の関わり」
滋賀医科大学　消化器内科　安藤　朗

オーバービュー：岩手医科大学　外科学講座　佐々木章



シンポジウム３　「チーム医療の構築ー肥満症治療コーディネーターの育成をめざしてー」
7月 4日（金）　16：00 〜 18：00　第 2会場

座長：	京都医療センター糖尿病研究部　浅原哲子	

	 四谷メディカルキューブ　ソーシャルワーカー　中里哲也

S-3-1 「四谷メディカルキューブにおける肥満症治療　コーディネーターの活動と課題」
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

S-3-2 「肥満外科治療におけるチーム医療と肥満症治療コーディネーターの役割」
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

S-3-3 「肥満外科治療におけるチームコーディネートとケースコーディネートー当院に 
おける現状と課題ー」

滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　伊波早苗

S-3-4 「当院のチーム医療の現状」
大分大学　医学部　内分泌代謝膠原病腎臓内科　正木孝幸

S-3-5 「肥満症治療コーディネーターの育成を目指して—医師の立場から—」
関西医科大学健康科学センター　木村　穣

S-3-6 「高度肥満症に対するチーム医療構築での問題点とコーディネーターに求める 
こと・術後栄養管理の諸問題」

岩手医科大学　医学部　外科　梅邑　晃、他



シンポジウム４　「Metabolic Surgery ～手術療法の諸問題、コンセンサスをめざして～」
7月 5日（土）　9：00 〜 11：30　第 1会場

座長：	滋賀医科大学	バイオメディカル・イノベーションセンター　谷　徹	

	 千葉大学　細胞治療内科学　横手幸太郎

S-4-3 「適応の面から　外科治療か内科治療か」
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、他

S-4-4 「当院における腹腔鏡下袖状胃切除術 (Laparoscopic sleeve gastrectomy) の
適応、適正な入院期間について」

滋賀医科大学　外科学講座　山口　剛、他

S-4-1 「手術適応基準を考える 〜内科的観点から〜」
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学　徳山宏丈、他

S-4-6 「術式選択の問題点」
東京都立多摩総合医療センター　外科　清水英治

S-4-5 「腹腔鏡下肥満外科手術の術式選択についての問題点」
大分大学　医学部　消化器・小児外科　太田正之、他

S-4-8 「減量手術術式選択と適正な入院期間について」
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　大城崇司、他

S-4-7 「周術期管理から見た適正な入院期間について」
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

S-4-2 「精神疾患を抱える患者の手術適応について」
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



JSSO Congress　「How can we set bariatric surgery forward in Japan?」
7月 5日（土）　15：15 〜 17：15　第 1会場

座長：	滋賀医科大学	バイオメディカル・イノベーションセンター　谷　徹	

	 四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典

JSSO-1 「How can we set bariatric surgery forward in Japan ?」
Dept.	of	Surg.,	Min-Sheng	General	Hospital,	National	Taiwan	University,	Taiwan		Wei-Jei	Lee

JSSO-2 「Effects of type 2 diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease after 
laparoscopic sleeve gastrectomy for severe obesity」

Department	of	Surgery,	Iwate	Medical	University		Akira	Sasaki	et	al.

JSSO-3 「Omics studies of morbid obesity in Japanese」
Department	of	Metabolic	Disorder,	Diabetes	Research	Center,	National	Center	for	Global	

Health	and	Medicine		Kazuki	Yasuda

JSSO-4 「Gut Environment: the novel therapeutic target of bariatric surgery.」
Division	of	Endocrinology,	Metabolism	and	Nephrology,	Department	of	Internal	

Medicine,	Keio	University	School	of	Medicine,		Junichiro	Irie	et	al.

JSSO-5 「Clinical Significance of Ghrelin Expression in the Gastric Mucosa of 
Morbidly Obese Patients」
Department	of	Gastroenterological	Surgery,	Osaka	University	Graduate	School	of	Medicine		Yasuhiro	Miyazaki	et	al.

JSSO-6 「The physiologic role of alimentary and bilio-pancreatic limbs after 
metabolic surgery － from recent researches －」
Tohoku	University	Graduate	School	of	Medicine,	Department	of	Surgery		Tomohiro	Miyachi	et	al.

JSSO-7 「Laparoscopic sleeve gastrectomy with duodenojejunal bypass (LSG-DJB) 
for diabetic Japanese patients with BMI less than 35 kg/m2」

Weight	Loss	and	Metabolic	Surgery	Center,	Yotsuya	Medical	Cube		Yosuke	Seki	et	al.

JSSO-8 「Enhanced Intestinal Motility During Oral Glucose Tolerance Test After 
Laparoscopic Sleeve Gastrectomy.」
Department	of	Surgery,	Shiga	University	of	Medical	Science		Hiroshi	Yamamoto	et	al.

JSSO-9 「Effects of sleeve gastrectomy on glucose and lipid metabolism in an obese 
diabetic rat model 」
Department	of	Gastroenterological	and	Pediatric	Surgery,	Oita	University	Faculty	of	Medicine		Masayuki	Ohta	et	al.

JSSO-10 「The outcome of the effectiveness and safety studied with Japanese 
registry of bariatric surgery by JSSO」
JSSO	Database	Committee.		Department	of	Surgery	Toho	University	Sakura	Medical	Center		Shinichi	Okazumi



ワークショップ　「高度肥満の心理的治療とケア：ガイドライン作成に向けて」
7月 5日（土）　16：10 〜 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

JSSO-11 「Medical cost and insurance system for bariatric surgery in Japan」
Department	of	Surgery,	Tohoku	University	Graduate	School	of	Medicine		Takeshi	Naitoh	et	al.

JSSO-12 「Current status and problems of bariatric surgery training in Japan」
Oita	University		Masayuki	Ohta	et	al.

W-1-1 「高度肥満患者の心理と行動」
埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック　五十嵐友里

W-1-2 「心理的治療とケアの方法」
九州大学大学院医学研究院心身医学　野崎剛弘

W-1-3 「肥満症治療における心理的介入の重要性」
関西医科大学健康科学センター　木村　穣



モーニングセミナー 共催：MSD株式会社

7月 5日（土）　8：05 〜 8：50　第 2会場
座長：	鹿児島大学大学院　糖尿病・内分泌内科学　西尾善彦

ランチョンセミナー　１ 共催：アステラス製薬株式会社

7月 4日（金）　12：20 〜 13：05　第 2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

ランチョンセミナー　２ 共催：コヴィディエンジャパン株式会社

7月 4日（金）　12：20 〜 13：05　第 3会場
座長：	四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典

ランチョンセミナー　３ 共催：サノフィ株式会社

7月 5日（土）　11：45 〜 12：30　第 2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

ランチョンセミナー　４ 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 5日（土）　11：45 〜 12：30　第 3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

MS-1 「21 世紀の糖尿病診療ブレイク・スルー〜 Beyond the BG control 〜」
福岡大学医学部　内分泌・糖尿病内科　野見山崇

LS-1 「糖尿病と肥満の最新トピックス」
宮崎大学医学部　　中里雅光

LS-2 「Up to date of Metabolic Surgery」
Dept.	of		Surg.,	Min-Sheng	General	Hospital,	National	Taiwan	University,	Taiwan	　Wei-Jei	Lee

LS-3 「GLP-1 の役割と GLP-1 受容体作動薬のポジショニング」
大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学　山田祐一郎

LS-4 「肥満症を合併した 2 型糖尿病患者の新たな治療戦略」
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



イブニングセミナー　１ 共催：武田薬品工業株式会社

7月 4日（金）　18：00 〜 19：00　第 2会場
座長：	千葉市病院事業管理者　齋藤　康

イブニングセミナー　２ 共催：アストラゼネカ株式会社、小野薬品工業株式会社

7月 4日（金）　18：00 〜 19：00　第 3会場
座長：	慶応大学医学部　内科学　伊藤　裕

市民講座　みんなで学ぼう「肥満・糖尿病治療の新情報」 共催：大塚製薬株式会社

7月 5日（土）　13：00 〜 14：50　第 1会場
座長：	社会医療法人誠光会　草津総合病院　柏木厚典	

	 千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学　松原久裕

ES-1 「肥満症における生活習慣病への影響とその治療意義」
医療法人川崎病院　中村　正

ES-2 「2 型糖尿病の新しい治療〜 SGLT2 阻害薬〜」
富山大学　第一内科　戸邉一之

PL-3 「肥満症薬物治療の新時代」
滋賀医科大学　糖尿病・腎臓・神経内科　前川　聡

PL-1 「今すぐ実践できる！糖尿病予防を目指した適切な体重管理のための食事療法」
京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部　幣憲一郎

PL-2 「運動の実際：効果を高める運動療法」
同志社大学　スポーツ健康科学部、同志社大学　体力医科学研究センター　石井好二郎

PL-4 「高度の肥満に対する外科手術は糖尿病も治す」
滋賀医科大学	バイオメディカル・イノベーションセンター　谷　徹

パネルディスカッション



ポスター１　外科療法・治療成績１
7月 4日（金）　13：10 〜 13：46　ポスター会場 1

座長：	東京都立多摩総合医療センター　外科　畑尾史彦

ポスター２　外科療法・治療成績２
7月 4日（金）　13：49 〜 14：25　ポスター会場 1

座長：	大阪大学大学院医学系研究科　瀧口修司

P-02 「当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の成績と課題」
自治医科大学附属病院消化器・一般外科　春田英律、他

P-03 「肥満外科治療と通常肥満外来の結果の比較」
関西医科大学附属枚方病院　健康科学センター　高尾奈那、他

P-04 「日本人に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の長期成績」
四谷メディカルキューブ　減量 /糖尿病外科センター　笠間和典、他

P-05 「当院における Laparoscopic sleeve gastrectomy 後の胃管の形状による減量
効果の検討」

滋賀医科大学　外科学講座　山口　剛、他

P-06 「肥満患者におけるデスフルラン麻酔」
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-07 「当院の肥満外科手術の安全性と有効性」
東北大学　消化器外科　田中直樹、他

P-08 「本邦における肥満外科治療による metabolic surgery としての成績 日本肥満症
治療学会　外科部会　データベース委員会報告」

東邦大学医療センター佐倉病院　外科　岡住慎一、他

P-01 「腹腔鏡下袖状胃切除術後の精神疾患についての検討」
大阪大学大学院　医学研究科　生体機能補完医学講座　竹入沙知、他



ポスター３　外科療法・治療成績３
7月 5日（土）　14：40 〜 15：25　ポスター会場 1

座長：	群馬大学大学院　病態総合外科学　桑野博行

ポスター４　外科療法・治療成績４
7月 5日（土）　15：25 〜 16：10　ポスター会場 1

座長：	自治医科大学　消化器一般外科　細谷好則

P-10 「病的肥満に対する減量手術の腎機能改善効果」
四谷メディカルキューブ　減量・糖尿病外科センター　橋本健吉、他

P-11 「当科におけ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-12 「当院における 2 型糖尿病（T2DM）に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術（LSG）
の手術効果」

東邦大学医療センター佐倉病院　外科　鈴木淳一

P-13 「高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の効果」
国際親善総合病院外科、岩手医科大学外科学講座　馬場誠朗、他

P-14 「腹腔鏡下袖状胃切除術前後における薬剤の推移」
四谷メディカルキューブ　薬剤科　渡部直樹、他

P-15 「当科における腹腔鏡下袖状胃切除術の治療成績および減量効果とリバウンドに
ついての検討」

大阪大学大学院	消化器外科　柳本喜智

P-16 「当院における肥満症に対する Laparoscopic sleeve gastrectomy：30 例の治療成績」
滋賀医科大学　外科学講座　貝田佐知子、他

P-17 「小腸へのアプローチが困難な高度癒着症例に経横行結腸間膜アプローチで
Roux en Y 胃バイパスを施行し２型糖尿病が完全緩解した 1 例」

医療法人おもと会　大浜第一病院　外科　稲嶺　進、他

P-18 「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寛解率と寛
解に及ぼす因子の検討」

滋賀医科大学附属病院　糖尿病・腎臓・神経内科　堀川　修、他

P-09 「当院における減量手術前後の体組成・代謝パラメータ変動に関する追跡調査
　〜 2 年次報告〜」

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



ポスター５　検査
7月 5日（土）　14：40 〜 15：25　ポスター会場 2

座長：	埼玉医科大学病院　内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫

ポスター６　症例報告１
7月 4日（金）　13：10 〜 13：46　ポスター会場 2

座長：	社会医療法人誠光会草津総合病院　一般・消化器外科　戸川　剛

P-19 「 糖 尿 病 患 者 にお ける経 年 的 な 体 重 変 化と内 臓 脂 肪 面 積 変 化 の 関 係 —
DUALSCAN による検討—」

滋賀医科大学　糖尿病内分泌・腎臓・神経内科　井田昌吾、他

P-20 「組織液抽出技術を用いたグルコースモニタリングシステムのスクリーニング性能評価」
大阪警察病院　内科　白木　梓、他

P-21 「内臓脂肪量と形態指標との関連：男性における年代別の検討」
筑波大学　体育系　田中喜代次、他

P-22 「スリーブ状胃切除術は脂肪肝を著明に改善する」
滋賀医科大学　糖尿病・腎臓・神経内科　長山浩二、他

P-23 「肥満外科治療により糖尿病が寛解した症例の血糖プロフィール（CGM による解析）」
東北大学病院糖尿病代謝科　澤田正二郎、他

P-24 「肥満関連心筋症と推測される重症心不全を合併した高度肥満患者に減量手術
介入を行った１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-25 「スリーブ状胃切除後の難治性逆流性食道炎の 1 例」
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　高木隆一

P-26 「2 型糖尿病を合併した高度肥満高齢者に対して肥満外科治療を施行した一例」
千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　山賀政弥、他

P-27 「減量に認知行動療法は奏功するか？　−高度肥満症患者の 1 例−」
とちぎメディカルセンター　下都賀総合病院、千葉大学大学院医学研究院　地域災害医療学寄附講座　松本淳子、他



ポスター７　症例報告２
7月 4日（金）　13：49 〜 14：25　ポスター会場 2

座長：	医療法人おもと会　大浜第一病院　外科　稲嶺　進

ポスター８　基礎研究
7月 5日（土）　14：40 〜 15：25　ポスター会場 2

座長：	千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学　竹本　稔

P-28 「術後通常食にてタンパク質摂取量確保を試みたスリーブ状胃切除術の 1 例」
関西医科大学健康科学センター　毛利恵子、他

P-29 「スリーブ胃切除術後にダンピング症状を呈した一例」
千葉大学医学部附属病院　臨床栄養部　佐藤由美、他

P-30 「背椎後縦靭帯骨化症に合併した高度肥満のため立位歩行不可能であった患者
に減量外科手術を行い著明に改善した１例」

社会医療法人　誠光会　草津総合病院　戸川　剛、他

P-31 「高度肥満患者の難治性皮膚潰瘍に対してフォーミュラ食を用いた一例」
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　川名秀俊、他

P-32 「Alimentary limb と Biliopancreatic limb が Duodenojejunal bypass の 代 謝
改善効果におよぼす影響：2 型糖尿病モデルラットでの検討」

東北大学大学院　消化器外科学　宮地智洋、他

P-33 「食餌誘発性 NASH モデルラットにおける十二指腸空腸バイパス手術の NASH
改善効果の検討」

東北大学大学院　消化器外科学　土屋堯裕、他

P-34 「門脈内 GLP-1 による迷走神経シグナルのラット摂食行動に対する効果」
金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科学　西澤　誠、他

P-35 「ミグリトールは食 餌 性 肥 満モデルの 齧 歯 類にお いて褐 色 脂 肪 組 織 の β
3-adrenergic signaling を活性化しエネルギー消費を増加させる」

京都府立医科大学医学研究科大学院　小児発達医学　杉本　哲、他

P-36 「減量手術における代謝指標および腸内細菌叢の変化の検討」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　森永理恵子、他



ポスター１０　食事療法１
7月 4日（金）　13：10 〜 13：46　ポスター会場 3

座長：	東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　鮫田真理子

P-42 「糖尿病患者において高繊維食は血管内皮機能を改善する」
滋賀医科大学　糖尿病腎臓神経内科　近藤慶子、他

P-43 「腹腔鏡下袖状胃切除術後の体重減少に伴う筋肉量と体脂肪量の変化」
大阪大学　医学部附属病院　栄養マネジメント部　徳澤千恵、他

P-44 「生活習慣病における長期栄養指導の効果、体組成、その他に関する分析」
金沢医科大学病院　栄養部　山本千勢、他

P-45 「体組成の測定が自己流の減量や蛋白質摂取不足の修正に有効であった肥満症の 1 例」
東京大学医学部附属病院　病態栄養治療部　木下恵理、他

ポスター９　栄養管理
7月 5日（土）　14：40 〜 15：25　ポスター会場 3

座長：	四ッ谷メディカルキューブ　吉川絵梨

P-37 「肥満を伴う胃癌手術に対する術前減量方法の開発」
関西医科大学外科学講座、関西医科大学附属枚方病院　消化管外科　井上健太郎、他

P-38 「内科的肥満症治療におけるフォーミュラ食の使用状況　〜コンプライアンスとそ
れに伴う効果や安全性について〜」

東邦大学医療センター佐倉病院　栄養部　金居理恵子、他

P-39 「腹腔鏡下袖状胃切除術 (LSG) による体重減少後の栄養評価」
大阪大学　医学部附属病院　栄養マネジメント部　長井直子、他

P-40 「栄養指導のうまくゆかない肥満透析患者のパーソナリテイ把握法の検討」
誠仁会みはま佐倉クリニック　設楽悦子、他

P-41 「スリーブ術後の減量困難例における栄養評価での検討」
関西医科大学健康科学センター　中村夏子、他



ポスター１２　肥満合併症
7月 5日（土）　14：40 〜 15：25　ポスター会場 3

座長：	福島県立医科大学	会津医療センター　塚本和久

P-51 「内臓脂肪蓄積型肥満症による胃癌術後短期成績への影響」
東京都立墨東病院　外科　若松高太郎

P-52 「2 型糖尿病患者の肥満度別にみた糖尿病管理状態に関する実態調査」
大石内科クリニック　大石まり子、他

P-53 「睡眠時覚醒回数が肥満患者の減量治療効果に影響を与える」
九州大学大学院医学研究院心身医学　澤本良子、他

P-54 「肥満術後 10 日を経過の後に発症した門脈血栓症の 1 例」
草津総合病院　肥満代謝外科　小座本雄軌、他

P-55 「心不全を繰り返した高度肥満の 1 例」
静岡市立静岡病院　内分泌・代謝内科　柿栖奈保子、他

ポスター１１　食事療法２
7月 5日（土）　15：25 〜 16：10　ポスター会場 3

座長：	公益社団法人　地域医療振興協会　川上正舒

P-46 「Formula 食の新しい使い方 〜褥瘡治療への応用とその効果の検討」
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　川名秀俊、他

P-47 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除術（LSG）術後のリバウンドに対し、粘り強い栄養
指導継続と運動習慣の指導が効果的であった一例」

社会医療法人　誠光会　草津総合病院　布施順子、他

P-48 「スリーブ状胃切除術 (LSG) 後の体組成変化におよぼす栄養摂取量の影響」
関西医科大学附属枚方病院　栄養管理部　吉内佐和子、他

P-49 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除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・糖尿病外科センター　吉川絵梨、他

P-50 「パーソナリテイ特性を考慮し、フォーミュラ食完全法を施行した肥満糖尿病の一例」
医療法人社団誠仁会　みはま病院　栄養科　尾坂雅美、他



ポスター１４　チーム医療１
7月 5日（土）　15：25 〜 16：10　ポスター会場 4

座長：	東京大学医学部附属病院　胃食道外科　愛甲　丞

P-60 「肥満外科治療における MINI（精神疾患簡易構造化面接）の有用性の検討」
滋賀医科大学　医学部　附属病院　看護部　安藤光子、他

P-61 「体重管理表活用によるチーム内連携」
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　小林智加、他

P-62 「社会福祉士からみた肥満症患者傾向と考察」
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　上嶋美由紀、他

P-63 「腹腔鏡下袖状胃切除術の周術期パス作成の試み」
千葉大学医学部附属病院看護部にし棟 5階病棟　岡本　恵、他

ポスター１３　看護学的アプローチ
7月 4日（金）　13：49 〜 14：25　ポスター会場 4

座長：	島原病院　肥満・糖尿病センター　吉田俊秀

P-56 「解力の低下から過去の日常生活の振り返りが困難であった患者と理の関わりを通して」
東邦大学医療センター佐倉病院　看護学部　糖尿病・内分泌・代謝センター　竹本　優

P-57 「減量外科専任看護師導入による医療スタッフの業務軽減効果」
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、他

P-58 「肥満透析患者のパーソナリティ把握に対する試案」
（医）誠仁会　みはま病院　看護部　大野有加里、他

P-59 「多職種介入により全介助から社会復帰にまで至った高度肥満患者の一例」
千葉大学医学部附属病院　看護部　蓬田沙織、他

ポスター１５　チーム医療２
7月 4日（金）　13：10 〜 13：46　ポスター会場 4

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　林　秀樹

P-64 「短期間の減量時における内臓脂肪の変化量のインピーダンス法を用いた測定」
東京大学　医学部付属病院　糖尿病・代謝内科　羽田裕亮、他

P-65 「臨床心理士を含むチーム医療で減量に成功した高度肥満 2 型糖尿病の一例」
埼玉医科大学　内分泌糖尿病内科　栗原　進、他

P-66 「当院における減量外科術後フォローアップ〜 5 年の成績〜」
医療法人社団　あんしん会　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-67 「肥満外科治療における精神科の役割」
東邦大学医療センター佐倉病院　藤井　悠、他



ポスター１６　パーソナリティ・心理１
7月 4日（金）　13：49 〜 14：25　ポスター会場 4

座長：	東邦大学医療センター佐倉病院　黒木宣夫

P-68 「術前のパーソナリティが術後の受診および体重減少に及ぼす影響」
滋賀医科大学　精神医学講座　秋定有紗、他

P-69 「費用対効果を高める減量支援プログラムの提案」
筑波大学　医学医療系　中田由夫、他

P-70 「肥満症患者に対する外来における集団認知行動療法の成績」
九州大学大学院医学研究院心身医学　野崎剛弘、他

P-71 「肥満外科手術前後の心理特性変化の検討」
関西医科大学附属枚方病院　健康科学センター　藤井　彩、他

ポスター１７　パーソナリティ・心理２
7月 5日（土）　15：25 〜 16：10　ポスター会場 4

座長：	鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心身内科学分野　乾　明夫

P-72 「肥満症患者における心理的特徴の検討」
千葉大学　大学院　医学研究院　細胞治療内科学　北原　綾、他

P-73 「肥満外科手術における介入困難症例の一例 心理面での検討」
関西医科大学健康科学センター　松島典子、他

P-74 「肥満外科患者における知的能力の特性と、トラブルや術後経過との関連性について」
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-75 「ロールシャッハテストからみた肥満患者の心理的特徴−日本人一般成人群との比較−」
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　端こず恵、他



ポスター１８　薬物・運動療法１
7月 4日（金）　13：10 〜 13：46　ポスター会場 4

座長：	聖マリアンナ医科大学病院　代謝・内分泌内科　田中　逸

P-76 「肥満症合併糖尿病患者に対するビデュリオン治療の効果」
加藤内科クリニック　加藤則子、他

P-77 「メトホルミンの腸管環境への影響とその意義の検討」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　加藤麻里、他

P-78 「肥満症者の初動動作敬遠を軽減するための人間特性・human-kinetics 実験
に基づく運動療法の開発に関する基礎的研究」

群馬パース大学　大学院　保健科学研究科　木村　朗

P-79 「肥満糖尿病患者における入院中の短期運動療法の効果検討」
福岡大学　医学部　内分泌糖尿病内科　小松志保、他

ポスター１９　薬物・運動療法２
7月 4日（金）　13：49 〜 14：25　ポスター会場 4

座長：	慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科　入江潤一郎

P-80 「DPP ４ 阻 害 薬 の ２ 型 糖 尿 病 患 者 にお けるシタグリプ チン、 ビ ルダグリ
プチン、アログリプチンの 食 後 脂 質、 食 前 及び 食 後グルカゴンへの 作 用
(UMIN000006217)」

埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫、他

P-81 「メタアナリシスによる IGT に対する DPP-4 阻害薬の効果の検討」
三郷中央総合病院		リハビリテーション科　篠田雄一、他

P-82 「リラグルチド 52 週間投与による糖代謝改善と体重減少効果」
宮崎大学　医学部　内科学講座　神経呼吸内分泌代謝学分野　野田智穂、他

P-83 「肥満症・２型糖尿病・C 型慢性肝炎の経過中、エストロゲン類似物質含有健
康補助食品（ガウクルア）の内服後に急速に肝硬変へ進行した 1 例」

東京大学医学部附属病院	糖尿病・代謝内科　脇　裕典、他



ポスター２０　薬物・運動療法３
7月 5日（土）　15：25 〜 16：10　ポスター会場 4

座長：	滋賀医科大学　医学部　糖尿病・腎臓・神経内科　森野勝太郎

P-84 「腸管分泌 Angiopoietin like 4 による肥満抑制機構」
慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　楠本幸恵、他

P-85 「GLP-1 アナログで血糖管理を試みた肥満 2 型糖尿病を合併したプラダー・ウィリー症候群」
京都府立医科大学　医学研究科　大学院　小児発達医学　幸道和樹

P-87 「心血管イベント抑制のための、追加インスリンと GLP-1 アナログ一時的併用の
必要性と、short acting GLP-1 アナログ１日 2 回打ちの必要性」

埼玉医科大学　内分泌内科・糖尿病内科　井上郁夫、他

P-88 「GLP-1 の耐糖能改善効果と腸内細菌の意義」
慶応義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科　田中久美子、他

P-86 「運動療法の困難な寝たきり状態の高度肥満患者に対し、長期リハビリテーショ
ン介入と減量手術によって ADL 自立に至った 1 例」

社会医療法人　誠光会　草津総合病院　山本敏雄、他




