第 46 回 JALC 母乳育児支援学習会＜in 札幌＞
『JALC20 周年：つなげよう 私たちのいままでとこれからを』
主催：NPO 法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
Japanese Association of Lactation Consultants(JALC)

日時：2019 年 7 月 6 日(土) 11 時 30 分～17 時 30 分（受付 10 時 30 分）
7 月 7 日(日) 9 時 00 分～15 時 00 分（受付 8 時 30 分）
場所： 札幌コンベンションセンター

（札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1） https://www.sora-scc.jp/
Tel：011-817-1010（場所についての問い合わせのみです）

7 月 6 日(土) ・7 日(日)の 2 日間、札幌コンベンションセンターにおいて第 46 回母乳育児
学習会が開催されます。札幌での開催は第 11 回(2002 年)と第 20 回(2005 年)に引き続き 14 年
ぶり 3 回目となります。今年は JALC が発足してから 20 周年の記念すべき年に当たります。20
年前わずか 4 人であった IBCLC の数は現在 947 人となり、毎年全国各地で母乳育児/母乳育児
支援に関する学習会やセミナーが開催されるようになっています。この 20 年で JALC が目指す
『お母さんに寄り添う、根拠に基づいた母乳育児支援』の輪が日本全国に確かな広がりを見せ
たことは大変に喜ばしいことです。
しかしながら、最近の母乳育児を巡る社会状況は必ずしも前進しているとは言い難いようで
す。母乳/母乳育児の意義に関する医学的評価は確かなものとなり、母乳で育っている赤ちゃ
んの割合は 20 年前に比べ増えているにも関わらず、社会全般は母乳フレンドリーであるとは
言えません。そのために例えば昨今の液体ミルクを巡る議論などを見ても、災害時の母子支援
の基本的なあり方、さらには子育て支援の本質から逸脱した方向に議論が流れているようにも
思えます。
この学習会では JALC の原点に立ち返り、科学的根拠に基づいた母乳/母乳育児支援の情報に
ついてアップデートし、現在の社会状況を踏まえた母乳育児支援をあり方について学ぶために
多彩なプログラムを用意しています。
多くの皆様に爽やかな初夏の北海道の地においでいただき、楽しく有意義な学びのひととき
をすごしていただければと心より願います。
第 46 回

母乳育児支援学習会 in 札幌
大会長

瀬川

雅史

◆事前参加登録期間

2019 年 5 月 8 日(水)10 時～6 月 12 日(月) 9 時 59 分（コンビニ払い）
～6 月 17 日(月)23 時 59 分（カード払い）

■

プログラム

1 日目（7/6）

10：30

受付開始

11:30～開会挨拶

オリエンテーション

17:30 終了

12:00～13:00

2018 年改訂「赤ちゃんにやさしい病院運動」と「母乳育児がうまくいくための 10 の
ステップ」ーなにが新しく変わったか？
中村和恵(新生児科医、IBCLC)

13:15～14：15

「早産児に対する EHMD: Exclusive Human Milk Diet の利点」
水野克己（小児科医、IBCLC）

14:30～15：30

NICU での母乳分泌の確立と維持

UP TO DATE

母乳の保存と取り扱いを含む
大山牧子（小児科医、IBCLC）

16:00～17:30

「災害時の母と子への支援：私たちにできること・するべきこと」
本郷寛子（ソーシャルワーク修士、保健学修士、IBCLC）

2 日目(7/7）
9:15～10:45
11:00～12:00

8:30 受付開始

9:00～オリエンテーション

JALC20 周年記念シンポジウム『学び

つながり

14:45 閉会挨拶

15:00 終了

明日を拓く』

IBCLC 助産師としての母乳育児支援変革の軌跡
〜乳腺炎業務指針から乳腺炎重症化予防
・ケア指導料新規収載とその後を中心に

13:00～14：30

井村真澄（助産師、IBCLC）

「どうしたらいいの？私の母乳育児」～母親に伴走する支援を～
菅原光子（助産師、IBCLC）、古賀浩子（助産師、IBCLC）、西垣敏江（LL.B、IBCLC）

14:30～14：45

「今後の JALC の歩～進むべき道しるべ」

大会長

瀬川

雅史

1 日目 19 時より懇親会(自由参加)があります。「懇親会のご案内」をご覧ください。
休憩時間に CBT 対策（受験対策）相談ブースをオープンしています。
都合により、プログラムや講師などに急遽変更がある場合がありますので、ご了承ください。
■ラクテーション・コンサルタント資格試験国際評議会(IBLCE)継続教育単位申請中
■日本助産師会継続教育ポイント、および、日本助産評価機構アドバンス助産師更新のための
指定研修として申請可能です。申請手続の詳細は公益社団法人日本助産師会ホームページの
会員専用ページへ
■日本小児科学会
■産婦人科関連

新更新単位

小児科領域講習:申請中

日本産科婦人科学会付与単位：発行認定済（単位数未定）
機構認定単位：承認済（参加単位、領域単位）
日本産婦人科医会単位：申請中

◇懇親会のご案内
======================================================================================
場

所

参加費

レストラン SORA（メイン会場と同じフロア）
大人（中学生以上）1 名
こども（小学生以下）

4,700 円
無料

オードブル盛り合わせ 飲み放題付
申込み方法

JALC-SHO より 事前申込み

申込み期間

事前登録期間と同じ

======================================================================================

♪♪♪♪♪♪

JALC 第 46 回学習会

申込み方法

♪♪♪♪♪♪

◆ 学習会の対象
母乳育児を援助する専門家（助産師、看護師、保健師、医師、歯科医師、栄養士など）をはじめ、
学生、母乳育児支援団体認定リーダーなど母乳育児支援に興味のあるかたであれば、どなたでも
ご参加いただけます。

◆

参加費

当

事前登録参加費

*

日

参加費

JALC 会員

非会員

JALC 会員

非会員

両日参加

￥19980

￥33000

￥22000

￥35000

1 日参加

￥15390

￥28000

￥18000

￥30000

学生
（★対象条件あり）

￥10000

会員価格でご参加になる場合は 2019 年度の年会費をお支払いください。2019 年度の会費を
2019 年 3 月末までにお支払いいただいていない方は、新規入会となります。（定款変更 2017
年 2 月） 入会の手続きも併せてお願いいたします。

*

非会員の方も、この機会に入会されると会員としてご参加いただけます。参加費支払い後の入
会では会員としての扱いになりませんのでご注意ください。
年会費：一般会員 8,000 円/IBCLC 会員 12,000 円
メルマガ購読（申込者のみ）、ニュースレター（定期 2 回、他臨時）メール配信、JALC カレン
ダーの贈呈など、様々な特典がついてきます。ぜひご入会ください。

★

学生割引の対象：医療、保育、福祉職等の養成課程在学中の方★

学生料金の適応は医療、保育、福祉職等の養成課程在学中の方のみです。社会人学生・医療職
有資格の大学院生は非該当です。不明な方は必ず事前にお問い合わせください。
事前登録の場合は学生証のコピーをメールまたはFAXにてお送りください。学生証の提示がない
場合は、「会員」または「非会員」でのご参加となります。
【送信先】Mail：study46@jalc-net.jp
FAX：022-725-8561

★

昼食について

2 日目のお弁当(1,020 円お茶付・税込）は、事前登録期間内に JALC-SHOP から申込みが可能です。
お好みのお弁当の持ち込みも可能です。
※会場周辺に飲食店・コンビニが非常に少ないため、予め準備してご来場いただくようお願いい
たします。
☆お子様連れで当日参加いただけるのは、0 歳～2 歳児と小学４年生以上の方のみになります。
◆事前申込登録期間

2019 年 5 月 8 日(水)10 時～6 月 12 日(水) 9 時 59 分（コンビニ払い）
～6 月 17 日(月)23 時 59 分（カード払い）

■申し込み方法

https://jalc-study.jimdo.com/ または上記の申込 QR からお申込みくださ
い。（スマホからも申し込み可能です）

事前登録が完了すると webshop2018@jalc-net.jp

より

件名「ご注文ありがとうございました」のメールが送られてきます。
上記メールを受信可能にしてください。

支払い方法はクレジットカード決済またはコンビニ決済です。
期限：クレジットカード 6 月 17 日(月) 23 時 59 分
コンビニ 6 月 12 日(水)9 時 59 分
事前申し込み期限内に参加費のお支払いがないと当日申込み扱いになり
ます。

カード決済の方は「 件名：ご注文ありがとうございました。」のメールが
参加確認証になります。学習会当日、受付へお持ちください。
コンビニ決済の方はレシートが参加確認証になります。学習会当日、受付
へお持ちください。
※今回は事前送付の資料・案内はございません。

＊一度お支払いいただいた参加費は、何らかの事情により学習会が開かれなかった場合を除き返
却いたしません。あらかじめご了承ください。

♪♪♪♪♪♪ 参加・受付方法について追加のお知らせ ♪♪♪♪♪♪

◆入金終了の方へ
☆「名札・資料集等」の事前送付は行いません。当日受付にてお渡しします。
☆カード決済の方は「 件名：ご注文ありがとうございました。」のメールが参加確認証になり
ます。学習会当日、受付へお持ちください。
コンビニ決済の方はレシートが参加確認証になります。学習会当日、受付へお持ちください。
☆ネームカードホルダーは各自でご用意ください。当日会場でも販売します。
周辺の施設で複数の催しが予定されています。会場内では、必ず名札をおつけください。
名札をおつけいただいていない方の入場をお断りすることがあります。
☆会場が広いため室温の調節が困難なことがあります。上着やひざ掛け等で各自調節いただき
ますようお願いいたします。
☆JALCSHOP からのお知らせ
JALC 特製付箋を販売いたします。学習会特別価格１冊 250 円です。
数に限りがありますのでお早めにお買い求めください。
DVD「Breast

is

Best」を学習会特別価格 2700 円で販売いたします。

また過去の学習会の資料集も販売いたします。現金のみの取り扱いです。
なお、持ち帰り用のマイバッグをご持参ください。
☆昨年同様外部書店が出展いたします。外部書店ではクレジットカードをご利用いただけます。
最新の書籍を取り揃えておりますので、お立ち寄りください。
◆ 個別の配慮を必要とされている方へ
車椅子を利用されているなどお手伝いが必要な方、付き添いを同伴したい方など、個別の配
慮を必要とされる方は、＜study46@jalc-net.jp＞に内容を記入してお知らせください。できる
限り快適な学習会参加となるようお手伝いさせていただきます。
◆ お子さま連れで参加される方へ
JALC はお子さま連れの皆さまが学習会に参加しやすいよう、環境づくりを工夫しております。
今回の学習会では 下記を準備しています。
【①会場内親子スペース】無料・事前登録不要。
親族の同伴可。（直接お越しください）。
JALC-SHOP 注文備考欄に下記 3 点を入力
1.年齢

2.人数

3.親族の同伴者氏名（同伴がある場合）

【②モニタールーム】無料・事前登録不要
別室にモニターを配置いたします
親族の同伴可。（直接お越しください）。
JALC-SHOP 注文備考欄に下記 3 点を入力
1.年齢

2.人数

3.親族の同伴者氏名（同伴がある場合）

【③別室託児】有料・事前登録必要

定員 10 名

先着順。

申込方法については託児室のご案内をご確認ください。

各スペースには利用対象者の年齢制限を設けておりますので、 必ずお子さまの年齢に合った場
所でお過ごしくださるようお願いいたします。今までの学習会と利用方法が変更されています。
無用なトラブルを避けるためにも、
「お子さま連れで参加をお考えの皆さまへ」を必ずお読みにな
ってから申し込みフォームより申し込んでいただくようお願いします。
＊別室託児料金は事前申込期間内に料金のお支払がないとキャンセルになります。
【年齢別利用区分】
ν

歩行前の 0 歳児

①会場内親子スペースでお過ごしください。別室託児は利用できません。
ν

歩行後の 0 歳児

②モニタールームでお過ごしください。別室託児は利用できません。
ν

1・2 歳児

②モニタールーム、③別室託児の選択が可能です。
親子で一緒にいたい方はモニタールームで、講義に集中したい方は別室託児をご利用ください。
ν

3 歳～小学 3 年生

原則③別室託児をご利用ください。
※お子さまの持病やけが、特性や障害をお持ちで親と離れる事が困難な方は、個別にご相談くだ
さい。
ν

小学 4 年生以上

①会場内親子スペース、③別室託児の選択が可能です。
2 日間会場で過ごされるお子さまへの負担を考え、原則ご家族、お友達などに預かっていただく
ようお願いします。ご家庭の事情でどうしても会場に同伴せざるを得ない場合は、お子さまが退
屈せずに過ごせるような工夫を保護者さまが責任をもってご準備していただくようお願いします。

【ご注意】


別室託児をご利用の方へ（当日参加、その他について）
別室託児は、スタッフ確保が必要なため、事前申し込み期限日以降の対応はできません。
必ず期限内に申し込み・料金の支払いをしてください。
お子さま連れでの当日参加は 0 歳～2 歳児と小学 4 年生以上のお子さまをお連れになった方
のみお受けいたします。3 歳～小学 3 年生のお子さまをお連れになった当日参加は上記理由
で対応できませんのでご了承ください。



安全確保について
会場は必ずしもお子さまの来場を想定していない箇所もございます。お子さまの安全は保護
者さまの責任となります。お子さまは必ず保護者さまと一緒にお過ごしください。お子さま
が一人で行動されている・身の安全に危険が生じると判断される・他の受講者の集中力をひ
どく妨げると判断された場合は、退室をお願いする場合がございます。



相互助け合いのお願い
トイレ休憩時の短時間の見守りは、お互いに協力し合ってお願いいたします。

【お子さま連れ学習会参加申し込みの流れ】

歩行前の 0 歳児・小学 4 年

歩行後の 0 歳児～2 歳児を

1 歳児～小学校 3 年生をお

生以上をお連れで、会場内

お連れで、モニタールーム

連れで、別室託児をご利用

親子スペースをご利用の方

をご利用の方

の方

【予約券はありません】

無料

【別室託児申し込み方法】

事前参加登録の際、注文備考欄へ以下 3 点を入力してくださ

を参照し手続きをすすめて

い。

下ください。

①年齢

②人数

③親族の同伴者氏名（同伴がある場合）

当日お子さまと一緒にお越しください。
やむを得ずキャンセルする
場合は、7 月 5 日（金）11
会場内親子スペースをご

モニタールームをご利用

時までに JALC 事務局へメー

利用ください。

ください。

ルでご連絡ください(FAX 不
可)。上記期日以降は返金が
できかねますのでよろしく
お願いいたします。
JALC 事務局 E-MAIL

お子さまと保護者さま

study46@jalc-net.jp

双方にとって
いい方法を選んでね
【託 児 室同 意 書】 を 当日 お
持ち い ただ き 、託 児 室を ご
利用ください。

＋＋*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*＋＋
◆主催◆

NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
第46回母乳育児支援学習会 in 札幌事務局

〒981-3133

仙台市泉区泉中央 2 丁目 17-3

フリード泉中央 203

E-mail：study46@jalc-net.jp /FAX:022-725-8561
営業時間 10:00

～

15：00

（土・日・祝祭日は休業）

＋＋*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*+…*＋＋

