プログラム
理事長提言 肥満症患者の診断・治療に果たす本学会の新たな使命
6月23日（金）11:40-12:00

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：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

演者：日本肥満症治療学会理事長

会長講演

内科的外科医と高度肥満症

6月23日（金）12:00-12:20

白井厚治

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：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

演者：岩手医科大学医学部外科学講座

佐々木

章

招請講演1 RNA ネットワーク制御による肥満・糖尿病治療への可能性
6月23日（金）16:00-16:40

司会：東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

第2会場（会議室803）

片桐秀樹

演者：CincinnatiChildren'sHospitalMedicalCenter,USA

中村能久

招請講演2 How to achieve excellence in the era of sleeve gastrectomy
6月24日（土）13:40-14:20

司会：大分大学

第1会場（小田島組☆ほ～る）

北野正剛

演者：ProfessorofSurgeryandChairman,DepartmentofGeneralSurgery,
Director,TheBariatricandMetabolicInstitute,Director,General
SurgeryResidencyProgramandFellowshipinMinimallyInvasiveand
BariatricSurgery,ClevelandClinicFlorida 
RaulJ.Rosenthal

特別企画 平成28年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）「食欲中枢異常による難治性高度肥満症の実態調査」
6月23日（金）9:05-10:05

SL-1
SL-2
SL-3

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝内科 石垣
東京大学大学院医学系研究科消化管外科学 瀬戸泰之

泰

高度肥満症の抱える問題と日本肥満症治療学会の取り組み
理事長

白井厚治

大分大学医学部消化器・小児外科学講座

太田正之

東邦大学医療センター佐倉病院外科

岡住慎一

難治性高度肥満患者の予測因子の検討

日本肥満症治療学会

日本肥満症治療学会データベースから見た日本における肥満外科治療の
効果と予後
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SL-4

「食欲中枢異常による難治性高度肥満症の実態調査」のための研究班
（龍野班）の使命と今後の取り組み
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

シンポジウム1

S1-1
S1-2
S1-3
S1-4

龍野一郎

骨格筋代謝からみた肥満減量指導
6月23日（金）9:10-10:30

第2会場（会議室803）

司会：関西医科大学健康科学 木村 穣
同志社大学スポーツ健康科学部 石井好二郎

骨格筋から分泌され脂肪細胞に作用するマイオカインの探索
首都大学東京人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域

骨格筋インスリン抵抗性に対する絶食の効果
運動と脂肪筋・インスリン抵抗性

東京大学大学院総合文化研究科

藤井宣晴
寺田

新

順天堂大学大学院スポートロジーセンター・代謝内分泌内科学/
順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域 田村好史

肥満者の骨格筋量：減量に伴う変化

筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻・体育系

田中喜代次

シンポジウム2 肥満症に対する効果的な食事指導法とリバンド対策
6月23日（金）13:40-15:00

S2-1
S2-2
S2-3

S2-4

S2-5

第2会場（会議室803）

司会：独
 立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部 日下部 徹
一般社団法人臨床栄養実践協会 足立香代子

肥満症に対する効果的な食事指導法～体重減少と食習慣の関係～
大分大学医学部附属病院臨床栄養管理室

廣田優子

草津総合病院栄養部

布施順子

患者の行動変容とモチベーション維持のための栄養指導

肥満外科治療後のリバウンドに対するフォーミュラ食の効果と
それを支えるチーム医療

東邦大学医療センター佐倉病院栄養部

減量手術後も主食と間食を減らせば順調に痩せるのか？
～減量手術後の食事摂取重量から考える効果的な栄養指導～

金居理恵子

東北大学病院栄養管理室

岡本智子

滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部

栗原美香

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の体重減少不良に関わる要因について
- 管理栄養士の視点から -
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シンポジウム3

S3-1
S3-2
S3-3
S3-4

外科的治療の心理的ケア

6月24日（土）10:20-11:40

司会：埼玉医科大学かわごえクリニックメンタルヘルス科 堀川直史
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

手術適応の判断に関係する心理社会的問題

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

PD1-3

PD1-4

PD1-5
PD1-6

果林

滋賀医科大学医学部附属病院看護部

安藤光子

滋賀医科大学精神医学講座

秋定有紗

東京福祉大学社会福祉学部

中里哲也

手術前後の心理社会的問題が手術の治療成績に与える影響
手術後の心理的ケア：ケアの方法と効果

Metabolic Surgery

6月23日（金）10:05-11:35

司会：大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
東邦大学医療センター佐倉病院外科 岡住慎一

PD1-2

林

手術前に行う心理社会的問題の評価とそれを踏まえた心理的ケアの実際

パネルディスカッション1

PD1-1

第2会場（会議室803）

第1会場（小田島組☆ほ～る）

下村伊一郎

特別発言：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

病的肥満患者に対する肥満治療手術後早期における睡眠時無呼吸症候群の
改善効果とその機序に関する検討
岩手医科大学医学部睡眠医療学科

櫻井

滋

スリーブ状胃切除術による高度肥満合併2型糖尿病の治療 ～限界と戦略～
東京都立多摩総合医療センター外科

畑尾史彦

大分大学医学部消化器・小児外科学講座

遠藤裕一

岩手医科大学医学部消化器内科肝臓分野

柿坂啓介

東北大学病院消化器外科

井本博文

九州大学病院先端医工学診療部

中田亮輔

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の糖尿病寛解予測スコアリングシステムの
比較
高度肥満合併非アルコール性脂肪性肝疾患に対する減量手術の有用性と
非侵襲的評価の試み
減量外科から metabolic surgery へ ～わが国における現状と課題
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の術後短期成績と前庭部切除の
有用性に関する検討
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PD1-7

スリーブ状胃切除術の2型糖尿病に対する効果と限界
東邦大学医療センター佐倉病院外科

大城崇司

パネルディスカッション2 高度肥満症に対するチームアプローチ
6月23日（金）10:30-11:30

PD2-1
PD2-2
PD2-3

PD2-4
PD2-5

司会：神奈川県立保健福祉大学 中村丁次
聖マリアンナ医科大学病院栄養部 川島由紀子

高度肥満症に対する肥満外科手術チームの取り組みと効果

D-2

岩手医科大学医学部外科学講座

二階春香

東京都立多摩総合医療センター外科

清水英治

東北大学病院消化器外科

田中直樹

高度肥満症に対するチームアプローチの適切なタイミングとは？

BMI 60 kg/m2以上の超重症高度肥満症に対するチームアプローチでの
術前減量
看護師がいない多職種チームによる高度肥満症へのアプローチ

関西医科大学外科/関西医科大学附属病院消化管外科

井上健太郎

岩手医科大学附属病院中央手術部

山田恵美子

肥満外科手術における手術室スタッフの取り組み：患者の個別性に
合わせた体位固定用具の選択

ディベート

D-1

第2会場（会議室803）

日本で糖尿病手術は普及するか
6月23日（金）13:40-14:20

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：秋田大学大学院医学系研究科内分泌･ 代謝 ･ 老年内科学
四谷メディカルキューブ 黒川良望

内科の立場から

山田祐一郎

肥満外科治療の普及は限定的である

岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝内科学分野

石垣

泰

外科の立場から するかしないかは、意思がどこにあるかによって決まる
四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター
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笠間和典

ワークショップ1 減量手術後は体重が減るだけでよい？術後早期栄養指導のピットフォール（栄養部会セッション）
6月23日（金）9:10-10:30

WS1-1
WS1-2

WS1-3
WS1-4

第3会場（会議室804A・804B）

司会：東北大学病院栄養管理室 岡本智子
東京都立多摩総合医療センター外科 清水英治

減量手術後1年の栄養障害の実態とその後に与える影響
四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター

術後1年の栄養摂取状況と摂取不足に関わる身体的症状の出現時期、
それに対するフォーミュラ食の効果
東邦大学医療センター佐倉病院栄養部

東京都立多摩総合医療センター栄養科

6月23日（金）15:00-16:00

WS2-3

松倉時子

減量の質向上の手がかりとしての体重減少良好群・不良群の栄養摂取の
特徴を考える

ワークショップ2 EIM (Exercise is Medicine) を考える

WS2-2

鮫田真理子

当院における術後早期の体重減少を意識した栄養指導の実際とその結果

東北大学病院栄養管理室

WS2-1

吉川絵梨

第2会場（会議室803）

司会：慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 勝川史憲
筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻・体育系

Exercise IN Medicine?

稲村なお子

田中喜代次

東北大学大学院医学系研究科・運動学分野

永富良一

東京医科大学健康増進スポーツ医学分野／学校法人呉竹学園呉竹メディカルクリニック

村瀬訓生

心臓リハビリテーション認定医の立場から EIM を考える
EIM の多様性を考える

筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻・体育系
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田中喜代次

JSSO Congress How low can we go? 〜Which BMI is suitable for Japanese Metabolic Surgery?
6月24日（土）14:20-15:40

JSSO-1

JSSO-2
JSSO-3

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学 松原久裕
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

Does the current Body Mass Index classification properly reflect the need
for bariatric surgery in the Asia Pacific region ?
ProfessorofSurgeryandChairman,DepartmentofGeneralSurgery,Director,The
BariatricandMetabolicInstitute,Director,GeneralSurgeryResidencyProgramand
FellowshipinMinimallyInvasiveandBariatricSurgery,ClevelandClinicFlorida

RaulJ.Rosenthal

Metabolic Surgery, How low BMI we should go?

Bodyscience&MetabolicdisordersInternational(B.M.I)MedicalCenter,China
MedicalUniversityHospital,TaichungCity,Taiwan
ChihKunHuang

The effects of LSG-DJB for patients with BMI <35 on type 2 diabetes
mellitus and the prediction of successful glycemic control

WeightLossandMetabolicSurgeryCenter,YotsuyaMedicalCube,Tokyo,Japan SekiYosuke

JASSO/JSTO Joint Symposium これからの医療における肥満症の位置づけ
6月23日（金）14:20-15:50

基調講演

司会：千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学講座
岩手医科大学医学部外科学講座 佐々木 章

第1会場（小田島組☆ほ～る）

横手幸太郎

メタボリックシンドロームに対する取り組み

JASSO/JSTO-1
JASSO/JSTO-2

厚生労働省健康保健局健康課

本邦における肥満症外科治療の位置づけ

川本めぐみ

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科

肥満症診療ガイドラインとこれからの肥満症診療

公益財団法人結核予防会総合健診推進センター

肥満症治療サマーセミナー

OSS-1

松原久裕
宮崎

滋

高度肥満症に対するトータルケア
6月24日（土）15:00-17:00

司会：滋賀医科大学糖尿病内分泌内科 卯木 智
東京都立多摩総合医療センター外科 畑尾史彦
岩手医科大学歯科部歯科保存学講座歯周療法学分野

第2会場（会議室803）

八重柏

隆

チームビルディングを目指して ～外科治療を支える内科的チーム医療～
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
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齋木厚人

OSS-2
OSS-3
OSS-4
OSS-5
OSS-6
OSS-7
OSS-8

肥満外科手術を安全に導入するために
東京都立多摩総合医療センター外科

清水英治

岩手医科大学歯学部口腔保険育成学講座歯科矯正学分野

佐藤和朗

睡眠と肥満・顎顔面形態の関連について
糖尿病と歯周病との関係

岩手医科大学歯学部歯科保存学講座歯周療法学分野

佐々木大輔

糖尿病合併例における減量手術前後の薬物治療
肥満患者の全身麻酔管理

東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科

辻野元祥

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

岩手医科大学附属病院中央手術部

山田恵美子

肥満外科手術における体位固定の実際
肥満外科手術後のフォローアップ体制

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科

教育モーニングセミナー

肥満と栄養・食事療法
6月24日（土）9:00-10:20

司会：金沢医科大学内分泌・代謝科

肥満症と食後高脂血症

中里哲也

共催：MSD 株式会社

第2会場（会議室803）

古家大祐
金沢医科大学総合内科学

緩やかな糖質制限（ロカボ）で健康革命

北里大学北里研究所病院糖尿病センター

肥満症外科治療における術前栄養食事管理

四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター

教育講演1 わが国からのエビデンス発信を目指した肥満症研究

小林淳二
山田
関

悟
洋介

共催：日本イーライリリー株式会社／日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

6月24日（土）9:00-9:40

司会：慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

伊藤

第1会場（小田島組☆ほ～る）

裕

異所性脂肪蓄積と生活習慣病：日本人における新たなエビデンス
福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科
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島袋充生

教育講演2 わが国からのエビデンス発信を目指した肥満症研究

共催：小野薬品工業株式会社/アストラゼネカ株式会社

6月24日（土）9:40-10:20

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝内科分野

石垣

泰

臓器間ネットワークによる個体レベルでの代謝調節システムと
メタボリックシンドローム
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

教育講演3 わが国からのエビデンス発信を目指した肥満症研究

共催：共立医科器械株式会社/パナソニック株式会社

6月24日（土）10:20-11:00

司会：公益財団法人結核予防会総合健診推進センター

片桐秀樹

第1会場（小田島組☆ほ～る）

宮崎

滋

内臓脂肪過多で体が老ける謎、解明か －免疫細胞 Tリンパ球への悪しき影響－
慶應義塾大学病院循環器内科

佐野元昭

教育セミナー1 肥満・糖尿病外科治療〜新たな導入に際しての試み〜 共催：コヴィディエンジャパン株式会社
6月23日（金）12:30-13:30

司会：千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学

第1会場（小田島組☆ほ～る）

松原久裕

何から始めてどう動くか、導入まで外科医が考えるべきこと
長崎大学大学院移植・消化器外科

金高賢悟

内科からみた期待と動機、外科医とのコミュニケーション

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科先進予防医学講座内分泌・代謝内科学分野 阿比留教生

教育セミナー2 腸内細菌と肥満症・糖尿病

共催：ミヤリサン製薬株式会社

6月23日（金）12:30-13:30

司会：大分大学医学部消化器・小児外科学講座

腸内細菌代謝産物と肥満症治療

第2会場（会議室803）

太田正之

東京農工大学大学院農学研究院応用生命化学専攻代謝機能制御学研究室

腸内細菌・腸内環境を標的とした肥満症治療

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科
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木村郁夫

入江潤一郎

教育セミナー3 Not all obesity is equal

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

6月24日（土）12:35-13:35

司会：東京大学大学院医学系研究科消化管外科学

第1会場（小田島組☆ほ～る）

瀬戸泰之

国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター
東北大学大学院医学系研究科消化器外科学

教育セミナー4 生活習慣病研究

安田和基
内藤

剛

共催：武田薬品工業株式会社

6月24日（土）12:35-13:35

司会：日本医科大学／複十字病院糖尿病・生活習慣病センター

第2会場（会議室803）

及川眞一

非肥満者のインスリン抵抗性研究から見えてきた新たな病態生理
順天堂大学大学院スポートロジーセンター・代謝内分泌内科学／
順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 田村好史

肥満症治療におけるヘパトカインの意義

金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学分野

篁

俊成

教育セミナー5 糖尿病の最新の知見〜SGLT2 阻害薬を中心に〜 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
6月24日（土）12:35-13:35

司会：東北大学大学院医学系研究科代謝疾患学分野

第3会場（会議室804A・804B）

片桐秀樹
かんの内科

スポンサードシンポジウム これからの肥満２型糖尿病の治療戦略

6月24日（土）11:00-12:30

司会：千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学講座
東北大学大学院消化器外科学分野 海野倫明

菅野一男

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

第1会場（小田島組☆ほ～る）

横手幸太郎

肥満２型糖尿病の病態と治療戦略

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

肥満2型糖尿病治療薬の現在と未来

下村伊一郎

神戸大学大学院医学研究科糖尿病 ･ 内分泌内科

肥満２型糖尿病に対する外科治療の可能性と今後の展望

四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター
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小川

渉

笠間和典

リバウンド予防を目指した肥満2型糖尿病患者への療養指導のコツ
独立行政法人国立病院機構京都医療センター

教育イブニングセミナー 肥満とがん

坂根直樹

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

6月23日（金）15:50-17:20

第1会場（小田島組☆ほ～る）

司会：岩手医科大学医学部内科学講座 滝川康裕
大分大学消化器・小児外科学講座 猪股雅史

肥満 ･ 糖尿病とがん

国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター

高度肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の最前線

植木浩二郎

大阪医科大学附属病院がんセンター・消化器外科

奥田準二

愛知医科大学内科学講座肝胆膵内科学/立命館大学医療経営研究センター/
JapanStudyGroupofNAFLD 

角田圭雄

肥満と肝がん ～ NASH からの肝発癌予測と治療戦略～

ハンズオンセミナー 腹腔鏡下体腔内吻合を極める

【第1部】


共催：コヴィディエンジャパン株式会社/エム・シー・メディカル株式会社

6月24日（土）14:00-15:30

コーディネーター：東北大学大学院医学系研究科消化器外科学
インストラクター：東北大学病院胃腸外科

滋賀医科大学外科学講座

【第2部】


井本博文
山口

内藤

稲嶺

インストラクター：関西医科大学外科

肥満と糖尿病

司会：誠仁会みはま病院

井上健太郎

大城崇司

〜元気な身体を取り戻す〜

6月24日（土）16:00-17:00

白井厚治

第4会場（研修室812）

進

東邦大学医療センター佐倉病院外科

市民公開講座

剛

剛

6月24日（土）15:30-17:00
コーディネーター：大浜第一病院

第4会場（研修室812）

第1会場（小田島組☆ほ～る）

北里大学北里研究所病院糖尿病センター

山田

悟

岩手医科大学医学部睡眠医療学科

櫻井

滋

佐々木

章

岩手医科大学医学部外科学講座
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6 月 23 日（金）
優秀ポスター1 メディカルスタッフ
司会：社会医療法人誠光会草津総合病院
杏林大学外科 森 俊幸

BP1-1
BP1-2
BP1-3
BP1-4
BP1-5

最優秀演題選考委員：横浜労災病院

柏木厚典

西川哲男

高度肥満症における身体組成が安静時エネルギー消費量に与える影響
千葉大学医学部附属病院臨床栄養部

社会医療法人愛仁会千船病院栄養管理科

BP2-3
BP2-4

田中理恵子

減量手術が運動器疾患に与える効果ならびに寄与因子の検討

四谷メディカルキューブ

武澤歩惟

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術における体重減少不良例の検討

岩手医科大学附属病院栄養部

大須賀志穂

東邦大学医療センター佐倉病院栄養部

金居理恵子

肥満外科治療後の体脂肪・骨格筋に対するフォーミュラ食1食置換え
および運動習慣の影響 ～術後1年間の検討～

基礎研究

6月23日（金）17:30～18:30

司会：岩手医科大学医学部病理診断学講座
東北医科薬科大学消化器外科 柴田

BP2-2

野本尚子

減量・糖尿病外科治療導入時における管理栄養士の役割

優秀ポスター2

BP2-1

6月23日（金）17:30～18:30 第3会場

菅井
近

最優秀演題選考委員：国際医療福祉大学医学部

高血圧ラットに対する胃全摘の影響

第3会場

有

糖尿病・代謝・内分泌内科

竹本

近畿大学医学部外科

稔

橋本直樹

十二指腸空腸バイパス術後のエネルギー代謝における biliopancreatic limb
の役割
肥満外科手術における報酬処理の変化

東北大学消化器外科学

河野えみ子

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター

平野好幸

岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝内科

村井智美

2型糖尿病における心臓周囲脂肪組織とシスタチン C の関係
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優秀ポスター3

臨床研究１

6月23日（金）17:30～18:30

司会：盛岡市立病院 加藤章信
練馬光が丘病院 川上正舒

BP3-1

BP3-2
BP3-3

BP3-4

BP3-5

BP3-6

最優秀演題選考委員：みやぎ健診プラザ

佐々木巖

高度肥満患者における術直後下腿マッサージの周術期深部静脈血栓症に
対する予防効果の検討
九州大学病院先端医工学診療部

当院における肥満外科治療後体重減少不良例の特徴

山口

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

岩手医科大学附属病院睡眠医療学科

西島嗣生

千葉大学大学院医学研究院とちぎメディカルセンター

松本淳子

高度肥満患者における内科および外科治療時の体重および代謝改善度に
ついての検討 ～当院における実態調査～
高度肥満に合併した閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する腹腔鏡下
スリーブ状胃切除術の有用性

崇

成人肥満と精神神経薬剤処方数は関連する
－平成25年度レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）
オープンデータから－

日本人肥満心筋症の病態と心機能特性 ～非代償性心不全9名における検討～

優秀ポスター4

臨床研究２

6月23日（金）17:30～18:30

司会：千葉大学フロンティア医工学センター 林
自治医科大学消化器一般外科 細谷好則

BP4-2

長尾吉泰

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

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

BP4-1

第3会場

田中

翔

第3会場

秀樹

最優秀演題選考委員：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

腎移植レシピエントを目的とした慢性腎不全肥満患者に対する腹腔鏡下
スリーブ状胃切除術の経験
大浜第一病院外科

稲嶺

Type 2 diabetes remission score（DiaRem score）を用いた腹腔鏡下
スリーブバイパス術（LSG-DJB）後の糖尿病寛解予測
東京大学大学院医学系研究科消化管外科学/
四谷メディカリュキューブ減量・糖尿病外科センター
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進

若松高太郎

BP4-3
BP4-4

腹腔鏡下調節性胃バンディング術の長期成績とその問題点
大分大学医学部消化器・小児外科

遠藤裕一

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術による膵脂肪沈着の変化からみた代謝改善効果
岩手医科大学医学部外科学講座

梅邑

晃

BP4-5

腹腔鏡下スリーブ状胃切除時の肝生検組織でみられるindeterminate NASH
の臨床病理学的特徴

BP4-6

BMI 50kg/m 以上の超重症肥満症例に対する至適術式とは？

岩手医科大学医学部病理診断学講座

石田和之

四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター/東京慈恵会医科大学外科

宇野耕平

2

優秀ポスター5

臨床研究３

6月23日（金）17:30～18:30

第3会場

司会：聖路加国際病院消化器・一般外科 砂川宏樹
大阪市立総合医療センター肝胆膵外科 金沢景繁

BP5-1

BP5-2
BP5-3
BP5-4
BP5-5
BP5-6
BP5-7

最優秀演題選考委員：東京慈恵会医科大学外科学講座

矢永勝彦

高度肥満症を合併した進行結腸癌に対し、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を
施行した後に結腸癌根治手術を行い成功した一例～追加報告
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

小座本雄軌

成人生体肝移植後晩期合併症である生活習慣病と栄養療法の必要性
東北大学病院移植再建内視鏡外科

NAFLD 関連肝細胞癌

原

康之

大分大学医学部附属病院消化器・小児外科

多田和裕

岩手医科大学医学部外科

片桐弘勝

倉敷中央病院外科学講座

山川達也

肥満患者に対する腹腔鏡下肝切除術の手術成績
肥満患者に対する腹腔鏡下肝切除術の有用性
肥満肝細胞癌症例に対する肝切除成績

兵庫医科大学病院肝胆膵外科

肥満患者に対する腹腔鏡下肝切除術の有用性

裴

正寛

大阪市立総合医療センター肝胆膵外科/大阪市立総合医療センター消化器外科 高台真太郎
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ポスター1
P1-1

P1-2

P1-3
P1-4
P1-5

P1-6

臨床研究

6月23日（金）17:30～18:30

司会：東北大学病院糖尿病代謝科

澤田正二郎

持続血糖モニタリング（CGM）を用いた肥満外科手術前後での
血糖プロファイルの検討
岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝内科分野

P2-3

P2-4
P2-5

豊

千田

愛

岩手医科大学医学部糖尿病代謝内科

２型糖尿病男性における筋肉量とアディポカインの関係

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

糖毒性状態における SGLT2阻害薬投与の有用性についての検討

岩手医科大学医学部糖尿病代謝・内分泌内科

小田知靖

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

ヘパリン静注前血清リポ蛋白リパーゼからみた高度肥満患者の
代謝学的特徴と、内科および外科治療によるその変化
肥満患者154 症例における睡眠時無呼吸症候群（SAS）と
肥満低換気症候群（OHS）

ポスター2

P2-2

長谷川

急性発症1型糖尿病と緩徐進行1型糖尿病におけるアディポサイトカインと
脂肪分布の検討

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

P2-1

第4会場

チーム医療１

司会：北海道大学

消化器外科Ⅱ

白石としえ

6月23日（金）17:30～18:30
倉島

第4会場

庸

当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除の導入
当院における減量外科治療導入の経験

北海道大学消化器外科 II

海老原裕磨

東京慈恵会医科大学付属病院消化管外科

渡部篤史

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

大分大学医学部附属病院臨床栄養管理室

足立和代

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

中村祥子

慶應義塾大学病院での肥満症減量チーム発足とそのねらい
～ " 患者さんが求める健康像 " を共有し実現することを目指して～

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の内科入院時から術後1年までの体組成の変化
緊急入院時診療体制の問題点が浮き彫りとなった超高度肥満 (BMI72)の一例
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ポスター3
P3-1

P3-2
P3-3

P3-4
P3-5
P3-6

チーム医療２

6月23日（金）17:30～18:30

司会：滋賀医科大学臨床看護学講座

伊波早苗

手術適応の高度肥満患者における、内科および外科治療選択の実態と
その後の経過について（コーディネーターの視点から）
東邦大学医療センター佐倉病院肥満症治療コーディネーター
千葉大学医学部附属病院食道・胃腸外科

P4-3
P4-4
P4-5

沙耶佳

病棟

中野愛香

東邦大学医療センター佐倉病院看護部

濱崎祥子

高度肥満症患者に対する看護師の役割を考える
－チーム医療の中で看護師が抱く困難な思い－

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術における臨床工学技士の役割

岩手医科大学附属病院臨床工学部

伊藤

千船病院 減量・糖尿病外科チームにおける理学療法士の役割

社会医療法人愛仁会千船病院リハビリテーション科

当院の高度肥満減量外科における患者会の取組について

ポスター4 パーソナリティー・心理分析・行動療法

P4-2

辻

肥満症外科治療を受ける患者の内科との看護連携について

都立多摩総合医療センター医事課心理相談

P4-1

第4会場

仁

神谷亮平

齋藤恵美子

6月23日（金）17:30～18:30 第4会場

司会：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

身体活動習慣のアドヒアランス強化に焦点を当てた認知行動療法の
長期体重維持効果～無作為化比較試験～
九州大学大学院医学研究院心身医学

野崎剛弘

東京逓信病院栄養管理室/女子栄養大学医科学研究室

木暮香織

リストバンド型活動量計を用いた肥満患者の行動変容の試み

高度肥満症患者への内科的・外科的治療介入における心理的問題の検討
千葉大学医学部附属病院細胞治療内科学

北原

病的肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術例への精神科的介入
岩手医科大学医学部神経精神科学講座

綾

三條克巳

術前の内科的減量における心理的状態の変化と術前の内科的減量および
術後の超過体重減少の関連性の検討
関西医科大学附属病院健康科学センター/関西医科大学大学院 健康科学
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藤井

彩

ポスター5
P5-1
P5-2
P5-3
P5-4
P5-5

外科療法

手術手技

6月23日（金）17:30～18:30

司会：東邦大学医療センター佐倉病院外科

大城崇司

腹腔鏡下スリーブバイパス手術～われわれの手技～
東邦大学医療センター佐倉病院外科

大城崇司

千葉大学医学部先端応用外科

加野将之

社会医療法人愛仁会千船病院麻酔科

上北郁男

中頭病院形成外科

野村紘史

スリーブ状胃切除術・胃底部背側剥離における小弯側アプローチ
メタボリックサージェリーにおける軟性ブジー挿入時の pitfall
肥満治療における Body Contouring Surgery の役割

腹腔鏡下スリーブ状胃切除後の GERD に対して revision surgery を行った
2症例
千葉大学フロンティア医工学センター

ポスター6
P6-1
P6-2
P6-3
P6-4
P6-5

外科療法

治療成績１

司会：独協医科大学越谷病院外科

6月23日（金）17:30～18:30

林

秀樹

第4会場

多賀谷信美

LSG におけるラーニングカーブ；当院における手術時間の検討
富士市立中央病院外科

道躰隆行

東京都立多摩総合医療センター外科

山崎僚人

自治医科大学附属病院消化器・一般外科

春田英律

滋賀医科大学外科学講座

大竹玲子

岩手医科大学医学部外科学講座

馬場誠朗

6月23日（金）17:30～18:30

第3会場

都立病院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除の周術期成績
当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療成績
腹腔鏡下袖状胃切除術の2型糖尿病に対する治療成績

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術における腸内・口腔内細菌叢の変化

ポスター7
P7-1

第4会場

外科療法

治療成績２

司会：大阪大学消化器外科

宮崎安弘

当科における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の現状と成績
大阪大学医学部消化器外科
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宮崎安弘

P7-2
P7-3
P7-4
P7-5

LSG における肥満治療チームの役割と介入の効果
大阪大学医学部消化器外科

宮崎安弘

代謝異常に対するスリーブ状胃切除の効果

東京都立多摩総合医療センター外科

塩見真一郎

高度肥満・2型糖尿病・高血圧に対する腹腔鏡下肥満外科手術の治療成績
滋賀医科大学附属病院消化器外科・乳腺一般外科

山口

高用量インスリン投与中の高度肥満2型糖尿病に対する腹腔鏡下
スリーブ状胃切除術の長期治療成績

東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科

ポスター8 外科療法 治療成績・合併症
P8-1
P8-2
P8-3
P8-4
P8-5

司会：草津総合病院

山本

P9-2
P9-3

関根哲生

6月23日（金）17:30～18:30 第4会場

寛

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術前後における食嗜好の変化について
東京都立多摩総合医療センター栄養科

曽我和代

九州大学大学院医学研究院心身医学

西原智恵

女性肥満症患者に対する減量治療による甘味覚の変化

当院の腹腔鏡下スリーブ状胃切除術希望患者における食行動に関する検討
大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部栄養管理室

腹腔鏡下スリーブバイパス術後に血清鉄、亜鉛は低下する

司会：関西医科大学外科

白波瀬景子

東北大学病院消化器外科学

伊勢一郎

四谷メディカルキューブ薬剤科

渡部直樹

腹腔鏡下袖状胃切除術における術後感染予防抗菌薬の検討

ポスター9 肥満が手術に及ぼす影響１
P9-1

剛

6月23日（金）17:30～18:30 第4会場

井上健太郎

BMI が化学療法後に手術を施行した進行食道癌の治療成績に与える影響
岩手医科大学医学部外科学講座

秋山有史

盛岡市立病院外科

藤原久貴

岩手医科大学医学部外科学講座

千葉丈広

市中病院における胃癌手術症例の BMI と術後合併症発生との関連について
BMI 30以上の胃癌患者に対する腹腔鏡下胃切除の検討
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P9-4

P9-5

PDS PLUS Ⓡによる真皮埋没縫合により SSI は減少するか：腹部準清潔手術
における前向き比較臨床試験の探索的研究 -BMI との関連について 盛岡市立病院外科

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の周術期臨床因子と BMI との関連に
ついて
岩手医科大学医学部泌尿器科

ポスター10 肥満が手術に及ぼす影響２
P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5

司会：盛岡市立病院

P11-2
P11-3

兼平

貢

6月23日（金）17:30～18:30 第4会場

須藤隆之

当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術の肥満度別の手術成績と比較検討
盛岡赤十字病院外科

石橋正久

函館五稜郭病院外科

安藤太郎

能代厚生医療センター外科

大山健一

岩手医科大学医学部外科学講座

木村聡元

盛岡赤十字病院外科

川村英伸

6月23日（金）17:30～18:30

第4会場

腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるbody mass index の及ぼす影響についての検討
肥満症例に対する Reduced port LDG の許容性に関する検討
当科における肥満患者に対する腹腔鏡下結腸癌手術の現状
当院の直腸癌に対する BMI 別の腹腔鏡下直腸手術の成績

ポスター11 症例報告１
P11-1

藤原久貴

司会：東北大学

消化器外科学

田中直樹

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術・スリーブバイパス術後早期に脾上極梗塞を
発症した2例
東邦大学医療センター佐倉病院外科

鍋倉大樹

岩手県立久慈病院外科

遠野千尋

東北大学病院消化器外科学

上野知尭

統合失調症治療中に肥満が進行し、腹壁瘢痕ヘルニアが増大した１例
臍ヘルニアを合併した病的肥満患者に対し腹腔鏡下袖状胃切除術と
ヘルニア単純閉鎖術を併施した一例
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P11-4

P11-5

胃穿孔による腹膜炎で開腹術既往のある高度肥満症に対して腹腔鏡下
スリーブ状胃切除術を施行した一例
千船病院減量・糖尿病外科/千船病院

外科

北浜誠一

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

今村榛樹

肥満外科治療後の食欲亢進に伴うリバウンドに対しマジンドールおよび
GLP-1製剤が奏功した１例

ポスター12 症例報告２
P12-1

P12-2

P12-3
P12-4

P12-5

司会：誠光会草津総合病院第2外科

6月23日（金）17:30～18:30
戸川

第4会場

剛

自己肯定感を引き出すことにより運動療法が継続でき良好な結果を得た
元アスリートの高度肥満患者の1例
草津総合病院リハビリテーション部

吉田昌寿

大分大学消化器・小児外科

多田和裕

腹腔鏡下調節性胃バンディング術後の超肥満症例に対してスリーブ状
胃切除術を施行した1例

精神科疾患治療薬を含む多量の服薬を要していた高度肥満症患者の一手術例
社会医療法人誠光会草津総合病院薬剤部

林

祥子

開腹スリーブバイパス術後の難治性スリーブリークのため残胃全摘術を
施行した事例～一連の経過および初回手術後3年の栄養状態
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

肥満を有した左変形性股関節症術後の1症例に対する減量カンファレンス
の試み
埼玉医科大学病院栄養部
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市川優香

