
（２Ｆカンファレンスルーム） （２Ｆカンファレンスルーム） 「ウィズ」　八乙女 （第２会議室）

講師/外科　加藤　一郎

「ウィズ」　八乙女 （第１会議室） （第１会議室） （第３研修室）

（２Ｆカンファレンスルーム） （第１研修室） （第一研修室） （第１会議室） （第３研修室）

（２Ｆカンファレンスルーム） 富ケ丘公民館　（会議室１） （２Ｆカンファレンスルーム） （第三会議室） （会議室１）

（２Ｆカンファレンスルーム）

仙台徳洲会病院 南光台市民センター 富ケ丘公民館

講師/消化器内科　医師

　心臓病は
　運動で予防できる！

仙台徳洲会病院

講師/理学療法士　松川 友久

　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時～

逆流性食道炎

講師/副院長　福本　優作

日 月 火 水 木

仙台徳洲会病院 仙台徳洲会病院 みやぎ生協文化会館
　午後 ２ 時 ３０ 分～ 　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時 ３０ 分～

 動脈硬化と
　　  コレステロール

 マンモグラフィ検診のススメ
　～乳がんの
　　　　 早期発見のために～

講師/管理栄養士　菊地 千明 　　　 講師/診療放射線技師　古俣 絵美

　午後 ２ 時～

講師/院長　佐野　憲 講師/健康管理室　小松　工芽

土金

鶴ケ谷市民センター

　　 サプリメントの
　　 正しい選び方
　　 お教えいたします

日帰りでできる手術
「足の静脈瘤」

鶴ケ谷市民センター（第２会議室）

　　健康腸寿 -腸のお話諸々-

　　腸内フローラ/
　　　　マイクロバイオーム

　 講師/脳神経外科部長　高橋　智子

お口の病気あれこれ
～健康の入り口はお口から～

　見逃したくない
　　　　心筋梗塞の前兆
 　 ～ＣＴでここまでわかります～

 首の痛み手のしびれ
　　　  　  ありませんか？
　 ～後縦靭帯骨化症～

　見逃したくない
　　　　心筋梗塞の前兆
 　 ～ＣＴでここまでわかります～

頭痛のお話

富谷中央公民館 富谷中央公民館 成田公民館

講師/総長　門間　文行

みやぎ生協文化会館

　午後 ２ 時～

　　切らずに治る痔の治療

　　　　　　午後 ２ 時 ３０ 分～

　　胆のうの病気について
　午後 ２ 時～

講師/副院長　福本　優作

 こんな検査ごぞんじですか？
　～30分でわかる
　　  　  あなたの血管年齢～

　午後 ２ 時～

仙台徳洲会病院

講師/臨床検査技師　安藤 理美

講師/外科　新　みゆき

講師/神経内科　大隅　悦子

将監市民センター 富谷中央公民館 東向陽台公民館

　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時～

講師/健康管理室　小松　工芽

　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時 ３０ 分～ 　午後 ２ 時～

認知症について

講師/院長　佐野　憲

講師/外科　新　みゆき

講師/外科　加藤　一郎

　更年期からの
　　　　　女子力ＵＰ

迫りくるがんの恐怖シリーズ

「胃がん」

仙台徳洲会病院 高森市民センター
　午後 ２ 時～ 　午後 ２ 時～

　午後 ２ 時～

　　最新治療による
　　　　 　　  　 下肢静脈瘤の手術
　午後 ２ 時 ３０ 分～

　　痛くないそけいヘルニア
　　　　　　　  　  　　（脱腸）の手術

講師/助産師　油井　たき子

講師/歯科口腔外科部長　郷家 久道

日帰りでできる手術
「足の静脈瘤」
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入場無料

仙台徳洲会病院

問い合わせ ℡
医療法人 徳洲会

お申込み不要 ご質問自由
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10 11

体育の日

10/7（金）

日常生活の注意点

食事療法とは

糖尿病の原因

10/28（金）10/14（金） 10/21（金）

食事療法（バランス食）

糖尿病の薬を知ろう

糖尿病合併症（１）

食事療法（おやつの食べ方）

運動しよう

糖尿病合併症（２）

食事療法（外食のコツ）

糖尿病薬と低血糖
メタボリックシンドローム

予約が必要です

＜予約＞

健康管理室

TEL： ２１８－０５１０

＜予約時間＞

平日 １２：００ ～ １６：３０

土曜日 ８：３０ ～ １２：００

21

最新治療による

痛くないそけいヘルニア

切らずに治る痔の治療

午後 ２ 時～

下肢静脈瘤の手術
午後 ２ 時 ２０ 分～

（脱腸）の手術
午後 ２ 時 ４０ 分～

当院では、地域の皆さまの健康づくりを少しでもお手伝いできればと考え医療講演会を行っております お気軽にご参加ください 黄色の講演は、医師による講演です 裏には会場の地図を掲載しております

毎週 金 曜日 多忙な平日を

お過ごしの

女性の皆様へ
10月16日(日)
日曜日に

乳がん検査を

受けられる日です

午後１時２０分 ～ 午後３時１０分

仙台徳洲会病院 ２階カンファレンスルーム
健診センターからお知らせ糖尿病教室



青
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宮
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10月医療講演会

仙台徳洲会病院

医療法人 徳洲会

会場のご案内

富
谷
町

高森市民センター 泉区高森6-1-2

旭ヶ丘市民センター 青葉区旭ヶ丘3-25-15

みやぎ生協文化会館「ウィズ」八乙女

泉区八乙女4-2-2

東向陽台公民館 富谷町明石台1-1成田公民館 富谷町成田1-1-1 富ケ丘公民館 富谷町富ケ丘3-1-28

仙台徳洲会病院 泉区七北田字駕籠沢15

南光台市民センター 泉区南光台7-1-30 将監市民センター 泉区将監8-2-1

鶴ケ谷市民センター 宮城野区鶴ケ谷2-1-7

富谷中央公民館 富谷町富谷字西沢13

Ｈ28.9現在


