IBCLC に対して科された制裁
IBLCE の懲戒手続きに従い、IBLCE は以下の IBCLC に対する制裁を公示する権利を留保し
ます。
認定の永久取消：個人に対する IBCLC 認定は永久的に取り消されるも
のとし、国際認定ラクテーション・コンサルタントとしての認定の再
申請を行うことが永久的に禁止されます。
認定の一時停止：個人に対する IBCLC 認定は、指定の期間停止され
ます。
正式処分：IBLCE は、IBLCE 認定者に関する処分を書面で公示します。
以下の制裁は、2021 年 11 月 1 日発効、2015 年 9 月更新の IBLCE の職務行動規範に則るも
のです。
2021 年正式処分：Xiaoting Tian 田晓婷（中国、上海）：発効日：2021 年 3 月 19 日 IBLCE は
Tian 氏が IBCLC の職務行動規範（CPC）原則第 2.5 条「知的財産権の尊重」および第 6.1 条
「保健医療専門家としての誠実で公平な行動」に違反していることを確認しました。また、
Tian 氏が IBCLC 試験後に、その試験問題のいくつかに関する情報を送信したことを確認し
ました。IBLCE は本処分対象者に正式処分の制裁を科し、IBCLC の職務行動規範、倫理、
知的財産権に関する最低 4 時間の継続教育を完了することを求めています。
さらに、IBLCE のセキュリティ方針に従い、Tian 氏は指定の期間 IBCLC の再申請から除外
されます。
2019 年正式処分：Cassandra Romero-Schroeder（カリフォルニア州、リバーサイド）：
2019 年 12 月 14 日発効。IBLCE は Romero-Schroeder 氏が IBCLC の職務行動規範（CPC）の
原則第 1.2 条、第 2.1 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 6.1 条、第 7.4 条に違反していることを確認
しました。Romero-Schroeder 氏は、Facebook の本人の母乳育児支援グループを通じて、証拠
に基づく文化的に適切で入手可能な最善の情報を提供することで各クライアントのニーズを
満たすケアを提供する、実務の範囲の制限内で活動する、保健医療チームの他メンバーと協
力して一貫性のある包括的なケアを提供する、個人的な行動や実務に責任と説明責任を負う
という、IBCLC の義務に違反しました。また、IBCLC の商標使用方針を遵守した行動をしま
せんでした。Romero-Schroeder 氏は、Facebook の本人の母乳育児支援グループから、証拠に
基づいていない情報および IBCLC の実務範囲外の情報を削除するものとします。本処分対
象者は確認と職業教育を目的として、IBLCE 助言的意見：ソーシャルメディア時代のプロフ
ェッショナリズムに付託されます。
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2019 年認定の一時停止：Brittany Maalona（米国カリフォルニア州）：2019 年 4 月 19 日発
効の無期限停止 Maalona 氏はカリフォルニア州上級裁判所により、従業員による横領の有罪
判決を受け、5 年間の執行猶予付き科刑および横領分の支払い返還の裁判所命令が言い渡さ
れました。マネージャーおよびラクテーション・コンサルタントとして勤務し、自らの
IBCLC 志願条件 1 の申請に向けてラクテーションに特化した臨床経験の時間数の監督を受け
ていた際に、IBCLC が所有する母乳育児センターの代理として実施したサービスに支払わ
れた金銭を着服しました。Maalona 氏は、2017 年に IBLCE による IBCLC の実務範囲に従っ
て、重罪の有罪判決を報告することを怠りました。Maalona 氏の IBLCE 認定は、裁判所命令
による執行猶予期間が終了したこと、横領分の返還と裁判費用を全額支払ったことを証明す
るまで、および IBLCE の判断によりラクテーション・コンサルティングの実務に復帰でき
る能力があることを証明できるまで、無期限に停止されます。IBLCE の倫理・懲罰委員会
は、職業倫理に関する継続教育を推奨しています。Maalona 氏が、停止期間が終了した時点
で、認定に申し込むことを希望する場合、その時点で最新の認定要件をすべて満たしている
ことを証明する必要があります。Maalona 氏は、志願条件を満たしていることを検証できる
あらゆる書類を提出しなければなりません。IBLCE は Maalona 氏に対して、教育、雇用、学
習課題の証明、初回の資格要件の証明を完全かつ正確に、時宜に適した方法で提出するよう
要求します。このような提出が行えない場合、IBCLC 試験の受験の拒否や、職務行動規範
に基づく懲戒処分となります。Maalona 氏はこの認定停止期間中、ウェブサイト、ソーシャ
ルメディアプラットフォーム、その他すべての資料から IBCLC 認定を削除しなければなり
ません。
2019 年認定の一時停止：Ming-Zhu Dong 董明珠（中国、大連）：2019 年 3 月 2 日発効、1 年
間の停止。IBLCE は、Ming-Zhu Dong 氏が、医学的に証明されていない、深層部に貯まった
母乳を放出する胸部マッサージに関して非標準の用語を使用していること、また合理的なケ
アの基準に従うという IBCLC の課す義務を果たしていないことを確認しました。また
IBLCE は、Ming-Zhu Dong 氏が胸部マッサージ事業をソーシャルメディアで宣伝した際に、
第三者による検討の実施、利益相反の回避を怠り、個人としての誠実さが保たれていないこ
とを確認しました。また、Ming-Zhu Dong 氏が自身の胸部マッサージ事業を宣伝するために
IBCLC 認定を使用しており、IBCLC の期待する職業基準を維持してないことを確認しまし
た。Ming-Zhu Dong 氏はこの一時停止期間中に、ウェブサイト、ソーシャルメディアのプラ
ットフォーム、その他の資料から IBCLC 認証を削除しなくてはなりません。また、倫理・
懲罰委員会は認定資格の無期限停止または取消を含め、不遵守に対する制裁を科す、または
それを変更する権利を留保します。（追記：この個人の認定は 2019 年 12 月 31 日に有効期
限が満了しました。）
2019 年無期限停止および後続の 2020 年認定の永久取消：
Robin Hunter Serro（米国、バージニア州）は、2019 年 1 月 19 日発効で最初の無期限停止
を受けました。IBLCE は、Serro 氏が CPC の原則第 2.3 条「個人の行動と実務に対する責任
および説明責任」、第 5.3 条「IBCLC がクライアントに対して悪影響を及ぼしかねない身体
的または精神的障害を負った場合、専門的実務から自主的に引退する」、第 6.2 条「IBCLC
が、IBCLC の実務に影響を与えうる薬物乱用に関わった場合は専門的実務から自主的に引
退する」、第 8.2 条 2 項に違反していることを確認しました。本 CPC の違反には、州、郡、
その他のレベルの地方自治体から IBCLC が懲罰を受けるあらゆる事柄が含まれ、懲罰に対
する根拠の 1 つ以上はこの CPC の原則に対するものと同等または実質的に同等であること
に同意します。 Serro 氏は、自身がバージニア州の適用法に違反したこと（薬物乱用を含
む）を認め、バージニア州看護協会との同意命令（公文書）を受け入れました。これによっ
て、専門的な看護実務に対する免許は無期限停止となります。Serro 氏は、所定の条件を満
たした場合に、今後は IBLCE の認定のみを求めることができます。Serro 氏はこの認定停止
期間中、ウェブサイト、ソーシャルメディアプラットフォーム、その他すべての資料から
IBCLC 認定を削除しなければなりません。
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追記：2020 年 11 月 10 日より。Serro 氏の認定は永久に取り消され、今後 IBCLC の申請を検
討することはできません。IBLCE の要求するあらゆる認定証やその他資料は、IBLCE に直ち
に返却しなければなりません。IBLCE は、Serro 氏が倫理・懲罰委員会による無期限停止制
裁の条件を遵守しなかったことを確認しました。IBLCE は、Serro 氏が IBCLC の職務行動規
範を遵守しなかったことを確認しました。彼女は公共の安全衛生を損なう情報を拡散し、原
則第 8 条「IBLCE の倫理・懲戒 (E&D) 手順の遵守」の違反となる、倫理・懲罰プロセスの
一環である数多くのコミュニケーションに応答しませんでした。
2016 年正式処分：Jennifer Tow（米国コネチカット州およびフランス）：2016 年 4 月 27 日
より。入手可能な最善の証拠として知られていない推奨事項を提供し（2011 年 11 月 1 日付

けの行動規範原則 1.2）、履歴を調べたり、調査を行うことなく、写真に基づいて推奨する
ことで範囲外の業務を行い（2011 年 11 月 1 日付けの行動規範原則 2.1）、公の場でクライア
ントのヘルスケアチーム以外に個人情報を開示した（2011 年 11 月 1 日付けの行動規範原則
3.1）ため。 上訴委員会では、以下のパネルによる判断を基にして正式処分を認め、当人に
対し 5 つの CERP または行動規範の違反に関するその他のトレーニングを受け、1 年以内に
その完了証明を IBLCE に提出することを求めました。
以下の制裁は、2004 年 12 月 1 日に制定された IBCLC 向けの「IBLCE の倫理規範」に基づ
くものです。
2010 年正式処分：Christine Percy（オーストラリア、ニューサウスウェールズ州）：2010 年
3 月 20 日より。IBLCE 懲戒の手続きに繰り返し準拠しなかったため。Percy 氏は自身に向け
られたクレームへの答弁書の提供を一貫して拒否しました。一連のクレーム調査中に氏の
IBCLC 認定書は期限切れとなりました。IBLCE 倫理および懲戒委員会では、Percy 氏の認定
試験の今後の受験を許可しましたが、この方法で認定書を申請する場合は、自身へのクレー
ムに答弁し、倫理および懲戒委員会の手順に全面協力する必要があります。倫理および懲戒
委員会では、答弁書を受領した場合のみ、調査を開始できます。調査時に委員会が懲戒処分
に相当する理由を確認する場合、Percy 氏は委員会が指定する懲戒手続きに全面協力する必
要があります。
2009 年正式処分：Pamela Hirsch（米国イリノイ州）： 2009 年 9 月 8 日より。IBLCE の懲戒
処分プロセスに繰り返し準拠しなかったため。Hirsch 氏は、自身に向けられたクレームへの
書面による回答の提供を一貫して拒否したため、IBLCE の倫理および懲戒委員会が当人より
クレームの告発に対応し、円満に解決したことが記された答弁書を受領するまで、IBCLC
としての認定書が一時停止となります。Hirsch 氏が自発的に IBCLC の認定書を返却し、後
に IBCLC に再申請する場合、2007 年 1 月 1 日付けの IBLCE 懲戒の手続きセクション B、
XXVIII 項を満たす必要があります。つまり、クレームに対応し、倫理および懲戒手順に全
面協力する必要があります。倫理および懲戒委員会では、返答が得られた場合のみ、調査を
遂行できます。また調査後に、委員会が相当な理由を確認する場合、答弁者は 2007 年 1 月 1
日付けの IBLCE 懲戒の手続きに記載される懲戒手順に全面協力する必要があります。
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2005 年認定の永久取消：Heasook Kim（韓国ソウルおよび米国カリフォルニア州）：2005 年
2 月 24 日より。IBLCE の国際試験における重篤かつ反復的なセキュリティ違反のため。Kim
氏は、1999 年度、2000 年度、2001 年度の IBLCE 試験で使用された写真をスライドにコピー
し、不正使用したことを認めています。
2002 年認定の永久取消：Chris Haffner-Eaton （米国オレゴン州）：2002 年 8 月 21 日より。
2001 年 7 月にアカプルコ（メキシコ）で開催された国際ラクテーション・コンサルタント協
会カンファレンスで出品者の物品を窃盗したため。
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