
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。ぜひ基本から学んで理解を深めましょう。
第2部ではそれぞれの疾患のグループにわかれての、専門医による治療法の現況（最前線）についての講演です。講演を聴いて質問が湧

けば、どんなに個人的な問題でも遠慮せず質問用紙を出し、疑問「解決の1日」としてください。寄せられた質問への応答・アドバイスを皆で共
有し、日頃の疑問や不安を解消しましょう。
第3部では、治療で元気になった元血液がん経験者さんが「私の過ごし方」をお話されます。是非とも参考にしてください。そして治療によ

る副作用ケアについて化学療法専門ナースさん、院内で移植のお話が出てからずっと寄り添うコーディネーター（HCTC）さんから、専門的な
アドバイスを聴きます。闘病生活のヒントをたくさんつかんでください。
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NPO法人血液情報広場・つばさ／造血細胞移植推進拠点病院・大阪市立大学医学部附属病院血液内科　共催フォーラム
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NPO法人血液情報広場・つばさ理事長  橋本 明子NPO法人血液情報広場・つばさ理事長  橋本 明子大阪市立大学医学部附属病院 血液内科  日野 雅之 先生大阪市立大学医学部附属病院 血液内科  日野 雅之 先生 総合司会座長

後 援： 公益財団法人 日本骨髄バンク、NPO法人白血病研究基金を育てる会

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

問い合わせ： 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）
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Ⅰ 全体会（１）  より良く学ぶためにⅠ 全体会（１）  より良く学ぶために

講師　大阪市立大学医学部附属病院 血液内科　日野 雅之 先生
◎血液がんとは～リンパ系と骨髄系の違いと治療法の現況

◎分科会司会者の紹介◎分科会司会者の紹介

Ⅱ 疾患別Q&A分科会  －各分科会同時進行－Ⅱ 疾患別Q&A分科会  －各分科会同時進行－ ※分科会司会者は各疾患々者会などから

◎骨髄性腫瘍（骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病） 講師　大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科　柴山 浩彦 先生

◎慢性骨髄性白血病・MPN（真性多血症、骨髄線維症、本態性血小板血症等）
講師　近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科　松村 到 先生

◎多発性骨髄腫 講師　大阪府済生会中津病院 血液内科　太田 健介 先生

◎リンパ性腫瘍Ⅰ（急性、慢性リンパ性白血病、ATL・HTLV-1キャリア相談等）
講師　JR大阪鉄道病院 血液内科　高 起良 先生

◎リンパ性腫瘍Ⅱ（非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫等） 講師　朋愛病院 血液内科　寺田 芳樹 先生

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社、セルジーン株式会社、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、
日本新薬株式会社、中外製薬株式会社、ヤンセンファーマ株式会社、大日本住友製薬株式会社、富士フイルムRIファーマ株式会社、
シンバイオ製薬株式会社、富士製薬工業株式会社、ファイザー株式会社、ムンディファーマ株式会社、マーシュフィールド株式会社
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Ⅲ 全体会（2）  －暮らながらの血液がん闘病について情報を得ようⅢ 全体会（2）  －暮らながらの血液がん闘病について情報を得よう
◎私の過ごし方

◎闘病や通院を支える様々なセクション

治療経験者の方々（お2人）私はこうして、血液がんを乗り越えて来ました

（同時進行で個別相談会があります※裏面）

・通院での化学療法と暮らし
外来化学療法室で行なわれている化学療法の実際と治療中（自宅で問題が起き
た場合も含めて）のトラブル対処法などについて、アドバイスをお聴きします。

講  師　 大阪市立大学医学部附属病院 化学療法センター　　
がん化学療法看護認定看護師　岩見 明子 さん

・造血幹細胞移植コーディネーター（HCTC）の役割
骨髄バンク・ドナー、家族ドナーから。移植にもいろいろありますが、闘病開始か
ら関与して患者さんと家族を支えます。

講  師　　 大阪市立大学附属病院 HCTC
梅本 由香里さん

協力　血液疾患患者・家族の会 HIKARI会協力　血液疾患患者・家族の会 HIKARI会協力　血液疾患患者・家族の会 HIKARI会協力　血液疾患患者・家族の会 HIKARI会

参加費：お1人1,000円
※どなたでも参加いただけます。
※つばさ正会員、学生は無料です。
※参加申し込みが必要です（裏面）
※個別相談を受け付けます
　（申し込み方法・裏面）



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）

※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。

※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。

お住まいの
地　域

（　　　）　　　　ー

お名前

記入欄

他に　　　　　　人

お電話番号

病　名 患者さん
の年齢 才 男 ／ 女 □ 一般参加

※都道府県市区まで

つばさフォーラム in 大阪 2016

FAX : 03-3203-2570
参加を申し込みます

性別

ふりがな

お電話での申し込みですのでご留意ください（FAXやメールでの個別相談受付はありません）
　受付期間　　11月1日（火）～21日（火）　03－3207－8503（つばさ事務局　祝日除く月～金　12時～17時）
※個別相談のためだけにご参加いただくことはできません（全体会1、分科会で学習いただいてから相談となります）
※ただ相談対応時間の関係上、全体会2をゆっくり聴講いただくのは無理ですのでご了承ください。
※個別相談料が必要ですのでご了解ください。（お1人でもご家族でも）1,000円です。

個別相談申し込み方法
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入口入口入口
土曜日のため入り口は
一か所です

会場案内図／大阪市立大学医学研究科 /医学部学舎
住所：〒545-8585　大阪市阿倍野区旭町1-4-3

①あべのルシアスに有料駐車場（320台収容）あります
②天王寺駅（JR、地下鉄、近鉄）より地下通路にてあべのルシアスまで徒歩10分の経路が便利です
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