神奈川県周産期医療対策事業研修事業

BLSO/ALSO プロバイダーコース
in 横浜 2016
神奈川県では、県周産期医療体制整備計画にもとづいて、周産期医療関係者に対する各種研修
を行っています。今回は、以下の２つの研修プログラムを同時に開催いたします。
●BLSO プロバイダーコース
救急救命士、救急科の看護師・医師、家庭医などを対象としたプログラムです。
BLSO（Basic Life Support in Obstetrics）は、病院外・病院前での妊産婦救急を想定した、産科に関
する基礎的なトレーニングプログラムです。レクチャーとマネキンを使用した実習を行い、病院外で
の分娩切迫時の対応、新生児蘇生、妊婦の心肺蘇生、女性傷病者の評価方法などを１日かけて
学びます。日頃は産科医療に関与していないが、車中分娩や妊産婦救急に遭遇することがある、
救急救命士、救急センターの看護師・医師、家庭医を主な対象としたプログラムです。
日時：2016 年 11 月５日（土） 8：30～18：50（１日間コース）
会場：神奈川県立こども医療センター 2 階講堂他（横浜市南区六ツ川 2-138-4）
定員：18 名
費用：15,000 円
●ALSO プロバイダーコース
産婦人科医、助産師、研修医、麻酔科医、救急科医などを対象としたプログラムです。
ALSO（Advanced Life Support in Obstetrics )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。レクチャーとマネキンを使用した実習を行い、補助経腟分娩、
肩甲難産、胎位胎向異常分娩、胎児心拍モニター、妊婦蘇生などを２日間で学びます。産婦人科
医、助産師、初期・後期研修医、異常妊産褥婦の全身管理を行うことが多い麻酔科医・救急科医な
どを対象としたプログラムです。
日時：2016 年 11 月５日（土）8：30～18：50、６日（日）8：00～17：30（２日間コース）
会場：神奈川県立こども医療センター 2 階講堂（横浜市南区六ツ川 2-138-4）
定員：30 名
費用：30,000 円
■両コース受講者対象の特別講演 （11 月 5 日）
「大規模災害で必要とされる母子救護システムについて」 国立保健医療科学院 吉田穂波医師
◆BLSO/ALSO 共通
名 称 神奈川県周産期医療対策事業研修事業 BLSO/ALSO プロバイダーコース in 横浜 2016
主 催 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター
共 催 NPO 法人周生期医療支援機構
後 援 神奈川県産科婦人科医会
申込方法 こども医療センターホームページ（http://kcmc.kanagawa-pho.jp/）→「セミナー・講習情
報」→「医療関係者向け」にて、8 月 20 日より 31 日まで申込登録を受け付けます。
申込者多数の場合は職種・地域バランス等で選考させていただきます。神奈川県内の医
療機関・消防本部・消防署に勤務される方が優先となります。

募集は終了しました

ALSO については、１施設から 3～5 名の多職種チーム（産科医＋助産師＋救急科医、助産師＋後期研修医＋初期研修
医、など）で応募された場合、優先となります。とくに１年目初期研修医を含むチームは最優先となります。６名以上のチ
ームの場合には主催者により５名までで絞り込みをさせていただきます。同一職種によるチームは優先となりません。多
職種チームで申込登録をされる場合には共通のチーム名を決めてください。

問い合わせ先 045-711-2351 こども医療センター経営企画課 または 産婦人科 石川

神奈川県周産期医療対策事業研修事業

BLSO/ALSO プロバイダーコース in 横浜 2016
２０１６年１１月５日（BLSO）、１１月５-６日（ALSO）

会場 神奈川県立こども医療センター
〒232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川 2-138-4 TEL：045-711-2351（代）

【京浜急行線】 弘明寺駅で下車、平戸桜木道路に出て、バス停「弘明寺口」から以下の神奈川中
央交通バスを利用。所要時間約 15 分。
 横 44・戸塚駅東口行き
 井 10・こども医療センター行き
 東 01・東戸塚駅東口行き
※横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅とは異なりますのでご注意ください。
【JR 横須賀線】 東戸塚駅で下車、東口バスターミナルから神奈川中央交通バス（東 01・井土ヶ谷
下町行き）を利用。所要時間約 20 分。
【車の場合】 首都高速狩場 IC または横浜横須賀道路別所 IC より 10 分程度。当日は第 3 駐車場
をご利用ください。診療外駐車の場合、3 時間まで 200 円、以降 1 時間ごとに 100 円の駐車料
金がかかります。
アクセスの詳細、バス時刻表は神奈川県立こども医療センターホームページ
（http://kcmc.kanagawa-pho.jp/）交通案内をご覧ください。

神奈川県周産期医療対策事業研修事業 BLSO/ALSOプロバイダーコース in 横浜2016
コーススケジュール
会場・主催 神奈川県立こども医療センター

共催 NPO法人周生期医療支援機構 後援 神奈川県産科婦人科医会

BLSOプロバイダーコース

ALSOプロバイダーコース
11月5日（土）

8：15～8：30 受付 本館2階講堂 （BLSO/ALSO共通）
8：30～8：35 オープニング 本館2階講堂 （BLSO/ALSO共通）
8：35～9：25（50分）
L: Safety in Maternity Care 妊婦ケアにおける安全性 本館2階講堂 （BLSO/ALSO共通）
9：35～9：45（10分） BLSO全体動画供覧
周産期棟地下第2会議室

9：35～9：40 （5分） プレテスト
本館2階講堂

9：45～10：55（15＋55分）
分娩介助
周産期棟地下第2会議室

9：40～11：25 （30分＋75分）
E: Intrapartum Fetal Surveillance 分娩時胎児監視と症例
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後

11：05～12：05（15分＋45分）
新生児蘇生
周産期棟地下第2会議室

11：35～12：05（30分）
F: Labor Dystocia 難産
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後

12：15～13：20（65分）
ランチョンセミナー＆ワークステーション（BLSO/ALSO共通）大規模災害で必要とされる母子救護システムについて
特別講師 国立保健医療科学院 吉田穂波医師
本館2階講堂 （お弁当が出ます）
13：30～14：50（10分＋70分）
女性傷病者の評価
周産期棟地下第2会議室

13：30～14：50 （20分+60分）
H: Assisted Vaginal Delivery 補助経腟分娩
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後

１G・２G

３G・4G

５G・6G

15：00～15：40

実技練習
実技試験
（周産期棟1階）

車内分娩デモ
（周産期棟１階
搬送口）

筆記試験
（周産期棟地下
第2会議室）

15：45～16：25

筆記試験
（周産期棟地下
第2会議室）

実技練習
実技試験
（周産期棟1階）

車内分娩デモ
（周産期棟１階
搬送口）

車内分娩デモ
（周産期棟１階
搬送口）

筆記試験
（周産期棟地下
第2会議室）

実技練習
実技試験
（周産期棟1階）

16：30～17：10

15：00～16：15 （20分+55分）
I: Shoulder Dystocia 肩甲難産
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後

16：25～17：55 （20分+70分）
J: Post Partum Hemorrhage 分娩後大出血
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後

17：20～18：30（70分）
症例検討・クロージング・表彰式
周産期棟地下第2会議室

18：05～18：30 （25分）
C: Vaginal Bleeding in Late Pregnancy 妊娠後期の性器出血
本館2階講堂

18：40～ 全体写真撮影 本館１階待合ホール
19：00～ 懇親会 レストラン「青い屋根 contrail」 横浜市南区六ツ川3-87-６（会場より徒歩10分程度）4000円

11月6日（日）
8：00～8：05 (5分) 2日目オープニング 本館2階講堂
8：05～9：25 (25分+25分)
K: Maternal Resuscitation 妊婦の蘇生
本館2階講堂
9：35～10：05 (30分)
A: First Trimester Complications 妊娠初期の合併症
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後

５階
４階
ALSO実技試験
（6G） ４階
ALSO実技試験
（4G～5G） ３階

全体会場/ALSO会場
（講堂）
２階
待合ホール

ALSO実技試験
（1G～3G） ２階

ローソン

１階

管理棟

３階

３階

タリーズ １階

本館
会場配置図

２階
BLSO実技試験（産科外来）
車内分娩（搬送口） １階
BLSO会場（第2会議室）
地下

周産期棟

（神奈川県立こども医療センター）
出入り口は本館および管理棟のみです。
周産期棟への直接の出入りはできません。
会場以外へフロアへの出入りはご遠慮ください。

10：15～11：45 （30+60分）
OB Cases ＆B: Medical Complications 内科的合併症と症例
本館2階講堂
11：55～12：55 （60分）ランチ＆ランチョンレクチャー
D: Preterm Labor & PROM 早産と前期破水
本館2階講堂 （お弁当が出ます）
13：05～14：15 （25分+45分）
G: Malpresentations プレゼンテーション・ポジション異常
1G～4G：本館2階講堂前、5G～6G：本館2階講堂後
引き続き練習および試験準備（～14:45）
14：55～17：00
Megadelivery & Written Examination 筆記試験：本館2階講堂
実技試験：管理棟2階～4階各室 試験終了者：本館1階待合ホール
17：00～17：15 Closing remarks クロージング・表彰式
本館2階講堂

