改訂版IBLCE®助言的意見
ソーシャルメディア時代における専門家としてのありかた

IBLCE には専門家としてのコミュニケーション、特にコミュニケーションの場がど
んどん増えていることについての多数の意見が届いています。IBLCE はこの問題に
関して助言的意見を述べます。
IBLCE は最高水準の授乳と母乳育児支援の実践者である IBCLC を認定する世界的な
機関です。 IBLCE は 1985 年に公衆の健康・福祉・安全を守るために設立されました。
IBCLC は一人一人 がIBCLC職務行動規範（CPC）に則り、クライアントの利益を守る
ため業務範囲内で支援します。 また、対面するか、遠隔地通信であるか、オンライン
であるかという相談方法にかかわらず、公衆の信頼に値するものでなくてはなりませ
ん。（IBCLC は国際認定ラクテーション・コンサルタント（IBLCE）が定めた職務行
動規範の 懲戒手続き（2022年8月17日更新）も遵守しなくてはなりません。）
この助言的意見は IBCLC の職務上、電子的コミュニケーションについてのめやす
を示すものです。この文章は IBCLC の職務行動規範(CPC)(2011年。2015年9月更新。
2022年8月17日更新)と国際認定ラクテーション・コンサルタント（IBCLC）認定者
の業務範囲(2018年12月12日)を支持し補足しています。（併せて読んでおいてくだ
さい。）
職務行動規範と業務範囲は：
１） IBCLC が責任をもって行う専門的行為を含みます。
２） IBCLC 資格者が実践を行うどこの国にも、どの場所にも適用さ
れます。 ３） IBCLC 一人一人とその職務が公衆の信頼を得るための
ものです。
世界中の多くの場所で、電子的コミュニケーションやソーシャルメディアの使用は
広がり、当たり前のものになってきています。「ソーシャルメディア」という言葉
は、個人的な、また公共のウェブサイト、ブログ、ディスカッションボード、オン
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ラインで共有されたいろいろなもの(文章、写真、映像、ビデオ、オーディオのよう
な)のオンライン上でのやりとりの様式を指します。「ソーシャルネットワーキング」
とはソーシャルメディアを使用して作られた他人との相互作用や人との結びつきを
指します。ソーシャルメディアもソーシャルネットワーキングにも長所があります
が、その反動も見逃せません。いいことも悪いことも目立ち、拡散し、消えないも
のになってしまうかもしれません。IBLCE は以下に書かれたように
適切で責任を持ったソーシャルメディアやソーシャルネットワーキングの使用を支持
します。この助言は IBCLC が CPC や業務範囲で求められていることに従ってソーシ
ャルメディアの責 任ある使用をできるようにするものです。
この助言的意見は公衆だけではなく IBCLC の個人との職務の誠実さがいつでも守ら
れていることを保証するための、広範な原則と考慮すべき問題を提示しています。
とはいえ、ソーシャルメディアの性質によって起こる様々な状況や範囲に必ずしも
対応しているわけではありません。意図しているのは新しく出現してきた技術にど
うやって原則を再対応をしていくかということです。ソーシャルメディアを使った
り、ソーシャルネットワーキングに参入する前に、IBCLC の皆さんは個人向けのソ
ーシャルメディアの妥当性がどうであるか、個人や専門家としてそれを使用すると
きの利点・欠点についてはっきりさせて馴染むことが適切と考えます。この助言的
意見はソーシャルメディアやネットワーキング使用の基準を示しているのではなく、
IBCLC にとっての情報提示です。

支援することについて
Provision of Care:
IBCLC は個人の偏見なく、入手できる範囲で最良のエビデンスを基に文化的に適切
な支援を引き受けます。正当な支援の基準に従い順守することが IBCLC にとって大
切なことです。そして、このことは依頼者と対面して支援するときもオンラインで
の相互関係のときも同じく適用されます。クライアントがオンラインでの相互関係
を持っているときは個人的なかつ専門家としての相談の答えを求めていることがあ
ることに注意しなくてはなりません。情報を提供する側はこういったオンラインの
関係を持っている間、臨床的責任を免除されているわけではありません。
IBCLC がオンラインでの相談にどう対処するかの計画を立てることは価値のあるこ
とです。オンライン上の関係では明らかに限度があることをクライアントに理解し
てもらうこともこのことに含まれます。たとえば乳房の診察や乳児の口腔の解剖学
的診察ができないこと、授乳の様子や吸い付き方の対面での観察ができないことな
ど特有の困難についてです。一般的な情報以上の支援が求められた場合、おそらく
クライアントは電話で相談の予約を取るように、とか適切な支援が受けられるよう
に公開ではなく非公開の場でコミュニケーションをとるよう指示されるでしょう。
改訂版IBLCE®助言的意見: ソーシャルメディア時代における専門家として
のありかた
2015 年 9 月。 2022 年 8 月 17 日更新

2/ 5ページ

そうすることにより、IBCLC は相談することの同意を取り、十分な医療的記録をつ
け、クライアントのかかっている他の医療関係者に連絡するなどの専門的な義務の
遂行をできるようになります。

常に専門家としてふるまい、インターネットは公共のもので永遠であることを知
っていてください。
Remain professional and remember that the internet is public and forever:
IBCLC は常に行為に注意を払い、確かなものにしようと努力しなくてはなりません。
オンライン上での活動についても一人のIBCLC として専門家としての評判も資格の
高潔性も守らなくてはなりません。ヘルスケアチームの一人として IBCLC の立派な
行為が求められるのと同じようにソーシャルメディア上でも求められるのです。電
子的コミュニケーションの領域においてはプライバシーもセキュリティーもプロテ
クションもありません。オンライン上でプライバシーを設定したといっても、完全
なものではなく、内容がひとたび流出すれば、いくら削除してもサーバーには永久
に残り、インターネット上のどこへでも流出の可能性は残ります。私的なやりとり
も公開され、世間の信頼を失うことにもなりかねません。いくら非公開の場で出さ
れても 名誉を傷つけるようなコメントもインターネットに載ってしまえばたやすく
拡散しやすく、あっという間に恒久的なものとなってしまうかもしれないのです。
IBCLC はソーシャルメディアに出る利益相反に関することにもはっきりとした立場
をとってください。金融取引などについても同じです。コンテンツの制作者の名前
をクレジットすることや、他人の知的財産が尊重されることは重要です。ソーシャ
ルメディアは嫌がらせやいじめに使うものではありません。IBCLC は自分がインタ
ーネット上でどうみえているかを知り、個人のそして専門家としての情報が正確で
適切なものであるように自分で管理してください。
一番大切なのは、患者のプライバシーと秘密を守ることです。
Above all, protect patient privacy and confidentiality:
患者のプライバシーと秘密の基準はどんな環境下、オンライン上でも同じであるこ
とに留意してください。IBCLC には常時クライアントやその家族の秘密を保護する
義務があります。オンライン上で情報共有することは口頭で共有したときに比べて
伝わる速さや潜在的な聞き手の多さのため、よりダメージを受けることがあること
を心に留めていてください。匿名で明かされた情報については患者に対する直接の
守秘義務違反になることはないでしょうが、それでも誰であるかわかるかもしれま
せんし、そういった行為は不適切です。たとえば患者さんや支援を受けている人の
写真を許諾なく公開したり、患者さんやその家族について不適切なコメントを発表
したりすることがそれにあたります。さほどひどくない行いでもダメージとなるこ
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ともあるのです。たとえば、その IBCLC がクライアントについての個人情報を公開
共有した一人めでなくても、もっと詳細なことについての意見交換がつづいたりす
ることがあります。
情報共有
Information sharing:
ソーシャルメディアは大切な専門の境界をあいまいにすることがあります。IBCLC は
ソーシ ャルメディア上の患者さん言い換えればサービスを受けている人との契約がな
くても他の人 がやりとりにアクセスできることに留意することが重要です。下品な言
葉づかいをせず、敬 意を持って見解や意見を述べるのが安全策と言えるでしょう。オ
ンラインでのエチケットは 文章がどんな受け手にとっても適切であることです。もし
オンライン上に公開された何かが IBCLC の専門性とか評判を傷つけているかもしれな
いとなった場合、それに対して意見を言 うときはソーシャルメディア以外の手段にし
たほうが適切と思われます。誰か他の人の公開 したことを容認することはその公開し
た人の視点を支持したと思わせることになるかもしれ ません。一番いい実践は：ソー
シャルメディアやソーシャルネットワーキングは必要として いる家族が情報や支援を
見つける助けになります。IBCLC はそれぞれの背景や経験を用いて、エビデンスに基
づく情報を発信する立場にあります。ソーシャルメディアを使用する場合、オンライ
ンの領域で起こりうる様々な状況に対処できて、公衆と IBCLC 個人の評判を守ること
ができる行動することができれば公衆の信頼を保つことができるのです。
他人の投稿に反応することは、その投稿者の視点を暗に認め、支持したことになる可能
性があります。
追記：オンラインコミュニティにおける職業的な境界線
Addendum: Professional Boundaries in Online Communities
ソーシャルメディアの使用は拡大し続け、多くの個人が共通の関心を持つオンライ
ンコミュニティを組織しています。そのようなグループの多くは、IBCLCのような
同じ職業を持つ個人で構成され、人脈作りや専門的な情報の共有に役立てられてい
ます。
このような自己組織化されたオンラインコミュニティは、コミュニティの方針を定
め、専門家としての振る舞いに一致する明確な境界線と推奨事項を設定することが
でき、また、多くの場合そのようにしています。そして、コミュニティの管理者は
コミュニティの方針に則ってグループを維持、管理します。このようなコミュニテ
ィの方針には、冒涜的な発言、偏向的な発言、その他グループ内で容認できない行
為に関する規定や、違反に対する警告などの措置、さらに違反を繰り返す場合はグ
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ループへの参加停止や参加禁止などの措置をとるという規定が含まれることがよく
あります。
IBLCEは、これらの自己組織化した専門家グループにおいて生じたIBCLCのコメン
ト や 行 為 に 関 す る 苦 情 を 受 け 取 り ま し た 。 一 部 の 苦 情 は IBCLC 職 務 行 動 規 範
(「CPC」)6.3条の違反を申し立てています。この条項ではすべてのIBCLCに対し以
下のように規定しています。
健常/障害、性自認、性的志向、性別、民族、人種、国籍、政治的信条、婚姻
状況、地理的位置、宗教、社会経済的地位、年齢などを問わず、各自治体また
は環境の法的枠組みの範囲内ですべてのクライアントを公平に扱うこと。
IBLCEは、CPCのこの条項がクライアントへの対応に関係していることに留意して
ください。自己組織化されたオンライングループの場合、グループのコミュニティ
方針および関連する手続きが紛争処理のための適切な方法となります。自己組織化
されたオンライングループにおける専門家としての行動またはその欠如を管理する
ことは、IBLCEの役割ではありません。専門家は互いに専門的な行動をとり、誠意
をもって意見の相違を解決しようとすることが求められ、コミュニティ方針から逸
脱する発言や行動があった場合には、コミュニティ方針に関連する手続きがその問
題に適用されることになります。
助言的意見初版に記載：ソーシャルメディア時代における専門家としてのありか
た：
IBCLCは常に行為に注意を払い、確かなものにしようと努力しなくてはなりま
せん。オンライン上での活動についても一人のIBCLCとして専門家としての評
判も資格の高潔性も守らなくてはなりません。
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