
 
 

 

実行委員長  青木 幹弘  (小) 国立病院機構長崎医療センター 

副実行委員長 井上 哲朗 (産) 井上産科婦人科  

三浦 恵子 (助) 国立病院機構長崎病院 

「みんなを支える、みんなで支える」 

-赤ちゃんとお母さんの持っている力をひきだそう- 
 

東日本大震災からの復興と福島原発事故の終息を心より祈念いたします。 

熊本地震からの速やかな復興を心より祈念いたします。 
 

第 27 回母乳育児シンポジウムを、世界母乳週間中の平成 30(2018)年 8 月 4 日（土）、5 日（日）に、長崎市

の長崎ブリックホールで開催します。今回のメインテーマは、「みんなをささえる、みんなでささえる」です。人類

の歴史とともに綿々と続けられてきた母乳育児の本質は、今も変わらないものですが、母乳育児を取り巻く環境は、

大きく変わってきています。その中で我々母乳育児支援に携わる者は、これまでの変わらぬ指針に沿って進むことに

加え、変化に対応する柔軟な心をもって、支援のあり方を考えることが求められています。まもなく開港 450 年を

迎え、新しいことに柔軟に対応してきた街長崎に、各地の母乳育児支援に携わっておられる多くの皆さんに集まって

いただき、母乳育児支援を通して皆さんの心の中にある「やさしさ」に気づいていただけるようなシンポジウムにで

きればと思います。 
 

今回の「母乳育児シンポジウム」はシンポジウム 3 つと一般演題、特別講演、教育講演で構成されています。産

前、産科入院中、産後、そして地域を巻き込んだ切れ目ない支援を実践するためにはどうすればよいのか、リスクを

抱えた母子に対してどのような支援が考えられるのかといった内容を盛り込みました。 
 

特別講演「共に生きる—あたらしい命に向き合って」では社会福祉法人聖家族会みさかえの園むつみの家園長の福

田雅文先生をお招きし、しょうがい児支援の立場から「いのち」や「家族」といった視点からお話していただきます。 
 

シンポジウムⅠ「母乳育児の始まりを支える —産前から産科入院中のケア—」 

 基調講演として、長崎県内の分娩施設に対する母乳育児支援の実態調査の報告を行います。産前の支援として、両

親学級での取り組みを、入院中の支援としては新たに STS や母子同室を始めた施設の挑戦と補足が必要になった場

合のチームとしての支援の在り方など、きめ細やかな支援についてお話しいただきます。 
 

シンポジウムⅡ「リスクを抱える母子への支援」 

 このシンポジウムでは、母親のリスクとして、何らかの理由で母乳を与えられなくなった母子や精神的な問題を抱

えた母子、社会的弱者への支援を、児のリスクとして Late preterm birth 児（35，6 週で生まれ産科病棟で管理

を受けた児）や NICU に入院した児に対してそれぞれチームとしての支援についてお話しいただきます。 
 

教育講演「妊娠糖尿病と母乳育児；糖尿病発症の予防効果」では、長崎医療センター産婦人科の安日一郎先生に、

母乳育児を行うことで、その後の母体の耐糖能にどのような影響が出るのかについてお話ししていただきます。   
 

シンポジウム 3「地域とともにすすめる母乳育児」 

基調講演として長崎県の保育施設に対する母乳育児支援の実態調査の報告を行います。産科退院後も長く母乳育児

を続けるため、それぞれの施設の取り組みをお話しいただきます。 
 

今回は初めての長崎県での開催です。長崎県内のＢＦＨ認定 2 施設、九州地区のＢＦＨ施設の方々、長崎県で母

乳育児推進に携わる方々が実行委員として力を合わせ、シンポジウム当日まで準備を進めて参ります。ぜひ多くの皆

様に長崎にお越しいただけますよう、お願い申し上げます。実行委員一同、お会い出来ることを楽しみにしておりま

す。 

 

「第 2７回母乳育児シンポジウム」長崎開催のご案内 

＊本シンポジウムは日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本周産期・新生児医学会、日本助産師会 

の研修会として認定されており、それぞれの研修シールが発行されます。 



 
 

タイムテーブル 

総合 司会：山下 洋  (産・国立病院機構長崎医療センター/大村市）    

三浦 恵子 (助・国立病院機構長崎病院/長崎市） 
 

9：00〜 9：30 挨拶 

 開会 挨拶：青木 幹弘 第 27 回母乳育児シンポジウム実行委員長 国立病院機構長崎医療センター 

  挨   拶：中野 隆  日本母乳の会代表理事 

                    長崎県(予定) 

長崎市長(予定)  

メッセージ：木村 泰政 ユニセフ東京事務所長代表(予定) 

北澤 潤   厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課課長(予定)  
 

9：30 〜 11：30 

一般演題  

司会：野々下 晃子（産・佐世保市立総合病院／佐世保市）     

          野口 早代 （看・国立病院機構長崎医療センター／大村市）     

              

11：30 ～ 12：00 

「赤ちゃんにやさしい病院・BFH」 認定証授与式 

 

＜12：00〜13：15 昼食・社員総会＞ 

 

8 月 4 日（土） ８月 5 日（日） 

 8：30 受付 
8：45 〜  10：00 一般演題 

  9：00 〜  9：30 開会・挨拶 

10：00 〜 12：00 
シンポジウムⅡ： 

リスクを抱える母子への支援 
9：20〜 11：30 一般演題 

11：30〜 12：00 BFH 認定式 

1２：00〜1３：15 昼食 社員総会 12：00 〜 13：00 昼食 

13：15～13：30 
WHO・UNICEF 2018 年新しい母乳育

児成功の 10 か条 
13：00〜 13：30 

教育後援：「妊娠糖尿病と母乳育児：糖

尿病発症の予防効果」 

13：30〜14：30 
特別講演：「共に生きるー新しいいのちに向

き合ってー」 
13：30〜15：4０ 

シンポジウムⅢ： 

地域とともにすすめる母乳育児 

14：30 〜 14：45 休憩 
15：40〜15：5０ 

 
閉会・挨拶 

14：45〜17：00 
シンポジウムⅠ：母乳育児の始まりを支え

るー産前から産科入院中のケア 

17：00〜 18：00 ポスターセッション：質問タイム 
 

18：00～18：15 会員報告会 

18：30〜 20：30 懇親会   

＜世界母乳週間 世界母乳の日＞  2018 年 8 月 4 日(土) 5 日(日) 長崎市・長崎ブリックホール 

第 27 回母乳育児シンポジウム プログラム(予定) 

「みんなを支える みんなで支える」  

-赤ちゃんとお母さんの持っている力をひきだそう- 
  主催：一般社団法人日本母乳の会  

  後援：UNICEF 東京事務所 厚生労働省 日本産科婦人科学会 日本小児科学会 日本小児科医会 日本新生児成育医学会 

日本周産期･新生児医学会 日本助産師会 日本看護協会 長崎県産科婦人科学会 長崎県産婦人科医会 長崎県看

護協会 長崎県助産師会 長崎県 長崎市     

 ８月 4 日（土） 



 
 

1３：15〜13：30 

WHO・UNICEF 新しい母乳育児成功の 10 か条・2018 年 

     講師：近藤 裕一(小) 日本母乳の会・熊本市民病院/熊本市 
 

13：30〜14：30 特別講演 

「共に生きるー新しい いのち に向き合ってー」 

講師：福田 雅文(小) 社会福祉法人みさかえの園むつみの家施設長  

司会：青木 幹弘(小)  国立病院機構長崎医療センター/大村市 
 

14：30～14：45 休憩 
 

14：45〜17：00 シンポジウムⅠ 

「母乳育児の始まりを支えるー産前から、産科入院中のケア」 

司会：福田 涼子 （助・嬉野医療センター/嬉野市） 

村田 昌功 (産・上田市立産婦人科病院/上田市) 

１）アンケート報告：長崎県分娩施設の母乳育児状況 

小寺 宏平（産・長崎みなとメディカルセンター/長崎市) 

２）産前の支援 

     家族の始まりを支える産前の取り組みについて、両親学級での試みを含めてお話いただきます 

田中 茂樹(産・産婦人科たなかクリニック・/日南市) 

３）STS と母子同室 

    安全なSTS、母子同室に取り組んで、5か年計画でBFHを目指している施設の取り組みをお話しいただきます 

  佐藤 祥子（助・大崎市民病院/大崎市) 

４）補足が必要な母子への支援 

補足の評価、助産師との連携・信頼関係の構築に基づく「補足をしなくていい支援」をご提案いただきます 

永山 善久（小・新潟市民病院/新潟市) 

５）病院としての取り組み 

赤ちゃんにやさしい病院に入院中のきめ細やかな支援について、お母さんのケアを中心にお話しいただきます 

山口由佳里（助・井上産科婦人科/佐世保市) 
 

17：00 ～ 18：0０ ポスターセッション：質問タイム 

18：00 ～ 18：15  社員報告会 

18：30 〜 20：30 懇親会 長崎新聞社ホール（ブリックホール前）  

 

 

 

総合司会：楊井 章紀（小・やない小児科/長崎市） 

         西田 美香（助・小倉医療センター/北九州市） 

8：45〜10：00  

一般演題  

司会：森下 哲哉（産・森下産婦人科／福岡市）    

 

10：00〜12：00 シンポジウムⅡ 

「リスクを抱える母子への支援」みんなを支える 

司会：佐藤 和夫（小・国立病院機構九州医療センター/福岡市）  

木幡真紀子（助・仙台市立病院/仙台市）  

１）母乳を与えられない母子への支援  

  母乳を与えられないお母さんにどの様な支援ができるのか、助産師の視点でお話いただきます 

末吉 由佳（助・国立病院機構九州医療センター/福岡市) 

 ８月 5 日（日） 



 
 

 

 

２）精神的な不安を抱えた母子への支援 

   産科、小児科、精神科、MSWでの情報共有と支援、産科リエゾン開設に向けた取り組みについてお話いただきます 

岩永 恵子 (助・国立病院機構長崎医療センター/大村市) 

３）Late preterm birth 児への支援 

少し早く生まれた赤ちゃんの母乳育児支援についてお話しいただきます  

洞口 麻衣（助・旭川医大/旭川市) 

４）NICU に入院したお子さんの支援 

NICU に入院した、ちょっと吸啜の弱いお子さんの直切授乳支援についてお話しいただきます 

 本田 義信（小・いわき市立総合磐城共立病院/いわき市) 

５）貧困・社会的弱者への支援 

社会的問題を抱えて悩むお母さんを、病院・地域が連携して産前から支える活動についてお話しいただきます 

下田 薫（MSW・国立病院機構佐賀病院/佐賀市) 

＜12：00〜13：00 昼食・休憩＞ 

 

13：00〜13：30  教育講演 
 

「妊娠糖尿病と母乳育児：糖尿病発症の予防効果」 
母乳育児が糖尿病発症に予防のどのように関係しているか。新しい知見をお話しいただきます 

講師：安日 一郎(産) 国立病院機構長崎医療センター 産婦人科部長/大村市 

司会：森崎 正幸(産) 宝マタニティクリニック/長崎市 

 

13：30〜15：40 シンポジウムⅢ 
 

「地域とともにすすめる母乳育児」切れ目なくみんなで支える 
  産科施設を退院後は地域、家族の支援が重要です。保育園の現状も含めて討論します 

司会：角 至一郎（小・佐世保市立総合病院/佐世保市）  

山口 晴子（助・花みずきレディースクリニック/長崎市）  

 

1）アンケート報告：長崎県保育施設の母乳育児状況 

働く母親が増え、保育園での母乳育児支援は重要なテーマです。長崎県の全保育園の調査報告をいたします。 

江藤 宏美（助・長崎大学医学部/長崎市) 

２）産後 2 週間～産後 1 か月までの支援 2 週間健診の必要性と導入の過程 
産後2週間健診の必要性と導入の過程についての取り組みをお話しいただきます 

重松 環奈 (助・日本赤十字社医療センター/渋谷区) 

３）母乳育児支援の視点に立った産後ケア事業における支援  

産後ケア事業における支援について開業助産師の視点からお話しいただきます 

 野間田 真紀子（助・プロジェクト・マムさくらの里助産院/長崎市) 

４）保育園における母乳育児支援 

保育園での母乳育児支援についてお話しいただきます 

岡本 登美子（助・ウパウパハウス岡本助産院/川崎市) 

５）行政を絡めた支援 

山形県母乳育児を応援する会の活動と行政との連携についてお話しいただきます 

長南 千春（助・山形県立新庄病院/新庄市) 

 

15：40 〜 15：50 挨拶 

閉会挨拶：青木 幹弘 第 27 回母乳育児シンポジウム実行委員長  

長屋 建   第 28 回母乳育児シンポジウム実行委員長(旭川医科大学) 


