
 
 

 

実行委員長  長屋  建  (小) 旭川医科大学病院 

副実行委員長 小林 正樹 (小) 札幌医科大学 

澤野留美子 (助) 北見赤十字病院 

「みんなで学び、未来に繋ごう、そだね！」 
 

北海道胆振東部地震・熊本地震からの復興を心より祈念いたします。 
 

第 28 回母乳育児シンポジウムを、世界母乳週間中の令和元年 8 月 3 日（土）、4 日（日）に、札幌市のカナモト

ホール（札幌市民ホール）で開催します。今回のメインテーマは、「みんなで学び、未来に繋ごう、そだね！」です。

令和元年の節目のシンポジウムです。新しい時代を迎えるにあたって、まずは母乳育児支援の基本であり、2018

年に改訂された 10 ヵ条を理解し実践できるヒントになれば幸いです。 

今回メインテーマに盛り込んだ「そだね！」は、ご存じ平昌オリンピック カーリング女子代表のロコ・ソラーレ

の皆さんから発信された北海道弁です。その“相手を認め、共感しあう”響きに支援には必要と感じています。 

プログラムは 3 つのシンポジウムと一般演題、特別講演、基調講演、教育講演で構成されています。３つのシンポ

ジウムを通して、改訂 10 ヵ条の理解と実践を学び、お母さん・赤ちゃんとの話し合いの技術を学び、それを多くの

支援者に繋ぎ、広げていけるように構成しました。 
 

特別講演「アイヌ文化の世界観と子育て」では、札幌大学の本田優子先生をお招きし、アイヌ文化の世界観とそこ

から広がるアイヌの子育て、さらに民族語大切さについてご講演を頂きます。 
 

基調講演１「改訂 2018 母乳育児成功のための 10 ヵ条および、ＢＦＨ認定推薦方式について」では、日本母乳

の会の理事である新潟市民病院小児科の永山善久さんに、昨年に改訂された母乳育児成功のための 10 ヵ条の解説と、

新しいＢＦＨの認定推薦方式について解説していただきます。 
 

基調講演２「授乳・離乳の支援ガイド 2019 年改訂版について」では、「授乳・離乳の支援ガイド」改訂に関する

研究会のメンバーである塙佳生先生に改訂の要点についてお話ししていただきます。 
 

教育講演「母乳育児とビタミンＤを考える」では、旭川医科大学小児科の棚橋祐典先生に、母乳栄養児で話題とな

り、不足すると言われているビタミンＤについて、北海道などの高緯度地域での現状と今後の対策についてお話を頂

きます。 
 

シンポジウム１「あらためて母乳育児成功のための 10 ヵ条を考える」 

このシンポジウムでは、これからＢＦＨ認定を目指す施設だけでなく、認定を受けている施設でも継続した 10 ヵ

条の遵守に苦慮することがあります。それらの課題に対して、各施設での取り組みをお話し頂きます。 
 

シンポジウム２「お母さん・赤ちゃんとのコミュニケーションを学ぼう」 

社会的、精神的、環境的に母乳育児がうまくいきにくいお母さんの気持ちや、赤ちゃんの気持ちに寄り添いたい。

このシンポジウムでは、改訂 10 ヵ条で強調される「話合い」の技術や取り組みについてお話いただきます。 
 

シンポジウム３「母乳育児支援の繋がり、広がり」 

広い北海道でどうやって母乳育児支援を地域へ繋げ、広げていくかを各自治体と産科施設への実態調査の報告を行

います。その他、行政との連携、祖父母との連携、地域の子育て支援との繋がりについてお話頂きます。 
 

北海道内の多くの母乳育児推進に携わる方々が実行委員としてシンポジウム当日まで準備を進めて参ります。ぜひ

多くの皆様に北海道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 28 回母乳育児シンポジウム」北海道開催のご案内 

＊本シンポジウムは日本小児科学会、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ます。日本助産師会は本参加証の自己申請です 

＊2020 年 CLoCMiP･アドバンス助産師 更新要件のステップアップ研修の学術集会に該当します。受

講証明として、本参加証を日本助産評価機構に申請者が提出します。 



 
 

タイムテーブル 

8月３日（土） ８月４日（日） 

9：00 〜 受付 9：15 〜 10：15 ＊ 基調講演 

１. 「改訂授乳離乳の支援ガイドについて」

２. 「改訂2018母乳育児成功のための10ヵ

条およびBFH認定方式について」 

9：30 〜 10：00 開会・挨拶 

10：00 〜 11：20 一般演題 

11：20 〜 11：50 BFH認定式 

11：50 〜 12：50 昼食 10：15 〜 12：15 シンポジウムⅡ： 

「お母さん・赤ちゃんとのコミュニケーショ

ンを学ぼう」 

12：50 〜 13：05 会員報告会 

13：05 〜 13：35 教育講演 

「母乳育児とビタミンＤを考える」 

12：15 〜 13：15 昼食 

13：15 〜 14：15 ＊ 特別講演（市民公開講座） 

「アイヌ文化の世界観と子育て」 13：35 〜 14：15 一般演題 

14：15 〜 14：30 休憩 

14：30 〜 16：30 シンポジウムⅠ：「あらためて母乳育児

成功のための10ヵ条を考える」 

14：15 〜 16：15 シンポジウムⅢ： 

「母乳育児支援のつながり、広がり」 

16：30 〜 17：30 ポスター質疑応答 16：15 〜 16：30 閉会・挨拶 

17：45 〜 19：45 懇親会 ＊専門医単位（新制度） 産婦人科領域/小児科領域講習

 

総合 司会：金 美善 (産・北見赤十字病院/北見市）  

國村 美由紀 (助・公立芽室病院/芽室町） 
 

9：３0〜10：０0 挨拶 

 開会 挨拶：長屋 建     第 2８回母乳育児シンポジウム実行委員長 旭川医科大学病院 

  挨   拶：吉永 宗義  日本母乳の会代表理事 

                     北海道(予定) 札幌市（予定） 

浅井なほ子  パートナーシップ調整官（ユニセフ東京事務所長代理）  

メッセージ：厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課課長(予定)  
 

10：00〜1１：２0   

一般演題  
 

11：２0～1１：５0 

「赤ちゃんにやさしい病院・BFH」 認定証授与式 

 

＜11：50〜12：50 昼食＞ 

12：50〜13：05 社員報告 

 

13：05〜13：35 教育講演 
 

「母乳育児とビタミンＤを考える」 
高緯度、寒冷地における母乳育児とビタミンＤ不足の現状と課題についてお話いただきます 

講師：棚橋 祐典（小・旭川医科大学小児科学講座 講師/旭川市） 

司会：小林 正樹（小・札幌医科大学産科周産期科 助教/札幌市） 

＜世界母乳週間 世界母乳の日＞2019 年 8 月 3 日(土) 4 日(日) 札幌市・カナモトホール（札幌市民ホール） 

第 28 回母乳育児シンポジウム プログラム 

「みんなで学び、未来に繋ごう、そだね！」  
  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 北海道産婦人科医会 札幌産婦人科医会 旭川産婦人科

医会 北海道小児科医会 札幌小児科医会 旭川小児科医会 北海道看護協会 北海道助産師会 北海道 札幌市  

 ８月３日（土） 



 
 

13：35〜14：15  

 一般演題  

 

＜14：15〜14：30 休憩＞ 

 

14：30〜16：30 シンポジウムⅠ 

「あらためて母乳育児成功のための 10 ヵ条を考える」 

司会：佐藤 敬（小・ＪＡ旭川厚生病院/旭川市）   

 葉田 真美子（助・加古川市民病院/加古川市） 

１）新しい 1 条について考える〜病院としての取り組み 

病院における理念の統一性、組織として取り組み、データ管理の必要性、工夫についてお話いただきます 

 長瀬 敦子（助・岐阜県総合医療センター/岐阜市） 

２）BFＨ保留から認定回復への取り組み〜院内ワークショップでの再認識 

異動の多い施設におけるスタッフ教育のための院内ワークショップの取り組みについてお話いただきます 

秋山 奈織美（助・国立病院機構九州医療センター/福岡市） 

３）母子同室の導入と広がり〜母子にやさしい母子同室 

母児同室導入の苦労話と、ＮＩＣＵ入院児や社会的ハイリスク児の母子同室についてお話いただきます 

 石倉 かおり（助・旭川医科大学病院/旭川市） 

４）帝王切開時の早期母子接触(STS)を当たり前にするために 

帝王切開時のＳＴＳには麻酔科医の理解は欠かせません。麻酔科医からみるＳＴＳについてお話頂きます 

君塚 基修（麻・札幌医科大学附属病院/札幌市） 

５）おしゃぶりと人工乳首〜母子を混乱させないために 

おしゃぶり、人工乳首を避けた方が良いのか。正期産児、早産児の視点からお話いただきます 

畠山 知子（助・ベルランド総合病院/堺市） 

 

16：30〜17：30  ポスターセッション：質問タイム 

17：45〜19：45 懇親会 さっぽろテレビ搭２Ｆ（カナモトホール前）  

 

 

総合司会：中村 英記 （小・名寄市立総合病院/名寄市） 

         高橋 美奈（助・札幌医科大学附属病院/札幌市） 

9：15〜10：15  

基調講演 

専門医単位（新制度） 産婦人科領域/小児科領域講習 

１．「授乳・離乳の支援ガイド（2019 年改訂版）について」  

講師：塙 佳生     （小・日本小児科医会、塙小児科医院/東京都） 

司会：吉永 宗義  （小・日本母乳の会、日赤九州国際看護大学/宗像市） 

２．「改訂 2018 母乳育児成功のための 10 か条およびＢＦＨ認定方式について」 

     講師：永山 善久（小・日本母乳の会、新潟市民病院/新潟市） 

司会：林 時仲        （小・北海道療育園/旭川市） 

 

10：15〜12：15 シンポジウムⅡ 

「お母さん・赤ちゃんとのコミュニケーションを学ぼう」 

司会：菅原 登    （産・岩手県立磐井病院） 

山内 まゆみ（助・旭川医科大学/旭川市）  

 

 ８月４日（日） 



 
 

  

１）お母さんと赤ちゃんが満足できる育児の支援と工夫 

    お母さんの思いに寄り添いながら、母子が満足できる育児を支えられるような関わりをお話いただきます 

嘉村 早苗（助・JA 旭川厚生病院/旭川市） 

２）お母さんのメンタルヘルス〜精神科医のお母さんとの関わり 

    精神疾患を抱えたお母さん、ちょっと気がかりなお母さんに対する精神科医の支援についてお話いただきます 

柏木 智則（精・北見赤十字病院/北見市） 

３）社会背景に応じた母乳育児支援〜ハイリスク妊婦に寄り添う支援 

特定妊婦などのハイリスク妊婦に寄り添う支援の施設の取り組みをお話いただきます 

 木村 由里（助・横浜市立大学附属市民総合医療センター/横浜市） 

４）赤ちゃんの気持ちを読み取る〜赤ちゃん視点になるために 

赤ちゃん視点の育児、赤ちゃんの気持ちに寄り添う支援と母への伝え方の工夫についてお話いただきます  

立花 幸晃（小・中村記念 愛成病院/北見市） 

５）ＮＩＣＵ入院児のお母さんとの話し合い〜母子分離環境での母乳育児支援 

NICU で育児をするお母さんの母乳育児支援の工夫、取り組みについてお話し頂きます 

岡本 ゆかり（看・国立病院機構 岡山医療センター/岡山市） 

 

＜12：15〜13：15 昼食・休憩＞ 

 

13：15〜14：15  

特別講演（市民公開講座）  

専門医単位（新制度） 産婦人科領域/小児科領域講習 

「アイヌ文化の世界観と子育て」  
講師：本田 優子（札幌大学 歴史文化専攻教授）  

司会：長屋 建  （旭川医科大学病院 准教授） 

 

 

14：15〜16：15 シンポジウムⅢ（市民公開講座） 

 
「母乳育児支援のつながり、広がり」 

司会：浅沼 秀臣（小・北海道立子ども総合医療・療育センター/札幌市） 

本田 たつ子（助・五輪橋マタニティクリニック/札幌市） 

 

1）アンケート報告１：北海道内分娩施設での母乳育児支援の実態 

北海道内の分部施設における産前産後の母乳育児支援の実態をアンケート調査から報告をしたします 
小野 方正（産・名寄市立総合病院/名寄市)  

２）アンケート報告 2：北海道内自治体での母乳育児支援の実態 

北海道内の各自治体における地域での母乳育児支援の実態をアンケート調査から報告をいたします 

澤野 留美子 (助・北見赤十字病院/北見市)) 

３）母乳育児支援を地域で支える〜行政との連携  

地域での母乳育児支援には行政との連携も重要です。行政と連携し支援体制を構築している施設のお話をいただきます 

 中山 由香里（助・元 公立芽室病院/芽室町) 

４）家族で支える母乳育児〜祖父母クラスでの経験 

祖父母による母乳育児支援は欠かせません。祖父母クラスを通して取り組む施設からのお話をいただきます 

高松 未希（助・国立病院機構 仙台医療センター/仙台市) 

５）社会で支える子育て（仮） 

札幌市内を中心に、母乳育児のみならず子育て支援に取り組むＮＰＯ法人からのお話をいただきます 

白井 みゆき（保育・ＮＰＯ子育て応援かざぐるま/札幌市) 

 

16：15〜16：30 挨拶 

閉会挨拶： 長屋 建   第 28 回母乳育児シンポジウム実行委員長（旭川医科大学病院） 

      佐藤 文彦 第 29 回母乳育児シンポジウム実行委員長（山形市立病院済生館） 


