
●（NPO） SIDS家族の会 ●（公益社団） 母子保健推進会議
●（社福） 恩賜財団母子愛育会 ●（一般社団）　日本小児歯科学会
●（公益社団） 国民健康保険中央会 ●日本小児総合医療施設協議会
●日本子ども健康科学会（子どもの心・体と環境を考える会） ●（一般社団）　日本周産期・新生児医学会
●（NPO） 児童虐待防止協会 ●（一般社団）日本学校保健学会
●（公益財団） 性の健康医学財団 ●（一般社団）日本小児神経学会
●全国児童相談所長会 ●（一般財団） 日本食生活協会
●全国児童心理司会 ●（一般社団） 全国病児保育協議会
●（社福） 全国社会福祉協議会 ●性と健康を考える女性専門家の会
●全国情緒障害児短期治療施設協議会 ●（一般社団）日本外来小児科学会
●（公益社団） 全国助産師教育協議会 ●日本糖尿病・妊娠学会
●（公益社団） 全国保育サービス協会 ●（一般社団）　日本母乳哺育学会
●全国保健所長会 ●（公益社団） 日本女医会
●全国保健師長会 ●（公益社団）　日本産業衛生学会
●全国養護教諭連絡協議会 ●（NPO）日本小児循環器学会
●（NPO） 難病のこども支援全国ネットワーク ●（一般社団） 日本泌尿器科学会
●（公益社団） 日本医師会 ●（一般社団） 日本臨床心理士会
●（公益社団） 日本栄養士会 ●全国母子保健推進員等連絡協議会
●（一般社団） 日本家族計画協会 ●（一般財団） 児童健全育成推進財団
●（公益財団） 日本学校保健会 ●すくすく子育て研究会
●（公益社団） 日本看護協会 ●健康日本２１推進フォーラム
●日本公衆衛生学会 ●（公益財団） 母子健康協会
●（公益社団） 日本産科婦人科学会 ●日本生殖看護学会
●（公益社団） 日本歯科医師会 ●FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会
●日本思春期学会 ●（公益財団） 健康・体力づくり事業財団
●日本児童青年精神医学会 ●U-COM　（JFPA若者委員会）
●（公益社団） 日本小児科医会 ●日本SIDS・乳幼児突然死予防学会
●（公益社団） 日本小児科学会 ●（一般社団）日本新生児成育医学会
●（一般社団）　日本小児看護学会 ●全国乳児福祉協議会
●（一般社団）　日本小児救急医学会 ●全国児童養護施設協議会
●（公益社団） 日本小児保健協会 ●全国母子生活支援施設協議会
●（一般社団） 日本助産学会 ●全国保育協議会
●（公益社団） 日本助産師会 ●全国保育士会
●（一般社団）　日本性感染症学会 ●日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会
●日本赤十字社 ●日本育療学会
●日本タッチケア協会 ●（一般社団） 全国訪問看護事業協会
●（一般社団） 日本保育保健協議会 ●（NPO）日本小児外科学会
●（社福） 日本保育協会 ●日本母子看護学会
●（公益社団）　日本母性衛生学会 ●（NPO）日本ラクテーション・コンサルタント協会
●（公益社団） 日本産婦人科医会 ●子ども療養支援協会
●（一般社団） 日本母乳の会 ●（一般財団）　電気安全環境研究所
●（公益社団） 日本薬剤師会 ●（一般社団） 日本小児心身医学会
●（公益社団） 日本理学療法士協会 ●京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
●（公益財団） 母子衛生研究会 ●（公益社団） 誕生学協会

企業メンバー
●住友生命保険相互会社 ●株式会社メディアネットワークス
●広島テレビ ●日本電気株式会社
●ポップニート株式会社 ●株式会社リトル・ママ
●中日本ダイカスト工業株式会社 ●瑚心未来ソーシャルビジネスカレッジ合同会社
●株式会社　学校健診情報センター ●クオール株式会社
●サントリー食品インターナショナル株式会社

平成２９年２月現在

健やか親子２１（第２次）推進協議会　参加団体一覧



テーマ①国民への普及啓発・情報発信等 テーマ②育児支援等 テーマ③児童虐待防止・対応強化 テーマ④調査研究やカウンセリング体制の充 実
           ・ガイドラインの作成等

◎幹事団体　○幹事（サブ）団体 ◎幹事団体 ◎幹事団体　○幹事（サブ）団体 ◎幹事団体　○幹事（サブ）団体
1 ◎（公益社団）日本産科婦人科学会 1 ◎（公益社団）日本小児保健協会 1 ◎（一般社団）日本小児救急医学会 1 ◎（公益社団）日本小児科学会
2 ○（公益社団）日本小児科学会 2 全国情緒障害児短期治療施設協議会 2 ○（公益社団）日本産科婦人科学会 2 ○（公益社団）日本産科婦人科学会
3 （公益社団）国民健康保険中央会 3 全国保健所長会 3 （社福）恩賜財団母子愛育会 3 （NPO）SIDS家族の会

4 日本子ども健康科学会（子どもの心・体と環境を考える会） 4 （公益社団）日本医師会 4 （NPO）児童虐待防止協会 4 日本子ども健康科学会（子どもの心・体と環境を考える会）

5 （公益財団）性の健康医学財団 5 （公益社団）日本看護協会 5 全国児童相談所長会 5 （公益財団）性の健康医学財団
6 （社福）全国社会福祉協議会 6 日本公衆衛生学会 6 全国児童心理司会 6 全国保健所長会
7 （公益社団）全国助産師教育協議会 7 （公益社団）日本歯科医師会 7 全国情緒障害児短期治療施設協議会 7 全国養護教諭連絡協議会
8 （公益社団）全国保育サービス協会 8 （公益社団）日本小児科医会 8 （公益社団）全国助産師教育協議会 8 （公益社団）日本看護協会
9 全国保健所長会 9 （一般社団）日本小児看護学会 9 全国保健所長会 9 日本公衆衛生学会

10 全国養護教諭連絡協議会 10 （一般社団）日本小児救急医学会 10 全国保健師長会 10 （一般社団）日本小児看護学会
11 （NPO）難病のこども支援全国ネットワーク 11 （一般社団）日本助産学会 11 全国養護教諭連絡協議会 11 （一般社団）日本小児救急医学会
12 （公益社団）日本医師会 12 （公益社団）日本助産師会 12 （公益社団）日本医師会 12 （一般社団）日本助産学会
13 （公益社団）日本栄養士会 13 日本タッチケア協会 13 （一般社団）日本家族計画協会 13 （公益社団）日本助産師会
14 （公益財団）日本学校保健会 14 （一般社団）日本保育保健協議会 14 （公益社団）日本看護協会 14 （一般社団）日本性感染症学会
15 （公益社団）日本看護協会 15 （公益社団）日本産婦人科医会 15 日本公衆衛生学会 15 （公益社団）日本産婦人科医会
16 日本公衆衛生学会 16 （一般社団）日本母乳の会 16 （公益社団）日本歯科医師会 16 （一般社団）日本母乳の会
17 （公益社団）日本歯科医師会 17 （公益社団）母子保健推進会議 17 （一般社団）日本児童青年精神医学会 17 （一般社団）日本周産期・新生児医学会
18 日本思春期学会 18 （一般社団）日本小児歯科学会 18 （公益社団）日本小児保健協会 18 （一般社団）日本学校保健学会
19 （一般社団）日本児童青年精神医学会 19 日本小児総合医療施設協議会 19 （一般社団）日本助産学会 19 （一般社団）日本小児神経学会
20 （公益社団）日本小児科医会 20 （一般社団）日本周産期・新生児医学会 20 （公益社団）日本助産師会 20 性と健康を考える女性専門家の会
21 （一般社団）日本小児救急医学会 21 （一般社団）日本小児神経学会 21 （公益社団）日本産婦人科医会 21 （一般社団）日本糖尿病・妊娠学会
22 （公益社団）日本小児保健協会 22 （一般財団）日本食生活協会 22 （公益社団）母子保健推進会議 22 (NPO)日本小児循環器学会
23 （一般社団）日本性感染症学会 23 （一般社団）全国病児保育協議会 23 （一般社団）日本小児歯科学会 23 （一般社団）日本臨床心理士会
24 日本赤十字社 24 性と健康を考える女性専門家の会 24 （一般社団）日本臨床心理士会 24 日本生殖看護学会
25 （社福）日本保育協会 25 日本外来小児科学会 25 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会 25 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会
26 （公益社団）日本母性衛生学会 26 （一般社団）日本母乳哺育学会 26 全国乳児福祉協議会 26 一般社団法人日本新生児成育医学会
27 （公益社団）日本産婦人科医会 27 （公益社団）日本女医会 27 全国児童養護施設協議会 27 日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会
28 （一般社団）日本母乳の会 28 （公益社団）日本産業衛生学会 28 全国母子生活支援施設協議会 28 （NPO）日本小児外科学会
29 （公益社団）日本薬剤師会 29 （一般社団）日本臨床心理士会 29 全国保育士会 29 NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
30 （公益社団）日本理学療法士協会 30 全国母子保健推進員等連絡協議会 30 （NPO）日本小児外科学会 30 子ども療養支援協会
31 （公益財団）母子衛生研究会 31 （一般財団）児童健全育成推進財団 31 NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会 31 京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻
32 （公益社団）母子保健推進会議 32 すくすく子育て研究会 32 （一般社団）日本小児心身医学会
33 （一般社団）日本小児歯科学会 33 健康日本２１推進フォーラム 計31団体
34 日本小児総合医療施設協議会 34 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会 計32団体
35 （一般財団）日本食生活協会 35 日本SIDS･乳幼児突然死予防学会
36 性と健康を考える女性専門家の会 36 全国母子生活支援施設協議会
37 （一般社団）日本糖尿病・妊娠学会 37 全国保育協議会
38 （一般社団）日本母乳哺育学会 38 日本育療学会
39 （一般社団）日本泌尿器科学会 39 NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
40 （一般社団）日本臨床心理士会
41 健康日本２１推進フォーラム 計39団体
42 （公益財団）母子健康協会
43 日本生殖看護学会
44 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会
45 （公益財団）健康・体力づくり事業財団
46 U-COM　（JFPA若者委員会） ※テーマグループ検討中
47 日本SIDS･乳幼児突然死予防学会 （公益社団）誕生学協会
48 日本育療学会
49 （一般社団）全国訪問看護事業協会
50 （NPO）日本小児外科学会
51 日本母子看護学会
52 NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会
53 子ども療養支援協会
54 (一般財団法人)　電気安全環境研究所
55 京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻

計55団体 平成２９年２月現在

テーマグループ分け一覧


