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 Annual Breastfeeding Conference for IBCLCs (ABC)        
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【と き】 ２０２０年２月２３日（日）、２４日（月・祝） 

 

【ところ】 今池ガスビル 

名古屋駅より 地下鉄 東山線 

藤が丘行きに乗車 10分  

「 今池 」駅下車  10番出口直結    

〒464-085 

 名古屋市千種区今池一丁目 8番 8号 

TEL 052-732-3211（場所の問い合わせのみ） 

 

【対 象】  ＩＢＣＬＣ  

（JALC会員以外の IBCLCも参加いただけます。） 

 

 

【事前申込受付期間】 

 カ ー ド  12/27（金）10：00〜1/31（金）23：59 

 コンビニ  12/27（金）10：00〜1/24（金）9：59 

詳細は 12月中旬以降に ホームページでご確認ください。 

 

※ 宿泊手配は各自でお願いします。 

大学入試試験日程と重なりますのでお早目の予約をお勧めします。 

 

 

いよいよ IBCLCのための母乳育児カンファレンス ABC（Annual Breastfeeding Conference for IBCLCs）

開催の時期がやってきました。今年は平成から令和になったため、天皇誕生日とその振替休日の 2日間

が ABCの日程になりました。 

今回は「発達障害の女性」や「注意研究から見た乳幼児期の発達」など、興味を引くプログラムが組ま

れています。母乳育児支援をしていく中で、ちょっとした事でグズッてしまう赤ちゃんなど、「どのように支援

をすればよいのか？」戸惑う時に、参考になるような内容になっております。また、2018年 7月岡山の水

害など、DMATとして災害の現場で活躍された方の講話もお願いしております。 

今回の ABCは、共に学び、ともに励ましあって、お互いに元気をもらえる場になることを願って計画をし

てきました。母乳育児を望むお母さんに、お母さんが選択した母乳育児の方法を、お母さんが満足するま

での期間、お母さんにとって心地よい支援が継続できるようにしたいものです。スクラム組んで、ワンチー

ムになれるように全国の IBCLC みなさまを心待ちにしております。 

 

第 17回 ABC大会長 土屋 あつ子 



プログラム 

 

２月２３日（日） 11：30～18：45  開場・受付開始 10：30～ 

11:00～11:30 

 

11:30～      

11:45～13:30 

 

 

13:45～15:15 

 

15:15〜16:00 

16:00～16:45 

 

16:50～17:20 

17:30～18:45 

 

 

 

18：45 

19:00～21：00 

JALC 新人オリエンテーション 

JALCから母乳育児支援の輪を広げ盛り上げましょう！皆さんどうぞご参加ください。 

開会 オリエンテーション、はじめの挨拶 

講演１ 女性の発達障害 ～育児支援・生活支援の視点から～ 

 名古屋市発達障害者支援センター所長、小児科医 浅井 朋子先生 

 

講演２ 赤ちゃんの注意研究から見た乳幼児期の発達 

名古屋市立大学人文社会学部 大学院人間文化研究科 教授 /CP 中川 敦子先生 

ティーブレイク／ポスタービューイング 

総  会    IBCLC JALC会員は出席をお願いします。 

欠席する方は委任状をご提出ください。 

研究発表 

 講演３ シンポジウム 食べることを嫌がる乳幼児と養育者への支援 

 大山 牧子（新生児科医、IBCLC） 

 江田明日香（小児科医、IBCLC） 

 三浦 久子（看護師、助産師、IBCLC） 

終了 

懇親会（自由参加） 

 

都合により、プログラム時間や講師などに変更がある場合がありますので、ご了承ください。 

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。 

 

 

２月２４日（月・祝） ９：３０～１６：００   開場 9:00～・受付開始 9：10～・（各会場にて受付） 

9:30～11:30 

 

 

 

 

 

 

11:30～12:45 

 

12:45～13:45 

 

13:45～14:00 

14:00～15:30 

 

 

 

15：30～ 

分科会ワークショップ【５会場】 

事前に必ずどれかの分科会に参加をお申し込み下さい。 

１、新生児のケア  

２、災害時の母乳育児支援 

３、新しい授乳離乳の支援ガイドをどう考えるか？ 

４、産後ケアについて               

５、コミュニケーションスキル（Part2) 

 昼 食/エリア会 

（お弁当を受け取ってからエリア会に参加してください） 

講演４ 「日本の小児周産期災害医療体制と災害時に求められる母子保健活動について」 

 国立病院機構災害医療センター臨床研究部 救急医、小児科医 岬 美穂先生 

実行委員紹介 休憩 

講演５ あなたはどう考えますか？：IBCLCの倫理と JALCのビジョン                                             

吉澤 志麻（看護師、IBCLC） 

所  恭 子（産婦人科医、IBCLC） 

大坪三保子（助産師、IBCLC） 

閉会  終わりの挨拶、CERPs等提出 

 

都合により、プログラム時間や講師などに変更がある場合がありますので、ご了承ください。 

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。 

 

◆ 教育単位 ＊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。 



IBCLC会員 

新規入会フォーム 

◆ 参加費 

事前登録参加費（2日目弁当付） 当日参加費 

JALC会員 非会員 紙資料 JALC会員 非会員 紙資料 

￥14,040 ￥28,050 ￥2,500 ￥16,000 ￥30,000 ￥2,500 

 

資料集はダウンロード配布になります。紙資料は希望者に別途販売します。事前申込受付期間内に JALC-

SHOPよりお申し込みください。（参加者のみ、お一人 1冊の購入が可能です。） 

当日参加の方も、ダウンロードできる PC もしくはタブレットを持参ください。会場でも紙資料集は販売します

が、数に限りがありますことをご了承ください。※会場では自由に使える Wi-Fi の準備がありません。当日受

付に USBも準備しますので必要な方はお申し出ください。 

【 会員価格の適用について 】 

JALC会員としての参加には、2020年度（令和 2年度）年会費のお支払いが必要です。 

 

◆ ご入会  

この学習会を機会に入会されると、会員価格で参加いただけます。 

新規入会フォームより登録後、JALC-SHOPより 2020年度会費をお支払いください。 

（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）。 

会員特典として、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）、 

JALCカレンダーの贈呈など様々な特典がついてきます。この機会にぜひご入会ください。 

詳細は、JALCウェブサイト（https://jalc-net.jp/）「ご入会」をご覧ください。   

（IBCLC会員年会費 12,000円）       

 

◆ 申込み方法 

JALC-SHOPからの申込のみとなります。 

１. ご希望の分科会の表示があるボタンを選択しカートに入れて下さい。 

年会費の自動払込の手続きをとった方 

2020年会費のお支払は不要です。 

2019/12/16または 2019/12/27にご指定のゆうちょ口座より引落しされます。 

年会費のお支払がまだの方 

参加費と 2020年会費を一緒にカートに入れお申し込みください。 

2019年度会費を納入しなかった方 

再度、入会手続きが必要です。「ご入会」からお手続きください。 

２.手続き完了後「 件名：ご注文ありがとうございました。」のメールが届きます。 

カード決済の方は、印刷し学習会当日、受付へお持ちください。コンビニ決済の方はレシートを 

お持ちください。参加確認証になります。 

資料集ダウンロード案内のメールは同じアドレスに２月中旬に配信予定です。必ず受信確認して 

ください。 

※JALC-SHOP トップページにある「新規会員登録」は、JALC-SHOP会員登録です（JALCの会員登録では 

ありません）。登録すると便利にご利用いただけます。2018年 8月以降 JALC-SHOP会員登録した 

ログイン ID・パスワードが有効です。 

 

お支払い 

クレジットカードまたはコンビニ決済のみになります。 

コンビニ決済は支払い期限が 5日間です。期限を過ぎた場合は、再度、お申し込みください。コンビニ決済の

事前申込みは、2019年 1月 24日（金）9：59までとなります。 

＊1月 25日(土)以降にお申し込み頂いた場合はクレジットカード決済のみ有効ですのでご注意下さい。 

◆ 注意事項 

・事前申込期間内に参加費のお支払いがないと当日申し込み扱いになります。 

・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。 

・以下の連絡事項がある方は、JALC-SHOP購入手続き画面<注文備考欄>に入力してください。 

親族の同伴者、お子さま連れ 



 

○分科会（2日目 9：30～11：30）について 

＊5つのワークショップを行います。学習会申し込み時に選択して下さい。 

１．新生児のケア（定員 120名）                       植手久美子 山本和歌子 柚木直子 

２．災害時の母乳育児支援（定員 100名）          熊谷賀代 奥起久子 本郷寛子 古賀浩子 

３．新しい授乳離乳の支援ガイドをどう考えるか？（定員 79名）           張尚美 布川まゆみ 

４．産後ケアについて（定員 24名）                                  大坪三保子 祝由香里 

５．コミュニケーションスキル（Part2）(定員 16名)                      高橋有紀子 大矢公江 

 

＊定員に達した分科会にはお申し込み出来なくなります。早めにお申し込みください。 

詳細は抄録を参照ください。 

 

〇エリア会（2日目 11:30〜12:45）について 

2日目、昼食の時間にエリア会が開催されます。（北陸・沖縄エリアは開催しません） 

各エリアは下記の分類となっています。 

エリア名 お住まいの県 エリア名 お住まいの県 

北海道エリア 北海道 神奈川エリア 神奈川 

東北エリア 秋田・青森・岩手・福島・宮城・山形 東海エリア 愛知・静岡・岐阜・三重 

北陸エリア 富山・石川・福井 近畿エリア 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 

甲信越エリア 山梨・長野・新潟 

中国四国エリア 
岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・高知・徳島・

愛媛 
北関東エリア 栃木・茨城・埼玉・群馬 

千葉エリア 千葉 九州エリア 福岡・大分・長崎・熊本・佐賀・宮崎・鹿児島 

東京エリア 東京 沖縄エリア 沖縄 

 

 

○昼食・軽食について 

1 日目は、ティーブレイクにおにぎり 1 個とお茶をご用意させていただきますが、軽食程度になりますので、

早めのお食事をとってご参加下さい。 

2日目は、アレルギー非対応になってしまいますが事前登録の方にはお弁当とお茶をご用意します。 

参加費同様、当日不参加でも返金はできませんのでご了承ください。なお、アレルギーなどでお困りの方は

事前申込受付期間内に事務局 abc17@jalc-net.jp までご連絡ください。 

※飲食物の持ち込みは原則禁止です。 

お子さまの昼食と当日参加の方のみ、持ち込み可能です。会場での販売はありませんので、事前にご準備

ください。お子さま用に参加者と同じお弁当（1,000 円お茶付、税込）もご準備できます。事前申し込み期間

中に、JALC SHOPよりお申し込みください。 

 

○お子さまの同伴や託児について 

JALCは、お子さま連れの参加者を応援しています。 

お子さまのご年齢に応じて過ごしていただけるお部屋が違います。必ず【お子さま連れの方への案内】を

お読みになり、申し込みください。 

 

○個別の配慮を必要とされる方へ 

車椅子を利用していらっしゃる方や付き添いが必要な方など、個別の配慮を必要とされる方は、 

abc17@jalc-net.jpまでご連絡ください。できる限り快適な学会参加となるようお手伝いさせていただきます。 

 

mailto:abc17@jalc-net.jp


○懇親会のご案内 

第一日目終了後、同会場内で懇親会を企画しました。全国の IBCLC会員間の親睦を深め、 交流をは

かる目的で開催します。多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。  

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

日  時    2020年 2月 23日（日）  19：00～21：00 

場  所    「 ガス燈 」 パーティールーム 今池ガスビル８F （会場と同じビル） 

参加費     大人 5,500円  

テーブルにつき大皿 とりわけスタイル 

お子さまプレート 1,100円 

（小学 3年生くらいまでのお子さま） 

申込み方法   JALC-SHOPより 事前申込み 

申込み期間   事前申込受付期間と同じ 

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

 

○参加証送付について 
「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。 

ネームカードホルダーはご用意ください。お持ちでない場合 100円で購入になります。 

２月中旬に、資料集ダウンロードの手順とパスワードを「注文者情報入力」で入力したアドレスにメールでお

知らせします。 

必ず abc17@jalc-net.jp からの受信ができるよう設定をお願いします。 

 

○メイン会場について 

・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ください。 

・机がありませんので、メモをとるのに必要と思われる方はクリップボードをお持ちください。 

・椅子のクッションが少し硬めです。お尻が痛くなりそうな方は敷くものをお持ちください。 

 

○会場内JALC SHOPでは 

・IBCLC会員ストラップ（オレンジ）を500円で販売します。 

ABCカンファレンス会場限定の販売です。新調をお考えの方はご利用ください。 

・DVD「Breast is Best」や過去の学習会の資料集の販売をいたします。 

・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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*＋…‥*+…*＋…‥*+…*＋…‥*+…*＋…*＋…‥*+…*+…*＋+…*＋+…*＋＋ 

◆JALC主催 第17回IBCLCのための母乳育児カンファレンス事務局◆ 

〒981-3133 仙台市泉区泉中央2丁目17-3 フリード泉中央203号 

FAX: 022-725-8561  E-mail: abc17@jalc-net.jp 

問合せ受付時間 平日10：00～15：00 

*＋…‥*+…*＋…‥*+…*＋…‥*+…*＋…*＋…‥*+…*＋+…*＋+…*＋+…*＋ 
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