
C-1 「肥満症治療の総合的体系の確立をめざして」
千葉大学　齋藤　康

P-1 「メタボリックサージェリーの根拠」
滋賀医科大学　外科学講座　谷　徹

SL-1 「Metabolic Surgery: Whom are we trying to convince?」
UCSF Fresno Center for Medical Education and Research　Kelvin D. Higa

SL-2 「薬物治療の可能性」
千葉大学　大学院　医学研究院　細胞治療内科学　横手幸太郎

プログラム

理事長提言
6 月 10 日（金）　14:00-14:20　第一会場

座長：滋賀医科大学　谷　徹

会長講演
6 月 10 日（金）　14:20-15:00　第一会場

座長：千葉大学　齋藤　康

特別講演 1
6 月 10 日（金）　11:00-12:00　第一会場

座長：滋賀医科大学　谷　徹

特別講演 2
6 月 11 日（土）　11:00-12:00　第一会場

座長：滋賀医科大学　柏木厚典



SP-1-1 「Metabolic Surgery in Asia」
Dept. of Surg., Min-Sheng General Hospital, National Taiwan University, Taiwan　Wei Jei Lee

SP-1-2 「代謝内科からみた metabolic surgery の有用性」
東北大学病院　糖尿病代謝科　石垣　泰、他

SP-1-4 「日本人 2 型糖尿病症例に対する外科治療の成績」
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、他

SP-1-5 「我が国における metabolic surgery の展望」
東京大学　医学部附属病院　胃食道外科　瀬戸泰之、他

SP-1-6 「世界のメタボリックサージェリーの現状：Japan　Statement にあたって必要
なものは？」

四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典、他

SP-1-3 「日本人２型糖尿病の病態と、外科的治療法への期待」
独立行政法人国立国際医療研究センター　糖尿病研究センター　安田和基

SP-2-1 「肥満治療の動機付けとストレスマネージメント−肥満治療成功への近道： 
治療に先立ち行うべきこと」

京都市立病院　糖尿病代謝内科　吉田俊秀

SP-2-2 「遺伝的特性を考慮した運動療法」
立命館大学　スポーツ健康科学部　家光素行

SP-2-3 「運動指導の実際−苦手な人にどうすすめる−」
筑波大学　大学院人間総合科学研究科　中田由夫

SP-2-4 「性格特性を踏まえた フォーミュラー食の利用」
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

特別企画 1　「Japan statement for metabolic surgery」
6 月 10 日（金）　15:00-16:40　第一会場

座長： 東北大学　佐々木巖 

 四谷メディカルキューブ　笠間和典

特別企画 2　「食事運動療法の新しい展開」
6 月 10 日（金）　16:40-18:20　第一会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　白井厚治 

 立命館大学　浜岡隆文



S-1-1 「肥満症治療における内科的治療と外科的治療のコンビネーション」
大分大学医学部　総合内科学第一　正木孝幸、他

S-1-2 「日本のメタボリックサージェリーの発展における問題点」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典、他

S-1-3 「糖・脂質・エネルギー代謝に対する metabolic surgery への期待
ー消化管ホルモンとアディポカインを中心にー」

東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　山内敏正

シンポジウム 1　「メタボリックサージェリーと今後展開」
6 月 10 日（金）　9:30-11:00　第一会場

座長： 東京大学　門脇　孝 

 東邦大学医療センター佐倉病院　川村　功

S-1-4 「作用機序の面からみた metabolic surgery の課題」
東北大学大学大学院　生体調節外科学分野　柴田　近

S-1-5 「術後 follow-up を見据えた減量手術チームの作り方と内科医の役割」
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　齋木厚人

S-1-6 「本邦におけるメタボリックサージェリーの現状と今後の展開」
滋賀医科大学消化器外科　山本　寛

「テーマ 1：どのような糖尿病がメタボリックサージェリーの適応か？」

「テーマ 2：インクレチン、グレリン分泌動態とメタボリックサージェリー」

「テーマ 3：メタボリックサージェリーを含めた糖尿病治療の戦略と実際」



S-3-1 「肥満症手術におけるチーム医療の経験」
草津総合病院　糖尿病・内分泌内科　巌西真規、他

S-3-2 「減量手術でのチーム医療における看護師の役割」
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　伊波早苗、他

S-3-3 「コメディカル間の分担と連携」
西京病院　吉田眞子、他

S-3-4 「減量外科治療は一日にして成らず I 〜管理栄養士が目指すこと〜」
四谷メディカルキューブ　吉川絵梨、他

S-3-5 「減量外科治療は一日にして成らず II　〜ソーシャルワーカーの目指すこと〜」
四谷メディカルキューブ　　中里哲也、他

シンポジウム 3　「減量手術におけるコメディカルスタッフの役割」
6 月 11 日（土）　13:30-15:30　第二会場

座長： 滋賀医科大学　山本　寛 

 京都市立病院　吉田俊秀

S-2-1 「当院における肥満症治療に対する多科目連携治療アプローチ」
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　大城崇司、他

S-2-2 「一般病院における肥満外科治療チーム立ち上げの経験」
同志社大学　生命医科学部　医生命システム学科　再生医学研究室　萩原明郎、他

S-2-3 「減量外科治療における Center of Excellence；世界の現状」
四谷メディカルキューブ　減量外科センター　笠間和典、他

S-2-4 「病的肥満の外科治療におけるチーム医療態勢の構築方法とその後の実戦 
から得られた問題点」

社会医療法人敬愛会　中頭病院　稲嶺　進、他

S-2-5 「腹腔鏡下減量手術導入時のチーム医療」
岩手医科大学　外科学講座　佐々木章、他

S-2-6 「高度肥満症に対する胃内バルーン留置を中心としたチーム医療〜効果と限界〜」
東京大学　医学部　附属病院　胃食道外科　畑尾史彦、他

シンポジウム 2　「肥満症治療のチーム医療」
6 月 11 日（土）　9:30-11:00　第一会場

座長： 杏林大学　跡見　裕 

 大阪大学　土岐祐一郎



W-1-1 「高度肥満症の内科治療における行動療法 〜内科医の立場から〜」
東邦大学医療センター佐倉病院　遠藤　渓

W-1-2 「肥満症外科治療と行動療法のコンビネーションセラピー」
大分大学　医学部　総合内科学第一講座　千葉政一

W-1-3 「高度肥満症の外科治療の適応に際する問題」
下都賀総合病院　兒玉多曜

W-1-4 「内科治療抵抗性の肥満症患者への行動療法的アプローチ
〜 MSW の立場から〜」

四谷メディカルキューブ　中里哲也

ワークショップ 1　「肥満症治療における行動療法」
6 月 10 日（金）　9:30-10:50　第二会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　黒木宣夫 

 大分大学　吉松博信

JSSO-1 「Techniques in Bariatric Surgery」
UCSF Fresno Center for Medical Education and Research　Kelvin D. Higa

JSSO-2 「IFSO-APC の見解と metabolic surgery をみすえて」
滋賀医科大学外科学講座　谷　徹

JSSO Congress
6 月 11 日（土）　13:30-15:30　第一会場

座長： 東邦大学医療センター佐倉病院　川村　功 

 東北大学　佐々木巖

「テーマ 1：Actual techniques in bariatric surgery」

「テーマ 2：JSSO ステートメントからガイドラインへ」

討論者 四谷メディカルキューブ　笠間和典

 千葉大学　林　秀樹

討論者 岩手医科大学　佐々木章

 東京大学　畑尾史彦



W-2-1 「肝・消化管と肥満」
山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学　寺井崇二、他

W-2-2 「内臓脂肪と肥満
〜アディポネクチンと aP2 の有する肥満病態形成における役割〜」

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

W-2-3 「脳による摂食調節」
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

ワークショップ 2　「肥満症の病態形成における新しい因子」
6 月 10 日（金）　10:50-12:10　第二会場

座長： 東京逓信病院　宮崎　滋 

 宮崎大学医学部　中里雅光

W-3-2 「病的肥満患者に対する減量手術の周術期管理留意点」
群馬大学　病態総合外科　持木彫人、他

W-3-4 「当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の周術期管理」
自治医科大学　消化器一般外科　細谷好則、他

W-3-6 「減量手術の周術期管理：チーム医療の重要性」
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　岡住慎一、他

W-3-3 「高度肥満症に対する腹腔鏡下胃袖状切除術の周術期管理」
滋賀医科大学　医学部　外科学講座　村田　聡、他

W-3-1 「減量外科手術における術中術後の疼痛管理」
四谷メディカルキューブ　麻酔科　白石としえ

W-3-5 「減量手術の周術期管理を目的としたプロジェクトチームの構築」
東北大学　胃腸外科　内藤　剛、他

ワークショップ 3　「減量手術の周術期管理」
6 月 11 日（土）　9:30-10:50　第二会場

座長： 東京大学　瀬戸泰之 

 群馬大学　桑野博行



W-4-1 「外来における小児肥満治療の実際と問題」
東京都立広尾病院　小児科　原　光彦

W-4-2 「難治性高度小児肥満に対する治療と問題点」
大阪医科大学　小児科　高谷竜三

W-4-3 「小児肥満に対する効果的な食事栄養指導について」
和洋女子大学　生活科学系　橋本令子

W-4-4 「肥満小児に対する運動療法について」
三重大学　教育学部　保健体育科　冨樫健二、他

W-4-5 「若年成人肥満症からみた小児肥満症対策」
医療法人　川崎病院　中村　正

ワークショップ 4　「小児肥満症の治療」
6 月 11 日（土）　10:50-12:10　第二会場

座長： 浜松医科大学　大関武彦 

 日本大学　岡田知雄



E-1 「肥満症治療ー統合医療からのアプローチ」
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　社会・行動医学講座　心身内科学分野　乾　明夫

E-4 「我が国におけるメタボリックサージェリー」
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、他

E-3 「エビデンスに基づくリバウンド予防を目指した食事指導」
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

E-2 「運動療法によるサルコペニアと生活習慣病の改善」
立命館大学スポーツ健康科学部　藤田　聡

教育講演 1
6 月 10 日（金）　15:00-15:50　第二会場

座長：滋賀医科大学　前川　聡

教育講演 2
6 月 10 日（金）　15:50-16:40　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
6 月 10 日（金）　16:40-17:30　第二会場

座長：日本医科大学　及川眞一

教育講演 4
6 月 10 日（金）　17:30-18:20　第二会場

座長：東北大学　黒川良望



LS-1 「経口血糖降下薬の使い方　−ＤＰＰ - ４阻害薬の位置づけ−」
京都府立医科大学　福井道明

LS-2 「肥満 ･2 型糖尿病に対するインクレチン関連薬の有効性」
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

LS-3 「メタボリックシンドロームにおける心血管病リスク指標としての CAVI の有用性
と生活指導」
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-4 「インクレチンと肥満」
京都大学大学院医学研究科　糖尿病・栄養内科学　稲垣暢也

ES-1 「楽しく患者をやる気にさせる食事指導−メタボ対策、フォーミュラ食を例に−」
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
6 月 10 日（金）　12:35-13:25　第一会場

座長：金沢医科大学　古家大祐

ランチョンセミナー 2
6 月 10 日（金）　12:35-13:25　第二会場

座長：大阪大学　下村伊一郎

ランチョンセミナー 3
6 月 11 日（土）　12:35-13:25　第一会場

座長：京都大学　荒井秀典

ランチョンセミナー 4
6 月 11 日（土）　12:35-13:25　第二会場

座長：滋賀医科大学　前川　聡

イブニングセミナー
6 月 10 日（金）　18:20-19:10　第一会場

座長：東邦大学医療センター佐倉病院　白井厚治

共催：ノバルティスファーマ株式会社

共催：小野薬品工業株式会社

共催：フクダ電子株式会社

共催：ＭＳＤ株式会社

共催：サニーヘルス株式会社



フィットネス教室「手軽に取り組める筋トレと有酸素運動」
6 月 10 日（金）、6 月 11 日（土）　9:30 ～ 12:00　京都テルサ リハーサル室（西館 2 階）

市民講座
6 月 11 日（土）　16:30 ～ 18:30　第一会場

司会：  滋賀医科大学　谷　徹

  自治医科大学附属さいたま医療センター　川上正舒

パネリスト： 滋賀医科大学　内科学講座　糖尿病内分泌内科　前川　聡

 滋賀医科大学　外科学講座　山本　寛

 京都大学大学院医学研究科　糖尿病・栄養内科学　原田範雄

 立命館大学スポーツ健康科学部　田畑　泉

インストラクター： 立命館大学　真田樹義

 立命館大学　藤田　聡

 立命館大学　家光素行

 立命館大学　後藤一成



O-001 「生活習慣介入が体重減量に奏功した、成人で診断された糖尿病合併 PWS の一例」
東京大学医学部付属病院　糖尿病・代謝内科　岡畑純江、他

O-002 「内臓脂肪組織における B cell-activating factor (BAFF) の発現と肥満との関連」
愛媛大学大学院　先端病態制御内科　阿部雅則、他

O-003 「リポフォー AS とリポフォーとの比較」
明海大学総合臨床医学講座内科学分野　後藤誠一、他

O-004 「2 型糖尿病における肥満度と血清リポ蛋白リパーゼ (LPL mass) の関連」
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-005 「メタボリックシンドロームとその予備群に対するアセスメントシートを利用した介入効果」
大阪大学大学院　医学系研究科　生体機能補完医学講座　須見遼子、他

O-006 「当院肥満予防外来受診者の心理的特性について」
太田西ノ内病院臨床心理室　岡田乃利子、他

O-007 「高度肥満患者における低い動作性 IQ の意義と減量治療による変化の可能性」
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　番　典子、他

O-008 「大学病院における肥満外科治療の精神科的アプローチ—術前評価の取り組み—」
滋賀医科大学　精神医学講座　秋定有紗、他

O-009 「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ストレス対処の特徴」
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-010 「肥満度の違いから見た心理的特性の差異についての検討」
同志社大学　感情・ストレス・健康研究センター　関西医科大学　健康科学センター　中川明仁、他

一般演題

一般演題 1　検査診断
6月 10日（金）　9:30 〜 10:10　第三会場

座長：	愛媛大学大学院　松浦文三	

	 京都医療センター　浅原哲子

一般演題 2　行動療法
6月 10日（金）　10:10 〜 11:20　第三会場

座長：	愛媛大学　恩地森一	

	 福島医科大学　塚本和久

O-011 「トラブルが多発した減量手術前肥満患者に対する性格特性理解の重要性」
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　川名秀俊、他



O-012 「糖尿病合併肥満症患者におけるテーラーメイドのエネルギー設定における栄養指導の効果について」
JA 愛知厚生連　豊田厚生病院　栄養科　林安津美、他

O-013 「高度肥満患者における熱量測定」
滋賀医科大学附属病院　栄養治療部　栗原美香、他

O-014 「腹腔鏡下スリーブ胃切除術後の食事内容調査」
大分大学医学部附属病院　栄養管理室　足立和代、他

O-015 「糖尿病患者における牛乳・乳製品摂取習慣と BMI に関する多施設共同疫学調査」
愛媛大学大学院　先端病態制御内科学　古川慎哉、他

O-016 「間欠的超低カロリー（フォーミュラ）食による減量指導効果の検討」
関西医科大学附属枚方病院　栄養管理部　田嶋佐和子、他

O-017 「肥満小児に対する食事指導「さわやかダイエット」の効果」
東京都立広尾病院　小児科　原　光彦、他

O-018 「新たな栄養・代謝指数の臨床的意義とフォーミュラ食療法の効果について」
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　インスリン再生外来　鈴木満里奈、他

一般演題 3　食事療法 1
6月 10日（金）　11:20 〜 12:30　第三会場

座長：	関西医科大学　木村　穣	

	 金沢大学大学院　小林淳二



O-019 「GLP-1 受容体作働薬導入後、減量に成功した肥満 2 型糖尿病の 2 例」
埼玉医科大学　内科学　内分泌糖尿病内科　栗原　進、他

O-020 「リラグルチド（Liraglutide）の肥満２型糖尿病患者に対する糖代謝および減量への影響」
京都市立病院　糖尿病代謝内科　小暮彰典、他

O-021 「糖尿病歴 18 年、インスリン使用歴 8 年を有する症例における袖状胃切除術
後 1.5 年間の耐糖能経過」

滋賀医科大学　糖尿病内分泌内科　卯木　智、他

O-022 「PGI2 アナログは血管内皮細胞のインスリンシグナルを介して肥満モデルマウス
の骨格筋のインスリン依存性糖取り込みを改善する」

東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　窪田哲也、他

O-023 「GLP-1 受容体作動薬とアセチルサルチル酸の投与により良好かつ変動の少な
い血糖コントロールが得られた肥満・2 型糖尿病の 1 例」

東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　笹子敬洋、他

O-024 「Global Mapping of Cell-Type-Specific Open Chromatin by FAIRE-seq 
Reveals the Regulatory Role of the NFI Family in Adipocyte Differentiation」

東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　脇　裕典、他

O-025 「閉塞性睡眠時無呼吸症群におけるインスリン抵抗性と動脈硬化との関連」
福岡赤十字　澤山泰典

O-026 「当院の肥満・メタボリックシンドローム外来の初診患者に対するタイプ別治療の重要性」
東京逓信病院　内分泌代謝内科　丹羽有紗、他

O-027 「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・バルーン治療を
含む当院での経過報告と治療奏功した症例の報告」

東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科　中村正裕、他

O-028 「当院における肥満症例についての比較・検討」
東京逓信病院　内分泌・代謝内科　澤田瑞穂、他

O-029 「高度肥満における代謝合併症の頻度と減量による改善効果について」
千葉大学医学部附属病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　北原　綾、他

一般演題 4　薬物療法
6月 10日（金）　15:00 〜 16:00　第三会場

座長：	東京逓信病院　宮崎　滋	

	 埼玉医科大学　井上郁夫

一般演題 5　肥満合併症
6月 10日（金）　16:00 〜 16:50　第三会場

座長：	慶応大学　伊藤　裕

	 東京大学　山内敏正



O-034 「減量手術の医療経済学的分析　滋賀医大と四谷メディカルキューブとの比較検討」
立命館大学　柿原浩明、他

O-035 「安全確保のための Visiport 挿入部位の工夫」
同志社大学生命医科学部医生命システム学科　戸川　剛、他

O-036 「腹腔鏡下袖状胃切除術における手術看護」
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部手術部　南　里実、他

O-037 「減量外科チームにおける薬剤師の役割」
四谷メディカルキューブ　渡部直樹、他

O-038 「当院における減量外科術後フォローアップ」
四谷メディカルキューブ　中里哲也、他

O-039 「肥満症治療に対する当院の取り組み」
第一東和会病院　内視鏡外科センター　千野佳秀、他

O-040 「当院の手術室における肥満症外科治療導入の経験」
千葉大学医学部附属病院看護部　亀田典宏、他

O-041 「減量外科における看護の役割の検討」
四谷メディカルキューブ　山下　舞

O-042 「肥満症手術中の体圧起因性皮膚障害発生の予防について」
草津総合病院　看護管理室　平井詠子、他

O-030 「袖状胃切除後の難治性縫合不全に対する治療経験」
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　大城崇司、他

O-031 「当院における sleeve gastrectomy の手術手技の実際」
滋賀医科大学　外科学講座　山口　剛、他

O-032 「腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の短期成績と臨床研究の展望」
岩手医科大学　外科　梅邑　晃、他

O-033 「当院での腹腔鏡下 sleeve gastrectomy の１症例」
名古屋市立大学　医学部　消化器外科　高山　悟、他

一般演題 6　外科療法 1
6月 10日（金）　16:50 〜 17:50　第三会場

座長：	東邦大学医療センター佐倉病院　岡住慎一	

	 千葉大学　松原久裕

一般演題 7　チーム医療
6月 10日（金）　17:50 〜 19:00　第三会場

座長：	東邦大学医療センター佐倉病院　小山朝一	

	 東京逓信病院　川村光信



O-043 「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　小高美奈子

O-044 「減量困難な肥満患者における 1 か月間限定のフォーミュラ食経験者の減量 
効果はその後、維持されるか？」

金沢大学附属病院　栄養管理部　古一素江、他

O-045 「レコーディングダイエットにより問題点を見いだし生活習慣の改善がみられた 1 症例」
金沢大学附属病院　栄養管理部　竹森千尋、他

O-046 「フォーミュラ食品摂取による体重抑制における携帯電話を用いたサポートの効果」
名古屋大学大学院　医学系研究科　医療システム管理学　郷間宏史、他

O-047 「超高度肥満患者の減量効果に関する一考察」
関西医科大学附属枚方病院　健康科学センター　宮内拓史、他

O-049 「生活習慣病予防教室におけるドロップアウトに関連する因子の検討」
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　松岡幸代、他

一般演題 8　食事療法 2
6月 11日（土）　9:30 〜 10:40　第三会場

座長：	日本大学医学部　岡田知雄	

	 横浜労災病院　西川哲男

O-050 「Effect of sleeve gastrectomy in Goto-Kakizaki rats」
滋賀医科大学　消化器外科　Vo	Trung、他

O-051 「Duodeno-jejunal bypass(DJB) による糖代謝改善メカニズムの基礎的検討」
東北大学大学院　生体調節外科学分野　井本博文、他

O-052 「ileal interposition(IT) による糖尿病改善効果についての検討」
東北大学　生体調節外科　生澤史江、他

O-053 「胃癌に対する胃幽門側切除術における再建方法の相違による HbA1C への 
影響　〜非肥満症例に対する metabolic surgery の可能性〜」

東京大学医学部附属病院　胃食道外科　小川雅子、他

一般演題 9　外科療法・糖尿病改善メカニズム
6月 11日（土）　10:40 〜 11:20　第三会場

座長：	鹿児島大学　淺川明弘	

	 滋賀医科大学　卯木　智

O-048 「Formula Diet の新しい使い方 〜褥瘡治療への応用」
東邦大学医療センター佐倉病院　NST　川名秀俊、他



O-054 「Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: 先進医療までの５症例」
滋賀医科大学　医学部　外科学講座　村田　聡

O-055 「腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス手術（LRYGB）と腹腔鏡下スリーブ状胃切除術
（LSG）における減量効果ならびに食事摂取量の比較」

四谷メディカルキューブ　吉川絵梨、他

O-056 「腹腔鏡下袖状（スリーブ状）胃切除術後の肥満関連合併症の変化と患者満足度調査」
四谷メディカルキューブ　園田和子、他

O-057 「当科における９９例の病的肥満に対する外科治療成績の検討」
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、他

O-058 「病的肥満患者の気道確保におけるラリンジアルマスク・スプリーム（SLMA）の有用性」
四谷メディカルキューブ　きずの小さな手術センター　　白石としえ、他

O-059 「遠方患者における開業医との連携と、患者からみた肥満外科手術」
同志社大学　生命医科学部　医生命システム学科　小座本雄軌、他

O-060 「肥満外科治療導入におけるチーム医療の役割」
大阪大学　医学系研究科　消化器外科　瀧口修司、他

O-061 「アクセラレーショントレーニングが肥満者の内臓脂肪および体力に及ぼす影響」
筑波大学　人間総合科学研究科　スポーツ医学　蘇　りな、他

O-062 「肥満糖尿病患者の身体活動と体重変化」
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-063 「アドヒアランスにもとづいた評価尺度による運動習慣継続のスクリーニング手法」
東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科　荏原　太、他

O-064 「当院におけるヘルシーコースの活用」
医療法人社団　高邦会　福岡山王病院　大羽智津枝、他

一般演題 10　外科療法 2
6月 11日（土）　11:20 〜 12:30　第三会場

座長：	千葉大学　林　秀樹	

	 杏林大学大学院　森　俊幸

一般演題 11　運動療法
6月 11日（土）　13:30 〜 14:10　第三会場

座長：	筑波大学　人間総合科学研究科　田中喜代次	

	 同志社大学　スポーツ健康科学部　石井好二郎



O-066 「肥満小児に対するタラ肝油投与の効果とその機序についてー Stearoyl-CoA 
desaturase 活性の抑制について」

日本大学小児科学系小児科学分野　宮下理夫、他

O-067 「BMI 別にみた術後疼痛と皮膚知覚の検討」
滋賀医科大学医学部附属病院　看護部　中田牧人、他

O-068 「多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）にうつ病を合併した高度肥満の１例」
社会医療法人社団カレスサッポロ　時計台記念病院　消化器センター・NST　児玉佳之、他

O-069 「精神疾患を有する肥満患者の栄養指導〜失敗例から考える〜」
東京大学医学部附属病院　栄養管理室　冨樫仁美、他

O-070 「糖尿病・肥満合併 Prader-Willi 症候群にてインスリン 3 回打ちからリラグル
チドへ切り替えに成功した 1 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　生駒亜希、他

O-071 「栄養指導の継続で 20kg の減量を維持できているプラダー・ウィリ症候群（PWS）の 1 例」
自治医科大学附属さいたま医療センター　栄養部　金内則子、他

O-065 「低脂肪、高食物繊維食が糖脂質代謝に及ぼす影響」
滋賀医科大学　糖尿病腎臓神経内科　近藤慶子、他

一般演題 12　症例報告
6月 11日（土）　14:10 〜 15:20　第三会場

座長：	みどり健康管理センター　徳永勝人	

	 自治医科大学附属さいたま医療センター　河野幹彦


