
○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12月9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11ページに掲載

������������
������������
������
	���
������������
���� ������
������������
������������
���¡¢£�¤�¥¦§
��¨©ª«¬�¡®¯�
��°±²³²´µ�¶·
��³¸�¹º»¼½��
���¾¿�ÀÁÂÁ�Ã
Ä�ÅÆÇÈÉÊËÌ�Í
��ÎÏÐÅÑ³ÒÓÍ�
�ÔÕÖ×ØÙÚ��Û
��ÇÜ�ÝÞ�°�ß�
à�áâãÙäåæ���
��çè�éêÚëìí�
��îïðñ�òÈ�óô
õ�ö�÷øù³ú«��
��Òûü³¾¿�Û��

�ý����������
������������
Ä���
	����

Ä����������
þ�������	���
��ÿ~}|ÔÕ�ú��
��� �	����
��ÿ{[�\�]^_ÿ
��`@?>=<;°�:
à/����������
������������
�.�����-,+*
������������
������������
��)('&%«¬$À#
���"Öì!¼0123
��¡¢£¤¥¦§¨�
��©ª«�45³�6
��¬®¯°±²³���
��´µ�¶�78��9
��ABÙCìDëÚ¼�
����¼EF³GHIÞ
Ä�·¸��¹��º»¼
��½¾¿ÀÁÂÃ�Ä
��ÅÆÇ�È��Jì?
��Ø�ÖÚKÕìBìí
����É¤ÊËÌ��
��LMN�OPQ�R�
��Í�¹���Î���
��STUÇ�R����
à���ÏÐÑÒ�Ó	�
����ÔÆÕºÖ×�Ó
���ØÙ���ÚK��
��ÚÛ�ÓÜÛ�ÝÞ�
õ��Û�
�ß�à��
õ�ßÒ¨á¸�â���
����²ã������

��á¸�â��²äå�
����²æ»�ç�è�
����é�êë�ì��
�����¥¦ØÙÚ�R
þ��Ûí��»���î
��ïð���ØÙÚ�R
�ßÒ¨á¸�â���
�������ñ�å�
��òó¤ôõö÷���
à���²øùúûúü÷
���ýÒ�þÿ~��
���M=���]���
��}|{[\]^_`@
��?>¤±ËÌ�|Ó	
���=<²;�ë�:á
��/ �����

��Ù.-,+�*)�
��°('�&%ë$#
����"!"01²�å
����ëê2Ú�34�
����567�§���
���89Ò�Ó	���
Ä��AB�CDEFÂG
��H�	��*R���
Ä����IJÅ��K¾
��ÿ!�¼�Á����
���òó¤ôõö��
�����ÉL�����
����LóÏÆö�#
��ÅM����R��
à��èÁ�NO����
à��PQRSN����
à��TU�������
���¼�(²øë���
��ç�þ�Ó²����
õ �����÷²���
�/À�
²�����

���²�Æç�÷²��
� ¤Æ�±F²����
�����¹��Ö�Ü�
���������ßR�
þ���#Ï�ð<�	Ü
��¯çÉ����R��
���ÝÞ����	�
��Æ�� �Æ>�
 �
�/	>6�²��Ä(
à����ï(E²���
��Ý�Ú	:��Ó�
������FÆ� H
��8��Å����²å
õ����÷��Ú��Ö
���Í���|��¥�
���3� �������
�������¡�¢£R
��å���������
�����Î��Á¤¥³
��ØÙÚ�É¥¦¦�R
����Ï�H����
����%(·Îç���
�����à�¹»���
��Ó�	��Ö��ë§
���-��§�áëÚ�
��¨©ª«�¬®¯°R
þ�����ß�±�²�
��>=ØÙÚ�¼³´�
����9Ø����ð
��]'(�������
à��:Ó§Ñ�����
��	�Ó»ë
����
�����²��§¨�ß
���¡Ö�µ¶Á·ö¸
�/îÃðÆ��ãëãë
õ�¢+£�²¤¥¦��
��?��§´����

����²æ¨ª©ª÷
���å²«<²¬®�
���?%¯F¨ª�Ã�
þ���°±�(���
þ�����¹��±²³
��´Å��°µ)��
���å²¶��ÀÖ�÷
���Æ>�·÷���
à��
�¹ý�Ó¸¹
��º÷²»¼½²ãå�
����²��Ï¾¿ÀÁ
�/��°±�(�÷�
���²?('ÂÃÄÅ÷
�¹�����·:ç��
õ¹��°±�(�²5Æ
����²¶���ï�
���ºÇÈË�É
	è
��>FÊ�G���ï
����÷�����
�¹�Ë¨Ì����Ó�
����²¶�»áÍ��
�/�å��������
Ä�Î���Ï�¹��Ð
Ä���	�¡Ö�º»
þ��>É>É¡�¡�
þ/�å��������
��ÑÒÓ^�ºÐ
��ÔÕº�¼½÷�«R
����������Á�
���§§Ö×²Ø¶�å
à.�_Ù	ë:���
àý��ÏÚÛ�ðÅ®�
à/ÜÒ�á¸�����
���å²¶�ÝÞß©÷
�¹��à�á���í�
õ ÜÒ�á¸�����
�.Ï�>¾�¿�À

�� ��� �� �

��å²æ��²
	â�
���µãÆ¤E¯F)�
��ØÙÚ�Á��ÚK¼
��Â��-9ÃÄÅÆ�
þ�ó��±�Çµ,*Á
��ÈÉ!�Ê��CËÌ
����������
�ý¡$¡$�ÆÕºäå
à�ÍæLÏ²å²�ï¤
à/Açèé²»����
��êë'(�>ìí�÷
������îï½�õ
��ðñ���òÄð<
������½��â�
��ÿÍÎ÷)ãëÏÐ&
��ÑêÑê³Ò!ÓÚ×
��óÃ�	�
����
��ô�Ä(óõ����
��ö�÷øâ��ùú
���ÝÏ�³('��
���ûü�Ô�ÕÖ×
���?�®±�	ØÙR
Ä����üü�ýÙ
����Ú��þÿ-�~
��}|NØ{ [̈ ª\
��]�^_ �¥°Ú-
��ÞÛ ÜÝÞß¸H �
�Î��`@[è�Ø:
���Ø�ßà��_ ��
���àá äCëâ �
��ãìëÚÉâ?äR�
����(Æ²:����
���?>ü���ÚK
õ.�����°å´³æ
õ�?¤Ä®^:·���
���Ã�^=��×Û�
��Ý¥�"����À

��Ã�ç�������
��èDéÚABÙCì�
à�ä�ëÚ���@�?
��êIëØÆ�ìì�í
��îïð¼ñÃ�ëÄÐ
��ÚAÉòäÆ��óô
��õÚìÉöÆ�÷ìR
���ø�ù�è�"ì�
��úû³JêìÑü��
��ýþ³<;��ÿ³~
��}Â�|{�Á\[¥
��\�]^µ]_` �
��@?Ê9Ô�\>��
��=�<;��ëÚ�
��:/.-�
�,��
��+*¸H������
��)(�'�@®�È�
à�»&�Á�\>³�6
��%�$#�ääDÖä
��"JÚA��ü!01
õ���°23¾����

��4`@Ã5_����
þ�4`@�ÏÙ@��6
�`@Ï7ÆÔ����
��`@Ï7ÆÔ����
à���ÚëÚ8�9A�
��B©ÑC5�DEF�
��GHÊ�ü�I[�R
õ�îÔÕ�Úì�ÄÐÚ
��ëÚÉÏÚì¾JK�
����4]É··[³Å
��ÿL¤ÍÇMÇç³�
�����êìí�Öì�
��,ú�ÖDëä��
Ä�»&N{ÍÂO P³
��Q�R«S\�ÅÍ�
�èÆâÚÉ�ÕòTU
��¾¥°����-Þ�
�������ó����
��èÆâÚÉ�ÕòTU
��¾¥°���/-Þ�
��4`@Ã5_����

������������
�¾�£�������
���ü�È�Õ�«��
���³�94���Ã
à���´�4]³¥\�
��Q����¬´F�

��áâãÙä	Ûá�Ö
���ä��M���{�
��î�Êë�ì��¤�
��!��� �ÉáâØÚ
���*ú³��� �
���éÉÖìD?ÙÚ�
��¦�Ç�9Ôê@�
���^��È���ÖK
���Ú9�¸�:���
�D�ÏÚAÕÖ�Ú³
���ù4��D½�ºR
��¾�£���ü�°R
à�Ã���������
���Ç�Í�����ê
õ�Þ*��������

����Ã�Ä�BÐÆÄ
þ���ÚäAØÙÚ��
����í@Ú�@Ú�
��8�§���³@Ú�
à����@�Ï7ì��
à�Õí?Ú�ÆÔëÚí
������èì�ëÚ�
�����@�Ï7ì�Ã
õ����@�Ï7ì�Ã
�����@�Ï7ì�Ã
�����@�Ï7ì�Ã
���©¡��ÕÖ¡ìí
���Õì�÷�¢£¤¥
Ä��è×ÕÖÉ�Ú÷Ú
þ�ÔÈ¦�§9¨Á©¥
�ªëÚíDÖ×�¹Ã
��«¬áêì�ÕÖì�
à��&®¯�íëÆÔ�
��¡ÆA�Ö���ÚK
� °±²\>�ééÖì
��õÐÚØÚ8����

�
�

�
�

�
�

�
�

�

足の静脈瘤・膝の痛み
足の病気の予防と最新治療

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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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～金  9：30～18：30
土=～12:00※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」が1月21日（日）に開催決定！足
の血管がぼこぼこと浮き出る「下肢静脈瘤」の最新治療
や、加齢に伴う「膝関節」の痛みの原因や治療法のお話な
ど、知って役立つ情報が満載です。申込みはお早めに。

主催／熊本リビング新聞社

1月21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

関節痛
　　　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 整形外科部長
高橋 知幹 先生

下肢静脈瘤の日帰り治療
～最新のレーザー手術について～

　健康寿命を延ばす大きなポイントは「自分の
足でしっかり歩くこと」。しかし、長い年月によ
る刺激や、そのほかの病気、ケガによってつら
い膝関節の痛みに悩んでいる人も多いのでは。
　第2部では熊本機能病院の高橋先生が、膝関
節の痛みの原因となる病気の治療法や、その発
症のメカニズムなどを詳しく教えてくれます。さ
らに、ＱＯＬを向上させる最新の「人工関節手術」
についてのお話にも注目です！

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

□ 膝の痛みに悩んでいる。
 　歩くのがおっくう…

膝関節の痛みに対する
予防と最新治療

下肢静脈瘤
　　　　の専門家

かしじょうみゃくりゅう

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。


