
仙台市内の医療と保健・福祉ご相談窓口

健診のススメ 骨密度検査（腰椎・大腿骨）

40～50代の女性は、骨密度チェックを！

当日予約可能・保険適用

要介護と認定された方に、医療・看護・介護・リハビリテーションなどのサービスを提供しま
す。利用形態を在宅復帰・施設待機・施設と在宅の繰り返しの利用・終末期等、利用目
的に合わせてご利用いただけます。

●サービス提供日時／
　月～金曜（祝日を除く）
　午前９時30分～午後４時
●定員／40人

◆膵臓・胆道プレミアム検診　　　　　　
●実施日・受付時間 
　木～金コース／午後3時20分受付～翌日午前11時終了
●検査項目・料金
　・MR胆管膵管画像（MRCP）、超音波内視鏡検査（EUS）、
　  血液検査／99,000円（税込）

●実施日・受付時間 
　月～金 午前10時～午後４時
●検査項目・料金
　・血糖（糖尿病）《血糖値、HbA1c》／500円（税込）
　・甲状腺ホルモン《TSH、FT3、FT4》／3,500円（税込）
　・子宮・卵巣がん《CA125》／1,500円（税込）など

◆通所リハビリテーション

主治医の意見を取り入れたケアプラン作成を行っています。居宅サービスはケアプランに
基づいてのご利用となります。お気軽にご相談ください。

●サービス提供日時／
　月～土曜（祝祭日を除く）
　午前９時15分～午後12時45分
　午後１時15分～午後４時45分
●定員／10人

◆通所介護（リハビリサロン豊齢）

●サービス提供日時／
　月～土曜（祝祭日を除く）

日帰りで、OT・PT・ST等によるリハビ
リの他、レクリエーション等の日常生
活訓練を行っています。食事の他、必
要に応じて入浴を提供します。

リハビリ特化型、短時間（３時間程
度）のデイサービスで、入浴や食事の
提供は無く、主に身体を動かし活動
性をあげることを目的にしています。

理学療法士・作業療法士・言語聴
覚士が自宅を訪問し、心身機能の維
持・改善と日常生活動作の向上に必
要なリハビリテーションを行います。

◆訪問リハビリテーション

居宅支援センター豊齢 
TEL.022-281-3190

（太白区茂庭台2-16-10）
TEL.022-281-3190

骨粗しょう症は高齢者の病気ではありません！骨密度は、40歳を過ぎ閉
経をむかえると急激に低下します。初期には自覚症状がなく、骨密度低下
に気付かないまま骨折という方も多いのです。まずは自分の骨密度を
チェックし、早めの対策が重要です。当院の検査では、骨折すると寝たき
りになりやすい、腰椎と大腿骨の骨密度を測定します。気軽に検査を受
けて、今から骨ケアを始めましょう。

当院の健診センターは安心して質の高い健診を受けていただける
施設として、日本ドック学会より「人間ドック健診施設機能評価」に
認定されております。また、病院併設の利点を生かし、受診後に精密
検査や治療が必要なときは当院でお手伝いいたします。

（宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）
TEL.022（252）1111

松田病院

ご予約・お問い合わせ／
健診センター　TEL.022-252-1255（直通） 平日午後１時～４時

泉区実沢字立田屋敷17-1　ご予約・お問い合わせは  TEL.022-378-5666㈹ まで
整形外科　受付時間／月～金曜8:30～11:30・14:00～17:00、土曜8:30～13:00　※祝日休診

◆レディースドック
●実施日・受付時間 
　火・水のいずれか　午前10時45分
●検査項目・料金
　乳がん検診　・マンモグラフィ／5,500円（税込）～
　　　　　　　・乳房超音波検査／4,400円（税込）～
　子宮がん検診／7,700円（税込）～

◆プチ健診
どなたでもご利用いただけます。（予約不要、保険証不要）※人間ドックオプション検査

全大腸内視鏡検査、肺がん検診、心臓超音波検査、動脈硬化
検査、腫瘍マーカー、骨密度検査などをご用意しております。

◆２日人間ドック
●健診コース・スケジュール
　月～火コース、水～木コース／
　　　　　　　　午前８時受付～翌日午後１時終了
　木～金コース／午後１時15分～翌日午後３時30分終了
●料金／67,100円（税込）

◆１日人間ドック
●健診スケジュール
　月～金／午前７時45分受付～午後１時30分終了
●料金／44,000円（税込）

◆脳検診（MRI・MRA）
●検査時間／約40分
●料金／22,000円（税込）

◆大腸がん検診
●検査項目・料金
　免疫学的便潜血反応検査／1,650円（税込）

茂庭台豊齢ホーム

【検診の流れ】

宮城県・仙台市　おとな救急電話相談

●相談ダイヤル／プッシュ回線：＃7119
プッシュ回線以外：TEL.022-706-7119

●相談時間／平日：午後７時～翌日午前８時
土曜：午後２時～翌日午前８時
日・祝日：午前８時～翌日午前８時（24時間）

急なケガや病気で判断に迷ったとき、受診の必要性や
対処方法などの相談に、看護師が応じています。受診
可能な医療機関の案内も行っております。

●相談ダイヤル／プッシュ回線：＃8000
プッシュ回線以外：TEL.022-212-9390

●相談時間／毎日午後７時～翌日午前８時

夜間、お子さんの急な発熱やケガで判断に迷ったとき、
看護師が受診の必要性や応急方法などの相談に応
じています。

宮城県　こども夜間安心コール

仙台市　休日・夜間診療案内

急患センター（若林区舟丁64-12）
　TEL.022-266-6561

夜間休日こども急病診療所
（太白区あすと長町1-1-1 市立病院併設）
　TEL.022-247-7035
●小児科（内科系疾患のみ）

●内科　  ●外科  ●整形外科  
●婦人科  ●眼科  ●耳鼻咽喉科

北部急患診療所（青葉区堤町1-1-2 エムズ北仙台2階）
　TEL.022-301-6611
●内科  ●外科  ●小児科（内科系疾患のみ）

診療科目によって診療時間が異なります。
右記QRコードよりホームページでご確認ください。

仙台市　医療相談窓口
市民の皆さまが安心して医療を受けることができるよ
う、医療に関する不安や心配についての相談、お近く
の医療機関の案内などを行っております。なお病気の
診断や治療に関する相談にはお答えできません。

●相談ダイヤル／
仙台市健康福祉局健康安全課  TEL.022-214-0018

●相談時間／月～金曜（開庁日に限る）
午前９時～正午、午後１時～３時（原則30分以内）

宮城県女医会　女性医療相談

●予約ダイヤル／TEL.090-7075-2525
●予約受付／平日午前９時～午後５時
●相談日時／毎月第１・３土曜 午後２時～５時
●相談場所／エル・ソーラ仙台
※都合により相談室に来られなくなった場合も、ご連絡ください。

女性の健康を心身両面からサポートすることを目的に、
女性医師による相談を受け付けています。完全予約
制ですので、電話をいただいた後、担当者から相談の
日時をお知らせいたします。なお電話相談は行っており
ません。

仙台市医師会  診療に関する相談
医師と医療を受ける患者さんとが、共同して疾病を克
服し、医師・患者間のより良い関係を築くことを目的と
して「診療に関する相談窓口」を仙台市医師会内に
設置しております。

●相談ダイヤル／TEL.022-227-1531
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タンがなければ、検査
着に着替えなくてOK

診察
専門医による
検査結果説明

仙台オープン病院　健診のご案内

【DXA（デキサ）法】〔約10分〕
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どこ
へ 

相談
する
？

Information

市 民 医 学 講 座

「市民医学講座」は、専門分野の第一人者から、分かりやすい解説と新しい
情報を聴くことができる公開講座です。毎月１回開催。各回の模様は、
ケーブルテレビ（J:COM仙台キャベツ、CAT-V）で放送します。

2021年12月10日発行（年２回 ７月・12月発行）

●健康だより
  「コロナ自粛を
言い訳に
していませんか？」

●専門医に聞きます‼
  「思春期早発症」
●コラム
  「ビタミン・ミネラルは
足りてますか？」

●政宗公に学ぶ　独眼竜健康法
  「手洗い」を推奨
●健診のススメ
  骨密度検査（腰椎・大腿骨）

本誌の複写・転載については仙台市医師会にご相談ください。
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現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
市民医学講座の開催および放送を見合わせております。
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誌名『てとてとて』は家族を含めた「患者さん」「医師」そして「行政」三者の手の強い結びつきを表しています。
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見て、知って、　　　健やかに！

今号の特集

vol.53

管理栄養士が作る

骨粗しょう症予防
「骨」を強くするレシピ

仙台市医師会のドクターが作る 健 康 情 報 誌

仙台市医師会のドクターが作る 健 康 情 報 誌

2021年12月

■ ご意見・ご感想をお待ちしております！
『てとてとて』へのご意見・ご感想をお待ちしております。
仙台市医師会のホームページ、「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

■ 編集後記
　医療や介護が必要となったときどうする？お伝えしたいのは、困ったときにはためらわず声を上

げて相談してほしいということです。その声を受け止める場所が必ずあります。いわゆる「老老介

護」が増加する一方「ヤングケアラー」という言葉もよく聞かれるようになりました。自分はもちろ

ん、親や家族にさまざまなところで病気や介護は突然やってきます。日々の生活を送るだけで精

いっぱいという方が多い現代だからこそ、家族や友達同士で普段からどんどん声に出して話し

あってください。「いつかは話そう」では遅いのです。突如生活スタイルが一変するということを、わ

れわれは新型コロナ感染症を経験して学びました。この教訓は絶対に無駄にしてはなりません。

「いつか」ではなく「今」。それがこれからの生活スタイルのテーマだと私は考えます。

仙台市医師会 医政広報部 副部長　髙橋　剛

見て、知って、　　　健やかに！

必要になったら!!

突然

医療 介護と が

チームで支える

在宅医療
とは？

医
療・
介

護ス
タッフが連携！！


