
第 45 回 近畿川崎病研究会

	 日時：2021 年 3月 6日（土）
	 　　　13：00～ 17：45

	 会場：Web 開催

	 会長：小澤		誠一郎

近畿川崎病研究会
帝人ファーマ株式会社・帝人ヘルスケア株式会社共		催

Hyogo

Kyoto
Shiga
Mie

Nara
Osaka

Wakayama



2 3

—近畿川崎病研究会—

第 45回	会長
 小澤　誠一郎

運営委員長
 鈴木　啓之

運営委員
 池田　和幸　　泉井　雅史　　井上　智弘　　内山　敬達
 江原　英治　　尾崎　智康　　小澤誠一郎　　片山　博視
 加藤　正吾　　鎌田　政博　　萱谷　　太　　河津由紀子
 城戸佐知子　　小垣　滋豊　　小林　奈歩　　坂﨑　尚徳
 白石　　淳　　津田　悦子　　土井　　拓　　成田　　淳
 馬場　志郎　　藤田　秀樹　　星野　真介　　丸谷　　怜
 三谷　義英　　美馬　隆宏　　山川　　勝　　山本　英一
 吉澤　弘行　　吉田さやか　　吉村　　健

顧	問
 尾内善四郎　　北村惣一郎　　横山　達郎

名誉会員
 上村　　茂　　川島　康生　　清澤　伸幸　　篠原　　徹
 鈴木　淳子　　濵岡　建城

事務局　　和歌山県立医科大学  小児科
 〒 641-8509 和歌山市紀三井寺 811 番地 1

 TEL 073-441-0633

 ホームページ http://www.kinki-kawasaki.jp/

 E-mail kkjim1981@kinki-kawasaki.jp
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—お知らせとお願い—

1．ご参加の方へ

（1） 開始時間は 13時です。
（2） 参加費は 1,000円です。

 なお、本会に未加入の方はご入会のほどお願いいたします。
 （年会費は 3,000円です）
（3） 本会は，日本小児循環器学会 専門医研修集会  8単位となっています。

2．演題発表について

（1） ご講演は、ご自身の PCで実施いただきます。ZOOMがインストールされて
いる PCをご用意ください。また有線 LAN回線を経由した接続を推奨いたし
ます。

（2） 一般演題 発表 6分・討論 4分
（3） ご発表データは、Windows、Macintoshともに PowerPointで作成されたものを

ご用意ください。
（4） フォントは標準搭載されているものをご使用ください。
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【開会の挨拶】　　13：00  ～  13：05
　　第 45回会長　　小澤  誠一郎（京都第一赤十字病院  小児科）

【一般演題　セッション 1】　　13：10  ～  13：50
　　座長　　城戸  佐知子（兵庫県立こども病院  循環器内科）

1．川崎病急性期に右室・右房拡大所見を認めた 1男児例
 社会医療法人愛仁会高槻病院  小児科
 　　岩田成弘、内山敬達、石森慎吾、南　宏尚

2．幼児に対する経皮的冠動脈バルーン形成術後 16年の冠動脈変化
 国立循環器病研究センター  小児循環器内科 1）

 北海道立子ども総合医療・療育センター  小児循環器内科 2）

 鳥取大学医学部  循環器内科 3）

 　　津田悦子 1）、高室基樹 2）、山本一博 3）

3．川崎病の冠動脈病変発症の直接予測法に関する研究
 箕面市立病院  小児科 1）

 大阪大学大学院  連合小児発達学研究科 2）

 旭川荘療育・医療センター  小児科 3）

 　　山本威久 1）、東　純史 1）、平野恭悠 1）、松村知美 1）、榊原杏美 1）、
 　　木島衣理 1）、下辻常介 1）、長谷川泰浩 1）、新田統昭 2）、溝口好美 3）

4．川崎病と IgA 血管炎を併発した一例
 大阪赤十字病院 1）

 大阪赤十字病院  小児科 2）

 　　木村　蓮 1）、白石　恵 2）、竹川麻衣 2）、原田太郎 2）、住本真一 2）
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【一般演題　セッション 2】　　14：00  ～  14：30
　　座長　　馬場  志郎（京都大学医学部附属病院  小児科）

5．近畿川崎病研究会における川崎病急性期治療成績に関する
	 後ろ向き観察研究
 和歌山県立医科大学  小児科 1）

 近畿川崎病研究会 2）

 自治医科大学  公衆衛生部門 3）

 　　土橋智弥 1）、池田和幸 2）、泉井雅史 2）、小林奈歩 2）、吉村　健 2）、
 　　垣本信幸 2）、北野尚美 2）、鈴木啓之 2）、関係各病院担当医師 2）、
 　　中村好一 3）

6．メトトレキサートが有効であった関節炎合併川崎病の１例
 京都府立医科大学附属病院  小児科
 　　池田和幸、竹下直樹、岡本亜希子、遠藤康裕、井上　聡、
 　　森下祐馬、河井容子、梶山　葉、中川由美、秋岡親司、
 　　細井　創

7．川崎病との関連が問題となった亜急性壊死性リンパ節炎の 1例
 広島市立広島市民病院  循環器小児科 1）

 広島市立広島市民病院  小児科 2）

 　　石口由希子 1）、鎌田政博 1）、中川直美 1）、岡本健吾 1）、川田典子 1）、
 　　片岡功一 2）

事務局報告 14：40  ～  14：55
　　運営委員長　鈴木  啓之（和歌山県立医科大学  小児科学講座）
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【川崎　富作  先生  追悼講演】　　15：00  ～  15：30
　　座長　　鈴木  啓之（和歌山県立医科大学  小児科学講座  教授）

	 「川崎富作先生を偲ぶ」
 日本川崎病研究センター  理事長 今田　義夫  先生

【シンポジウム】　　15：35  ～  16：35

「川崎病診断の手引き改訂第 6版」を考える

 司会　　鈴木  啓之（和歌山県立医科大学  小児科学講座  教授）
 　　　　小垣  滋豊（大阪急性期・総合医療センター  小児科・新生児科）

	 1）ポイント解説
	 和歌山県立医科大学		小児科学講座		教授
 　　鈴木啓之

	 2）指定発表①
	 	 川崎病診断基準改訂による診断への影響

 和歌山県立医科大学  小児科
 　　村山友梨、土橋智弥、鈴木崇之、垣本信幸、末永智浩、
 　　渋田昌一、武内　崇、鈴木啓之

	 指定発表②
	 	 不全型川崎病の検討	—新診断基準との比較も含めて—

 大阪急性期・総合医療センター  小児科
 　　林田由伽、泉本麻耶、宮崎　真、小村　檀、辻真之介、
 　　丸山朋子、根来彩子、小川加奈、西浦博史、高野智子、
 　　小垣滋豊

	 3）総合討論
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【特別講演】　　16：40  ～  17：30
　　　　座長　　小澤  誠一郎（京都第一赤十字病院  小児科）

　「病理からみる川崎病：Up	To	Date」
 東邦大学医療センター大橋病院  病理診断科  教授・
 日本川崎病学会 会長
  高橋　　啓  先生

【閉会の挨拶】　　17：35  ～  17：45
　　第 45回会長　　小澤  誠一郎（京都第一赤十字病院  小児科）
　　第 46回会長　　小垣  滋豊（大阪急性期・総合医療センター 
 小児科・新生児科）


