第 27 回九州山口小児血液・免疫・腫瘍研究会 ご案内（第一報）
（共同開催：第 51 回九州地区小児固形悪性腫瘍研究会/
小児造血幹細胞移植セミナー九州 2022）
第 27 回九州山口小児血液・免疫・腫瘍研究会/第 51 回九州地区小児固形悪性腫瘍研究会/小児造血幹細
胞移植セミナー九州 2022 合同会議についてご通知します。
参加のために事前登録が必要です（事前参加登録及び決済期間 2022 年 1 月 8 日（土）9 時まで）
。

http://conks.jp/27kyuyama_skms/index.html
注１）本研究会への参加で、日本小児血液・がん学会専門医制度資格認定研修単位（認定番号 176029）
4 単位および小児科専門医制度更新単位 1 単位（承認番号 2110-B-030・小児科領域講習）を取得
する事が出来ます。出欠の管理に関する注意点は第二報以降でアナウンスします。
注２） 研究会への参加費は 1,000 円です。参加費をお支払された方のみ視聴用ページの ID とパスワー
ドをお知らせいたします。
注３） Web 開催によるプライバシー保護のため、参加申込時に個人情報保護についてご誓約を頂いて
おります。
「学会参加に伴う個人情報保護について、患者が特定されたり，患者の個人情報が関係者以外の
者に知られたりすることがないように配慮する。撮影・録音の禁止に同意する。
」
上記をご誓約いただける方のみ、学会参加を可とさせていただきます。
（web 学会へのログイン
をもってご同意とさせていただきます）

2022 年 1 月 8 日（土）9:25～16:45 担当：阿南正/古賀友紀

9：25

opening remarks

中村公俊
（第 27 回研究会会長 熊本大学大学院生命科学研究部小児科学講座 教授）

9：30

血液腫瘍（座長 佐賀大学小児科 西 真範）
久留米大学小児科 満尾美穂
クローン病加療中に T 細胞性急性リンパ性白血病を発症した 17 歳男児
久留米大学小児科 島田 翔
軽度の反復性喀血を契機に診断された特発性肺へモジデローシスの 14 歳女児の 1 例

9：50

固形腫瘍①（座長 九州大学小児外科 武本淳吉）
鹿児島大学小児外科 大西 峻
精索静脈瘤を契機に診断された Renal Cell Carcinoma の 1 例
九州大学小児外科 寺田真紀子
モザイク型 18 トリソミーに合併した肝芽腫の 1 例

10：10 固形腫瘍②（座長 九州大学小児科 大場詩子）
鹿児島大学小児科 松石登志哉

FDG-PET/CT が診断に有用であった悪性末梢神経鞘腫の 15 歳男子例
久留米大学小児科 小竹 由
胎児期に副腎腫瘤を指摘され生後 3 か月で肝多発転移した神経芽腫 4s の一例
10：30 免疫①（座長 九州大学小児科 石村匡崇）
熊本医療センター小児科 水上智之
熊本県における新生児免疫不全症スクリーニング
宮崎大学小児科 永澤 俊
造血細胞移植後に線毛機能不全症が顕在化した CFAP43 バリアントを有する RAS 関連自己
免疫性リンパ球増殖症候群様疾患
10：50 免疫②（座長 産業医科大小児科 本田裕子）
熊本医療センター小児科 山下貴大
トランジション後に定期受診が途絶え、筋肉内血腫に伴う神経障害を認めた重症血友病 A の
成人例
九州大学小児科 原田頌隆
Rhinovirus 肺炎を契機に診断され、インターフェロン α とリバビリン併用下に造血細胞移植
を行なった RAG1 欠損症
11：20 特別講演 1（座長 九州大学小児科 大賀正一）

熊本大学大学院生命科学研究部小児科学講座 教授 中村公俊
「拡大新生児スクリーニングの現状と課題」
12：40 共催セミナー（座長 鹿児島大学小児科 岡本康裕）

兵庫県立こども病院副院長 小阪嘉之先生
当院における造血幹細胞移植～SOS 対策の変遷含めて～
13：45 看護・多職種①（座長 九州大学看護部 北村佳代子）
九州大学病院小児医療センター 中村飛鳥
治療継続に難渋した自閉症スペクトラム症患児と家族への多職種の関わり
佐賀大学 中原さえ
視覚障害がある患者への内服管理におけるプレパレーションの導入
14：05 看護・多職種②（座長 第一薬科大学看護部 野田優子）
九州大学病院小児医療センター 奥野成美
終末期の患者と家族の意思を尊重した退院支援を振り返って
九州大学病院小児科外来 野田葵
終末期に自らの意思で外来での治療継続を選択した児と家族への看護
～継続治療を支援した外来看護師としての役割～
14：25 移植（座長 山口大学小児科 深野玲司）
佐賀大学小児科 納所哲也
造血幹細胞移植（HSCT）後肺障害に対して生体肺移植を施行した 1 例

産業医科大学小児科 守田弘美
再生不良性貧血と 1 型糖尿病を同時期に発症し、血縁者間骨髄移植を施行した 1 例
14：45 妊孕性（座長 大分大学小児科 末延聡一）
熊本大学小児科 興梠健作
再発 ALL の 17 歳女児に対して造血幹細胞移植前に妊孕性温存療法を行った症例
長崎大学小児科 高瀬雄介
当院における小児がん女児の妊孕性温存
15：05 合併症・その他（座長 久留米大学小児科 大園秀一）
産業医科大学小児科 宮本智成
化学療法中に可逆性の心筋障害を発症した ALL の 2 症例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児血液・腫瘍内科 稲嶺 樹
重症筋無力症を合併した卵巣腫瘍の一例
産業医科大学小児科 水城 和義
脊髄照射による食道狭窄に対して、定期的なバルーン拡張術を行っている高リスク小脳髄芽
腫の一例
15：45 特別講演 2（座長 熊本医療センター小児科 右田昌宏）

九州大学小児外科 教授 田尻達郎先生
「外科医による小児がんに対する基礎研究」
16：45 closing remarks 大賀正一（九州大学小児科 教授）

関連会議
2022 年 1 月 8 日（土）17:30～18:30
九州沖縄地域小児がん医療提供体制協議会
市民公開講座（Web 配信）
共催：九州山口小児血液・免疫・腫瘍研究会/九州地区小児固形悪性腫瘍研究会/2021 年度造血幹細胞移
植セミナー九州/公益財団法人がんの子どもを守る会九州北支部
17:30～18:30 講演：
「小児がん経験者からのメッセージ」
講師 1：17:30～17:50
石内禎子氏 九州大学病院病棟保育士
「向き合う」
講師 2：17:50～18：10
成見祐輔氏 国立がん研究センター中央病院看護師
「がんに向き合うこと～将来を思い描く～」
講師 3：18:10～18:30
中村 亮太氏 愛媛大学医学部附属病院医師
「小児がんの経験を無駄にしないために」
2022 年 1 月 5 日（水）正午までに下記サイトでお申し込みください。
https://forms.gle/grUhwbSzY7PdDGpY6

関連会議
2022 年 1 月 9 日（日） 9：00～11：30
小児血液・がんセミナーin 九州 担当：百名伸之 / 盛武 浩
以下のミーティングへの事前登録が必要です。
https://forms.gle/LKTW871tnm3EQBGi6
9：00 opening remarks 大賀正一（理事長 九州大学小児科）
9：05 固形腫瘍セッション（座長 鹿児島大学小児外科 家入里志）
一般演題
① 山口大学小児科 岡﨑咲栄
肝悪性血管周囲類上皮細胞腫瘍の 7 歳男児例
② 福岡市立こども病院小児外科 林田真
新生児副腎腫瘍の臨床経過に関する検討
③ 熊本大学小児外科・移植外科 磯野香織
肝芽腫に対する切除術式の再考：前方アプローチ＋liver hanging maneuver による右肝切除と実質温
存肝切除の有用性
教育講演 1 九州大学小児外科 川久保尚徳 先生
「小児悪性固形腫瘍における超音波ガイド下経皮的針生検」

10：25 血液腫瘍セッション（座長 宮崎大学小児科 盛武浩）
一般演題
① 琉球大学小児科 喜友名しのぶ
CML-like Ph+ALL 様の病態を呈した乳児例
② 大分大学小児科 首藤万里恵
急性骨髄性白血病を発症した CHARGE 症候群の 12 歳女児例
③ 九州大学小児科 加藤稚子
当科で経験した急性未分化型白血病（AUL）症例の検討
教育講演 2 熊本大学小児科 興梠健作先生
「ヒストン脱メチル化酵素 LSD1 の白血病細胞代謝における役割」
11：25 closing remarks 盛武 浩（担当理事 宮崎大学小児科）

