
第35回日本肥満学会日程表　10月24日（金）【第1日目】 2014/9/30
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 開会式（8:50～） 

シンポジウム1 （9:00～11:00） 

 「肥満症診療の現状と未来」 

   座長：門脇 孝 

   座長：宮崎 滋 

   演者：下村 伊一郎 

   演者：益崎 裕章 

   演者：宮崎 滋 

   演者：山内 敏正 

   演者：横手 幸太郎 

シンポジウム2 （9:00～11:00） 

 「小児肥満」 

   座長：岡田 知雄 

   座長：原 光彦 

   演者：朝山 光太郎 

   演者：菊池 透 

   演者：杉原 茂孝 

   演者：原 光彦 

   演者：吉永 正夫 

 

一般演題2 （9:00～9:45） 

 「脂肪細胞1」 

   座長：阪上 浩 
教育講演2 （9:30～10:00） 
   座長：井上 文夫 
   演者：杉山 隆 

教育講演3 （10:00～10:30） 
   座長：石井 好二郎 
   演者：勝川 史憲 

教育講演4 （10:30～11:00） 
   座長：水田 敏彦 
   演者：板井 孝壱郎 

特別講演1 （11:20～12:00） 

   座長：森 昌朋 

   演者：Dongsheng Cai 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：北野 正剛 
   演者：笠間 和典、太田 正之 
   共催：コヴィディエン ジャパン㈱ 

ワークショップ1 （9:45～11:45） 

 「家庭・社会における特定検診 

 から得られた肥満症対策」 

   座長：佐野 喜子 

   座長：津下 一代 

   演者：伊藤 薫 

   演者：太田 智美 

   演者：小津 寛子 

   演者：木村 朗 

   演者：南本 素子 

懇親会 （19:20～）  

（Miyazaki Night) 

シンポジウム3 （9:00～11:00） 

 「末梢と中枢の炎症による 

 代謝調節破綻」 

   座長：菅波 孝祥 

   座長：真鍋 一郎 

   演者：磯 達也 

   演者：片山 義雄 

   演者：田中 都 

   演者：唐 麗君 

   演者：松本 佐保姫 

ポスター貼付 

ポスターセッション1～20（17:20～18:20） 

教育講演1 （9:00～9:30） 
   座長：佐藤 祐造 
   演者：串間 敦郎 

ポスター閲覧 

共催セミナー （18:25～19:15） 

   座長：寺内 康夫 

   演者：横手 幸太郎 

   共催：アステラス製薬㈱/寿製薬㈱/MSD㈱ 

一般演題1 （9:00～9:45） 

 「体脂肪・評価」 

   座長：加計 正文 

YIAプレゼンテーション  
（14：55～16：55） 

   座長：亀井 康富 

   座長：脇 裕典 

シンポジウム4 （14:55～16:55） 

 「肥満症治療の最前線」 

   座長：太田 正之 

   座長：山田 祐一郎 

   演者：卯木 智 

   演者：小川 佳宏 

   演者：太田 正之 

   演者：山田 祐一郎 

   演者：平田 雅一 

 

シンポジウム5 （14:55～16:55） 

 「肥満と癌」 

   座長：植木 浩二郎 

   座長：津金 昌一郎 

   基調講演：原 英二 

   演者：笹野 公伸 

   演者：内藤 剛 

   演者：津金 昌一郎 

   演者：植木 浩二郎 

 

総会 （13:15～13:55） 

会長講演 （13:55～14:25） 
   座長：寒川 賢治 
   演者：中里 雅光 

理事長提言 （14:15～14:45） 

教育講演5 （14:55～15:25） 
   座長：柏木 厚典 
   演者：大野 博司 

教育講演6 （15:25～15:55） 
   座長：富樫 健二 
   演者：高井 信朗 

教育講演7 （15:55～16:25） 
   座長：池田 義雄 
   演者：真田 樹義 

一般演題3 （9:00～9:45） 

 「外科療法」 

   座長：太田 正之 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：松澤 佑次 
   演者：Joseph P. McConnell 
   共催：大塚製薬㈱ 

 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：岡田 知雄 
   演者：岡田 洋右 
   共催：ノバルティス ファーマ㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：中尾 一和 
   演者：小川 佳宏 
   共催：オムロンヘルスケア㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：石井 好二郎 
   演者：山田 実 
   共催：ネスレ日本㈱ ネスレヘル 
   共催：スサイエンス カンパニー 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：小川 渉 
   演者：中村 周治 
   共催：武田薬品工業㈱ 

共催セミナー （18:25～19:15） 

   座長：春日 雅人 

   演者：門脇 孝 

   共催：武田薬品工業㈱ 

一般演題8 （14:55～15:40） 

 「小児肥満1」 

   座長：花木 啓一 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：宮崎 滋 
   演者：下村 伊一郎 
   共催：㈱三和化学研究所 

Hot topics （16:25～16:55） 
   座長：津下 一代   演者：横野 浩一 
   共催：小野薬品工業株式会社 

座長：宮崎 滋   

演者：春日 雅人 

一般演題4 （9:45～10:30） 

 「エネルギー代謝調節1」 

   座長：北村 忠弘 

一般演題5 （9:45～10:30） 

 「高度肥満」 

   座長：山田 研太郎 

一般演題6 （10:30～11:15） 

 「メタボリックシンドローム1」 

   座長：細田 公則 

一般演題7 （10:30～11:15） 

 「脂肪肝1」 

   座長：迫田 秀之 

一般演題11 （15:40～16:25） 

 「摂食調節1」 

   座長：矢田 俊彦 

一般演題9 （14:55～15:40） 

 「食事療法」 

   座長：朝山 光太郎 

一般演題10 （14:55～15:40） 

 「インスリン抵抗性」 

   座長：鈴木 亮 

一般演題12 （15:40～16:25） 

 「脂肪肝2」 

   座長：島野 仁 

一般演題13 （15:40～16:25） 

 「アディポカイン1」 

   座長：山内 敏正 

一般演題14 （16:25～17:10） 

 「メタボリックシンドローム2」 

   座長：犬飼 敏彦 

一般演題15 （16:25～17:10） 

 「糖代謝1」 

   座長：森 豊 

一般演題16 （16:25～17:10） 

 「脂肪細胞2」 

   座長：菅波 孝祥 

 2014年9月30日（火）現在の日程表です。プログラムの編成上一部時間が変更となる可能性がございます。
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シンポジウム6 （9:00～11:00） 

 「脂肪細胞研究のupdate」 

   座長：下村 伊一郎 

   座長：横手 幸太郎 

   演者：尾池 雄一 

   演者：佐伯 久美子 

   演者：田中 知明 

   演者：畑田 出穂 

   演者：脇 裕典 

   演者：松本 太郎 

日韓シンポジウム （9:00～10:30） 

   座長：箕越 靖彦 

   座長：Ki Woo Kim 

   演者：Ki Woo Kim 

   演者：Jong-Woo Sohn 

   演者：岡本 士毅 

9:30～10:00 

教育講演11 

特別講演2 （11:20～12:00） 

   座長：中里 雅光 

   演者：Tony K.T. Lam 

閉会式 （16:20～） 

シンポジウム8 （14:20～16:20） 

 「肥満症における食事療法」 

   座長：河田 照雄 

   座長：益崎 裕章 

   基調講演：渡邊 昌 

   演者：小塚 智沙代 

   演者：篁 俊成 

   演者：高橋 信之 

   演者：正木 孝幸 

Progress of the Year 2014 
（9:00～10:30） 

   座長：船橋 徹 

   座長：柳瀬 敏彦 

   演者：笹岡 利安 

   演者：松久 宗英 

   演者：前田 法一 

ポスター閲覧 （9:00～16:30） 

ワークショップ2 （10:00～12:00） 

 「実践的な肥満症診療」 

   座長：中村 正 

   座長：田中 宏暁 

   演者：加隈 哲也 

   演者：川村 光信 

   演者：田中 宏暁 

   演者：田中 逸 

 

シンポジウム10 （14:20～16:20） 

 「肥満における運動療法の 

 トランスレーショナル研究」 

   座長：小川 渉 

   座長：田中 喜代次 

   演者：田村 好史 

   演者：野村 和弘 

   演者：松尾 知明 

   演者：御簾 博文 

 

シンポジウム9 （14:20～16:20） 

 「アミノ酸代謝と肥満」 

   座長：坂内 慎 

   座長：村上 昇 

   演者：坂内 慎 

   演者：Feifan Guo 

   演者：下村 吉治 

   演者：長尾 健児 

   演者：村上 昇 

 

Hot topics  （14:20～14:50） 
   座長：寺井 崇二  演者：江口 有一郎 
   共催：大日本住友製薬株式会社 

Hot topics （14:50～15:20） 
   座長：吉永 正夫  演者：菊池 透 
   共催：オムロンヘルスケア株式会社 

テクニカルセミナー （9:00～11:00） 

 「肥満研究に必要なテクニック 

  の進歩」 

   座長：戸邊 一之 

   座長：南野 直人 

   演者：宮脇 敦史 

   演者：南野 直人 

   演者：真下 知士 

   演者：十枝内 厚次 

 

ポスター撤去 （16:30～17:00） 

ポスターセッション21～39 （13:10～14:10） 

教育講演8 （9:00～9:30） 
   座長：松澤 佑次 
   演者：野口 緑 

スポンサードシンポジウム 
（14:20～16:20） 

 「生活習慣病の中核をなす肥満 

  症」 

   座長：春日 雅人 

   座長：松澤 佑次 

   演者：清原 裕 

   演者：戸邉 一之 

   演者：龍野 一郎 

   演者：伊藤 裕 

学会賞と学術奨励賞の表彰式と

受賞講演 （13:10～14:10） 

 

シンポジウム7 （9:00～11:00） 

 「肥満症と腸内環境」 

   座長：伊藤 裕 

   座長：臼井 健 

   演者：入江 潤一郎 

   演者：木村 郁夫 

   演者：園山 慶 

   演者：山下 智也 

   演者：臼井 健 

 
一般演題20 （10:30～11:15） 

 「脂質代謝」 

   座長：平野 勉 

一般演題22 （14:20～15:05） 

 「小児肥満2」 

   座長：中西 俊樹 

一般演題26 （15:50～16:26） 

 「動脈硬化」 

   座長：船橋 徹 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：中村 正 
   演者：益崎 裕章 
   共催：小野薬品工業㈱/ 
   共催：アストラゼネカ㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：中里 雅光 
   演者：篁 俊成 
   共催：大正富山医薬品㈱/ 
   共催：ノバルティスファーマ㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：寒川 賢治 
   演者：松田 昌文 
   共催：ノボ ノルディスクファーマ 
   共催：㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：田中 逸 
   演者：河盛 隆造 
   共催：興和創薬㈱/サノフィ㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：荒木 栄一 
   演者：西村 理明 
   共催：日本ベーリンガーインゲル 
   ハイム㈱/日本イーライリリー㈱ 

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：戸邉 一之 
   演者：小川 渉 
   共催：田辺三菱製薬㈱/ 
   共催：第一三共㈱ 

一般演題17 （9:00～9:45） 

 「運動療法・筋組織」 

   座長：十枝内 厚次 

一般演題21 （10:30～11:15） 

 「摂食調節2」 

   座長：宮里 幹也 

Hot topics （15:20～15:50） 
   座長：和田 淳  演者：久米 真司 
   共催：田辺三菱製薬株式会社 

一般演題27 （15:50～16:26） 

 「糖代謝3」 

   座長：荒木 栄一 

肥満症専門医＆生活習慣病改善

指導士試験 
（16:30～18:10） 

 

（別会場 アイボリーにて） 

教育講演9 （9:30～10:00） 
   座長：畑尾 史彦 
   演者：大城 崇司  

共催セミナー （12:10～13:00） 
   座長：横手 幸太郎 
   演者：田ヶ谷 浩邦 
   共催：MSD㈱ 

教育講演10 （15:50～16:20） 
   座長：清水 弘行 
   演者：Michael Guest  

一般演題18 （9:45～10:30） 

 「エネルギー代謝調節2」 

   座長：河野 大輔 

一般演題19 （10:30～11:15） 

 「生活習慣・がん」 

   座長：山田 正信 

一般演題23 （14:20～15:05） 

 「糖代謝2」 

   座長：石垣 泰 

一般演題24 （15:05～15:50） 

 「アディポカイン2」 

   座長：木原 進士 

一般演題25 （15:05～15:50） 

 「EBM・疫学」 

   座長：曽根 博仁 

 2014年9月30日（火）現在の日程表です。プログラムの編成上一部時間が変更となる可能性がございます。


