一般社団法人 日本母乳の会

第 23 回

母乳育児支援研修会・WEB 連続セミナーのご案内

コロナ禍だからこそ母乳育児支援の原点に還る
～日本における母乳育児成功のための 10 カ条の実践～
開催⽇程：１シリーズ・３回

第1回

202２年 2 月 19 日（土）13：00～17：00

基礎論「コロナ禍だからこそ、母乳育児支援の基礎編」
第2回

202２年 3 月 12 日（土）13：00～17：00

各論「コロナ禍だからこそ、母乳育児支援の実践編」
第3回

202２年 5 月 21 日（土）13：00～17：00

総論「コロナ禍だからこそ、院内で母乳育児をすすめよう」
当⽇のライブ＋アーカイブ（１週間）配信 (⼀部配信なし)
研修費：3 回すべて受講 会員 10,000 円
1 回のみ受講

会員 4,000 円

未会員 12,000 円
未会員 5,000 円
（インターネット申込の場合は手数料 +300 円）

新型コロナウイルス感染症が世界に拡大し、丸 2 年が経過します。オミクロン株の広がりの脅威が懸念され中、
このコロナ禍だからこそ、母乳育児支援の原点に還り、母乳育児成功のための 10 か条の実践の重要性や実際に
ついて、改めてともに学びましょう。
日本母乳の会では年に 2 回、母乳育児支援研修会を開催しています。昨年の研修会はオンラインでしたが、
大変好評でした。今回もオンラインで開催します。

＜申し込み方法＞
インターネットからは https://peatix.com/event/3130896/view
FAX でお申し込みは

FAX 03-5318-7384

一般社団法人 日本母乳の会 moushikomi@bonyu.or.jp
165-0026 東京都中野区新井 3-9-4

TEL 03-5318-7383

受講者の特典
受講された⽅は「実践ガイドおよびガイドライン」を割引します。
＊3500 円（消費税 300 円送料 200 円含む）を 3000 円で購⼊できます。
書籍は別途 moushikomi@bonyu.or.jp までお申し込みください。

助産師さんへ
日本助産師会の継続教育ポイント、ならびに産後ケア実務助産師研修の対象研修に申請中です（各一日単
位での受講修了者についても）
。

＜プログラム＞

第１回

2022 年 2 月 19 日（土）13：00～17：00

基礎論「コロナ禍だからこそ、母乳育児支援の基礎編」
13：10〜14：10
① ⺟乳育児(免疫と栄養)とお⺟さんの健康 - もう⼀度、⺟乳育児が⺟⼦への⼼⾝に与える重要性を理解しよう

佐藤 ⽂彦(産)

⽇本⺟乳の会研修委員 横⼭病院・⼭形市⽴病院済⽣館

14：20〜15：20
② ⺟乳育児の｢はじまり｣を⽀援する〜妊娠中から出産後の関わり〜⺟が⾃信をもって⺟乳育児ができるように

⼤⾕ ゆかり(助)

⽇本⺟乳の会研修委員 舞鶴共済病院

15：45〜16：35
③ ⽇本と各国(欧⽶)の⺟乳育児・⽂化：それらの共通点と違いを知って⽀援をしよう

永⼭ 美千⼦(ﾌﾘｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ) ⽇本⺟乳の会研修委員 ⾼崎市医師会看護専⾨学校助産科講師
16：35〜17：00 質疑応答

第２回

2022 年３月 1２日（土）13：00～17：00

各論「コロナ禍だからこそ、母乳育児支援の実践編」
13：10〜14：10
①早期⺟⼦接触と出⽣直後からの⺟⼦同室

-病棟への導⼊と実践-

林 時仲(⼩)

⽇本⺟乳の会研修委員 北海道療育園

14：10〜14：55
②⺟乳育児⽀援の実際 〜⼊院中から退院後のかかわり
阿部 カナエ(助) ⽇本⺟乳の会研修委員 愛媛県⽴中央病院
15：10〜15：55
③⺟⼦の⽀援と補⾜

〜⺟⼦の環境と医学的適応をもう⼀度考える
永⼭ 善久(⼩) ⽇本⺟乳の会研修委員 新潟市⺠病院

15：55〜16：40
④ なぜ、妊娠中からの乳頭の⼿⼊れが重要なの？ 乳頭の⼿⼊れの実際 (ここは YouTubu 配信はありません)
有道順⼦ ⽇本⺟乳の会乳頭・乳房ケア検討会 国⽴病院機構岡⼭医療センター
16：40〜17：00 質疑応答

第３回

202２年 5 月 21 日（土）13：00～17：00

総論「コロナ禍だからこそ、院内で母乳育児をすすめよう」
13：10〜14：00
①新型コロナウイルス感染症の陽性妊産褥婦への⺟乳育児⽀援の実際(２施設)
実際にコロナ対応を経験した BFH 施設から-実践してわかった⺟乳育児の重要性

14：00〜14：45
②コロナ禍でも重要なハイリスク⺟⼦への⽀援

⽥中 久美(助)

⽇本⺟乳の会研修委員 国⽴病院機構⼩倉医療センター

14：55〜15：55
③「WHO・ユニセフの⺟乳育児成功のための 10 ヵ条改訂 2018」と⺟乳育児の意味

「⼈を育てる⺟乳育児」

吉永 宗義(⼩) ⽇本⺟乳の会研修委員 純真学園⼤学看護学科
16：00〜16：45
③院内で⺟乳育児をすすめるには-病棟・病院・地域で取り組む⺟乳育児⽀援

桑間 直志(産) ⽇本⺟乳の会研修委員 富⼭⾚⼗字病院
16：45〜17：00 質疑応答

＜申し込み方法＞
インターネット申し込みの場合
https://peatix.com/event/3130896/view をクリックして、画面を開き、右側の「チケット購入する」

をクリックしてください。チケットの購入が研修費の支払いとなります。支払いはカード払い、コンビニ払い
、Pay Pal を選択し、アンケートに進んでください(アンケートは申込者の情報となります)。そのまま
進んでください。支払いが確認された後に、メールでご連絡をします。
FAXでの申し込みの場合(別紙)
名前、住所、勤務先、職種、経験年数、メールアドレス、電話番号を記入して申し込みください。
申し込み受け付け後、振込用紙を送ります。
振り込みが確認されたら、メールをお送りいたします。

研 修 費
① 第1回･第2回･第3回のすべて

10000円(会員)

12000円(未会員)

② 第1回(2⽉19⽇・⼟)

4000円(会員)

5000円(未会員)

③ 第2回(3⽉13⽇・⼟)

4000円(会員)

5000円(未会員)

④ 第3回(5⽉21⽇・⼟)

4000円(会員)

5000円(未会員)

※インターネット申し込みは手数料300円がかります(FAX申し込みは手数料は不要です)。
＜注意事項＞
チケット販売は、セミナー前日の19時までとさせていただきます。それまでに申し込みの方のみ、オン
ラインシステムの情報を提供します。後日、配信は1週間行います。

すべてオンラインのセミナーになります。
申込者に対して当日のWEBの URL・ID・パスワードなどの情報を送ります。送付は研修会の2日前にな
ります。参加人数が多い場合は、YouTube配信となることがあります。
【ZOOM 等表示名について】
参加者の皆様のZOOM等の表示名についてお願いがございます。お申し込みの際表示名を入力する欄があ
りますが、必ず参加者ご本人とわかる表示名をご入力ください。（例）「Yamada Taro」「田中花子」
などのフルネーム。明らかなニックネームや匿名でのご参加はご遠慮ください。（例）「タロー」「あき
こ」など名前の一部、「ぽんぽん」「ぽこぽこ」など。
※zoom・Cisco・YouTube・Google Driveなどのオンラインシステムのサポートはしません。ご自身
で各サイトなどをご覧ください。
※参加者の方で画面のキャプチャー、録画・録音はしないでください。
※電子配布資料については、お手元にとどめ、個人の参考としていただき、再配布、再利用、転送、転載
はなさらないでください。
※ご自身が発言する時以外は、マイクをミュート（消音）にしてください。

日本母乳の会
第 23 回母乳育児支援研修会（WEB）参加申込書
フリガナは必ず入れてください

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

日本母乳の会
（

）会 員

（

）未会員

参加者氏名
職種

及び

経験年数

産科医

小児科医 助産師 看護師 保健師 その他職種(

経験年数（

)

年）

受講する講座

① 第 1 回･第 2 回･第 3 回すべて

金額に〇をつけて

② 第 1 回（2 月 19 日・土）

4,000 円(会員)

5,000 円(未会員)

③ 第 2 回（3 月 12 日・土）

4,000 円(会員)

5,000 円(未会員)

④ 第 3 回（5 月 21 日・土）

4,000 円(会員)

5,000 円(未会員)

ください

10,000 円(会員) 12,000 円(未会員)

勤務先名称
(部署までお書きください)

E-mail

連絡先

必ずご記入ください。WEB での研修になります。はっきりと崩し字にしないでご記入ください。O(オー)
と 0(ゼロ)、大文字、小文字はしっかりとわかるように書いてください。エル、と 1(数字のイチ)との区別
など、はっきりとしてください。

□ご自宅

□勤務先

(レ点を記入して下さい)

〒

連絡先住所

TEL：

FAX：

（請求書送付先）
① ②の締め切り
2 月 12 日
③ の締め切り
3月 4日
④

の締め切り
5 月 14 日

〒１６５－００２６

東京都中野区新井３－９－４

一般社団法人日本母乳の会

第 21 回母乳育児支援研修会（WEB）事務局

FAX・E-mail、または郵送にて上記事務局までお申込下さい。
・FAX：０３－５３１８－７３８４
・E-mail：moushikomi@bonyu.or.jp

