
横浜栄共済病院では、より多くの地域の皆様に病気や医療の知識を深め、健康増進や

疾病の早期発見・早期治療に役立てるよう出張健康セミナーを開催しています。

地域のイベント・社内研修・学校の保健教育などにどうぞご活用ください。

健康セミナー概要

注1：政治・宗教・営利目的としたグループ等からのご依頼はお受けできません。

注2：遠方の場合、お断りする場合がありますので予めご了承ください。

045-895-8387

！

お申し込み・お問い合わせ先はこちらへ

地域医療支援課

無料

【時 間】 講義：約90分（質疑含む）原則：平日の午後13～17時

【会場設備】 会場はご用意ください。講義に必要な機器はご用意可能です。

【対応地域】 栄区・港南区・戸塚区・鎌倉市（その他地域はご相談ください）

【お申し込み】

① 裏面の講演内容リストからお聞きになりたい項目をご選択ください。

② 「横浜栄共済病院 健康セミナー申込書」に必要事項をご記入の上、

開催希望日の2ヶ月前までにＦＡＸにてお申し込みください。

③ 後日、日程調整後に担当者からご連絡いたします。

【申込人数】 応相談（おおむね２０名以上）

ご参加いただいた方の感想

（70代男性） （Ｓ社人事課様）

当社としても初の試みでした

が、分かり易く、工夫をこら

した理論的な説明と具体的な

内容とで大変分かり易かった

という意見が多くみられ、有

意義なセミナーになったと思

います。

（20代女性）

広い場所で子供を遊ばせながら聞け

て良かった。

自身がアレルギーで心配でしたが、

セミナーを受けて少し心が軽くなった。

自分の今後の生き方の参考になっ

た。画像や説明がとても分かり易

く楽しかった。良い勉強になった。

（2020年4月改定）



医師による講演

番号 実施可能曜日 番号 実施可能曜日

心筋梗塞で命を落とさない為に
循環器内科

　　　　道下　一朗
木・金 レーザーはもう古い?!最新の下肢静脈瘤治療

心臓血管外科

　　　　伊藤　篤志
火・水・金

息切れは年のせい？それとも・・・
循環器内科

　　　　　岩城　卓
月・金 肺寿命の伸ばし方・それは禁煙です！

呼吸器外科

　　　　　原　祐郁
月・木

コレステロールは高い方がいいの？低い方がいいの？
循環器内科

　　　　　野末　剛
月・火 健康寿命を延ばそう ～ロコモ･サルコペニア･フレイル～

整形外科

　　　　　常田　剛
水

お腹を開けずに治す！消化管癌内視鏡治療の最前線
消化器内科

　　　　酒井　英嗣
月・火・金 指が曲がったら治る？治らない??

整形外科

　　　　坪内　英樹
金

結核・非結核性抗酸菌症について
呼吸器内科

　　　　三浦　健次
月・火・木 皮膚の病気あれこれ

皮膚科

　　　　宮川　まみ
火・水

８人に１人の病気:慢性腎臓病を知っていますか？
腎臓内科

　　　　　押川　仁
月・木 頻尿について

泌尿器科

　　　　長島　政純
水・木

高血圧はなぜこわい？
腎臓内科

　　　　　押川　仁
月・木 女性が一度は通る更年期のはなし

産婦人科

　　　　　土居　幹
火

お腹の肉つまめますか？メタボの予防について
代謝内分泌内科

　　　　山田　昌代
月～金 白内障・緑内障のはなし

眼科

　　　　曽我　直樹
月

実はありふれた病気:甲状腺のはなし
代謝内分泌内科

　　　　山田　昌代
月～金 体の健康はお口から ～歯周病と虫歯が全身に及ぼす影響～

歯科口腔外科

　　　　太田　信介
火

小児の感染症と予防接種
小児科

　　　　西尾　夏人
月・水・金 口のサイン見逃さないで ～口腔がんについて～

歯科口腔外科

　　　　太田　信介
火

みんなが持っているお尻の悩み
消化器外科

　　　　加藤　秀明
火

肝臓の状態を知るのに血液検査だけではダメだって知っていましたか？”色で肝

臓の柔らかさを知る新時代のMR検査法とは？”

放射線科

　　　　　谷　一朗
月・水・木

いまどきの手術・身近な手術 ～腹腔鏡下手術について～
消化器外科

　　　　川口　雅彦
火 性格に基づいたオーダーメイドの認知症治療

精神神経科

　　　古田　龍太郎
月

もう怖くない!? 乳がん ～シニア世代からの乳がん検診～
乳腺外科

　　　　俵矢　香苗
水・木・金 お顔のシミ、消えますよ

形成外科

　　　　醍醐　佳代
月・火

いろいろな頭痛のはなし
脳神経外科

　　　　野村　素弘
水 あなたのまぶた下がってませんか？

形成外科

　　　　醍醐　佳代
月・火

脳卒中のあれこれ
脳神経外科

　　　　野村　素弘
水 健診・人間ドックの賢い受け方

健康医学センター

　　　　山田　昌代
月～金

講演テーマ 講演テーマ



医療専門職による講演

番号 実施可能曜日 番号 実施可能曜日

医療にともなうお金のはなし 医療ソーシャルワーカー 月～金 腹部超音波検査は何を診ているの？ 臨床検査技師 月～金

放射線技師長が語る!! ～放射線検査と被ばくに関して～ 診療放射線技師 月～金 マンモグラフィーと乳腺超音波検査について 臨床検査技師 月～金

放射線検査・放射線治療について 診療放射線技師 月～金 健康医学センター・人間ドックでの検査（内容と目的） 臨床検査技師 月～金

認知症と核医学検査について 診療放射線技師 月～金 あなたの栄養足りてますか？ ～骨と筋肉のはなし～ 管理栄養士 月～金

最新CT装置について 診療放射線技師 月～金 減塩「無理、無理!!」「本当に無理？」 管理栄養士 月～金

最新MRI装置について 診療放射線技師 月～金 毎食野菜食べてますか？「おいしく簡単に野菜を食べよう」 管理栄養士 月～金

お薬の上手な使い方 薬剤師 月～金 身体は食べ物から作られる「バランス良く食べていますか？」 管理栄養士 月～金

がん治療と抗がん薬 がん認定薬剤師 月～金 満腹か腹八分目「メタボへの別れ道」 管理栄養士 月～金

ドーピングの罠 ～アスリートと薬のカンケイ～ スポーツファーマシスト 月～金 腎臓を守る食事と生活習慣病 管理栄養士 月～金

その歩き方大丈夫？ ～転倒防止対策について～ 理学療法士 月～金 育児相談会（1歳までの親子向け） 助産師 月・火・水・金

心不全患者への運動処方 理学療法士 月～金 認知症の症状と対応 認知症看護認定看護師 水・木

脳卒中とは？ ～セルフケアと運動～ 理学療法士 月～金 糖尿病は予防ができる!? ～日常生活の過ごしかた～ 糖尿病看護認定看護師 火・水・木

糖尿病について ～なぜ運動をするのか～ 理学療法士 月～金 がん予防のためにできること がん看護専門看護師 月～金

がんの後遺症のセルフケア ～リンパ浮腫について～ 作業療法士 月～金 がん患者さんの口腔ケア がん看護専門看護師 月～金

高次脳機能障害について 作業療法士 月～金 脳卒中のサインを見逃すな！ 脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護認定看護師 月～金

肩こりに効くストレッチと筋トレ 作業療法士 月～金 転ばないための体づくり ～転倒予防体操～ 脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護認定看護師 月～金

認知症を予防しよう 作業療法士 月～金 みんなで防ごう脳卒中 ～予防十ヵ条～ 脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護認定看護師 月～金

嚥下障害について ～食事介助と予防～ 言語聴覚士 月～金 脳卒中にならないために心掛けよう ～生活習慣病の話～ 脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護認定看護師 月～金

失語症について 言語聴覚士 月～金 いざという時の応急措置講座（応急措置の基本:溺水、熱中症、転落、窒息など） 集中ケア認定看護師 月～金

目で見るばいきん ～感染のはなし～ 臨床検査技師 月～金 熱中症予防と熱中症になった場合の対策 （重症化予防のため） 集中ケア認定看護師 月～金

尿の検査のお話 ～どんな検査？何がわかるの？～ 臨床検査技師 月～金 夏の脱水に関連した病気と予防 集中ケア認定看護師 月～金

HbA1ｃって何？ 血糖値との関係 今話題の血糖値スパイクなど 臨床検査技師 月～金 ストーマ（人工肛門・人工膀胱）って知ってますか？ 皮膚排泄ケア認定看護師 月・火・木・金

糖尿病合併症の検査の話 臨床検査技師 月～金 えっ!?これも床ずれ?!（じょくそうの原因と予防） 皮膚排泄ケア認定看護師 火・水・木・金

血糖測定の話 血糖を計ってみよう 臨床検査技師 月～金 尿もれ（尿失禁）の原因と予防 ～Let's トライ～尿もれ予防体操！ 皮膚排泄ケア認定看護師 火・水・木・金

細胞診のお話 臨床検査技師 月～金 便失禁の原因と予防 皮膚排泄ケア認定看護師 火・水・木・金

血液型と輸血 臨床検査技師 月～金 腎臓を守るための日常生活の注意点 透析看護認定看護師 火・木

輸血について 臨床検査技師 月～金 がんと診断された時からの「緩和ケア」 緩和ケア認定看護師 月～金

生理検査ってどんな検査？ 臨床検査技師 月～金

講演テーマ 講演テーマ


