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　　　慢性骨髄性白血病（CML）患者・家族の会「いずみの会」
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全国6都市で

 ライブ中継！！ ）））（（（
入場無料

東京国際フォーラム
HALL B5
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1　TEL: 03-5221-9000

中継会場（6会場）へ同時にライブ中継します。
詳しくは裏面をご覧ください。

CMLステーション 検索

申込締切 2013年9/6  必着金

会場の都合上、参加申込者多数の場合は先着順とさせていただきます。
予めご了承ください。各会場先着にて、9月9日（月）以降、参加証を
お送りいたします。

「ハガキまたはFAX」もしくは「Web」からお申し込みください
裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、
切り取ってハガキとして投函するか、切り取らずに
そのままFAXでお送りください。

当日は参加証（ハガキ）を必ずお持ちください。
参加証をお持ちいただけない場合、入場をお断りすることがあります。

注

ハガキ
または
F A X

Web http://www.cmlstation.com/
郵便はがき

参加証

14:00-14:20 ��

CMLと上手くつきあうために、
今日からできること

休　憩

PROGRAM

9/22世界9/22世界 デーデー
慢 性 骨 髄 性 白 血 病

参加申込方法

Webからでも
お申し込み可能

各会場の定員数は裏面をご覧ください。

CMLとともに、自分らしく生きる

13:00-14:00 ��

第一部

14:20-15:30 ��

第二部

もっと知ろうCML
～他の患者さん・家族はどうしてる？ 最新治療は？

松村 　到 先生  近畿大学医学部 血液・膠原病内科
町 　亞聖 さん  フリーアナウンサー

司会進行

木崎 昌弘 先生  埼玉医科大学総合医療センター 血液内科
町 　亞聖 さん  フリーアナウンサー

司会進行
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東京都文京区関口1-23-6 
プラザ江戸川橋310

料金受取人払郵便

小石川局
承　　　認

8527
差出有効期限
平成26年7月
21日まで
（切手不要）
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株式会社ストリームス内
「9/22世界CMLデー 市民公開講座 
 登録事務局」 行



TKP大阪梅田ビジネスセンター 13階 
カンファレンスルーム13B大 阪

先着100名様
司 会： 石川 　淳 先生  大阪府立成人病センター 血液・化学療法科

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-4-21 TKPゲートタワービル
TEL: 06-4797-6610

TKPガーデンシティ福岡 5階 高千穂1
福 岡
先着60名様

司 会： 小川 亮介 先生  九州厚生年金病院 内科

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4番8号 
サットンホテル博多シティ内 5F 
TEL: 092-474-5145

三宮研修センター 10階 Cタイプ会議室
神 戸

先着100名様
司 会： 石川 隆之 先生 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 血液内科

〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2-12 
カサベラFR2ビル 10階
TEL: 06-4797-6610

TKP仙台カンファレンスセンター 4階 ホール4A
仙 台
先着50名様

司 会： 横山 寿行 先生  国立病院機構 仙台医療センター 血液内科

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3  ソララガーデン 
TEL: 022-217-7126

ノバルティス ファーマ株式会社 名古屋事業所
名古屋
先着80名様

司 会： 宮村 耕一 先生  名古屋第一赤十字病院 血液内科

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4番6号
三井生命名古屋ビル 7階
TEL： 052-209-5366

和歌山東急イン 3階 桃山
和歌山
先着60名様

司 会： 直川 匡晴 先生  日本赤十字社和歌山医療センター 血液内科

〒640-8232 和歌山県和歌山市南汀丁18
TEL: 073-432-0109

中継会場 （ライブ中継）

メイン会場 東 京

お問い合わせ先

参加申込書に必要事項をご記入の上、
切り取らずにそのまま送信してください。

9/22世界CMLデー 市民公開講座

FAX: 03-5227-5565

FAXでもお申し込みできます。

9/22世界CMLデー 市民公開講座 登録事務局
（株）ストリームス内　
〒112-0014 東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋310
TEL：03-5227-5563（事務局直通）　
FAX：03-5227-5565　平日9:00～17:00（土・日祝除く）

東京国際フォーラム HALL B5
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1
TEL: 03-5221-9000

  JR線

・有楽町駅日比谷口より徒歩１分
・東京駅八重洲南口より徒歩５分
 （京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）

  地下鉄

・有楽町線 有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡
・日比谷線 銀座駅A8出口より徒歩５分／日比谷駅A8出口より徒歩５分
・千代田線 二重橋前駅1番出口より徒歩５分
 日比谷駅A9-2出口より徒歩７分
・丸ノ内線 銀座駅C6出口より徒歩５分
・銀 座 線 銀座駅A8出口より徒歩７分／京橋駅5番出口より徒歩７分
・三 田 線 日比谷駅B3出口より徒歩５分

ご提供いただく情報（個人情報を含む）はノバルティス ファーマ（株）
のホームページのプライバシーポリシーに公表されている利用目的、
または法令に基づく使用目的以外で利用いたしません。この内容に
同意いただいたうえでお申し込みください。

9/22世界CMLデー
市民公開講座 参加申込書

ふりがな

氏　　名：

〒□□□-□□□□

住　　所：

FAX番号：

電話番号：

希望会場： □ 東　京　　□ 仙　台　　□ 名古屋　　□ 大　阪  
 □ 和歌山　　□ 神　戸　　□ 福　岡

同 伴 者：
※申込書1枚につき同伴者1名までとさせていただきます。予めご了承ください。

同伴者がいる方はご記入ください。

千代田線
日比谷駅

【A9-2出口】
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