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ベ ー シック 編 運動器構成体の基礎

明日から役立つ技１ 手関節（手根管、ギオン管、du Quervain）

明日から役立つ技２ 肩関節（長頭腱、腱板、肩甲上腕関節（後方））

明日から役立つ技３ Intervention（基本、肩、膝、他）

明日から役立つ技４ 足関節（ATFL、CFL、AITFL、BFL）

明日から役立つ技５ 筋損傷

特 別 企 画 地域医師による日常でのエコー活用

身体の痛みへの診療に、既に必須となっている運動器エコー。「動きで
病態を診る」、「血行動態から病態を推察する」をリアルタイムで診療
現場でパッとプローブをあてるだけで診断情報を入手できるのはエコー
というモダリティだけです。さらに正確な病態が把握できることで、
確実な治療につなげることができる！ しかもピンポイントで正確に
interventionを可能とするのもエコーだけです。
この醍醐味を伝授するために開講している運動器エコー技塾のコン
テンツから、その一部を体感いただけるプログラムを抜粋して企画しま
した。診断につなげるための基本である超音波解剖から読み解くエコー
イメージの解説。診断から導かれたエコーガイド下によるinterventionを
正確に行うためのテクニック。明日からの診療に役立つ運動器エコーを
ハンズオンを通して実感いただける内容でご準備していますので多くの
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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   サテライト
運動器エコー技塾  

●販売名：超音波診断装置　ARIETTA Prologue
医療機器認証番号：第227ABBZX00109000号
製造販売業者：株式会社日立製作所
※ARIETTAは株式会社日立製作所の登録商標です。

●販売名：デジタル超音波診断装置　Noblus
医療機器認証番号：第224ABBZX00092000号
製造販売業者：株式会社日立製作所
※Noblusは株式会社日立製作所の登録商標です。
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2016年 5月22日（日）  　
10:30～14:30
 TKPガーデンシティプレミアム仙台東口
ホール10B
宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1アゼリアヒルズ 10F
TEL 022-791-2393
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お申し込みから当日までの流れ

お申し込み後のキャンセルについて

会場のご案内

ご都合により参加できなくなった場合には、代理の方が出席い
ただいても結構です。その際には、代理の方に申し込み通知
の返信メールをご持参いただけるようにお願いいたします。
キャンセルの場合には、必ずメールによるキャンセルのご連絡
をお願いいたします。

その他のご案内

※講義の録音、ビデオによる撮影はご遠慮ください。
※筆記用具をご準備ください。

※個人情報の取り扱いについて
セミナーのお申し込み、お問い合わせ、アンケート等でご提供いただいた
個人情報は以下の目的のみで利用いたします。
●セミナー申し込み関係のお問い合わせ、ご確認
●ダイレクトメールやメールマガジンなどによるセミナー情報等のご案内
●その他、各種サービスのご案内

◆お申し込み・お問い合わせ先

〒163-6033 
東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー 33Ｆ
TEL 03-5326-3232   FAX 03-5326-3244
sigmax-echo@sigmax.co.jp

※このセミナーは医療関係者向けのセミナーですので、それ以外の方にはご遠慮いただく場合が
   ございます。ご了承ください。

sigmax-echo@sigmax.co.jp

① 下記 URLの弊社メディカルサイトTOPページにある、「セミナー情報」より詳細を
　 ご確認ください。　
② セミナー詳細ページより、セミナー参加の旨を明記の上「メールフォーム」にてお送りください。
③ メール確認後、弊社より参加票をメールにて送付いたします。

日本シグマックス（株）では、今後以下の学術集会への
機器展示を予定しております。
是非お気軽にブースにお立ち寄りください。

http://www.sigmax-med.jp/ご案内web

学会出展予定

TKPガーデンシティプレミアム仙台東口　ホール10B
宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1アゼリアヒルズ 10F
TEL 022-791-2393

●JR 東北本線「仙台駅 東口」徒歩5分 
●仙台市営南北線「仙台（地下鉄）駅」徒歩5分 
●仙台空港アクセス線「仙台（鉄道）駅」徒歩5分
●仙台市営東西線「宮城野通駅」北 1 出口　徒歩2分 
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第59回 日本手外科学会学術集会
4 月21 日～ 4 月22 日 広島県　広島市

第89回 日本整形外科学会学術総会
5 月12 日～ 5 月15 日 神奈川県 横浜市

第53回 日本リハビリテーション医学会学術集会
6 月9 日～ 6 月11 日 京都府　京都市

第28回 日本整形外科超音波学会学術集会
7 月2 日 京都府　京都市

第29回 日本臨床整形外科学会学術集会
7 月17 日～ 7 月18 日 北海道　札幌市

第42回 日本整形外科スポーツ医学会学術集会
9 月16 日～ 9 月18 日 北海道　札幌市

第43回 日本肩関節学会
10 月21日～ 10 月22日 広島県　広島市

第27回 日本臨床スポーツ医学会学術集会
11 月5 日～ 11 月6 日 千葉県　千葉市

第41回 日本足の外科学会学術集会
11 月17日～ 11 月18日 奈良県　奈良市

第29回 日本肘関節学会学術集会
2 月3 日～ 4 日 東京都

第8回 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
7 月28 日～ 30 日 福岡県　福岡市


