
 

 

 

 

 

 

 Advanced	 Life	 Support	 in	 Obstetrics(ALSO)とは、医師やその他の医療プロバイダー

が、周産期救急に効果的に対処できる知識や能力を発展・維持するための教育コースで、

いわば産科版 ACLS のようなものです。AAFP－米国家庭医学会によって認可され、現在全米

でほとんどの家庭医療レジデントが ALSO の受講を義務づけられています。また ALSO コー

スは世界的に普及活動が行われており、2009 年現在までに、50 ヵ国以上でプロバイダーコ

ースが開催されています。日本では 2008 年に金沢大学の周生期医療専門医養成支援プログ

ラムグループが、米国家庭医療学会から日本での ALSO セミナー運営権を取得し、2008 年

11 月よりプロバイダーコース、インストラクターコースを開催しています。	 

 	 
ALSO では、 シラバス(教科書)、レクチャー、実地訓練のためのマネキンとシミュレータ

ーを使用したワークショップを通して、周産期救急に効果的に対処できる知識や能力を発

展・維持するための教育が提供され、筆記試験とマネキンによる実技試験（メガデリバリ

ー）で締めくくられます。ALSO は分娩室における産科の救急的対処を強調していますが、

その他に出産前のリスク評価、妊娠初期の性器出血、患者－医師関係、出産危機における

両親のサポート、そして医療過誤リスクの減少といったテーマも含まれています。	 

  プロバイダーコースは二日間。重要レクチャーは妊娠初期の合併症、難産、妊娠の内科的
合併症、妊娠後期の性器出血、分娩後大出血、早産、前期破水、妊婦の蘇生法、そしてマ

タニティケアにおける安全性の８つです。	 

	 少人数グループによる重要ワークショップは肩甲難産、胎位・胎向異常、鉗子と吸引、

分娩中の胎児監視、重要な症例の５つ。その他のワークショップでは会陰縫合と超音波検

査を行います。	 

  プロバイダーコースを完了し試験に合格すれば、参加者は５年間有効の認証を受けること
ができます。	 

 	 
	 下記の如く ALSO プロバイダーコースを開催いたします。家庭医として今後産科診療に携

わっていきたい方や産科診療をより効果的に教育したいという方に参加をぜひお勧めいた

します。	 

 
 
 

能登地域総合診療強化研究会	  

輪島ＡＬＳＯコース 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

申し込み・問い合わせ先：	 

社会医療法人財団董仙会	 本部事務局（担当：梅田）	 

	 	 	 〒926－8605	 	 石川県七尾市富岡町９４	 

	 	 	 	 TEL：0767-52-3211（内線 8073）、FAX：0767-52-7483	 

	 	 	 	 E-mail:umeda@keiju.co.jp	 

	 

※	 宿泊は自己負担となります。宿泊場所の斡旋を希望される方は下記までご相談ください。	 

市立輪島病院事務部（担当：木下）	 

	 	 	 	 	 	 TEL：0768-22-2222	 FAX：0768-23-0634	 

	 	 	 	 	 	 	 E-mail：m-kinoshita@city.wajima.lg.jp	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 恵寿 ALSO プロバイダーコース	 

（平成 23 年 4 月 23 日・24 日）	 

セミナー：能登地域総合診療強化研究会	 輪島ＡＬＳＯコース 
 
主催：能登地域総合診療強化研究会 
共催：NPO法人 周生期医療支援機構 
開催場所：市立輪島病院	 	 

日時：平成 24 年 11 月 3 日午前 8 時半－11 月 4 日午後 4 時半	 

受講料：無料	 

ALSO プロバイダー認定料（５年間有効）：15,750 円	 

	 

 



FAX送信先：０７６７－５２－７４８３ 
 
社会医療法人財団董仙会本部事務局	 行 
 
 

能登地域総合診療強化研究会 

輪島ＡＬＳＯコース	 申込書 
 

氏名（漢字） 姓）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 名） 

氏名（ふりがな） 姓）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 名） 

氏名（ローマ字） 姓）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 名） 

所属病院  

診療科  

役職  

職種 

□ 産婦人科医師 
□ 救急科医師 
□ その他の医師（科名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
□ 後期研修医	 （科名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
□ 初期研修医 
□ 助産師 
□ その他（職種：	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

卒業年度  

住所  

携帯電話番号（当日連絡がつくもの）  

E-mailアドレス（PC）  

  
 
※	 Eメールでも参加申込みを承ります。 （umeda@keiju.co.jp）	 

 



市立輪島病院 （輪島市山岸町は１－１ ：０７６８－２２－２２２２）

周辺図

TEL



11月3日（土） 11月4日（日）

8:00 AM - 8：30 AM 8:30 AM – 9:00 AM

受付 C: Vaginal Bleeding in Late Pregnancy 妊娠後期の性器出血　　

8:30 AM –9:00 AM 9:10 AM – 10:10 AM

F: Labor Dystocia 難産　 K: Maternal Resuscitation 妊婦の蘇生 （全員講義終了後WS）　

9:10 AM -10:30 AM 10:20 AM – 12:00 AM 

H: Assisted Vaginal Delivery 吸引／鉗子分娩 B: Medical Complications & OB Cases 内科的合併症と症例　

10:40 AM – 11:20 AM 12:00 AM – 1:00 PM 　Lunch （ランチョン）

L: Safety in Maternity Care 妊婦ケアにおける安全性　 12:30 PM - 1:00 PM　D: Preterm Labor and PROM 早産と前期破水　

11:30 AM – 12:45 PM 1:00 PM - 1:30 PM

I: Shoulder Dystocia 肩甲難産　  復習セミナー

12:45 PM – 1:45 PM

Lunch (ランチョン)

A: First Trimester Complications 妊娠初期の合併症　

1:45 PM –3:30 PM

J: Post Partum Hemorrhage 産後大出血　

3:40 PM – 5:10 PM

E: Intrapartum Fetal Surveillance 分娩時胎児監視と症例　

5:20 PM - 6:10 PM しっかり予習して、すっきり合格しましょう！ALSO-Japan

G: Malpresentations/Malposition プレゼンテーション異常・ポジション異常　

ALSO-JAPAN 2012  in WAJIMA Course Schedule

1:30 PM – 4:00 PM　 Written Examination & Megadelivery
筆記試験、実技試験




