平成２３年度事業報告書
〔Ⅰ〕公益目的活動・法人組織活動の部
１

乳幼児健康診査の実施及び推進活動
子どもの健康の保持増進を目的に、乳幼児健康診査を県内市町村より委託を受けて実施した。併せ
て、健康診査の充実強化にも努めた。
（１）乳幼児健康診査受託市町村
乳児（４１市町村）
３歳児（４１市町村）
１歳６か月児（健診３１市町村、情報処理９市町村）
（２）乳幼児健康診査実施回数
乳児一般健康診査
半日
１１４回
１日
１４１回
３歳児健康診査
２９４回
１歳６か月児健康診査
１３８回
乳幼児健康診査（乳児 ３歳児 １歳６か月児 のセット）
８１回
（乳児 １歳６か月児 のセット）
１回
（乳児 ３歳児のセット）
２回
幼児健康診査（３歳児 １歳６か月児 のセット）
４０回
（３）実施総数
乳児一般健康診査
４１市町村
対象者数
３４，３７７人
受診者数
３０，１１７人（受診率 87.6％）
要精密検査数
１，８５２人（要精密検査率 6.1％）
３歳児健康診査
４１市町村
対象者数
１７，１５６人
一般健診
受診者数
１４，０９５人（受診率 82.2％）
要精密検査数
１，３２５人（要精密検査率 9.4％）
歯科健診
受診者数
１４，０４９人（受診率 81.9％）
要精密検査数
７３人
１歳６か月児健康診査
３１市町村
対象者数
７，０８５人
一般健診
受診者数
６，１７７人（受診率 87.2％）
要精密検査数
３６５人（要精密検査率 5.9％）
歯科健診
受診者数
６，１５５人（受診率 86.9％）
要精密検査数
５人
１歳６か月児健康診査情報処理のみ
９市町村
対象者数
９，２８３人
一般健診
受診処理件数
７，９２９件（受診率 85.4％）
要精密検査数
２７９人（要精密検査率 3.5％）
歯科健診
受診処理件数
６，４６１件（受診率 69.6％）
要精密検査数
８人

（４）乳幼児健康診査の情報処理新システム導入に向け調整及びＯＡ機器の整備
①システム開発者等との調整会議を行った。
②乳幼児健康診査受診票一部改定に伴い情報処理プログラムの変更を行った。
③事務局におけるＯＡ機器及びネットワークの整備を図った。
（５）乳幼児健康診査実施に関する市町村・保健所等会議へ参加
沖縄県健康増進課主催の市町村・保健所の母子保健担当者会議へ参加し、乳幼児健康診査受診
票の記入等について情報交換を行った。
沖縄県北部福祉保健所 平成２３年５月２７日
沖縄県八重山福祉保健所 平成２３年６月７日
沖縄県宮古福祉保健所 平成２３年６月１５日
沖縄県中央保健所 平成２３年６月１６日
沖縄県南部福祉保健所 平成２３年６月２０日
（６）乳幼児健康診査受託並びに健診に関する情報等の交換
市町村を訪問し、健康診査に関する課題等の情報交換を図った。
那覇市 平成２３年４月１３日
石垣市 竹富町 平成２３年６月７日
宮古島市 平成２３年６月１５日
北谷町 平成２３年１０月７日
（７）乳幼児健康診査結果の情報提供
平成２２年度乳幼児健康診査報告書を作成し関係機関へ配布。また、ＨＰにて報告書内容を掲
載することで広く情報提供を図った。
（８）乳幼児健康診査における精密健康診査結果の情報提供
乳幼児健康診査の精密健康診査結果を市町村の依頼で、健康診査担当医へ情報提供を行った。
那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市 宜野湾市
（９）乳幼児健康診査の追加問診項目調査への協力（沖縄県）及びデータ提供、集計
沖縄県健康増進課の乳幼児健康診査における問診の追加調査（平成２３年７月～１２月実施）
に協力し、保健所や市町村にデータの情報提供を図った。また、小児保健協会においても統計処
理を行った。

２

人材育成等に関する活動
小児保健・医療の従事者や市町村職員向けの研修会等を開催し、関係者の資質向上に努めた。また、
県外で開催される学術集会等へ関係者や市町村職員を派遣することで母子保健に関する情報収集等の
支援に努めた。
（１）研修会・講演会等の開催
１）乳幼児健康診査関係者対象
○平成２２年度乳幼児健康診査実績報告会
日時 平成２３年６月２４日（金）
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
報告 一般健診の部
玉那覇榮一 （沖縄県小児保健協会長 ちばなクリニック小児科医師）
歯科健診の部
比嘉千賀子 （沖縄県小児保健協会理事 沖縄県福祉保健部健康増進課歯科医師）
講話 「乳幼児健康診査マニュアル」の活用について
下地ヨシ子 （沖縄県小児保健協会副会長）
○平成２３年度市町村母子保健担当者研修会の開催
日時 平成２３年６月２４日（金） 実績報告会に併設
共催 沖縄県 （社）沖縄県小児保健協会
挨拶 国吉秀樹（沖縄県福祉保健部健康増進課長）
講演 「母子保健情報利活用のねらいと全国のとりくみ状況」
山縣然太朗（山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授）
○母子保健情報利活用に関する研修会の開催
日時 平成２４年３月１６日（金）

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
共催 沖縄県 （社）沖縄県小児保健協会
講演 「平成２３年度乳幼児健診における追加問診の集計報告」
池村智沙登（沖縄県福祉保健部健康増進課）
「母子保健情報利活用システムについて」
山縣然太朗（山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授）
２）小児保健関係者等対象
○沖縄県小児保健学会の開催
日時 平成２３年５月２１日（土）13：30～15：20
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
〔一般講演〕
座長 泉川良範 （社会福祉法人五和会 名護療育園）
１ 発達障害をもつ子どもの早期発見・早期支援に関する保育士の課題
譜久山民子 宮城雅也 上原真理子 前田和子 佐久川博美 砂川恵正 城間直秀
浜端宏英 山城五月 永吉ルリ子 上原梨那 鈴木ミナ子（沖縄県ＣＡＴ研究会）
２ 発達障害をもつ子どもの早期発見・早期支援に関する保健師の課題
上原真理子 譜久山民子 宮城雅也 前田和子 佐久川博美 砂川恵正 城間直秀
浜端宏英 山城五月 永吉ルリ子 上原梨那 鈴木ミナ子 (沖縄県ＣＡＴ研究会)
３ 当園における施設支援指導事業の経過
幸地香奈子 金城良子 池田朝彦 大城聡 平安京美 仲田行克 大見剛
（沖縄整肢療護園）
座長 永山さなえ（沖縄県中央保健所）
４ 乳幼児の食行動に関する保護者の認識
～Ｎ市の保育所に通園する子どもと保護者の調査を通して～
金城やす子 比嘉憲枝 松下聖子（名桜大学人間健康学部看護学科）
５ 沖縄県内で活動する母子保健推進員の活動意識
當山裕子 (琉球大学医学部保健学科地域看護学)
６ ファミリーサポート養成研修“病児看護”受講者のニーズ調査
栄野比順子 石川ちえみ 神山廣子 比嘉綾子 仲村涼子 新城広子 上地嘉美
喜舎場沙耶花 徳田為代 當山恵 （社会医療法人敬愛会ちばなクリニック）
座長 金城やす子（名桜大学人間健康学部看護学科）
７ こどもが痛みを伴う処置を受ける時の保護者の医療者に対する認識
儀間繼子（琉球大学医学部保健学科） 仲村美津枝（名桜大学人間健康学部看護学科）
宮城真規子 知念蛍（琉球大学医学部付属病院）
大浦早智（琉球大学大学院保健学研究科）
８ 臨床看護師のプレパレーションの認識と実践に関する研究
具志堅美智子 外間登美子（琉球大学医学部保健学科）
伊佐歩希乃（沖縄県南部福祉保健所）
９ 当院における子どもの交通事故の２年間の検討
小濱守安（沖縄県立中部病院）
〔平成２２年度 特別研究報告〕
「発達障害児支援体制構築へ向けて」
宮城雅也（沖縄県小児保健協会）
〔特別講演〕 15：20～16:20
座長 玉那覇榮一（沖縄県小児保健協会長）
「 伸びる子どもの睡眠学 」
宮崎総一郎（滋賀医科大学睡眠学講座特任教授）
○保健セミナーの開催
日時 平成２４年１月２０日（金）9：30～12：00
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
講演 「ワクチンでＶＰＤを無くそう」
安慶田英樹（沖縄県立南部医療センターこども医療センター）

３）医師研修会の開催
○肺炎球菌セミナー
日時 平成２３年５月１８日（水）～１９日（木）
場所
１日目 沖縄県立中部病院 会議室
２日目 沖縄小児保健センター ３階ホール
講演
「沖縄県における小児の侵襲性細菌感染症の発生動向」
安慶田英樹（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児科）
「小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンの接種一時見合わせ再会について」
「小児および成人の肺炎球菌感染症とワクチンによる予防」
和田昭仁（国立感染症研究所細菌第一部 ）
○新人・研修医対象の研修会開催
１回目 平成２３年８月１８日（木）～１９日（金）19:00～21:00
１日目 沖縄県立南部療センター・こども医療センター ２階 会議室
２日目 沖縄県立中部病院 本館２階 会議室
２回目 平成２３年９月１２日（月）～１３日（火）19:00～21:00
１日目 沖縄県立中部病院 本館２階 会議室 19:00～21:00
２日目 沖縄県立南部療センター・こども医療センター ２階 講堂
講演（１日目）
「乳幼児健康診査医師研修会」
玉那覇榮一（沖縄県小児保健協会長）
「乳幼児健診における運動発達の診方」
小濱守安（沖縄県立中部病院小児科部長）
講演（２日目）
「身体的成長の評価方法と指導について」
宮城雅也（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児科部長）
「乳児健診における精神発達の診方」
當間隆也（わんぱくクリニック小児科医師）
○栄養面に関する研修会開催
日時 平成２３年８月２５日（木）
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
講演
「乳幼児健康診査における貧血検査」
浜端宏英（アワセ第一医院副院長）
「健康診査の医師の栄養面での知識向上と情報の共有化について」
山里由美子（在宅管理栄養士）
○ランチョンセミナー
１回目 第７３回例会日本小児科学会沖縄地方会にて
日時 平成２３年９月１１日（日）12:00～13:00
会場 沖縄小児保健センター ３階ホール
講演
「難聴児早期発見と聴覚補償、療育の現状 ～難聴児を見逃さないために～」
我那覇章（琉球大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科助教）
２回目 第７４回例会沖縄小児科学会にて
日時 平成２４年３月４日（日）12:00～13:00
会場 沖縄小児保健センター ３階ホール
講演
「乳幼児健診における股関節のチェックポイント」
大湾一郎（琉球大学大学院医学研究科 整形外科学講座准教授）
４）保健師研修会の開催
日時 平成２３年５月３０日（月）～３１日（火）9:30～16:40
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール

１日目
「糸満市における乳幼児健康診査の状況」
大保清美（糸満市健康増進課保健指導係長）
「個人情報の保護」
朝崎咿（浦添市福祉保健部保護課長）
「乳幼児の発達の診方」
當間隆也（わんぱくクリニック医師）
「乳幼児健診における面接の仕方」
大林泉（NPO 法人まんぼう スペース・かい心理発達相談室）
２日目
「気になる児への対応」
大林泉（NPO 法人まんぼう スペース・かい心理発達相談室）
「グループワーク ロールプレイ」
玉城弘美 加賀久美子（那覇市療育センター臨床心理士）
「発達障害児のネットワーク支援について」
泉川良範（名護療育園園長）
５）母子保健推進員の研修会開催
第１回
日時 平成２３年７月１日（金）9：15～16：30
共催 （社）沖縄県小児保健協会 沖縄県母子保健推進員連絡協議会
講演 「予防接種に関する疑問にお答えします」
安慶田英樹（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児科部長）
報告 「県協議会に加入して思うこと」
うるま市母子保健推進員連絡協議会
豊見城市母子保健推進員連絡協議会
グループワーク
「各市町村の活動を活性化させるために」
第２回
日時 平成２４年３月１２日（月）9：15～16：30
共催 （社）沖縄県小児保健協会 沖縄県母子保健推進員連絡協議会
講演 「母子保健活動におけるパートナーシップ～母子保健推進員への調査結果から～」
當山裕子（琉球大学医学部保健学科助教）
食育劇「３食のまほうってなぁ～に？」
沖縄市母子保健推進員連絡協議会
グループワーク
「講演を受けて、効果的な母推活動を進めるために」
６）第４５回沖縄県母子保健大会の開催
日時 平成２４年１月１９日（木）14：00～17：00
場所 宜野湾市民会館 大ホール
参加 ４９３人
講演 「 チンパンジーから見た母子関係の発達 」
友永雅己（京都大学霊長類研究所思考言語分野准教授）
主催 沖縄県・社団法人沖縄県小児保健協会
（２）養成講座の開催
○育児支援者養成事業
こんにちは赤ちゃん訪問者養成講座 ４月２５日（月）～２６日（火）
１日目
「こんにちは赤ちゃん事業の概要」
下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会副会長）
「産後の母子の健康」
島袋春美（在宅助産師）
「母子保健福祉の制度・サービスについて」
金城絹子（沖縄県中部福祉保健所保健師）

グループワーク・ロールプレイ 「面接技法について」
玉城弘美（那覇市療育センター臨床心理士）
２日目
「個人情報の保護」
朝崎咿（浦添市福祉保健部保護課長）
「赤ちゃんの発育・発達について」
又吉由樹子（読谷村こども未来課保健師）
「乳幼児虐待予防について」
井村弘子 （沖縄国際大学）
グループワーク・ロールプレイ 「コミュニケーション技法」
玉城弘美 加賀久美子（那覇市療育センター臨床心理士）
修了証の授与
下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会副会長）
〈フォロー研修〉 ７月２５日（月）
グループワーク 「実践を通して事例、事業についての疑問など」
又吉由樹子（読谷村こども未来課保健師）
「こんにちは赤ちゃん事業実施市町村の報告」
宮城章乃（宜野湾市児童家庭課係長）
伊佐房子（宜野湾市母子保健推進員）
グループワーク・ロールプレイ 「コミュニケーション技法」
玉城弘美 加賀久美子（那覇市療育センター臨床心理士）
総まとめ
下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会副会長）
（３）県外への派遣制度
１）第５８回日本小児保健協会学術集会へ派遣
期 間 平成２３年度９月１日（木）～３日（土）
会 場 名古屋国際会議場
出席者 市町村保健師
渡久地京美（那覇市） 柴岡紀子（久米島町）
沖縄県小児保健協会理事
玉那覇榮一 宮城雅也 下地ヨシ子 知念正雄 福盛久子 當間隆也
沖縄県小児保健協会事務局
棚原睦子 高波和広
２）第２８回日本小児保健協会保健セミナーへ派遣
期 間 平成２３年６月１９日（日）
会 場 ベルサール九段３階ホール（東京）
出席者 玉那覇榮一 宮城雅也 下地ヨシ子 髙良聰子 當間隆也
３）健やか親子２１全国大会へ派遣
期 間 平成２３年１１月９日（水）～１１日（金）
会 場 AOSSA 福井県民ホール
出席者 下地ヨシ子 棚原睦子 津波古桂子

３

泉川良範

啓発普及に関する活動
一般向けの講演会等を開催することにより、地域住民の小児保健に関する知識の啓発や子育て支援
に繋げる。
（１）麻しん・風しんゼロ実現に向けての啓発活動
○公開シンポジウムの開催
日時 平成２３年５月１２日（木）13:00-16:30
主催 沖縄県はしか“０”プロジェクト委員会
共催 （社）沖縄県小児保健協会 沖縄県福祉保健部 沖縄県教育委員会 浦添市
（社）沖縄県医師会 沖縄県小児科医会 日本小児科学会沖縄地方会
テーマ 「2012 年はしか排除を目指して～学校との連携のもとに～」

○はしか“０”プロジェクト委員会へ出席
○はしかキャンペ-ン週間の諸行事へ参加
（２）小児救急医療の適正受診啓発に関する研修会の開催
沖縄県の受託事業として推進しながら、協会としても協力支援を図った。
小児救急医療の適正受診啓発のために、協会もＡ４版の冊子を作成し関係機関へ配布

４

小児保健に関する調査・研究並びに情報収集や評価等に関する活動
沖縄の子ども達の健康や生活習慣等に関する情報収集や啓発活動に必要な情報等の整理分析を行っ
た。
（１）乳幼児健康診査結果を分析、情報還元
①乳幼児健診特別研究委員会の設置
②山梨大学の山縣教授等との共同研究として、平成９年度から平成２２年度までの健診データ
の解析に取り組む
③平成２４年４月開催の日本小児科学会へ２演題の申し込みを行う
（２）小児保健情報センター設置等に関する調整
（３）乳幼児健康診査統計処理に関する研究事業等へ協力
沖縄県健康増進課の乳幼児健康診査追加問診の調査に協力する。
（４）小児肺炎球菌等の疫学調査を寄付金を公募し実施
１）おきなわ小児肺炎球菌“ゼロ”プロジェクトの設置
２）調査事業の開始
①ホームページにて寄付金の公募 平成２３年１１月９日（水）
②寄付金受領（ファイザーより） 平成２３年１１月２９日（火）
③調査研究事業説明会の開催
開業医対象
平成２３年１２月８日（木）
病院関係者対象
平成２３年１２月１４日（水）
④調査研究期間
平成２４年１月から３年間
（５）ホームページ内容の調整

５

母子保健功労者の顕彰事業
第４５回沖縄県母子保健大会において、永年地域で活躍している母子保健従事者を顕彰することで、
地域の母子保健活動の活性化に努めた。
（１）沖縄県母子保健大会長表彰
沖縄の母子保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰した。
１）実行委員会
平成２３年９月８日（木）
２）大会表彰審査委員会
平成２３年１１月２日（水）
３）表彰式
日時 平成２４年１月１９日（木）14：00～17：00
場所 宜野湾市民会館 大ホール
催事 第４５回沖縄県母子保健大会
４）母子保健大会長表彰者 （個人の部）２０人
（２）沖縄小児保健賞
第４４回保健文化賞受賞を記念し、沖縄の小児保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体
を顕彰することを図ったが、推薦がなかった。

６

各種支援事業
小児保健活動を行う団体の活動を支援することにより、沖縄の小児保健活動の活性化を図った。
（１）はしか“０”プロジェクト推進活動
①はしか“０”プロジェクト委員会への資金援助
②はしか“０”プロジェクト委員会事務局としての活動支援

（２）母子保健推進員活動の支援
○沖縄県母子保健推進員連絡協議会事務局としての活動支援
（３）おきなわ小児ＶＰＤ研究会の活動支援
○おきなわ小児ＶＰＤ研究会事務局としての活動支援

７

助成事業
小児保健医療に関する団体が開催する研修会等へ助成することで、人材育成へ繋げる。
（１）関係団体が開催する講演会等への助成
『沖縄県小児科医会』
日 時
平成２３年６月２５日（土）
場 所
ホテル日航那覇グランドキャッスル
参加数
４０人
講 演 「 “小児科医”の粋を極める 」
田原卓浩（たはらクリニック）
『日本小児科学会沖縄地方会』
日 時
平成２３年９月１１日（日）
場 所
沖縄県医師会館
参加数
１５０人
講 演 「 ミトコンドリア病の新しい展開
～組織特異性と核遺伝子異常ミトコンドリア病～ 」
大竹 明（埼玉医科大学 小児科教授）
『沖縄小児科学会』 ※第７４回から日本小児科学会沖縄地方会から沖縄小児科学会へ名称変更
日 時
平成２４年３月４日（日）
場 所
沖縄県医師会館
参加数
１６８人
講 演
「 全ゲノム解析から解明された新規遺伝性炎症性疾病の病態 」
安友康二
（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体防御医学分野教授）

８

国際協力事業
ＪＩＣＡの視察研修（看護協会関係）を受け入れ、沖縄の小児保健活動を紹介することで、海外研
修者への情報提供を行った。
○平成２３年６月１日から平成２４年１月末日まで計６回
①「はしか“０”プロジェクト委員会活動」
②「沖縄県小児保健協会の活動について～乳幼児健診の取り組み～」
下地ヨシ子 （沖縄県小児保健協会副会長）

９

広報並びに出版活動
小児保健活動紹介や啓発用の冊子等印刷、乳幼児健康診査結果をまとめた報告書等を作成し関係機
関等へ配布した。
（１）沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第３９号（年刊）の発行
（２）乳幼児健康診査受診票や関係冊子等を印刷し、市町村へ配付
（３）小児保健指導用のパンフレット等を作成し、市町村等関係機関に配布
（４）乳幼児健康診査実績報告書を作成し、関係機関へ配布
（５）親子健康手帳の印刷
（６）ホームページを活用して小児保健情報の提供
http://www.osh.or.jp/
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特別受託事業等
沖縄県より小児保健に関する受託事業を受けることで、地域住民の知識の啓発や福祉人材育成等
に努めた。

（１）小児救急医療啓発事業（沖縄県福祉保健部医務課からの委託事業）
○啓発講演会の開催
１）第２エミール保育園
日時 平成２３年６月４日（土）10:30～11:30
会場 ＪＡおきなわ真和志支店 ２階
講演 「子育てとこどもの事故」
小濱守安（沖縄県立中部病院小児科部長）
２）さんご保育園
日時 平成２３年６月２５日（土）10:30～11:30
会場 さんご保育園２階ホール
講演 「保育園で出会う子どもの病気と事故予防」
小濱守安（沖縄県立中部病院小児科部長）
３）宮古島市
日時 平成２３年７月３１日（日）14:00～16:00
主催 沖縄県 （社）沖縄県小児保健協会 宮古島市母子保健推進員連絡協議会
共催 沖縄県宮古福祉保健所 宮古島市 多良間村母子保健推進員
会場 宮古合同庁舎２階講堂
紙芝居 「みんなのうんちどんなうんち」 宮古島市母子保健推進員
講演 「子育てとこどもの救急」
小濱守安（沖縄県立中部病院小児科部長）
４）石垣市
日時 平成２３年１２月４日（日）14:00～16:00
主催 沖縄県 （社）沖縄県小児保健協会 母子保健推進員連絡協議会八重山支部
共催 石垣市 竹富町 与那国町 沖縄県八重山福祉保健所
会場 石垣市健康福祉センター１階（健診ホール）
講演 「八重山の小児救急の現状と、知って安心こどもの救急」
宍田紀夫（沖縄県立八重山病院小児科部長）
小濱守安（沖縄県立中部病院小児科部長）
（２）地域完結型人材育成システム構築事業（沖縄県福祉保健部障害福祉課からの委託事業）
１）委員会への参加 １１回
下地ヨシ子 棚原睦子
会場 琉球リハビリテーション学院
２）研修会並びに講演会等の開催
①南部地区発達障害児者支援体制整備研修会
主催 沖縄県 （社）沖縄県小児保健協会
日時 平成２３年９月２６日（月）13:15～17:00
講演 「南部地区発達障害児者支援体制構築について」
宮城雅也（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）
「大人の発達障害とピアサポートの可能性」
冠地情 南和行（東京成人発達障害者当事者会）
②児童虐待防止に関する講演会
日時 平成２３年１０月１日（土）10:00～12:00
講演 「地域で守る子どもと家族 ～子ども虐待への予防と対応～」
奥山眞紀子（国立成育医療研究センターこころの診療部長）
③発達障害児に関する講演会
日時 平成２４年１月２８日（土）
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
講師 畠中雄平（高知県立療育福祉センター副センター長）
＜第１部＞ 14:30～17:00
対象：保育士、保健師
講演：“発達障害”が疑われる子の早期発見と早期介入について
＜第２部＞ 18:30～21:00
対象：医師、心理士、行政職員
講演：高知県における発達障害児者支援システムの構築と今後の課題

④発達障害児に関する講演会
日時 平成２４年２月４日（土）
場所 沖縄県小児保健センター ３階ホール
講師 星野仁彦（福島学院大学大学院福祉心理学部教授・学部長）
＜第１部＞ 9:30～12:00
対象：保育士
講演：発達障害児の理解と対応
＜第２部＞ 13:00～15:30
対象：保健師、心理士
講演：乳幼児健診での気になる児の保護者対応について
＜第３部＞ 18:30～21:00
対象：医師
講演：乳幼児健診における気になる児の診方
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沖縄小児保健センターに関する諸活動及び運用
小児保健センターを地域に開かれた研修施設並びに小児保健情報収集可能な施設として提供した。
（１）小児保健・医療に関係する団体や催事に提供 ３３回
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公益社団法人への組織移行
公益社団法人移行に向けての諸活動
(１）相談会へ出席（沖縄県、全国公益法人協会等）
(２）公益法人移行の諸手続き
申請書の提出（沖縄総務私学課）
平成２３年９月２７日（火）
沖縄県公益認定等審議会より移行認定基準適合の答申 平成２３年１２月１６日（金）
沖縄県知事より公益社団法人認定書の受領
平成２４年３月２１日（水）
社団法人沖縄県小児保健協会の解散登記並びに
公益社団法人沖縄県小児保健協会の設立登記（平成２４年４月１日）に向け準備

13 沖縄県小児保健協会の法人組織活動
（１）定期総会の開催
日時 平成２３年５月２１日（土）16：20～17:00
場所 沖縄小児保健センター ３階ホール
司会 照屋明美（沖縄県福祉保健部健康増進課）
式次第
１ 開会の辞
下地ヨシ子
２ 会長あいさつ
玉那覇榮一
３ 議長団選出
４ 議事
（１）平成２２年度事業報告に関する件
（２）平成２２年度収支決算報告並びに会計監査報告に関する件
（３）平成２３年度事業計画（案）に関する件
（４）平成２３年度収支予算（案）に関する件
（５）役員改選に関する件
（６）公益法人移行申請に伴う定款（案）等に関する件
（７）その他
５ 閉会の辞
宮城雅也
（２）理事会の開催並びに会計監査の実施
１）理事会の開催
第１回 平成２３年４月１８日（月）午後７時３０分～９時
議題 （１）平成２３年収支予算（案）について
（２）平成２３年度定期総会・学会開催について
（３）その他

第２回 平成２３年５月１０日（火）
議題 （１）平成２２年度決算報告並びに会計監査報告について
（２）公益法人移行伴う定款（案）について
（３）公益法人移行伴う諸規程（案）について
（４）平成２３年度役員について
（５）乳幼児健診システム導入について
（６）その他
第３回 平成２３年９月２９日（木）
報告 （１）平成２３年度の役員について
（２）正職員の採用について
（３）地域完結型人材育成システム構築事業について
（沖縄県障害福祉課からの委託事業）
（４）平成２３年度小児保健活動中間報告（４月～９月）について
議題 （１）公益法人移行の申請について
（２）乳幼児健診データの解析研究事業の依頼について
（３）沖縄県小児保健協会の倫理委員会の設置について
（４）平成２３年度各種委員会の設置について
（５）平成２４年度乳幼児健康診査の受託料について
（６）その他
第４回 平成２３年１２月７日（水）午後７時３０分～９時
報告 （１）乳幼児健診データの解析研究事業について
（２）平成２４年度の定期総会・学会の開催日について
（３）第４５回沖縄県母子保健大会の開催日について
（４）沖縄県の肺炎球菌疫学的研究調査等について
議題 （１）公益法人移行の申請について
（２）乳幼児健康診査システムについて
（３）その他
第５回 平成２４年１月６日（金） 午後７時３０分～８時
報告 （１）公益社団法人移行申請の結果報告について
（２）第４５回沖縄県母子保健大会の開催について
（３）保健セミナーの開催について
（４）発達障害児に関する講演会の開催について
第６回 平成２４年３月２７日（火）
報告 （１）乳幼児健康診査システム構築の契約解除について
（２）沖縄県知事から公益社団法人移行認定書の受領
議題 （１）平成２４年事業計画（案）について
（２）平成２４年収支予算（案）について
（３）平成２４年度定期総会・学会の開催について
（４）乳幼児健診特別研究委員会の設置について
（５）乳幼児健康診査新システムについて
２）平成２２年度事業の会計監査実施
日時 平成２３年５月９日（月）
会場 沖縄小児保健センター 支援者ゾーン
（３）日本小児保健協会支部長会議及び評議員会へ出席
１）支部長会議
平成２３年６月１９日（日）
会 場 ベルサール九段３階ホール
出席者 玉那覇榮一
平成２３年度９月１日（木）
会 場 名古屋国際会議場
出席者 玉那覇榮一
２）評議員会議
平成２３年度９月１日（木）

会 場 名古屋国際会議場
出席者 玉那覇榮一 福盛久子

14

常任理事会並びに各種委員会の開催
常任理事会並びに各種委員会を開催し、事業の企画や運営等について整備や調整を図った。
（１）常任理事会（事務局会議）の開催
１１回
（２）企画運営委員会の開催
３回
（３）乳幼児健診委員会の開催及び合同委員会の開催
４回
（４）学術編集委員会の開催
２回
（５）乳幼児健診システム導入委員会
４回
（６）沖縄県小児保健協会倫理委員会の開催（新設）
１回
（７）小児保健に関する情報収集委員会の開催（新設）
１回

15 その他
（１）小児保健センター周辺整備の工事
（２）発達障害児支援システム構築に関する沖縄県中部福祉保健所への業務引き継ぎ依頼
平成２３年１１月２８日（月） 沖縄県中部福祉保健所に於いて
宮城雅也 下地ヨシ子 棚原睦子
（３）健診システム構築に関する業務契約解除の調整について
平成２３年１１月１日（火） 東京に於いて
玉那覇榮一 宮城雅也 下地ヨシ子
平成２４年２月１０日（金） 東京に於いて
玉那覇榮一 永吉盛元 棚原睦子
平成２４年３月２０日 契約解除
（４）公益社団法人等に関する研修会へ参加
平成２３年１１月９日（水） 公益法人研修会 チサンホテル新大阪に於いて
棚原睦子

〔Ⅱ〕収益活動の部
１

契約駐車場の管理運営
（１）契約駐車場の管理及び運営

