
 

 

 

 

 

	 

このたび当研究会にて、病院外や救急外来での急な分娩の対応、また産科救

急の初期対応までの能力を身につけたい医師のための Basic	 Life	 Support	 in	 

Obstetrics（BLSO）コースを企画しました。	 

BLSOの元となっているAdvanced	 Life	 Support	 in	 Obstetrics	 (ALSO)

は、病院内での妊産婦救急を想定した、産科に関する実践的なトレーニングプ

ログラムです。ACLSを参考に米国の家庭医により考案され、American	 Academy	 

of	 Family	 Physicians（AAFP－米国家庭医学会）によって認可され、現在で

は世界50	 ヵ国以上でプロバイダーコースが開催されています。	 

日常的に周産期領域に携わる医療従事者に対するALSOプロバイダーコースに

対し、「産科救急に遭遇する可能性があるプロバイダー全てが標準化されたコ

ースを学び、救急救命士から救急部スタッフ、産科医へと連携をとることで妊

産婦死亡・後遺症を減らすことができるのではないか」という観点に立ち、周

産期のより切迫した内容へ対応するために基本的なトレーニングコースとして

作成されたのが Basic	 Life	 Support	 in	 Obstetrics（BLSO）プロバイダーコ

ースです。	 

日本におけるコースの内容は、妊婦の評価・分娩介助・新生児蘇生・救急車

内分娩・産後大出血であり、BLSO コースを受講し、試験に合格した場合、参加

者は AAFP と ALSO-Japan が認定する 5年間有効な認証を受ける事ができます。	 

 

能登地域総合診療強化研究会	  

BＬＳＯコース 

テキスト：教育提供サイトからダウンロード 
受付時提出物：プレテスト（回答後） 
購入必須図書：①日本版救急蘇生ガイドライン 2010 に基づく新生児蘇生法 
	 	 	 	 	 	 	 	 田村正徳（監修）	 	 メジカルビュー社 
	 	 	 	 	 	 	 ②病院前救護のための産科救急トレーニング−妊娠女性・院外分娩に対

する実践的な対処法 

	 	 	 	 	 	 	 	 新井隆成（監訳）	 	 中外医学社 



コーススケジュール（予定） 
8:30～受付 

 9:00～10:10 妊婦の評価 
10:20～11:20 分娩介助 
11:30～12:30 新生児蘇生 
12:30～13:30 昼食セミナー「妊婦と授乳婦の薬」 
13:30～14:30 産後大出血・妊婦蘇生 
14:30～14:40 記念撮影 
14:40～15:40	 ①実技復習・テスト、②筆記テスト・内診／クスコ診 
15:40～16:40	 ①筆記テスト・内診／クスコ診、②実技復習・テスト 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 恵寿 ALSO プロバイダーコース	 

（平成 23 年 4 月 23 日・24 日）	 

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 

セミナー：能登地域総合診療強化研究会	 	 BLSO コース	 

	 

主	 催	 ：能登地域総合診療強化研究会	 

共	 催	 ：周生期医療専門医養成学講座	 

開催場所：社会医療法人財団董仙会	 恵寿総合病院	 

日	 	 時	 	 :平成２７年１２月１９日（土）	 午前８時３０分	 受付開始	 

費	 用	 	 :	 8,000円	 

募集受講定員	 :	 １２名	 

対象：卒後臨床研修医、プライマリ・ケア医（今後プライマリ・ケアを提供しようとする医

師も可）・医学生	 

申込方法	 :申込用紙に必要事項を記載し	 E-mail	 またはFAX	 でお申し込みください。	 

	 

【記入事項】	 

①	 名前（ふりがな）	 

②	 名前ローマ字表記	 

③	 所属／役職／職種（研修医の方は研修医と医学生は学年を記載）	 

④	 住所	 

⑤携帯電話(当日	 連絡がつくもの)	 

⑥	 PC	 メールアドレス	 

定員になり次第、募集は終了いたしますのでご了承下さい。	 

※定員に達しましたので、受付は終了いたしました。	 

申し込み・問い合わせ先：	 

社会医療法人財団董仙会	 恵寿総合病院	 管理課（担当：松木）	 

	 	 	 〒926－8605	 	 石川県七尾市富岡町９４	 

	 	 	 	 TEL：0767-52-3211（内線 8516）、FAX：0767-52-3218	 

	 	 	 	 E-mail:tokinori.matsuki@keiju.co.jp	 

	 



B L S O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  

役	 職  

職種 

□ プライマリ・ケア医 
□ 救急科医師 
□ その他の医師（科名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
□ 後期研修医	 （科名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
□ 卒後臨床研修医 
□ 医学生	 （大学名	 	 	 	 	 学年	 	 ） 

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）  

  



交通のご案内 

 

 

 

北陸自動車道 金沢東 I.C.→能登有料道路 白尾 I.C.→上棚矢駄 I.C.

→七尾方面 

所要時間：金沢市内から約 1 時間 

 

 

JR 金沢駅→JR 七尾駅下車 七尾駅より送迎バスあり 

所要時間：JR 特急で約 55 分、各駅停車で約 1 時間 20 分 

 

 

JR 金沢駅→北陸鉄道特急 和倉温泉行き→恵寿総合病院前（桜町）

バス停下車 

所要時間：約 1 時間 10 分（午後のみ） 

 

 

  

  飛行機でお越しの方  

  能登空港からふるさとタクシー（1600 円、要予約）にて約 50 分） 

 


