
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年2月11日号 〈36Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は10ページに掲載

リビング新聞グループが運営する婚活サービス

リビングマリアージュ熊本 　　　      所要時間は約1時間程度です。
無理な勧誘はありません。 お気軽にどうぞ。

「無料相談会」を行っています
予約優先制

営業／平日＝13:00～21:00、土日祝＝11:00～20:00
　　　火曜休(祝日を除く)

住所／熊本市中央区上通町4-18 イノウエビルNo.3 4F

Tel.096（328）8008
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下
か し じ ょ う み ゃ く り ゅ う

肢静脈瘤・心
し ん き ん こ う そ く

筋梗塞・狭心症の
予防と最新治療

リビング医療セミナーを開催！

〔中央区水前寺公園28-51〕
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熊本県庁
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メガネのヨネザワ

※駐車場（有料）は限りがあるので、公共交通機関を利用してください
※定員になり次第締切。後日案内状を送付します
※個人情報は案内状送付とセミナー運営のみに使用します
※スケジュールの一部が変更になる場合があります

申込みは電話で熊本リビング新聞社へ

☎096（359）3311 月～土  9：30～18：00

※日 ･祝休み

代表者の①〒住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤参加人数 
⑥質問がある場合は内容を伝えてください

EVENT

参加無料・定員300人

「リビング医療セミナー」の申し込みを続々受付中です。
今回は気になる血管の病気「下肢静脈瘤」、「心筋梗塞・
狭心症」の専門家を招いて、予防法や最新治療など知っ
ておきたい情報が満載です。申込みはお早めに！

主催／熊本リビング新聞社

3月5日（日）

13：30～15：40　（受付開始13：00～）

会場/ホテル熊本テルサ　1階　
　　　テルサホール

　静脈弁が壊れて血液が逆流し、足首やふくら
はぎ、太ももの内側の血管がぼこぼこと浮き出る
「下肢静脈瘤」。立ち仕事をしている人や女性に
多い、身近な血管の病気です。ここ数年で格段
に治療法が進歩し、現在では痛みが少ない、レー
ザーによる日帰り治療が可能になっています。
　第１部では、熊本血管外科クリニックの宇藤院
長が下肢静脈瘤の原因や症状に合わせた治療法、
日帰り手術の流れなど、分かりやすく紹介！

第1部

下肢静脈瘤
　　　　の専門家

心筋梗塞・
狭心症の専門家

熊本血管外科クリニック

宇藤純一 院長
熊本機能病院 循環器内科
水野雄二 副院長

下肢静脈瘤の日帰り治療
～最新のレーザー手術について～

　日本人の３大死因の１つ、虚血性心臓疾患（狭
心症・心筋梗塞）。胸痛や圧迫感、最悪突然死に
もつながる恐ろしい病気です。原因は様々です
が、最近の研究で「お酒で赤くなる体質」と「喫
煙」が、狭心症や心筋梗塞のリスクを高めてい
ることが分かってきました。
　第２部では、この関係性を研究している熊本
機能病院の水野副院長が、体質別の予防法と最
新治療について講演します。

第2部

思い当たる人はぜひ参加を
□ 足の血管が浮き出て
　 ぼこぼことしている
□ 足が重い、むくむ、
　 つる…

□ お酒を飲むと、顔が
　 赤くなる

心筋梗塞・狭心症の体質別予防法と治療
～お酒で赤くなるのは要注意～

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


