
自分や家族のために、今の医療を学びませんか？

脳卒中・がんの最新治療

リビング医療セミナー

〔中央区水前寺公園28-51〕
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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、公共交通機関の利用を
※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

＊申込みは電話か、リビング熊本ホームページから！
☎096（359）3311
月～金 9：30～18：30（土＝～12:00）※日 ･祝休

代表者の①〒住所 ②氏名 ③年齢 ④性別 ⑤電話番号 
⑥参加人数 ⑦質問がある場合は内容を伝えて下さい

EVENT 参加無料
定員300人

「リビング医療セミナー」が10月14日（日）に開催決定！ 
命に関わる身近な病気「脳卒中」「がん」について、治療から
退院後まで学べる充実の内容。申込みはお早めに。

主催／熊本リビング新聞社

10月14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

日本人の死因3位と言われる「脳卒中」。発症
後に一命をとり留めても障害が残り、寝たきり
になる可能性も高い病気です。第1部では熊本
機能病院の徳永先生が、回復期リハビリテーショ
ンを中心に講演。寝たきり防止・日常生活動作
を向上するためのリハビリについて、いざという
時のために知っておきたい情報です。また脳卒中
“予防のポイント”も教えてくれるので、発症リ
スクの高い「喫煙」「高血圧」の人も注目です。

第1部

がん治療の
専門家

熊本機能病院   脳神経内科・
リハビリテーション科  部長 
徳永 誠 先生

済生会熊本病院
腫瘍内科　副部長
菊川 佳敬 先生

脳卒中の
回復期 リハビリテーション

第2部

思い当たる人はぜひ参加を
□ 自身が脳卒中・がん治療中、　 家族に治療中の人いる
□ いざという時のために　 知っておきたい！
□ 高血圧、糖尿病、喫煙を　 している　　　…など

「チーム医療」で取り組む
がん治療

脳卒中
リハビリテーション
の専門家

2 人に 1人は何らかの「がん」に罹る時代。
今は医療も進歩し、3年生存率は71.3％（国
立がん研究センター調べ）、もう不治の病では
ありません。第 2部では済生会熊本病院の菊
川先生が、病院の枠を超えた、チーム医療につ
いて紹介。外来がん治療や緩和ケアなど地域
医療機関の連携、さらに腫瘍部分だけを集中的
に照射でき、乳がんをはじめ患者さんの幅が広
がった“最新の放射線治療”も解説します。

↑スマホからの
申込みはこちら

○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）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2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

2018年9月22日号 〈32Ｐ〉 休日在宅医は3ページに掲載
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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。


