第 8 回 POCUS 運動器ウェビナー申込要領
この度は第８回 Point of care 超音波研究会の運動器オンラインウェブセミナー（以下、
運動器ウェビナー）を開催することになりました。オンライン上でどこでも簡単にご視聴頂
けますが、事前申し込み・事前振り込みが必要になります。

タイトル：運動器ウェビナー（第 8 回 Point of care 超音波研究会）
ウェビナー参加費：5,000 円（研究会参加費、年会費は無料）
受付開始：2019 年 12 月 7 日（土）
＊先着 400 名
＊第 1 部、2 部、3 部すべて視聴可能です。
2020 年 1 月 18 日(土)配信予定
14:00-17:00 第 1 部 はじめての運動器エコー（180 分）
2020 年 1 月 19 日(日)配信予定
9:00-10:00 第2部 簡単！超音波ガイド下インターベンション（60分）
10:05-12:10 第 3 部 超速！超音波診療（125 分）

＊下記の参加申し込み方法をご覧の上、メールでお申し込みください。
≪事前参加申し込み・振り込みの方法≫
1) 運動器ウェビナー申込フォームに必要事項を記入し、そのままコピーペーストして事務
局まで送信ください。
事務局メールアドレス pocus.jmuoffice@gmail.com
（ウェビナー申込専用となります）
2) 申込フォームを確認後、
「申し込みメール受理」と「受講料振り込み方法について」メー
ル連絡いたします。
3) 振り込みを確認後、登録完了のメール連絡いたします。
＊事務局から 7 日以内に返事がない場合、事務局までご連絡お願いします。
≪運動器ウェビナーURL、Login ID、Login パスワードの発行≫
開催 1 週間前の 2020 年 1 月 10 日（金）に、ご登録のメールアドレスへ【ウェビナーURL】
・
【Login ID】
・
【Login パスワード】をお送りいたします。

≪ウェビナー情報≫
セミナーをオンライン上で、どこでも簡単に御視聴頂けます。
【お願い事項】
１．ご視聴にはパスワードの入力が必要となります。
２．お一人様１端末でのご視聴とさせていただいております。
ご視聴端末を変更される場合は、必ず Logout してから再 Login をお願いいたします。
多くの皆様がご視聴されます。同時接続端末台数が増加すると、サーバーがダウンする
可能性がございます。ご協力とご理解のほどお願い申し上げます。
３．パスワードを他人へ開示することはご遠慮ください。
──────────
参加方法
──────────
配信開始 10 分前になりましたら、下記 URL よりご入場ください。
【ウェビナーURL】2020 年 1 月 10 日（金）にメール連絡
【Login ID】2020 年 1 月 10 日（金）にメール連絡
【Login パスワード】2020 年 1 月 10 日（金）にメール連絡

■

ご参加までの手順

1. トップページ本番ライブ配信の「本番視聴はこちら」ボタンをクリックしてください。
2. ログイン画面が表示されます。ID とパスワードを入力し、
「ログイン」ボタンをクリッ
クしてください。
3. 参加登録画面へ切り替わります。参加情報を入力して「登録」ボタンをクリックしてく
ださい。
4. 本番視聴画面へと切り替わります。

※会開催時間になってもリンクが有効にならない場合は再接続してください。
⇒ページの更新[Ctrl]+[F5]キーやブラウザ（IE、Firefox など）の再起動を行ってください。

■

事前視聴確認

配信の前日までに、上記の配信 URL にアクセスしていただきますと、視聴のテストを行う
ことができます。当日と同じ視聴環境で事前確認を行なっていただきますことをお勧めし
ます。

推奨環境
▽PC
メモリ：4GB 以上, CPU：Intel Core i5 以上
OS：Windows 7、Windows 8、Windows10、Mac OS 10.14 以降
ブラウザ：Google Chrome 最新版、Firefox 最新版、Internet Explorer11 以降、
Microsoft Edge 最新版、Safari 最新版
その他：JavaScript、Cookie が有効
▽iPad/iPhone
OS：iOS 11 以降
ブラウザ：Safari 最新版
※最新バージョンにあげることで、正常に視聴ができなくなる可能性があります。
▽Android
OS：Android 6 以降
ブラウザ：Google Chrome 最新版
※視聴環境を満たしても、端末によっては視聴ができない場合があります。

■ 視聴や接続に関する技術的な質問等は下記にて承ります。
木村情報技術株式会社 サポート窓口
TEL:0952-97-9167
・配信当日は、ウェビナー開催終了時間までサポート
・配信当日以外は、9:00～18:00(土・日・祝を除く)

※ ウェビナーは、インターネットを使ってご覧いただくオンライン配信です。
インターネット回線をご利用の際に、お客様の契約形態によっては通信料金が発生する
場合がございます。
※ 本ウェビナーの撮影・録音・録画行為につきましては一切禁止とさせていただきます。

運動器ウェビナー配信内容
≪第１部≫はじめての運動器エコー
配信予定時間：2020 年 1 月 18 日(土) 14:00-17:00（180 分）
【座長】
小淵岳恒（福井大学 地域医療高度化教育研究センター）
白石吉彦(隠岐島前病院内科・外科)
【演者】各 20 分
14:00-14:20 離島医療の運動器エコー：白石吉彦
14:20-14:40 救急医療の運動器エコー：小淵岳恒
14:40-15:00 大人と子供の運動器エコー：久光愛（那須あいクリニック）
15:00-15:20 簡単！ポケットエコー操作術:松崎正史（ソニックジャパン)
10 分休憩
【演者】各 15 分
15:30-15:45 骨・軟骨：面谷透（船橋整形）
15:45-16:00 筋・腱：小林明裕（横浜医療センター整形）
16:00-16:15 靭帯：根井雅（帝京大整形）
16:15-16:30 末梢神経：岩倉菜穂子（東京女子医大整形）
16:30-16:45 末梢血管：都竹伸哉（城東整形）
16:45-17:00 まとめ
≪第2部≫簡単！超音波ガイド下インターベンション
配信予定時間：2020 年 1 月 19 日(日) 9:00-10:00（60 分）
【座長】
木村昭夫（国立国際医療研究センター 救命救急センター）
古川まどか（神奈川県立がんセンター）
【演者】プレゼン・ライブ各15分
9:00-9:15 注射前の基本～ポジショニング～：橘田綾菜（八千代医療センター）
9:15-9:30 注射直前の基本～針選択と薬液選択～：塚原由佳（慶応大スポーツ）
9:30-9:45 注射中の基本～針刺入と薬液注入のコツ～：阿多由梨加（横浜市大整形）
9:45-10:00 注射後の基本～評価と解釈～：久光愛（那須あいクリニック）
5 分休憩
≪第3部≫超速！超音波診療
配信予定時間：2020 年 1 月 19 日(日) 10:05-12:10（125 分）
【座長】
笹原潤(帝京大整形)
宮武和馬(横浜市大整形)
【演者】症例提示8分、質疑応答7分
10:05-10:20 腰が痛くて動けない患者が来たら：面谷透（船橋整形）
10:20-10:35 頸を動かせない患者が来たら：都竹伸哉（城東整形）
10:35-10:50 肩が痛くて腕を動かせない患者が来たら：橘田綾菜（八千代医療センター）
10:50-11:05 胸部打撲の落とし穴：阿多由梨加（横浜市大整形）
休憩
11:10-11:25 手術が必要な足関節捻挫：塚原由佳（慶応大学スポーツ医学研究センター）
11:25-11:40 手術が必要な突き指：岩倉菜穂子（東京女子医大整形）
11:40-11:55 簡単！骨折・脱臼整復：根井雅（帝京大整形）
11:55-12:10 楽しい異物摘出：小林明裕（横浜医療センター整形）

