
第46回  近畿川崎病研究会

	 日時：2022 年 3月 5日（土）　13：00～ 18：10

	 会場：Web 開催（現地開催はありません）

	 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）

共催
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お知らせとお願い

1．ご参加の方へ

（1） 本研究会の HP（www.kinki-kawasaki.jp/）より参加登録をお願いします。参加費は 1,000円です。
 ご登録後、事務局より参加費払込票をお送りしますので、参加費のお振込をお願いします。参加
費の振込が確認できた時点で登録完了です。

 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）
（2） 登録完了の方に、研究会の 2～ 3日前までに視聴 URLをメールでお送りします。
（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．ご講演の方へ

（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。



【開会の挨拶】 13：00  ～  13：05
　　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）

【一般演題】 13：05  ～  14：15
　　座長　　三谷  義英（三重大学医学部附属病院  周産母子センター）
　　　　　　山本  英一（愛媛県立中央病院  小児科）

　1．Calcified	nodule を伴った川崎病冠動脈病変に対してRotablator および
	 drug-coated	balloon による stent-less	PCI を施行した一例
 京都第一赤十字病院 心臓センター  循環器内科
 　　白石　淳

　2．妊娠中に心室性不整脈が増悪した川崎病心筋梗塞既往合併妊娠の一例
 国立循環器病研究センター  産婦人科 1）

 国立循環器病研究センター  小児循環器内科 2）

 　　手向麻衣 1）、柿ヶ野藍子 1）、神谷千津子 1）、吉松　淳 1）、津田悦子 2）

　3．乳児川崎病に対して治療を行ったものの、冠動脈拡張を残した 1例
 和泉市立総合医療センター  小児科
 　　秦　直樹、赤井結衣、上角亮介、山本なぎさ、澤田　智、坂東賢二、村上城子

　4．ガンマグロブリン未投与で巨大瘤を合併した乳児川崎病の 2例
 和歌山県立医科大学  小児科 1）

 ひだか病院  小児科 2）

 公立那賀病院  小児科 3）

 　　伊藤恭平 1）、村山友梨 1）、土橋智弥 1）、鈴木崇之 1）、垣本信幸 1）、末永智浩 1）、
 　　和田卓三 2）、津野嘉伸 2）、竹腰信人 3）、山家宏宣 3）

　5．2か月の経過で急性心筋梗塞を発症した川崎病巨大冠動脈瘤の幼児例
 近畿大学医学部  小児科学教室 1）

 近畿大学医学部  心臓血管外科学教室 2）

 大阪母子医療センター  小児循環器科 3）

 　　草野信義 1）、益海英樹 1）、西　孝輔 1）、上嶋和史 1）、高田のり 1）、丸谷　怜 1）、
 　　稲村　昇 1）、西野貴子 2）、萱谷　太 3）

　6．3rd	line 治療を要する川崎病患者のリスクと冠動脈予後の検討
 広島市立広島市民病院  循環器小児科
 　　上桝仁志、中川直美、岡本健吾、福嶋遥佑、片岡功一、鎌田政博

　7．令和２—４年度 AMED難治性疾患実用化研究事業
	 「川崎病冠動脈瘤発症予防のための急性期治療難治例予測診断法開発に
	 直結するエビデンス創出研究」多施設共同研究へのご協力のお願い
 研究開発代表者
 　　福岡大学西新病院  小児科　　　吉兼由佳子



事務局報告 14：20  ～  14：35
 運営委員長　津田  悦子（国立循環器病研究センター  小児循環器内科）

【特別セッション】 14：40  ～  15：10
  座長　　津田  悦子（国立循環器病研究センター  小児循環器内科）

　「横山達郎先生を偲んで」

	 篠原  徹（大阪府医師会学校医部会  心臓疾患対策委員）

　「第13回国際川崎病シンポジウムの報告」

  池田  和幸（京都府立医科大学  小児科）

【特別講演 1】 15：15  ～  16：05
　　　　座長　　中川  直美（広島市民病院  循環器小児科）

　「COVID-19 感染症時代の川崎病診療」
 千葉大学大学院医学研究院  小児病態学  教授　　　　　　濱田  洋通  先生

【シンポジウム】 16：10  ～  17：10

「新型コロナウイルス感染症は川崎病に何を残したか？」
 座長　　末永  智浩（和歌山県立医科大学  小児科）
 　　　　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）地域における現状報告

 ① 京都
 新型コロナウイルス感染症と川崎病		～京都からの報告～
 　　京都第一赤十字病院  小児科　　　小澤誠一郎、西田眞佐志、奥村保子

 ② 大阪
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による川崎病の流行、臨床像への影響
	 ～当院における検討～
 　　箕面市立病院  小児科
 　　　平野恭悠、長谷川泰浩、山本威久、眞田裕一、石井裕代、松村知美、
 　　　榊原杏美、東　純史、木島衣理

 ③ 和歌山
 新型コロナウイルス感染症と川崎病		～和歌山からの報告～
 　　和歌山県立医科大学  小児科
 　　　垣本信幸、村山友梨、土橋智弥、鈴木崇之、末永智浩、武内　崇、鈴木啓之

 総合討論



	 2）多系統炎症性症候群（MIS-C）
 ① よく似た臨床症状を呈した川崎病ショック症候群とMultisystem	Inflammatory
	 Syndrome	in	Children の 2例
 　　京都第二赤十字病院  小児科 1）

 　　京都府立医科大学附属病院  小児科 2）

 　　　渡辺鹿乃子 1）、小林奈歩 1）、渡辺和徳 2）、生嶋　諒 1）、小西　亮 1）、齋藤多恵子 1）、
 　　　冨井敏宏 1）、福原正太 1）、東道公人 1）、森岡茂己 1）、藤井法子 1）、長村敏生 1）

 ② 新型コロナウイルスワクチン接種後に多系統炎症性症候群様の症状を呈した
	 劇症型心筋炎の小児例
 　　大阪母子医療センター  小児循環器科 1）、感染症科 2）、集中治療科 3）

 　　金沢大学  小児科 4）

 　　　山田浩平 1）、森　雅啓 1）、石井陽一郎 1）、高橋邦彦 1）、野崎昌俊 2）、竹内宗之 3）、
 　　　松田裕介 4）、和田泰三 4）、萱谷　太 1）

	 総合討論

【特別講演 2】　　17：15  ～  18：05
　　　　座長　　小垣  滋豊（大阪急性期・総合医療センター  小児科・新生児科）

　「新規川崎病識別蛋白をバイオマーカーとした非典型および
	 治療不応例川崎病診断法の臨床的応用」
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科  生涯免疫難病学講座  教授
  森　　雅亮  先生

【閉会の挨拶】　　18：05  ～ 
　　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）
　　第 47回会長　　土井  　拓（天理よろづ相談所病院）

近畿川崎病研究会
運営委員長　　津田　悦子

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　　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　　末永　智浩　　土井　　拓
　　　　　　　中川　直美　　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　　宮越　千智　　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

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

事　務　局　　　国立循環器病研究センター  小児循環器内科
　　　　　　　〒 564-8565　大阪府吹田市岸部新町 6番 1号　　　TEL  06-6170-1070
　　　　　　　E-mail: kkjim1981@kinki-kawasaki.jp　　　ホームページ http://www.kinki-kawasaki.jp/


