
 
 
	 	 	 	  

	 	 	 	 	 ALSO プロバイダーコース	 in	 愛育病院  

	  
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す。 

1993年に米国家庭医学界によって正式に採用され、現在米国ではほとんどの分娩施設に
おいて、分娩に係る医療スタッフが ALSO の受講を義務づけられています。また、本プロ
グラムは世界的にも高く評価され、これまで 50か国以上で採用され、10万人以上の医療プ
ロバイダーが受講を完了しております。 
東日本大震災後の災害に備えるためにも、都内においてハイリスク分娩の増加傾向に対

応していく上でも、緊急時や災害時において、周産期に携わる医師や医療プロバイダーが

同じレベルでチーム医療体制を築いておく必要性があります。 
	 講習内容は、周産期救急現場における対処法についてのレクチャーと実施訓練のための

マネキンを使用したワークショップです。 
プロバイダーコースは 2 日間です。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、マタニ

ティケアにおける安全性の 8 つです。ワークショップは肩甲難産、胎位・胎向異常、鉗子
と吸引、分娩中の胎児監視などです。 
プロバイダーコースを完了し筆記ならびに実技試験に合格すると、5年間有効の「ALSO
プロバイダー資格」の認証を受けることができます。 
 

１．日時：平成 29年 8月 5日（土）8:30～18:30・6 日（日）8:30～17:00（予定） 

２．会場：総合母子保健センター愛育病院	 9 階会議室・多目的室（港区芝浦 1-16-10）	 

３．対象：区中央部ブロック周産期医療機関の医師、助産師	 	 定員 20名 

４．主催：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院	 

共催：NPO法人周生期医療支援機構(OPPIC) 

５．費用：15,750円（認定料等として、ALSO-japan 事務局(OPPIC)へ支払う） 

６．申込方法：①氏名	 ②氏名のふりがな	 ②氏名のローマ字表記	 ④所属施設名 

⑤診療科・所属部署	 ⑥役職	 ⑦職種	 ⑧卒業年度(西暦) ⑨現住所 

⑩携帯電話番号（当日連絡がつくもの）⑪PC メールアドレス 

	 	 	 	 	 	 	 を必ず明記し E-mailにてmtakai@aiiku.net	 までお申込ください。 

	 	 申込期限：6月 1日（木）正午まで	 (締め切りが早く申し訳ありません) 

＊	 代表者がまとめて申し込む場合は、各自の①～⑪を必ず明記してください。 

＊	 参加の可否につきましては、6月 5日頃メールにてご連絡させていただきます。 

＊  応募者多数の場合は選考とさせていただきます。 

＊	 参加費は、参加決定のメールが届き次第 1週間以内にお振込みください。 

＊  講習当日はハイヒール等かかとの高い靴ではご参加いただけません。必ずスニー

カー等を着用してください。 



問合先：愛育病院	 看護部 小松佐紀、得松奈月  	 地域医療連携室 安井和美 

	 	 	 	 〒105-8321 東京都港区芝浦 1-16-10	 電話 03-6453-7300(代表) 
 

ALSOプロバイダーコース in愛育病院スケジュール	 (予定) 
平成 29年 8月 5日・6日開催 

 
5日(土)	 	  8:10～ 8:30	 	 受付 
	 	 	 	 	 	 8:30～ 8:40    オープニング 
	 	 	 	 	 	 8:40～ 9:40	 	 妊婦ケアにおける安全性	 	 	 	 	 	  講義・WS(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ) 
            9:50～11:30	 	 分娩時胎児監視と症例	 	 	 	 	 	 	  講義・症例検討 
           11:30～12:30    昼食 
           11:50～12:20	 	 難産	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  講義（ランチョン） 

12:30～13:50	 	 補助経腟分娩	 	 	 	 	 	 	 	        講義・WS	 	 	 	 	 	 	  
           14:00～15:10	 	 肩甲難産	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  講義・WS 
           15:20～15:50	 	 妊娠後期の性器出血	 	 	 	 	 	 	 	  講義 
           16:00～17:40	 	 産後大出血	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  講義・WS 
	 	 	 	 	  17:50～18:30	 	 妊婦の蘇生	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  講義・WS 
	  
6日(日)     8:30～ 9:20	 	 プレゼンテーション･ポジション異常  講義・WS  

9:30～10:00	 	 早産と前期破水	                    講義 
	 	 	 	 	  10:10～11:50	 	 内科的合併症と症例	 	 	 	 	 	 	 	  講義・症例検討 
	 	 	 	 	  11:50～12:50    昼食 
           12:00～12:30	 	 妊娠初期の合併症	 	 	 	 	 	 	 	 	  講義（ランチョン） 

12:50～13:30	 	 会陰縫合・超音波検査（選択）	  
           13:30～14:00    復習コーナー 
	 	 	 	 	  14:00～14:10	 	 集合写真撮影 
	 	 	 	 	  14:10～14:20	 	 クロージングリマーク 
	 	 	 	 	  14:30～17:00	 	 筆記試験・実技試験 
 
会場案内図  

 


