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	 	 	 	 ALSO-Japanは来る2015年1月11日に第11回インストラクターコースを開催します。	 
	 

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。	 
	 

	 	 	 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、	 	 	 	 
	 

3000名以上が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、麻酔科医、その他診療科医師、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医療人です。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、産科プロバイダーを増やし最低限必要と	 
	 

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。産科プロバイ	 
	 

ダーを増やすためには産科医療に関わりたいという志を持った人たちをトレーニング	 
	 

する場を多く提供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、全世界に普及しています。日本においても開催希望が多く	 
	 

なり、さらなる普及のために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ともに、安心できる日本の産科医療を	 
	 

維持するために有用なトレーニングコースを作っていきたいと考えています。	 	 	 	 
	 
	 
	 

	 

“インストラクターコースの合い言葉は「教えることは最高の学び」”  



第１１回 ALSO-Japan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）	 

お問い合わせ先:	 	 NPO 法人	 周生期医療支援機構	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ALSO-Japan 事務局	 
              	 	 	 	 	 [E-mail] jimu@also-japan.com 

日時:	 2015年 1月 11日（日）午前 8 時半〜午後 5 時 

場所:	 石川県七尾市	 和倉温泉	 のと楽 

	 	 	 	 	 ※申込受付は終了しております。  
 
 
参加資格： 

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

に関する教育を継続しておこなっている方（産科診療経験３年以上） 

2.  後期研修医以上（初期臨床研修医は不可）または助産師経験３年以上の方 

3.  ALSO プロバイターコースへのアシスタント参加実績が平成26年1月1日〜平成26年10月13

日までにある方、または平成26年12月31日までにアシスタント参加が可能な方 

4.  ALSO-Japanコースディレクター経験者（１年以内に活動歴のあるコースディレクター）

またはALSOコース運営における地域や施設の代表者から、インストラクターコース受講

への推薦を得た方 

5.  インストラクターコース受講後、積極的にALSO講師活動を行なえる方（本コース受講後

１年以内に認定インストラクター資格を取得する意志のある方） 

6.  NPO法人 周生期医療支援機構のALSO 会員 

（年会費未納のためALSO 会員メンバーサイトにアクセス出来ない方は、受講できません） 

 
 

【スケジュール】 

AM 8:30 – AM 8:40 	 	 	 	   オープニング 

AM 8:45 – PM 0:00 	 	 	  	  TeamSTEPPS基礎コース： 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ツールのチェックと振り返りの方法 

PM 0:00 – PM 1:00 	 	 	 	   ランチ 

PM 1:00 – PM 2:45 	 	 	 	   TeamSTEPPSを用いた 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  PPH・妊婦蘇生の実演、そして振り返り 

PM 3:00 – PM 4:00 	 	 	 	   コーチングとティーチングの使い分け 

PM 4:00 – PM 5:00 	 	 	 	   特別講演（予定） 

PM 6:00 – PM 8:00 	 	 	 	   懇親会 

 

 



第２回 BLSO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）	 

お問い合わせ先:	 	 NPO 法人	 周生期医療支援機構	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ALSO-Japan 事務局	 
              	 	 	 	 	 [E-mail] jimu@also-japan.com 

日時:	 2015年 1月 11日（日）午前 8 時半〜午後 5 時 

場所:	 石川県七尾市	 和倉温泉	 のと楽 

	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参加資格： 

1. ALSO プロバイダーコース/BLSO コース受講済者、ALSO キャンディデイト/認定イン
ストラクターで BLSOコースのアシスタントを 1回以上経験されている方	 

2. 救急救命士・医師・看護師・助産師で日常臨床業務に従事されている方(各々の職種学
生は不可)	 

3. ALSO-Japan コースディレクター経験者(1 年以内に活動歴のあるコースディレクター)
または ALSO コース運営における地域や施設の代表者から、インストラクターコース受
講への推薦を得た方	 

4. インストラクターコース受講後、積極的に BLSO 講師活動を行なえる方(本コース受講
後 1年以内に認定インストラクター資格を取得する意志のある方)	 

5. NPO法人周生期医療支援機構の ALSO会員(年会費未納のため ALSO会員メンバーサイ
トにアクセス出来ない方は、受講できません)	 

 
 

【スケジュール】 

AM 8:30 – AM 8:40 	 	 	 	 	 オープニング 

AM 8:40 – AM10:00 	 	 	  	  妊婦の評価×JPTEC 

AM10:10– AM12:00 	 	 	  	  症例検討演習 

PM 0:00 – PM 1:00 	 	 	 	 	 ランチ 

PM 1:00 – PM 4:00 	 	 	 	 	 TeamSTEPPS 

PM 4:00 – PM 5:00 	 	 	 	 	 特別講演（予定） 

PM 6:00 – PM 8:00 	 	 	 	 	 懇親会 

 

今回のBLSOインストラクターコースは、BLSO暫定インストラクターの方を対
象としておりますが、それ以外の方も受講申請は可能です。参加ご希望の方は 
申込みフォームに必要事項ご記入の上、メールまたはFAXにてお送りくださ
い。その後、事務局より受講可否についてご連絡いたします。 
※ 参加資格に該当することが必須条件となります。 
  ALSO-Japan事務局	 [E-mail] jimu@also-japan.com 

	 	 	 	   	 	 	 	 	      [FAX]	 0767-52-3208 

	 	 	 	 	 受講申請締め切り：平成 26年 12月 7日（日）  


