
第41回日本肥満学会・第38回日本肥満症治療学会学術集会プログラム案
当日3月20日（土） 演者重複は青色 非会員は赤色

会場名 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

18:30 18:30

17:00

JSTOメンタル行動医学部会セミ
ナー行動医学講習会(17:00-

18:10)
テーマ：肥満症患者のための実

践行動医学
座長：小牧　元（福岡国際医療福

祉大学）
座長：林　果林（東邦大学）

演者：足達　淑子（あだち健康行
動学研究所）

演者：小山　憲一郎（福岡県立大
学）

JSTO理事長企画（学術研究研究推進
セッション）

　（17:00-18:00）
テーマ：日本肥満症治療学会による多

施設共同研究の現状と今後
座長：岡住　慎一（東邦大学医療セン

ター佐倉病院）
座長：関　洋介（四谷メディカルキュー

ブ）
演者：岡住　慎一（東邦大学医療セン

ター佐倉病院）
演者：村澤　秀樹（盛岡大学）

演者：宮崎　安弘（大阪急性期・総合医
療センター）

17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

16:00 16:00

アフタヌーンセミナー1（16:10-
16:50）

テーマ：DNB理論によるメタボリック
シンドロームの未病状態の検出と

防風通聖散の効果
座長：門脇　真（富山大学）

演者：小泉　桂一（富山大学）
共催：小林製薬株式会社

JASSOシンポジウム6（16:10-
17:40）

テーマ：内臓脂肪蓄積と白色・褐
色脂肪細胞の活性制御

座長：山内　敏正（東京大学）
座長：戸邉　一之（富山大学）
演者：脇　裕典（東京大学）

演者：桑野 剛英（富山大学）
演者：稲垣　毅（群馬大学）

演者：池田　賢司（東京医科歯科
大学）

JASSOシンポジウム7（16:10-
17:40）

テーマ：減量実現に向けた効果
的な保健指導を考える

座長：野口　緑（大阪大学）
座長：西澤　均（大阪大学）

演者：佐野　喜子（神奈川県立保
健福祉大学）

演者：後藤　励（慶應義塾大学）
演者：西澤　均（大阪大学）

演者：柴田　重信（早稲田大学）
演者：野口　緑（大阪大学）

JASSOシンポジウム8（16:10-
17:40）

ライフステージ（小児肥満・女性
のやせ、妊娠と肥満）

座長：原　光彦（東京家政学院大
学）

座長：杉山　隆（愛媛大学）
演者：菊池　透（埼玉医科大学）
演者：長野　伸彦（日本大学）

演者：瀧本　秀美（医薬基盤・健
康・栄養研究所）

演者：森川　守（北海道大学）

アフタヌーンセミナー2（16:10-
16:50）

テーマ：食事療法　UP To Date-朝
食の重要性とフォシーガへの期待-

座長：八木　邦公（富山大学）
演者：福井　道明（京都府立医科大

学）
共催：アストラゼネカ株式会社／小

野薬品工業株式会社

JSTOシンポジウム2（16:10-17:40）
テーマ：難治性高度肥満症に対す
る栄養管理～管理栄養士と医師の

立場から～（共催：栄養部会）
座長：齋木　厚人（東邦大学医療セ

ンター佐倉病院）
座長：井上　郁夫（埼玉医科大学）
演者：栗原　美香、卯木　智（滋賀

医科大学）
演者：足立　和代、正木　孝幸（大

分大学）
演者：山浦　一恵、渡邉　康弘（東
邦大学医療センター佐倉病院）

演者：野本　尚子、小野　啓（千葉
大学）

16:30 16:30

JSTOシンポジウム1（14:30-
16:00）

テーマ：肥満治療としての運動・
スポーツ・身体活動の可能性

座長：家光　素行（立命館大学）
座長：中田　由夫（筑波大学）

演者：笹井　浩行（東京都健康長
寿医療センター研究所

演者：蘇　リナ（労働安全衛生総
合研究所）

演者：宮下　政司（早稲田大学）
演者：佐藤　幸治（神戸大学）

14:30

15:00 JASSO教育講演5（15:00-15:30）
テーマ：肥満関連疾患の病態解明

および新規抗肥満薬の開発
座長：真鍋　一郎（千葉大学）

演者：山田　哲也（東京医科歯科大
学）

15:00

15:30
JASSO教育講演6（15:30-16:00）

テーマ：臓器連関と肥満
座長：阪上　浩（徳島大学）
演者：井上　啓（金沢大学）

15:30

14:30

合同シンポジウム2（14:30-
16:00）

テーマ：領域横断的肥満症ＷＧ
連携企画

座長：門脇　孝(虎の門病院)
座長：龍野　一郎（東邦大学医療

センター佐倉病院）
演者：小川　渉（神戸大学）

演者：中川　晃一（東邦大学医療
センター佐倉病院）

演者：森　保道（虎の門病院）
演者：徳重　克年（東京女子医科

大学）
演者：横手　幸太郎（千葉大学）

JASSOシンポジウム3（14:30-
16:00）

テーマ：肥満合併症の臓器間ク
ロストーク　～Immunometabolism

の視点からのアプローチ～
座長：小川　佳宏（九州大学）

座長：前川　聡（滋賀医科大学）
演者：箕越　靖彦（生理学研究

所）
演者：山内　敏正（東京大学）
演者：宮澤　崇（九州大学）

演者：大石　由美子（日本医科大
学）

演者：久米　真司（滋賀医科大
学）

JASSOシンポジウム4（14:30-
16:00）

やる気を引き出す特定保健指導
～効果の検証と今後の展開～
座長：津下　一代（女子栄養大

学）
座長：加隈　哲也（大分大学）
演者：津下　一代（女子栄養大

学）
演者：千葉　政一（大分大学）

演者：松岡　幸代 （大石内科クリ
ニック）

演者：坂根　直樹（京都医療セン
ター）

JASSOシンポジウム5（14:30-
16:00）

テーマ：若手シンポジウム Young
Front Runner’s Symposium
座長：岩部　真人（東京大学）

座長：田中　智洋（名古屋市立大
学）

演者：福中　彩子（群馬大学）
演者：鈴木　顕（大阪大学）

演者：稲葉　有香（金沢大学）
演者：河岡　慎平（京都大学）
演者：田中　都（名古屋大学）

JASSO教育講演4（14:30-15:00）
テーマ：中枢神経によるエネルギー

バランスの調節
座長：寺内　康夫（横浜市立大学）

演者：有馬　寛（名古屋大学）

12:30 12:30

13:00 13:00

JASSO学会賞・学術奨励賞授賞
式　受賞講演（13:20-14:20)
座長：小川　渉(神戸大学)

演者：学会賞　小川　佳宏(九州
大学）

演者：学術奨励賞　岩部　真人
（東京大学）

演者：伊藤　美智子（神奈川県立
産業技術総合研究所）

JSTOシナジーアワード受賞講演
（13:20-14:20)

座長：内藤　剛（北里大学）
座長：卯木　智（滋賀医科大学）

13:30 13:30

14:00 14:00

ランチョンセミナー1（12:20-13:10）
テーマ：日本人2型糖尿病患者の病

態を考慮した糖尿病治療
座長：益崎　裕章（琉球大学）
演者：山内　敏正（東京大学）
共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー2（12:20-13:10）
テーマ：効果的なMetabolic surgery

を目指して
座長：稲嶺　進（大浜第一病院）

演者：海老原　裕磨先生（北海道大
学病院）

演者：北浜　誠一先生（社会医療法
人愛仁会　千船病院）

共催：コヴィディエンジャパン株式会
社

ランチョンセミナー3（12:20-13:10）
テーマ：病態を考慮した糖尿病治療
薬の選択　～改めてSGLT2阻害薬

が適する患者像を考える～
座長：安西　慶三（佐賀大学）
演者：藤田　義人（京都大学）

共催：アステラス製薬株式会社／寿
製薬株式会社

ランチョンセミナー4（12:20-13:10）
テーマ：調整中
座長：調整中
演者：調整中

共催：田辺三菱製薬株式会社／第
一三共株式会社

ランチョンセミナー5（12:20-13:10）
テーマ：肥満症治療の最前線～食
事・行動療法を併用したマジンドー

ルの効果的な活用術～
座長：小川　佳宏（九州大学）

演者：浅原　哲子（京都医療セン
ター）

共催：富士フイルム富山化学株式
会社

ランチョンセミナー6（12:20-13:10）
テーマ：動脈硬化症に対する食事

療法：メカニズムの考察
座長：中尾　一和（京都大学）

演者：森野　勝太郎（滋賀医科大
学）

共催：持田製薬株式会社

JASSO会長講演（11:20-11:45)
テーマ：肥満でインスリン抵抗性を

きたすのはなぜか？
座長：門脇　孝(虎の門病院)
演者：戸邉　一之(富山大学)

11:30 11:30

JASSO理事長講演（11:45-12:10)
テーマ：

座長：春日　雅人（朝日生命成人病
研究所）

演者：門脇　孝(虎の門病院)
12:00 12:00

10:30 10:30

JASSO招聘講演（10:40-11:20）
テーマ：Mesenchymal progenitor
cells and fat tissue remodeling
座長：戸邉　一之(富山大学)

演者：Patrick Seale
（University of Pennsylvania）

JSTO特別講演（10:40-11:20）
テーマ：食行動を調節する栄養

シグナルの解明
座長：木村　穣（関西医科大学）
演者：佐々木　努（京都大学）

11:00 11:00

JASSO教育講演1（9:00-9:30)
テーマ：microRNAと肥満

座長：北村　忠弘（群馬大学）
演者：和田　淳（岡山大学）

JSTOパネルディスカッション1
（9:00-10:30)

テーマ：肥満外科患者の術前・術後
のメンタルケア＆サポート

座長：野崎　剛弘(九州大学)
座長：三條　克巳（岩手医科大学）
演者：上西　祐輝（滋賀医科大学)
演者：三條　克巳（岩手医科大学）

演者：林　果林(東邦大学）
演者：:藤井　彩（関西医科大学附属

病院）
コメンテーター：大城　崇司（東邦大

学医療センター佐倉病院）
コメンテーター：長尾　吉泰（九州大

学病院）

9:00

9:30 JASSO教育講演2（9:30-10:00)
テーマ：大学生世代の体重管理

と生活習慣改善指導
座長：脇　昌子（静岡市立静岡病

院）
演者：加隈　哲也（大分大学）

9:30

10:00
JASSO教育講演3（10:00-10:30)

テーマ：教育委員会企画「肥満症への生
活習慣指導の意義と役割」

座長：益崎　裕章（琉球大学）
演者：野口　緑（大阪大学）

10:00

9:00

合同シンポジウム1（9:00-10:30)
テーマ：高度肥満症に対するチーム医
療の実践　～内科と外科のシナジー効

果を目指して～
座長：瀬戸　泰之（東京大学）

座長：井上　健太郎（関西医科大学）
演者：山本 有香子(草津総合病院)

演者：愛甲　丞（東京大学）
演者：前田　和久（北千里前田クリニッ

ク）
演者：畑尾　史彦（東京都立多摩医療

センター）
演者：齋木　厚人（東邦大学医療セン

ター佐倉病院）
演者：笠間　和典（四谷メデイカル

キューブ）

JASSOシンポジウム1（9:00-
10:30)

テーマ：腸管を介した肥満症のメ
カニズム Up to Date

座長：木村　郁夫（京都大学）
座長：稲垣　暢也（京都大学）
演者：藤坂　志帆（富山大学）
演者：宮本　潤基（東京農工大

学）
演者：原田　範雄（京都大学）
演者：長谷　耕二（慶應義塾大

学）

JASSOシンポジウム2（9:00-
10:30)

テーマ：内臓脂肪蓄積と異所性
脂肪 / 臓器連関 Up to Date
座長：中村　正（川崎病院）

座長：島袋　充生（福島県立医科
大学）

演者：前田　法一（大阪大学）
演者：佐田　政隆（徳島大学）

演者：菅波　孝祥（名古屋大学）
演者：田村　好史（順天堂大学）
演者：益崎　裕章（琉球大学）

JASSO　YIAプレゼンテーション
（9：00-10：30）

座長：岡松　優子(北海道大学)
座長：田中　智洋(名古屋市立大

学)

8:00 8:00

8:30 8:30

開会式（8:50-9:00）

JASSO認定試験（18:00-19:40）

(県民会館301号室、302号室）



第41回日本肥満学会・第38回日本肥満症治療学会学術集会プログラム案
当日3月21日（日）
会場名 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

18:30 18:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

JASSOシンポジウム14(15:40-
17:10)

テーマ：肥満症と骨格筋　～健康
長寿のためのカギ臓器～
座長：小川　渉（神戸大学）

座長：山田　正信（群馬大学）
演者：小野　悠介（熊本大学）

演者：山田　英二郎（群馬大学）
演者：平田　悠（神戸大学）

演者：植木　浩二郎（国立国際医
療研究センター）

演者：Allah Nawaz（富山大学）

閉会式・表彰式(17:10-17:30)

合同特別企画2(15:40-17:10)
シナジーケースカンファレンス

「この高度肥満症例、内科治療？外
科治療？」

第2部：公募症例に対するケースカ
ンファレンス

　　　　（困った症例について専門家
に相談できる企画）

　　　　「この高度肥満症例、外科手
術の適応？

　　　　　　それとも内科治療？専門
家に聞いてみよう」

座長：辻野　元祥（東京都立多摩総
合医療センター）

座長：笠間　和典（四谷メディカル
キューブ）

コメンテーター：齋木　厚人（東邦大
学医療センター佐倉病院）

コメンテーター：関　洋介（四谷メディ
カルキューブ）

15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

15:30

JSTOパネルディスカッション
3(15:40-17:10)

テーマ：新しい肥満治療の可能
性を探る

座長：細谷　好則（自治医科大
学）

座長：伊藤　裕（慶應義塾大学）
演者：岡田　健太（自治医科大

学）演者：越坂　理也（千葉大学）
演者：井上　健太郎（関西医科大

学）
演者：入江　潤一郎（慶應義塾大

学）

JASSOシンポジウム16(15:40-
17:10)

テーマ：機能性食品と肥満症を
科学する

座長：益崎　裕章（琉球大学）
座長：矢田　俊彦（関西電力医学

研究所）
演者：岩部　美紀（東京大学）
演者：越阪部　奈緒美（芝浦工

大）
演者：岡本　士毅（琉球大学）

演者：西田　康宏（富士化学工業
株式会社）

演者：金子　賢太朗（京都大学）

合同シンポジウム6(15:40-17:10)
テーマ：エネルギー代謝 Up to

Date
座長：中里　雅光（宮崎大学）
座長：内藤　剛（北里大学）

演者：田中　直樹（東北大学）
演者：酒井　寿郎（東北大学）

演者：大城　崇司（東邦大学医療
センター佐倉病院）

演者：森野　勝太郎（滋賀医科大
学）

演者：中里　雅光（宮崎大学）

JASSOシンポジウム15(15:40-
17:10)

テーマ：肥満2型糖尿病における
栄養療法を考える

座長：石垣　泰（岩手医科大学)
座長：窪田　直人(東京大学)
演者：窪田　直人（東京大学）

演者：福井　道明（京都府立医科
大学）

演者：葛谷　雅文（名古屋大学）
演者：宇都宮　一典（東京慈恵会

医科大学）
演者：吉川　絵梨（四谷メディカ

ルキューブ）

JSTOパネルディスカッション
2(14:00-15:30)

テーマ：術前減量不良例に対す
る減量手術のタイミング

座長：加野　将之（千葉大学）
座長：篠原　尚（兵庫医科大学）
演者：北浜　誠一（千船病院）

演者：林　秀樹(千葉大学)
演者：會津　恵司（春日井市民病

院）
演者：倉橋　康典（兵庫医科大

学）
演者：山口　剛（滋賀医科大学）
演者：梅邑　晃（岩手医科大学）

14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

14:00 合同特別企画1(14:00-15:30)
シナジーケースカンファレンス
「この高度肥満症例、内科治

療？外科治療？」
第1部：クイズ形式の症例検討

座長：齋木　厚人（東邦大学医療
センター佐倉病院）

座長：関　洋介（四谷メディカル
キューブ）

演者：辻野　元祥（東京都立多摩
総合医療センター）

演者：朴木　久恵（富山大学）
演者：高橋　一久（関西医科大

学）
コメンテーター：辻野　元祥（東京

都立多摩総合医療センター）
コメンテーター長：笠間　和典（四

谷メディカルキューブ）

JASSOシンポジウム11(14:00-
15:30)

テーマ：中枢を介した代謝の制
御　～肥満症解明の新機軸～
座長：箕越　靖彦（生理学研究

所）
座長：片桐　秀樹（東北大学）
演者：岩崎　有作（京都府立大

学）
演者：戸田　知得（北海道大学）
演者：近藤　邦生（生理学研究

所）
演者：川名　洋平（東北大学）

演者：中村　和弘（名古屋大学）

JASSOシンポジウム12(14:00-
15:30)

テーマ：サルコペニア肥満の病態
と治療戦略 Up to Date

座長：石井　好二郎（同志社大
学）

座長：荒井　秀典（国立長寿医療
研究センター）

演者：日下部　徹（京都医療セン
ター）

演者：染谷　由希（順天堂大学）
演者：山田　実（筑波大学）

演者：高尾　奈那（関西医科大
学）

JASSOシンポジウム13(14:00-
15:30)

テーマ：肥満症の薬物療法の新
展開

座長：宮崎　滋（公益財団法人
結核予防会）

座長：細田　公則（国立循環器病
研究センター）

演者：Brian Patrick Finan
（Novonordisk）

演者：Robert J.Heine（Eli Lilly &
Comp）

演者：上野　浩晶（宮崎大学）
演者：大野　晴也（広島大学）

演者：田中　智洋（名古屋市立大
学）

合同シンポジウム5(14:00-15:30)
テーマ：肥満症治療の多様なア
プローチ～若手研究者の新たな

発想～
座長：藤坂　志帆（富山大学）
座長：黒瀬　聖司（関西医科大

学）
演者：小塚　智沙代（理化学研究

所）
演者：中村　勇斗（大阪大学）
演者：清水　逸平（新潟大学）

演者：川田　裕樹（國學院大学）
演者：宮崎　亮(島根大学)

演者：日高　なぎさ（大阪産業大
学）

13:00 13:00

JSTO招聘講演（13:10-13:50）
テーマ：Bariatric surgery:Who

should we operate on?
座長：松原　久裕（千葉大学）

演者：Lilian Kow（IFSO/Adelaide
Bariatric Centre）

JASSO特別講演（13:10-13:50）
テーマ：時間栄養学

座長：戸邉　一之(富山大学)
演者：柴田　重信（早稲田大学）

13:30 13:30

12:00 12:00

ランチョンセミナー7（12:10-13:00）
テーマ：2型糖尿病治療戦略と

SGLT2阻害薬
座長：門脇　孝先生（虎の門病院）
演者：前川　聡先生（滋賀医科大

学）
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

ランチョンセミナー8（12:10-13:00）
テーマ：今、メトホルミンをどう捉える
のか―新規な作用メカニズムも踏ま

えて―
座長：松澤　佑次（住友病院）
演者：小川　渉（神戸大学）

共催：大日本住友製薬株式会社

ランチョンセミナー9（12:10-13:00）
テーマ：糖尿病性腎臓病―新たな

光―
座長：中里　雅光（宮崎大学）

演者：久米　真司（滋賀医科大学）
共催：大正製薬株式会社

ランチョンセミナー10（12:10-13:00）
テーマ：Obesity is a disease – The

Science behind Obesity
座長：下村　伊一郎（大阪大学）
演者：Samantha Hocking （The

University of Sydney)
共催：ノボノルディスクファーマ株式

会社

ランチョンセミナー11（12:10-13:00）
テーマ：共通理念に根ざした2型糖
尿病に対する個別化アプローチの

実
座長：薄井　勲（独協医科大学）
演者：駒津　光久（信州大学）

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー12（12:10-13:00）
テーマ：調整中
座長：調整中
演者：調整中

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社

12:30 12:30

11:00

JSTO総会・表彰式・学会賞・川
村賞授賞式　受賞講演（11:00-

12:00)
座長：龍野　一郎（東邦大学医療

センター佐倉病院）
演者：学会賞　白井　厚治（東邦

大学名誉教授）
演者：川村賞　佐々木　章（岩手

医科大学）

JASSOシナジーアワード受賞講
演（11:00-12:00)

座長：浅原　哲子（京都医療セン
ター）

座長：海老原　健（自治医科大
学）

11:00

11:30 11:30

10:00 10:00

JSTO会長講演（10:10-10:35）
テーマ：

座長：岡住　慎一（東邦大学医療セン
ター佐倉病院）

演者：木村　穣（関西医科大学）10:30 10:30

JSTO理事長講演(10:35-11:00)
テーマ：New Normalと日本肥満症治療学会

座長：白井　厚治（誠仁会みはま病院）
演者：龍野　一郎（東邦大学医療センター

佐倉病院）

8:00 8:00

8:30 合同シンポジウム3(8:30-10:00)
テーマ：日本人の肥満2型糖尿病
患者に対する減量・代謝改善手
術に関する日本糖尿病学会・日
本肥満学会・日本肥満症治療学
会合同コンセンサスステートメン

ト
座長：稲垣　暢也（京都大学）
座長：小川　渉（神戸大学）

演者：佐々木　章（岩手医科大
学）

演者：石垣　泰（岩手医科大学）
演者：内藤　剛（北里大学）

コメンテーター：門脇　孝(虎の門
病院)、植木　浩二郎（国立国際
医療研究センター研究所）、龍野
一郎（東邦大学医療センター佐

倉病院）

JASSOシンポジウム9(8:30-
10:00)

テーマ：脂肪細胞+炎症
座長：下村　伊一郎（大阪大学）
座長：薄井　勲（独協医科大学）

演者：角　朝信（富山大学）
演者：永島　秀一（自治医科大

学）
演者：窪田　哲也（朝日生命成人

病研究所）
演者：喜多　俊文（大阪大学）

演者：池田　宏二（京都府立医科
大学）

演者：米代　武司（東京大学）

JASSOシンポジウム10(8:30-
10:00)

テーマ：地域文化に根ざした栄養
指導と運動療法

座長：幣　憲一郎（京都大学）
座長：勝川　史憲（慶應義塾大

学）
演者：小師　優子（新潟大学）
演者：中田　由夫（筑波大学）
演者：幣　憲一郎（京都大学）
演者：甲村　亮二（富山大学）
演者：山川　 房江（琉球大学）

JSTO優秀演題セッション(8:30-
10:00)

座長：太田　正之（大分大学）
座長：矢永　勝彦（国際医療福祉

大学）
審査員：岡住　慎一（東邦大学医

療センター佐倉病院）
審査員：宮崎　安弘（大阪急性

期・総合医療センター）
審査員：伊藤　裕（慶應義塾大

学）

合同シンポジウム4(8:30-10:00)
テーマ：IoT、AIを活用したメタボ・

肥満症治療
座長：横手　幸太郎（千葉大学）
座長：木村　穣（関西医科大学）
演者：横尾　英孝（千葉大学）

演者：尾上　剛史（名古屋大学）
演者：藤﨑　淳矢（コガソフトウェ

ア株式会社）
演者：相澤　清晴（東京大学）

JSTOシンポジウム3(8:30-10:00)
テーマ：肥満外科治療の立ち上

げと諸問題（案）
座長：笠間　和典（四谷メディカ

ルキューブ）
座長：前田　和久（北千里前田ク

リニック）
演者：橋本　健吉（九州医療セン

ター）
演者：齊藤　卓也（愛知医科大

学）
演者：稲嶺　進（大浜第一病院）
演者：瀧口　修司（名古屋市立大

学）
演者：細田　公則（国立循環器病

センター）

8:30

9:00 9:00

9:30 9:30


