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岩手医科大学内丸メディカルセンター

肥満症外科治療センター記念式典・記念講演会

開 会 の 辞 …………………… 内丸メディカルセンター センター長	 下　沖　　　収

祝　　　辞 …………………………… 学校法人 岩手医科大学 理事長	 小　川　　　彰

祝　　　辞 ……………………………………………… 岩手医科大学 学長	 祖父江　憲　治

記 念 講 演１ ……司会　 岩手医科大学 医学部長 

いわて東北メディカル・メガバンク機構 機構長  

医歯薬総合研究所 超高磁場MRI診断・病態研究部門 教授 

  佐々木　真　理

   
肥満とコロナ 〜2つのパンデミックに立ち向かう〜

 

 　　　　　日本肥満症治療学会 理事長、千葉県立保健医療大学 学長  

    龍　野　一　郎

記 念 講 演２ ……司会　岩手医科大学 内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野 教授 

    石　垣　　　泰

   国際的視野からみた岩手医科大学内丸メディカルセンター  

肥満症外科治療センターの重要性

 　　　　　  国際肥満代謝外科連盟アジア太平洋部会 理事長 

四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター センター長 

	 	 笠　間　和　典

記 念 講 演３ ……司会　岩手医科大学 内科学講座消化器内科肝臓分野 教授  

    滝　川　康　裕

 岩手医科大学における減量・代謝改善手術の成績と 

 肥満症外科治療センターの役割	

 　　　　　  岩手医科大学 外科学講座 教授 

内丸メディカルセンター 肥満症外科治療センター センター長   

  佐々木　　　章

閉 会 の 辞  ……………………………… 岩手医科大学附属病院 病院長	 小笠原　邦　昭
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肥満とコロナ 

～２つのパンデミックに立ち向かう～

龍　野　一　郎

日本肥満症治療学会 理事長

千葉県立保健医療大学 学長

記 念 講 演 １

この度、 岩手医科大学におかれましては、 内丸メディカルセンター内に肥満症外科治療

センターを開設され、 誠に喜ばしく、 心からお祝いを申し上げます。

こ の 1 年 間　 国 内 は も と よ り、 全 世 界 で Covid-19 感 染 症 が 蔓 延 し、 「 流 行 病 

（パンデミック）」 としての新興感染症に対する我々の持つ医療・社会制度の脆弱性を改めて 

思い知らされました。 このコロナ感染症において、 重症化リスクとして、 糖尿病をはじめと 

する生活習慣病に加えて、 生活習慣病の発症に直結する肥満そのものが重大なリスクで 

あることが明らかとなり、 注目をされています。 報告によれば体格指数（BMI）30以上の肥満

では呼吸不全が 2.3 倍、 ICU 入室率が 5.0 倍、 肥満外科の対象となる BMI35 以上の 

高度肥満では死亡率が12.1倍も高いという衝撃的な数字が出されています。

もともと肥満は万病の元とされ、 生活習慣病に加えて、 最近は癌の発生にも関わっている

と言われています。 WHO によれば肥満は過去最大の 「世界の流行病（パンデミック）」 の 

一つであり、 肥満有病率は1980年から70 ヶ国で倍増し、 現在その他の国でも増加傾向に

あるようです。 日本を含めたアジアの肥満度は必ずしも高くありませんが、 軽度の肥満で 

糖尿病などの健康障害を合併しやすく、 日本ではこのような健康障害を合併した肥満や 

健康障害を起こしやすい内臓脂肪が蓄積した肥満を病気と考え、 世界に先駆けて肥満症 

と定義して早期の治療をすすめてきました。

肥満症の治療には栄養 ・ 運動 ・ 認知行動 ・ 薬物療法が基本ですが、 肥満外科手術は

高度肥満患者に対する減量のための手術として導入されたものです。 近年、 肥満2型糖尿病 

に対して体重減少効果を超えた独立した代謝改善効果が判明し、 代謝 ・ 改善手術とも 

呼ばれるようになり、 2 型糖尿病に対する新たな治療戦略として注目されています。 最近、 

日本肥満症治療学会 ・ 日本糖尿病学会 ・ 日本肥満学会の3学会は合同委員会（委員長 ：

岩手医科大学　佐々木章教授）を設け、 2型糖尿病に対する肥満外科手術のガイドラインを

定めたところです。 岩手医科大学はこれまでも肥満外科手術に対して大きな貢献を 

されてきており、 この機会に盛岡において新たに最先端医療の拠点として肥満症外科 

治療センターを開設されたことは大変意義深く、 今後の御発展を心から祈っております。
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国際的視野からみた

岩手医科大学内丸メディカルセンター

肥満症外科治療センターの重要性

笠　間　和　典

国際肥満代謝外科連盟アジア太平洋部会 理事長

四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター センター長

記 念 講 演 ２

この度は、 岩手医科大学内丸メディカルセンター　肥満症外科治療センターの御設立、 

おめでとうございます。

私は世界 72 ヵ国が加盟している国際肥満代謝外科連盟（IFSO）のアジア太平洋部会の

理事長をしており、 IFSOの理事であるため、 貴センターの国際的視野から見た役割と期待

を述べさせていただきます。

肥満外科治療は 1960 年代から始まり、 日本では 1980 年代に開腹術として行われました

が、 普及するには至りませんでした。 1994 年より腹腔鏡を用いた治療が世界的に行われる 

ようになり、 日本では2000年から腹腔鏡下手術が開始されました。 現在は世界中で年間70

万件を超える治療となり、 上部消化管では最も多い手術となっています。 日本では年間700

件ほどの手術が行われております。

佐々木章教授は、 日本での先駆者の一人であり、 2008年よりこの治療を開始されました。

日本肥満症治療学会（JSTO）がIFSOに参加している日本の学会にあたりますが、 JSTOに

おいて、 外科部会の副会長、 肥満症外科手術認定制度委員会長、肥満外科代謝手術ガイド 

ライン委員長を務められ、 今回の三学会合同コンセンサスステートメントにおいて中心を 

担い、 日本の肥満代謝外科治療の発展に大きく寄与されています。 日本、 中国、 韓国の 

東アジア三国の有志でつくった TEAMS（Three East Asia Metabolic Surgery） においても 

重要な役割を担い、 日本のみでなくアジアにおいても欠かすことのできない人材であります。

今後、 岩手医科大学　肥満症外科治療センターは、 東北における肥満症外科治療の 

拠点となることはもちろん、 アジアにおいてもこの分野をリードするセンターとなることを 

願っております。
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記 念 講 演 ３

岩手医科大学における

減量・代謝改善手術の成績と

肥満症外科治療センターの役割

佐々木　　　章

岩手医科大学 外科学講座 教授

内丸メディカルセンター 肥満症外科治療センター センター長

減量 ・ 代謝改善手術（metabolic surgery, MS）は、 体重減少と肥満2型糖尿病に対する

有効性が内科治療よりも優れていることが高いエビデンスレベルで証明され、 1921 年に 

インスリンが発見されて以来、 糖尿病治療において最も大きな変化の一つであると報告され

ている。 岩手医科大学外科では、 2008 年 6 月から高度肥満症に対して MS の一術式で 

ある腹腔鏡下スリーブ状胃切除術（LSG） を導入し、 2021 年 2 月までに LSG103 名を経験 

した。 世界の成績と同様に、 教室にけるLSGの2型糖尿病に対する寛解率（HbA1c<6.5% ・

糖尿病治療薬なし）は、術後1年84.6%、2年89.8%、3年86.7%と良好な成績が得られている。

また非アルコール性脂肪性肝炎、 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、 高血圧や高脂血症などの

肥満関連健康障害に対する成績も良好である。

第 41 回日本肥満学会 ・ 第 38 回日本肥満症治療学会合同シンポジウム（2021 年 3 月 

21 日） において、 日本肥満症治療学会 ・ 日本糖尿病学会 ・ 日本肥満学会より、 日本人　 

肥満 2 型糖尿病患者の手術適応基準に関するコンセンサスステートメントが発表された。 

肥満 2 型糖尿病に対する外科治療の適応拡大が見込まれることから、 内丸メディカル 

センターでは肥満症患者の総合的診療体制と最先端治療を目的に、 肥満症外科治療 

センターを開設する運びとなった。

肥満症、 とくに高度肥満症の治療は難渋を極め、 MS は大変有効な治療手段であるが、

その効果を引き出し持続させるためには、 安全な高度手術技能の提供、 周術期管理と長期

にわたる栄養 ・ 精神面でのサポートが重要である。 この目標達成には、関連科 ・ 部門を中心 

に多職種連携のチーム医療が求められる。 北海道・東北地区における日本肥満症治療学会

の肥満症外科手術認定施設は、 北海道大学病院、 岩手医科大学附属病院と東北大学 

病院の 3 施設であり、 当センターは、 北海道 ・ 東北地区における拠点病院としての役割を

果たしていきたい。
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岩手医科大学内丸メディカルセンター 

肥満症外科治療センターの概要

岩手医科大学 外科学講座 教授

内丸メディカルセンター 肥満症外科治療センター センター長

佐々木　章

高度肥満症に対する外科治療
保険診療で唯一施行できる腹腔鏡下スリーブ状胃切除術

手術適応は、6か月以上の内科治療によっても十分な効果が得られない
BMI35 kg/m2以上で、糖尿病、高血圧、脂質異常症、または睡眠時無呼吸
症候群のうち1つ以上を合併した患者

認定施設名 診療科名
1 岩手医科大学附属病院 外科

2 東北大学病院 胃腸外科

3 自治医科大学附属病院 消化器外科

4 千葉大学医学部附属病院 食道・胃腸外科

5 東邦大学医療センター佐倉病院 外科

6 四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター

7 東京都立多摩総合医療センター 減量・肥満・代謝外科

8 岡崎市民病院 外科

9 草津総合病院 肥満症外科治療センター

10 滋賀医科大学医学部附属病院 消化器外科

11 武田総合病院 外科

12 関西医科大学附属病院 消化器外科

13 大阪大学医学部附属病院 消化器外科

14 千船病院 減量・糖尿病外科

15 九州大学病院 先端医工学診療部

16 大分大学医学部附属病院 消化器外科

17 大浜第一病院 外科

18 北海道大学病院 消化器外科Ⅱ

19 愛媛大学医学部附属病院 消化器腫瘍外科

• チーム医療が実践され、専門的看護、
栄養指導、運動指導、精神的・心理的
サポートなどが総合的に行なえる体制が
整っている

• 肥満症外科手術件数が20件以上行われ
ている

• 肥満外科治療に専念の外科医が在籍

• 本学会データベースに手術症例の登録
を行っている

日本肥満症治療学会における肥満症外科手術認定施設と
申請資格の概要
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＊食事スケジュールは変更になる場合があります

32≦BMI＜50の場合
手術

4～6週間 術前 3週 2週 1週

自宅
1,200 kcal/日
昼フォーミュラ食

自宅または入院
1,000～1,200 kcal/日

昼フォーミュラ食

BMI≧50の場合
手術

術前 3週 2週 1週

自宅
1,200 kcal/日
昼フォーミュラ食

自宅または入院
1,000～1,200 kcal/日

昼フォーミュラ食

自宅
外来栄養指導

個別のカロリー指示

入院
1,200 kcal/日
昼フォーミュラ食

2～3週間
（BMI＜45が目標）

（BMI＜45が目標）

術前の減量プログラム

120.9

86.8 87.1

70

80

90

100

110

120

130 初診時 術後１年 ３年

43.6

31.2 31.9
30

35

40

45
初診時 術後１年 ３年

(kg) (kg/m2)
体重 BMI

岩手医科大学における
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の減量成績

- 33.8 - 11.7

岩手医科大学における
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の糖尿病寛解率

術後１年
（87名）

３年
（74名）

総体重減少率（%） 28.3 27.8

糖尿病寛解率（%）
完全寛解（HbA1c<6.0＋治療薬なし）
部分寛解（HbA1c<6.5＋治療薬なし）
完全寛解＋部分寛解

57.1
26.2
83.3

70.7
9.7
80.4

• 総体重減少率：術前体重に対する術後体重減少の割合で、術前体重の何％が術後に落ちたのかを示す

• HbA1c：過去1～2か月間の血糖値の平均を反映し、糖尿病の診断に使われる
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肥満２型糖尿病患者に対する
減量・代謝改善手術の適応基準

日本肥満症治療学会・日本糖尿病学会・日本肥満学会
コンセンサスステートメント （2021年3月21日発表）

• 受診時BMI35 kg/m2以上の2型糖尿病で、糖尿病専門医や肥満症
専門医による6か月以上の治療でもBMI35 kg/m2以上が継続する場合
には、血糖コントロールの如何に関わらず減量・代謝改善手術が
治療選択肢として推奨される。 （推奨度レベル recommendation）

• 受診時BMI32 kg/m2以上の2型糖尿病では、糖尿病専門医や肥満症
専門医による治療で、6か月以内に5%以上の体重減少が得られないか
得られても血糖コントロールが不良な場合には*、減量・代謝改善手術
を治療選択肢として検討すべきである。 * HbAIc 8.0% 以上
（推奨度レベル consideration）

体制

患者

リハビリテーション科 消化管内科

歯科医療センター

管理栄養士

外来・病棟看護師

麻酔科
外来・病棟・手術室看護師

肝臓内科

腎・高血圧内科

循環器科

脳神経内科・老年科

体制病理診断科 精神科

外科 糖尿病・代謝・内分泌内科

多職種連携のチーム医療による診療体制

岩手医科大学附属病院
との連携

外来予約（内丸メディカルセンターで完全予約制）
（ご紹介、お電話によるご相談）

外来受診（内丸メディカルセンター）
糖尿病・代謝・内分泌内科（月曜午前）または外科（水曜午前）

外来減量指導（管理栄養士）
合併疾患の評価

手術適応なし手術適応あり

手術適応の判断
（チームカンファランス）

手術適応あり

手術非適応・手術延期

岩手医大病院
入院減量・手術（2週間）

内丸メディカルセンター
術前検査入院（2日間）

内丸メディカルセンター
外来診療（検査入院を含む）

岩手医大病院 外来診療
（検査入院を含む）脂肪性肝疾患

合併なし

＊診療計画は、個々の状況により、
変更になる場合があります

減量指導（内科、管理栄養士）
他院でのフォローアップ

脂肪性肝疾患
合併あり

肥満症外科治療センターの受診について



「診療環境」の視点から
様々な医療を支援します

医 療 機 器 総 合 商 社

■本社・神奈川営業所 〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台7-19-19 TEL：042-749-3021

■東京営業所・事業部 〒171-0033 東京都豊島区高田3-21-2ユニハイト東京ビルTEL：03-6344-3735

■盛岡営業所 〒020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原50-8 TEL：019-681-2735／FAX：019-681-2739

■秋田営業所 〒010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼90-1 TEL：018-884-3226／FAX：018-836-6271

HP：http://www.uni-hite.co.jp

肥満症外科治療センター 記念式典・記念講演会　広告 【1】 肥満症外科治療センター 記念式典・記念講演会　広告 【2】



「診療環境」の視点から
様々な医療を支援します

医 療 機 器 総 合 商 社

■本社・神奈川営業所 〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台7-19-19 TEL：042-749-3021

■東京営業所・事業部 〒171-0033 東京都豊島区高田3-21-2ユニハイト東京ビルTEL：03-6344-3735

■盛岡営業所 〒020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原50-8 TEL：019-681-2735／FAX：019-681-2739

■秋田営業所 〒010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼90-1 TEL：018-884-3226／FAX：018-836-6271

HP：http://www.uni-hite.co.jp
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https://www.taiho.co.jp

抗がん剤の研究開発に取り組んで半世紀

世界のがん治療に貢献したい

これからも

あなたの笑顔がうれしい

B5-1/2 広告枠付き（枠サイズ 152×108mm）レイアウト 1
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Covidien Japan_LigaSure Nano_Coating
size: B5×1c

LigaSure™ は、
一歩先へ
Nano-Coated Jawは、
シーリング後の組織とアゴ内部のくっつきを抑えます。

販売名：ForceTriadエネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
クラス：Ⅲ
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さんりく営業所

矢巾営業所 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番12号

さんりく営業所

矢巾営業所 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番12号



岩手医科大学内丸メディカルセンター
肥満症外科治療センター

記念式典・記念講演会

岩手医科大学内丸メディカルセンター

日時　2021年 4月3日㈯ 13：00～14：30 

会場　ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING


