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平成30年 10 月 医療講演 のご案内
    地域連携室

   TEL 022(372)1135

土

よくある・気になる

日 月 火 水 木 金

午後2時～  午後2時～ 午後2時～ 午後2時～

迫りくるがんの恐怖シリーズ お口の病気あれこれ CT･MRIでわかる病気 眼の不調

「 胃がん 」 ～健康の入り口はお口から～ ～こんな症状ございませんか？～ こんな原因隠れているかも

ＭＲＩが

富ヶ丘公民館 仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

講師／外科部長 講師／歯科口腔外科部長 講師／診療放射線技師長 講師／視能訓練士

認知症 加齢による目の変化 こんな事ができるんです 検査と解説 ～こんな症状ございませんか？～

画像でみる 老眼だけじゃない！！ 新しくなりました 仙台市住民健診の CT･MRIでわかる病気

午後2時～  午後2時～

午後2時～ 午後2時～ 広瀬市民センター 青葉区中央市民センター 午後2時～

講師／診療放射線技師 講師／視能訓練士 講師／外科 院長 講師／健康管理室 講師／診療放射線技師長

仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 日立システムズホール 2階 セミナー室 2階 第４会議室 ペア・パル利府

②足のむくみ、だるさの原因 認知症について 肺がんも

体育の日 ①切らずに治る「痔」の治療

～下肢静脈瘤～ 怖くない
※ひざ上まで脚が出せる服装で 午後2時～

講師／呼吸器外科部長

東向陽台公民館 中央公民館 3階 第3会議室 仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

午後2時～ 多賀城市文化センター内 午前11時～

気になるひざ下の血管のコブ ～日帰りでできる手術～

講師／外科部長 講師／神経内科

サプリメントの選び方⑥ ～日帰りでできる手術～ お薬の正しい 胆のう結石

新型栄養失調？ 足の静脈瘤 付き合い方 症状・治療・手術について

講師／健康管理室 講師／外科 院長 講師／薬剤部 部長 講師／外科 院長

 午後2時～ 午後2時30分～ 午後2時30分～

せんだいメディアテーク 大崎市役所三本木総合支所　2階研修室  午後2時～ 大郷町 フラップ大郷21

よくある・気になる

道の駅三本木やまなみ向かい 仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 「道の駅おおさと」の後ろの会場です

「膵がん」 こんな原因隠れているかも 乳がんの診断と治療

迫りくるがんの恐怖シリーズ 眼の不調 無痛の「しこり」は黄信号 逆流性食道炎

午後2時～ 午後2時～ 多賀城市文化センター内 午後2時～

午後2時30分～

講師／視能訓練士 講師／外科 院長 講師／消化器内科

ペア・パル利府 日立システムズホール 中央公民館 3階 第1会議室 日吉台公民館

体験してみませんか？ コレステロール

頚動脈エコー 動脈硬化と 口腔乾燥症について 

エコー体験シリーズ

仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 日立システムズホール 仙台徳洲会病院　2階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

 午後2時～  午後2時～  午後2時～

10/5
日常生活の注意点

10/12
食事療法（バランス食）

10/19
食事療法（おやつの食べ方）

10/26
糖尿病薬と低血糖

（金）
メタボリックシンドローム

午後1時20分～午後3時10分 2階カンファレンスルームにて

食事療法とは 糖尿病の薬を知ろう 運動しよう。（フットケア） 食事療法（外食のコツ）

毎週 金 曜日 仙台徳洲会病院 （金）
糖尿病の原因

（金）
糖尿病合併症（1）

鶴ケ谷市民センター 2階 第１会議室 

（金）
糖尿病合併症（2）

講師／臨床検査技師長 講師／管理栄養士 講師／歯科口腔外科部長

講師／外科部長

お申込み不要

入 場 無 料 主 催
止むを得ぬ事情により、

講師変更の場合があります

糖尿病教室のご案内

仙台徳洲会病院の

ホームページはこちらから

黄色枠は医師による

医療講演です

開場受付

講演30分前～



日吉台公民館

富谷市日吉台2-22-15

広瀬市民センター

青葉区下愛子字観音堂5番地

日立システムズホール仙台

青葉区旭ヶ丘3-27-5

青葉区中央市民センター

青葉区一番町2丁目1番4号

仙台徳洲会病院

泉区七北田字駕籠沢15

ペア・パル利府

(利府町役場・利府町民交流会館)
フラップ大郷21

黒川郡大郷町中村字北浦58-1

多賀城中央公民館

多賀城市中央2-27-1

開催会場の駐車台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関を

ご利用下さいますようお願い致します。

大崎市三本木総合支所

大崎市三本木字大豆坂24-3

利府町利府字新並松４


