NPO法人血液情報広場・つばさフォーラム in 大阪

血液がん
日 時 2015年

〜より良い治療とより良い治癒〜

11 月 28日（土） 13時〜17時

（骨髄系疾患の方々の受付開始
リンパ系疾患の方々の受付開始13時20分〜13時50分）
（骨髄系疾患の方々の受付開始：
：12時20分〜12時50分、
12時20分〜12時50分、
リンパ系疾患の方々の受付開始13時20分〜13時50分）

会場

TKPガーデンシティ大阪梅田

参加費（資料代）
1人 1,000 円

（06-4400-5263）

協賛
NPO法人日本臨床研究支援ユニッ
（JCRSU）
、
協賛 NPO法人白血病基金研究基金を育てる会、
NPO法人白血病基金研究基金を育てる会、
NPO法人日本臨床研究支援ユニット
ト
（JCRSU）
、
JCRSU
・
JPOP事務局
JCRSU・JPOP事務局
対象
骨髄異形性症候群
急性骨髄性白血病
対象 骨髄系腫瘍
骨髄系腫瘍‐
‐慢性骨髄性腫瘍
慢性骨髄性腫瘍・
・CML、
CML、
骨髄異形性症候群・
・MDS、
MDS、
急性骨髄性白血病・
・AML、
AML、
骨髄性腫瘍
骨髄線維症、
本態性血小板血症等）
骨髄性腫瘍・
・MPN
MPN（真性多血症、
（真性多血症、
骨髄線維症、
本態性血小板血症等）
リンパ系腫瘍
悪性リンパ腫
ホジキンリンパ腫等）
、
慢性リンパ性腫瘍
リンパ系腫瘍‐
‐多発性骨髄腫
多発性骨髄腫・
・MM、
MM、
悪性リンパ腫・
・ML
ML（非ホジキンリンパ腫、
（非ホジキンリンパ腫、
ホジキンリンパ腫等）
、
慢性リンパ性腫瘍・
・CLL、
CLL、
急性リンパ性白血病
成人T細胞性白血病
急性リンパ性白血病・
・ALL、
ALL、
成人T細胞性白血病・
・ATL
ATL

血液のがんは、病気本体も治療法も複雑でわかりにくくまた治療期間が長い疾患です。ぜひ基本から理解を深めましょう。今回は大きく骨
髄性腫瘍とリンパ性腫瘍に分けて学びます。また、治療をしながらもより良い暮らしを送るために、
『口腔ケアや副作用との付き合い方』
を全
体会（2）で、参加者全員で学びましょう。
さらに今回は個別相談を受け付けます（裏面ご参照）ので、講師の先生方に直接ご相談なさりたい方はお申し込みください。
このフォーラムをぜひ疑問・不安「解決の1日」としてください。

座長 近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科

松村 到 先生

総合司会

NPO 法人血液情報広場・つばさ理事長

橋本 明子

Ⅰ 全体会（１） 骨髄系腫瘍 基礎知識 13時〜
造血の基本と、骨髄性の血液がんはそれぞれ造血のどの過程でがん化するか、まで含めて、造血と骨髄性腫瘍（分科会で扱う疾患）につ
いてお聴きします。
講師 大阪市立大学医学部附属病院 血液内科・造血細胞移植科 日野 雅之 先生

分科会Ⅰ 疾患別Q&A分科会 −2分科会同時進行−

日野先生のお話後にそれぞれの疾患に分かれて

◎骨髄性腫瘍（骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病）

講師

近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科 森田 泰慶 先生

◎慢性骨髄性白血病

講師

大阪府立成人病センター 血液・化学療法科 石川

淳 先生

全体会（2） 暮らながらのより良い血液がん闘病について知識を得よう 14時半〜
◎治療継続中の口腔ケア
近年は、患者さんの口腔内がほんとうに綺麗なまま治療が進みます。口腔ケアは治療中の気分も左右しますし、その対処法は家族にとって
も参考にしたい事です。
講師 近畿大学医学部附属病院 歯科・口腔外科学 中原 寛和 先生

◎治療副作用との付き合い方
「これは副作用なのか？疾患から来る不調か？」など迷ったときどう判断するか。
しびれなどの不具合などの対処は？
近畿大学医学部附属病院 看護部

慎

玉姫 さん

全体会（３） リンパ系腫瘍 基礎知識 15時半〜
造血の基本と、リンパ系の血液がんはそれぞれ造血のどの過程でがん化するか、まで含めて、造血とリンパ性腫瘍（分科会で扱う疾患）に
ついてお聴きします。
講師 関西医科大学附属 滝井病院 血液腫瘍内科 石井 一慶 先生

分科会Ⅱ 疾患別Q&A分科会 −各分科会同時進行−
◎多発性骨髄腫

石井先生のお話後にそれぞれの疾患に分かれて
講師

（急性 , 慢性リンパ性白血病、ATL 等）
◎リンパ性腫瘍Ⅰ

◎リンパ性腫瘍Ⅱ（悪性リンパ腫＝非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫等）

大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 柴山 浩彦 先生
講師

大阪南医療センター 血液・腫瘍内科 前田 裕弘 先生
講師

府中病院 血液疾患センター 青山 泰孝 先生

※参加と退出時間は自由ですが、
「講演中」
「分科会進行中」の会場入退出はできませんのでご理解ください。
※全体会での基礎知識を聴かずに分科会だけに入室（参加）はできません。全体会に間に合うように受付を済ませてください。
リンパ系）
を学びましょう。
※ご自分の疾患系統（骨髄系、
をご承知おきになり、疾患系統の基礎知識・分科会・暮らしと対応知識（口腔ケア、副作用対策）
※前半（骨髄系）進行中にリンパ性腫瘍の患者さん、後半（リンパ系）進行中には骨髄性腫瘍の患者さん、の個別相談を行います。個別相談の申し込み方法は裏面をご参照ください。

ブリストル・マイヤーズ株式会社、協和発酵キリン株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、ヤンセンファーマ株式会社、日本新薬株式会社、セルジーン株式会社、中外製薬株式会社、
株式会社ヤクルト本社、富士フィルムRI ファーマ株式会社、スペクトラム・ファーマシューティカルズ合同会社、
ファーマシューティカルズ合同会社 富士製薬工業株式会社、マーシュフィールド株式会社

事前に血液がんの治療についてのご相談を受け付けます。詳細は裏面に

主催（総合連絡先） NPO法人血液情報広場・つばさ 03-3207-8503（祝祭日を除く月〜金・12時〜17時）

後 援： 公益財団法人 日本骨髄バンク

つばさ大阪フォーラム2015

FAX : 03-6457-6804
参加を申し込みます
記 入欄
ふりがな
お名前

他に

人

〒
ご住所

お電話番号 （

患者さん
の年齢

疾患名

）

ー

才

性別

男 ／ 女

当日、主に聴きたいことを是非お知らせください。ご講演に反映していただきます。
（気になっている副作用、疾患についての不明点、治療後の妊娠、など何でも）

※個人情報保持の為、病院名、医師名など書かないでください。また、本状以外に質問や治療の経緯などを送らないでください。

※ご記入いただいた事は開催後に全て廃棄します（個人情報は保護されます）ので、どうぞご安心ください。

以下は、個別相談申し込み用紙の請求票です。ご希望の方はお申し込みください。リンパ系の疾患の方は13時〜14時の間
に、骨髄系の疾患の方は16時〜17時の間に、＜講師の先生：患者さんとご家族＞の面談で相談対応いただきます。
※但し講師の指名は原則できませんので、ご了承ください。

○FAXで送ってください。

個別相談を希望します。申し込み用紙を
FAX番号
FAX宛名

または
○郵送で送ってください。

住所（参加申し込みと同じでも、再度明記。住所枝番、部屋番号まで）
〒
電話番号

これは個別相談申し込み用紙ではありませんので、ご注意ください。

会場案内図
TKP ガーデンシティ大阪梅田
住所：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-4-21
TEL：06-4400-5263
●JR 大阪環状線 大阪駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 0 秒
●阪急京都本線 梅田駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 30 秒
●阪急神戸本線 梅田駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 30 秒
●阪急宝塚本線 梅田駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 30 秒
●阪神本線 梅田駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 0 秒
●大阪市営四つ橋線 西梅田駅 地下街 6-2 番出口 徒歩 2 分
●JR 大阪環状線 福島駅 出口 徒歩 5 分
●阪神本線 福島駅 出口 徒歩 5 分
●JR 東西線 新福島駅 1 号出入口 徒歩 5 分

TKPガーデンシティ
大阪梅田

