
参加方法  ハイブリッド型　会場参加者用案内図（裏面）
 WEB参加用ＵＲＬ　https://www.youtube.com/c/つばさチャンネル
 ※各ご講演は約30分です。会場ご参加も視聴も、関心に応じてご参加・ご視聴ください。質疑は最後にまとめておこなわれます。
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血液疾患の特徴と治療法の基本解説を聴いて、いま抱えている不安や疑問の解決を進めましょう。「質疑応答」への質問は、参加申し込み
受付開始日から当日の講演中まで受け付けます。個人的過ぎるかな？などと遠慮せずに、質問を送ってください。
講師の先生方のアドバイスを皆で共有し、明日からのより良い闘病のために役立ててください。
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日 時  2022年6月11日（土）　13時～17時日 時  2022年6月11日（土）　13時～17時
会 場  フクラシア八重洲会 場  フクラシア八重洲

協 賛  認定NPO法人 リブ・フォー・ライフ美奈子基金（理事 跡部浩一さん）協 賛  認定NPO法人 リブ・フォー・ライフ美奈子基金（理事 跡部浩一さん）

総合
司会 NPO法人血情報広場・つばさ理事長 橋本 明子橋本 明子座 長 東京慈恵会医科大学附属病院　腫瘍・血液内科 矢野 真吾 先生矢野 真吾 先生

NPO法人血液情報広場・つばさ定例フォーラム　WEB＆会場開催NPO法人血液情報広場・つばさ定例フォーラム　WEB＆会場開催

お問い合わせ　NPO法人血液情報広場・つばさ http://tsubasa-npo.org/ 
          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

プログラム

参加費：一般の方、無料
製薬会社の方、2,000円※（裏面）
※会場ご参加は参加申し込みが必要です（裏面）
※製薬企業の方々もご参加ください（裏面）
※WEBご視聴の申し込みは不要です

Ⅰ

Ⅱ

2.リンパ性白血病（ＡＬＬ、ＣＬＬ） 講師　がん・感染症センター 東京都立駒込病院 血液内科 清水 啓明先生

1.血液がんの基本理解 講師　国家公務員共済組合連合会虎の門病院 血液内科 内田 直之先生

6.リンパ腫（非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫） 講師　国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科 伊豆津 宏二先生

5.多発性骨髄腫 講師　日本赤十字社医療センター 血液内科 石田 禎夫先生

3.骨髄性腫瘍（骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病） 講師　東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科 齋藤 健先生

4.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　順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科  高久 智生先生

○治療を経験して、そしてそれから
　＜長期フォローを受け続けて＞　9才で移植後、悩み続けた心身の不調に性腺ホルモン投与で体調がいったん好転したが 宮城 順さん
　＜「つばさ・薬剤一覧」を作成した想い＞　CML診断後も分子標的薬のおかげで仕事を平行できて、‘20年に無事退職 吉村 美恵子さん
　＜診断されたら始めよう「高額療養費や障害年金の手続き」＞　CLL診断後に社労士、‘20年にはＣＬＬの会代表に 齊藤 治夫さん

講師　国立成育医療研究センター小児がんセンター 血液腫瘍科 富澤 大輔先生
○講演「拠点病院と連携する地域の医療」　　　　　　　

「血液がんとはなにか」と「それぞれの疾患と治療の理解」　※講師のご都合で順番が入れ替わることがあります

治療から始まる長期フォロー

大原薬品工業株式会社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社、アッヴィ合同会社、ノバルティスファーマ株式会社、
協和キリン株式会社、ヤンセンファーマ株式会社、日本新薬株式会社、大塚製薬株式会社、武田薬品工業株式会社、
中外製薬株式会社、住友ファーマ株式会社、アムジェン株式会社、シンバイオ製薬株式会社、富士製薬工業株式会社、
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、ファイザー株式会社、アステラス製薬株式会社

○質疑とアドバイス　疑問や不安を解消しよう、共に考えよう
会場参加者からの質問、Onlineでの質問に講師の先生方からアドバイスをいただきます。
※メールでの質問用アドレスは、WEB参加用URLでアクセスしていただくと当日掲載されます。
質疑応答＆進行協力　跡部浩一さん/小林洋大さん（マルコテクノロジー）/田村英人さん（CML患者会「いずみ」）/

後藤千英さん（つばさ理事 ・ 妊孕性）/斉藤裕子さん（ＡＬＬ TOWN）ほか
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※製薬会社の方、領収書を用意します。是非ご一緒に聴講してください。

参加申し込み用紙

6/11　つばさ定例フォーラム

受付期間：
5月7日
    ～ 6月5日

※ご記入いただいた内容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。

※申し込み専用のアドレスです。
　件名（つばさ定例フォーラム）と明記して、以下の申し込み記入項目と同じ内容をご送信ください。
※文書等ファイルは添付しないでください。安全のため添付ファイルがあっても開封しません。
※WEBご視聴の申し込みは不要です

住所
（都道府県のみを
　ご記入ください）

お名前

記入欄

（　　　　　　）　　　　　　ー※必須→ お電話番号

参加人数

人

ふりがな

□患者 □家族 □医療関係者 □製薬関係者 
□ボランティア □つばさ正会員 □その他（　　　　　　　　　　　　　　）

立場

●質問（200字ほどでお書きください。ご講演に反映していただくか、質疑応答でお答いただきます） ※病院名、御担当の先生は書かないでください。

FAX : 03-3203-2570 Mail : forum@tsubasa-npo.org

質問

診断年月病名
患者さんの
診断時
年齢／性別

男
・
女歳年 月 日

この質問はFaxまたは郵送のこと（メール添付は不可）。郵送の場合は、コピーをお手元に残してください。
送り先：〒１６２-００４１　東京都新宿区早稲田鶴町533　早稲田大学前郵便局々留　NPO法人血液情報広場・つばさ事務局

・J R [ 東京 ] 駅  
 八重洲地下街5番出口目の前

・J R [ 東京 ] 駅
 八重洲南口より徒歩３分

・東京メトロ銀座線 [京橋 ] 駅
 7 番出口より徒歩4分

フクラシア八重洲会場案内図
住所：〒104-0028　
 東京都中央区八重洲2-4-1　
 住友不動産八重洲ビル
 （旧ユニゾ八重洲ビル）３F

NPO法人白血病研究基金を育てる会／慢性骨髄性

白血病（CML）患者・家族連絡会「いずみの会」／CLL

（慢性リンパ性白血病）患者・家族の会／骨髄増殖性

腫瘍患者・家族会MPN‐JAPAN／NPO法人骨髄バ

ンクサポート新潟／一社法人Team CML@JAPAN

／認定NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティ

アーズ／骨髄腫患者・家族の会福岡オリゾン／血液疾

患を考える患者・家族の会「リボンの会」/チーム血液

がんサバイバー/NPO法人血液患者コミュニテー「も

もの木」／院内患者会世話人連絡協議会（HosPAC）

広報・開催協力団体
いつもありがとうございます。
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