
団体名
1 NPO法人 SIDS家族の会

2 社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会

3 公益社団法人 国民健康保険中央会

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 NPO法人 児童虐待防止協会

6 公益財団法人 性の健康医学財団

7 全国児童相談所長会

8 全国児童心理司会

9 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

10 全国児童心理治療施設協議会

11 公益社団法人 全国助産師教育協議会

12 公益社団法人 全国保育サービス協会

13 全国保健所長会

14 全国保健師長会

15 全国養護教諭連絡協議会

16 NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク

17 公益社団法人 日本医師会

18 公益社団法人 日本栄養士会

19 一般社団法人 日本家族計画協会

20 公益財団法人 日本学校保健会

21 公益社団法人 日本看護協会

22 一般社団法人 日本公衆衛生学会

23 公益社団法人 日本産科婦人科学会

24 公益社団法人 日本歯科医師会

25 一般社団法人 日本思春期学会

26 一般社団法人 日本児童青年精神医学会

27 公益社団法人 日本小児科医会

28 公益社団法人 日本小児科学会

29 一般社団法人 日本小児看護学会

30 一般社団法人 日本小児救急医学会

31 公益社団法人 日本小児保健協会

32 一般社団法人 日本助産学会

33 公益社団法人 日本助産師会

34 一般社団法人 日本性感染症学会

35 日本赤十字社

36 日本タッチケア協会

37 一般社団法人 日本保育保健協議会

38 社会福祉法人 日本保育協会

39 公益社団法人 日本母性衛生学会

40 公益社団法人 日本産婦人科医会

41 一般社団法人 日本母乳の会

42 公益社団法人 日本薬剤師会

43 公益社団法人 日本理学療法士協会

44 公益財団法人 母子衛生研究会

45 公益社団法人 母子保健推進会議

46 公益社団法人 日本小児歯科学会

47 日本小児総合医療施設協議会

48 一般社団法人　日本周産期・新生児医学会

49 一般社団法人 日本学校保健学会
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50 一般社団法人 日本小児神経学会

51 一般財団法人 日本食生活協会

52 一般社団法人 全国病児保育協議会

53 一般社団法人 性と健康を考える女性専門家の会

54 一般社団法人 日本外来小児科学会

55 一般社団法人 日本糖尿病・妊娠学会

56 一般社団法人 日本母乳哺育学会

57 公益社団法人 日本女医会

58 公益社団法人 日本産業衛生学会

59 一般社団法人 日本泌尿器科学会

60 一般社団法人 日本臨床心理士会

61 全国母子保健推進員等連絡協議会

62 一般財団法人 児童健全育成推進財団

63 すくすく子育て研究会

64 公益財団法人 母子健康協会

65 日本生殖看護学会

66 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会

67 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

68 U-COM　（JFPA若者委員会）

69 日本SIDS･乳幼児突然死予防学会

70 一般社団法人 日本新生児成育医学会

71 全国乳児福祉協議会

72 全国児童養護施設協議会

73 全国母子生活支援施設協議会

74 全国保育協議会

75 全国保育士会

76 日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会

77 日本育療学会

78 一般社団法人 全国訪問看護事業協会

79 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

80 日本母子看護学会

81 NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会

82 子ども療養支援協会

83 一般財団法人　電気安全環境研究所

84 一般社団法人 日本小児心身医学会

85 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

86 公益社団法人 誕生学協会

87 ＮＰＯ法人　三重県生涯スポーツ協会

平成30年2月28日現在



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
◎（公益社団）日本産科婦人科学会 ◎（公益社団）日本小児保健協会 ◎（一般社団）日本小児救急医学会 ◎（公益社団）日本小児科学会

○（公益社団）日本小児科学会 全国児童心理治療施設協議会 ○（公益社団）日本産科婦人科学会 ○（公益社団）日本産科婦人科学会

（公益社団）国民健康保険中央会 全国保健所長会 ○（公益社団）日本小児科学会 （NPO）SIDS家族の会

日本子ども健康科学会（子どもの心・体と環境を考える会） （公益社団）日本医師会 （社福）恩賜財団母子愛育会 日本子ども健康科学会（子どもの心・体と環境を考える会）

（公益財団）性の健康医学財団 （公益社団）日本看護協会 （NPO）児童虐待防止協会 （公益財団）性の健康医学財団

（社福）全国社会福祉協議会 (一般社団)日本公衆衛生学会 全国児童相談所長会 全国保健所長会

（公益社団）全国助産師教育協議会 （公益社団）日本歯科医師会 全国児童心理司会 全国養護教諭連絡協議会

（公益社団）全国保育サービス協会 （公益社団）日本小児科医会 全国児童心理治療施設協議会 （公益社団）日本看護協会

全国保健所長会 （一般社団）日本小児看護学会 （公益社団）全国助産師教育協議会 (一般社団)日本公衆衛生学会

全国養護教諭連絡協議会 （一般社団）日本小児救急医学会 全国保健所長会 （一般社団）日本小児看護学会

(NPO)　難病のこども支援全国ネットワーク （一般社団）日本助産学会 全国保健師長会 （一般社団）日本小児救急医学会

（公益社団）日本医師会 （公益社団）日本助産師会 全国養護教諭連絡協議会 （一般社団）日本助産学会

（公益社団）日本栄養士会 日本タッチケア協会 （公益社団）日本医師会 （公益社団）日本助産師会

（公益財団）日本学校保健会 （一般社団）日本保育保健協議会 （一般社団）日本家族計画協会 （一般社団）日本性感染症学会

（公益社団）日本看護協会 （公益社団）日本産婦人科医会 （公益社団）日本看護協会 （公益社団）日本産婦人科医会

（一般社団）日本公衆衛生学会 （一般社団）日本母乳の会 (一般社団)日本公衆衛生学会 （一般社団）日本母乳の会

（公益社団）日本歯科医師会 （公益社団）母子保健推進会議 （公益社団）日本歯科医師会 （一般社団）日本周産期・新生児医学会

（一般社団）日本思春期学会 (公益社団) 日本小児歯科学会 （一般社団）日本児童青年精神医学会 （一般社団）日本学校保健学会

（一般社団）日本児童青年精神医学会 日本小児総合医療施設協議会 （公益社団）日本小児保健協会 （一般社団）日本小児神経学会

（公益社団）日本小児科医会 （一般社団）日本周産期・新生児医学会 （一般社団）日本助産学会 (一般社団)性と健康を考える女性専門家の会

（一般社団）日本小児救急医学会 （一般社団）日本小児神経学会 （公益社団）日本助産師会 （一般社団）日本糖尿病・妊娠学会

（公益社団）日本小児保健協会 （一般財団）日本食生活協会 （公益社団）日本産婦人科医会 （一般社団）日本臨床心理士会

（一般社団）日本性感染症学会 （一般社団）全国病児保育協議会 （公益社団）母子保健推進会議 日本生殖看護学会

日本赤十字社 (一般社団)性と健康を考える女性専門家の会 公益社団法人 日本小児歯科学会 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会

（社福）日本保育協会 (一般社団)日本外来小児科学会 （一般社団）日本臨床心理士会 (一般社団)日本新生児成育医学会

（公益社団）日本母性衛生学会 （一般社団）日本母乳哺育学会 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会 日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会

（公益社団）日本産婦人科医会 （公益社団）日本女医会 全国乳児福祉協議会 （NPO）日本小児外科学会

（一般社団）日本母乳の会 （公益社団）日本産業衛生学会 全国児童養護施設協議会 (NPO)日本ラクテーション・コンサルタント協会

（公益社団）日本薬剤師会 （一般社団）日本臨床心理士会 全国母子生活支援施設協議会 子ども療養支援協会

（公益社団）日本理学療法士協会 全国母子保健推進員等連絡協議会 全国保育士会 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 （一般財団）児童健全育成推進財団 （NPO）日本小児外科学会 （一般社団）日本小児心身医学会

（公益社団）母子保健推進会議 すくすく子育て研究会 (NPO)日本ラクテーション・コンサルタント協会 （一般社団）日本児童青年精神医学会

(公益社団) 日本小児歯科学会 FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会

日本小児総合医療施設協議会 日本SIDS･乳幼児突然死予防学会 計32団体 計32団体

（一般財団）日本食生活協会 全国母子生活支援施設協議会

（一般社団）性と健康を考える女性専門家の会 全国保育協議会

（一般社団）日本糖尿病・妊娠学会 日本育療学会

（一般社団）日本母乳哺育学会 （NPO）日本小児外科学会

（一般社団）日本泌尿器科学会 (NPO)日本ラクテーション・コンサルタント協会

（一般社団）日本臨床心理士会

（公益財団）母子健康協会 計39団体

日本生殖看護学会

FOUR WINDS　乳幼児精神保健学会

（公益財団）健康・体力づくり事業財団

U-COM　（JFPA若者委員会）

日本SIDS･乳幼児突然死予防学会

日本育療学会

（一般社団）全国訪問看護事業協会

（NPO）日本小児外科学会

日本母子看護学会

(NPO)日本ラクテーション・コンサルタント協会

子ども療養支援協会

(一般財団)　電気安全環境研究所

京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻

（公益社団）誕生学協会

(ＮＰＯ)三重県生涯スポーツ協会

計56団体 平成30年2月28日現在
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企業・団体名

1 住友生命保険相互会社

2 広島テレビ放送株式会社

3 ポップニート株式会社

4 中日本ダイカスト工業株式会社

5 株式会社学校健診情報センター

6 サントリー食品インターナショナル株式会社

7 株式会社メディアネットワークス

8 日本電気株式会社

9 株式会社リトル・ママ

10 瑚心未来ソーシャルビジネスカレッジ合同会社

11 クオール株式会社

12 株式会社 ロッテ

13 アサヒグループ食品株式会社

14 株式会社ブライトン

15 ポプリの森

16 株式会社からだにいいこと

17 株式会社コズレ

18 社会保険労務士法人Ｒ＆Ｃ

19 ナーシングクリエイト株式会社

20 株式会社ディーエイチシー

21 ルナワークス

22 ベビーウェアリングＪＡＰＡＮ

23 Surely株式会社

24 株式会社サーバント

25 株式会社Kids Public

26 カリフォルニアプルーン協会

27 株式会社小学館集英社プロダクション

28 イオントップバリュ株式会社

29 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

30 株式会社リサ・サーナ

31 株式会社ＮＴＴドコモ ライフサポートビジネス推進部

32 特定非営利活動法人ひまわりの会

33 博報堂ＤＹメディアパートナーズ

34 株式会社Ｃｌｕｅｘ

35 株式会社doode

36 KODOMOLOGY株式会社

37 日本医療・健康情報研究所（株式会社創新社）

38 一般社団法人日本くすり教育研究所

39 子どもの早起きをすすめる会

40 花王株式会社　生活者研究部

平成30年2月28日現在
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