
   ALSO インストラクターコース 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〜和倉温泉〜	 	 	 	  
 
	 ALSO-Japanは来る平成25年１月13日に第7回インストラクターコースを開催します。 
このコースでは、ALSOコースのインストラクターを養成するために、様々なロールプ 
レーを行います。参加者は、 ALSOプロバイダーコースを修了後、ALSO-Japanの認めた 
別のコースでアシスタントを経験し、ALSO-Japanコースディレクターから推薦を受け 
た人たちです。その経験を生かし、またこのセミナーから最大限の成果が得られるよう 
に、コース参加前にサイトのインストラクターマニュアルとプロバイダーコースのマニ 
ュアルを十分に予習してください。特にプロバイダーコース内容についての重要項目を 
復習し、語呂合わせについてはしっかり暗記してきてください。またALSO-Japanから 
今後コースの準備について情報が送られますので、それらについても準備をおこなって 
ください。 
日本では2008年11 月に金沢で日本初のプロバイダーコースが開催されて以来、約 
1500名がALSO コースを修了しました。参加者は産婦人科医、プライマリケア医、 
研修医、救急医、助産師、看護師、救命士そして医学部生などであり、現在ある 
いは近未来の日本の周産期医療体制において、分娩や産科救急に関わる可能性のあるす 
べての医療人です。産科救急医療は、産婦人科医だけではすでに成り立たない状況にな 
りつつあることは周知の事実です。日本全国のすべての地域でできるかぎり同じレベル 
の産科医療を維持するには、産科医療に関わりたいという志を持った人たちにトレ 
ーニングする場を多く提供し、最低限必要とされる医療チーム体制をあらゆる医療圏に 
確保することが必要です。まさにその足がかりとなるトレーニングコースがALSO であ 
り、今後日本で普及していくことを願ってやみません。普及のためにALSO-Japan のイ 
ンストラクター養成は急務です。このインストラクターコースを修了された皆様と力を 
合わせて、安心できる日本の産科医療を維持するための優れたトレーニングコースを作 
っていきたいと考えています。 
                                             	 	 	 	 	 	 	 	 	   ALSO-Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

セミナー：ALSO インストラクターコース 

主催：NPO 法人周生期医療支援機構（OPPIC） 

      http://www.oppic.net/item.php?pn=instructor.php 

開催場所：和倉温泉 のと楽 http://www.notoraku.co.jp/c14p105.html 

日時：平成２5年１月１３日（日） 

コース受講資格 

① 産科の診療を継続しておこなっている（外来診療のみでも可）または、教職とし

て参加に関する教育を継続しておこなっている者（産科診療経験3年以上） 

② 後期研修医以上または助産師経験3年以上 

③ ALSOプロバイダーコースへのアシスタント参加 

④ 最後にアシスタント参加したプロバイダーコースのコースディレクターから、イ

ンストラクターコース受講への推薦をもらうこと 

 

	 	 	 	 	 申し込み受付は終了いたしました。 
                
 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 和倉温泉冬の花火 
              



①参加希望者は下記1～11 を漏れなくご記入の上、推薦者の自署（サイン）をもらってください
②推薦者はサイン記入後（12）、用紙をALSO-Japan事務局までFAXにて送付してください FAX番号：076-234-4301）

ふりがな

氏名

2 お名前のローマ字表記
3 所属病院

4
診療科（ひとつを選んでください）

5 卒業年度（西暦）

6 受講したプロバイダーコース
（日付およびコース名）

8 上記７（最新のコース）を開催したコー
スディレクター名

9 産科診療歴
10 現住所
11 携帯電話番号（当日連絡がつくもの）
12 連絡に利用するメールアドレス @

2013年1月13日　和倉温泉　インストラクターコース申し込み用紙

 ①　20（　　）年（　）月（　）日　　【コース名：　　　　　　　　　　　　　　　　 　】

 ②　20（　　）年（　）月（　）日　　【コース名：　　　　　　　　　　　　　　　　 　】

 ③　20（　　）年（　）月（　）日　　【コース名：　　　　　　　　　　　　　　　　 　】

アシスタントとして参加したプロバイ
ダーコース
（日付およびコース名）
☆ 最新の3つをご記入ください ☆
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 EX）2000年卒業の方の場合：1999年度卒）：

 20（　　）年（　）月（　）日    【コース名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

 産婦人科・プライマリケア医・助産師・後期研修医（専門：　　　　）・教員（専門：　　　　　　　）
その他（　　　　　）

1

 EX）産婦人科後期研修2年目：
 〒

インストラクターコース参加への推薦者
サイン（＊最後にアシスタントとして参
加したコースのコースディレクター）
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ALSO - Japan INSTRUCTOR COURSE 
 

Staff Education & Training 
OPPIC 

January 13, 2013 
Wakura, Ishikawa pref. 

 
 
 
 

       	 TIME 
	 	 受付	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                   9:00 -   9:30 

 
	 	 オープニング         	 	 	 	 	    9:30 -   9:45 
 
	 	 TeamSTEPPS	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     9:45 - 11:45 
 
	 	 昼食                                                                                                                                         11:45 - 12:30 
 
	 	 ＜ワークステーションの教え方＞  
	 	 分娩後大出血	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   12:30 - 13:30 
 
	 	 ＜メガデリバリイ試験＞                                                                                                  13:40 - 14:40 
 
	 	 ＜レクチャーの教え方  ＞（スライド 10分トライアル）	 	 	 	 	 	 	 	     14:50 - 15:50 
 
         胎児心拍数モニタリング特別レクチャー	 	 	               	 	 	 	 	 	 	  	     16:00 - 17:00 
 
	 	 懇親会・表彰式	 	      	 	 	 	 	 	 	 	 	           17:30 - 20:00 
 

JAPAN 




