
 

事業報告書 
（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日） 

 

 

〔Ⅰ〕 法人の現況に関する事項 

 

（１）事業の経過及びその成果 

 

                           単位：千円 

事業別 予算額 決算額 達成率 ％ 

公益目的事業 243,633 271,680  111.5 

収益事業     4,466 4,249 95.1 

法人事業      397 1,409 354.9 

（注）法人事業決算額増は、寄付金収入の一部繰入による 

 

 

（２）資金調達並びに投資等の状況 

１）資金調達   

    特別研究事業のＶＰＤ研究会研究費用として寄付金を公募 

     寄付者   ： ファイザー株式会社（東京都渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化クイントビル） 

寄付目的  ： 沖縄県における小児侵襲性肺炎球菌感染症サーベイの研究支援 

     寄付受入額 ： １,０００万 円 

２）設備投資   

建物東北側に、雨水の排水用溝を設置      工事費用  ： １,３９６,５００ 円 

建物等のメンテナンス                    手直し費用 ：    ７４４,４５０ 円    

 

（３）直前３事業年度の財産及び損益の状況 

 

事業 区分 平成２３年度 平成２４年度 

公 

益 

目 

的 

経常収益 277,957,910 271,680,263 

経常費用 271,524,328 290,970,898 

評価損益等調整前当期経常増減額 6,433,582 △ 19,290,635 

正味財産期末残高 685,731,882 667,674,592 

 

収 

益 

経常収益 4,919,452 4,249,148 

経常費用 1,920,261 1,950,070 

評価損益等調整前当期経常増減額 2,999,191 2,299,078 

正味財産期末残高 176,559,184 176,559,184 

 

法 

人 

経常収益 1,267,800 1,409,874 

経常費用 1,757,762 2,371,920 

評価損益等調整前当期経常増減額 △   489,962 △ 962,046 

正味財産期末残高 46,357,784 46,119,271 

 

 

（４）主要な事業内容 

１）乳幼児健康診査の実施及び充実強化         

    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、研

修会等を通して健康診査の充実強化にも努めた。 

 



 

○乳幼児健康診査受託市町村及び実施回数 

 

健康診査受託状況 

健康診査名 受託市町村 情報処理市町村 計（率） 

乳児   ４１ －  ４１（100.0%） 

１歳６か月児   ３１(75.6%)  ９ (22.0%) ４０ （97.6%） 

３歳児   ４１ －  ４１（100.0%） 

 

 

平成 24年度乳幼児健康診査実施回数 

健康診査 
体制 回数計 

１診 ２診 ３診 ４診  

単
独 

乳児 68 89 91 12 260 

１.６歳  128 16 - - 144 

３歳 285 79 - - 364 

セ
ッ
ト 

乳児＆１.６歳＆３歳 73 - - - 78 

乳児＆1.6歳 3 - - - 3 

乳児＆３歳 3 - - - 3 

３歳＆１.６歳 38 - - - 38 

 

    ○健康診査協力者状況        

      健康診査への協力者については、附属明細書に記載 

    ○受診総数  

      受診総数等については、一部附属明細書に記載し、詳細な集計等は「平成２４年度乳幼児健康診査実

績報告書」にて報告する。 

 

健康診査名 
受託受診数 情報処理件数 

計 
一般健診 歯科健診 一般健診 歯科健診 

乳児 30,517             30,517 

１歳６か月児 6,396 6,388  8,067 6,600  14,463  

３歳児 14,239 14,182           14,239 

 （注）震災避難児等の対象外児含む 

 (注) 乳児期で２回の健康診査を受診する。 

 

 

 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 

    ◎乳幼児健康診査関係者対象 

 

①事業 平成２３年度乳幼児健診実績報告会 

日時 平成 24年 6月 29日（金）13：30～14：45  

参加者 １０３名 保健師 38、事務 17、母推 16、栄養士 15、歯科衛生士 5、歯科医 2、 

助産師 2、臨床検査技師 2、看護師 1、その他 5 

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） 

 



 

②事業 平成２４年度市町村担当者研修会 

日時 平成 24年 6月 29日（金）14：45～15：20 

参加者 １０３名 保健師 38、事務 17、母推 16、栄養士 15、歯科衛生士 5、歯科医 2、 

助産師 2、臨床検査技師 2、看護師 1、その他 5 

場所 沖縄小児保健センター 3階ホール 

講演 親子健康手帳の改正について    

    照屋明美（沖縄県福祉保健部健康増進課） 

便色カードの活用について     

    仲間司（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児外科） 

 

    ◎小児保健関係者等対象 
 

③事業 沖縄県小児保健学会 

日時 平成２４年６月９日（土）13：30～16：30 参加者 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール １３０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 

般 

講 

演 

座長 知花玲子（沖縄県北部福祉保健所）   

１ 乳幼児の生活習慣と保護者の認識の実態について 

 ～都市地区と山間過疎地区の保育所に通園する子どもと保護者の調査を通して～ 

比嘉憲枝 金城やす子 安里葉子 石川幸代（名桜大学人間健康学部看護学科） 

２ 沖縄県２市における３歳児の睡眠習慣と保護者の睡眠に対する意識調査 

   儀間繼子 志堅原理彩 外間登美子 （琉球大学医学部保健学科) 

３  小児気管支喘息の効果的な指導をめざして 

～外来通院中の患児・家族へのアンケート調査より～ 

   喜舎場沙耶花 上地嘉美 徳田為代 仲村涼子 比嘉綾子 栄野比順子 

   浦澤林太郎 池間尚子 玉那覇榮一 

(社会医療法人敬愛会ちばなクリニック小児科） 

座長 辻野久美子（琉球大学医学部保健学科） 

４ 沖縄県Ａ市における分娩に立ち会った父親の育児、家事に対する認識 

   瑞慶覧望 仲村美津枝 宮國千奈 金城愛美 長嶺絵里子 小西清美  

               (名桜大学人間健康学部看護学科） 

５ 沖縄県Ａ市における子ども数と家族計画に関する実態調査 

   長嶺絵里子 仲村美津枝 宮國千奈 金城愛美 瑞慶覧望 小西清美                        

           （名桜大学人間健康学部看護学科） 

６ 沖縄県Ａ市の１歳６か月児の母親の母乳育児の実態 

   金城愛美 仲村美津枝 宮國千奈 瑞慶覧望 長嶺絵里子 小西清美 

               （名桜大学人間健康学部看護学科） 

座長 勝連啓介 (社会福祉法人五和会 名護療育園） 

７ 保育の現場から個性やニーズに向き合う支援の在り方を考える 

  ～共に育ち学び合う環境づくり＜実践報告＞～                               

   吉田真由美 (金武町立並里保育所) 

８ 幼児期の気になる子どもへの保育士の関わり方の事例 

～インタビューを通しての分析～ 

   伊藝真里子 松下聖子（名桜大学人間健康学部看護学科） 

９ 沖縄県障害児等療育支援事業を利用した保育所支援 

   大城貴子 照屋智子 高良幸伸（沖縄小児発達センター） 

   吉田真由美（金武町立並里保育所） 

特 

別 

研 

究 

報 

告 

１ 乳幼児健診特別研究事業報告 

～沖縄県小児保健協会の健診データの分析から～  

浜端宏英（アワセ第一医院） 

２ 小児救急医療啓発事業報告  

小濱守安（沖縄県立中部病院） 

特 

別 

講 

演 

座長 玉那覇榮一（沖縄県小児保健協会長） 

発達障害の子どもを理解する  

  小西行郎（日本赤ちゃん学会理事長）  

      （同志社大学大学院心理学研究科赤ちゃん学研究センター教授） 



 

 

④事業 保健セミナー 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

１ 

回 

目 

日時 平成２４年１２月２１日（金）19:30～21：00 

参加者 ８２名 医師 28、 栄養士 38、 保健師 13、 看護師 2、 事務 1、    

講演 食物アレルギー Up to date 

今井孝成（昭和大学医学部小児科学講座講師） 

２

回

目 

日時 平成２５年１月１８日（金）9：55～12：00 

参加者 １０８名 保健師 39、 母推 47、 事務 11、 助産師 4、 保母 3、 

看護師 2、 栄養士 1、 医師 1  

講演 小児の予防接種の基本と課題  ～病気からこどもを守るために～    

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） 

 

    ◎医師対象 

 

⑤事業 医師研修会 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

１ 

回 

目 

日時 平成２４年４月６日（金）19：00～21：00 参加者 ４４名 

講演 乳幼児健診における（発達）の項目の診かた     

  道田睦美（こころクリニック 臨床心理士） 

  伊良波綾子（琉球病院 心理療法士） 

２

回

目 

日時 平成２４年６月２６日（火）19：00～21：00  参加者 ３４名 

講演 母子保健手帳の改正について 

  照屋明美（沖縄県福祉保健部健康増進課 母子保健班長） 

親子健康手帳の改正を受けて 胆道閉鎖症早期発見について 

  仲間司（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター） 

３

回

目 

日時 平成２４年７月１９日（木）19：00～21：00 参加者 １５２名 

講演 離乳食の進め方 

 新垣なつき（沖縄協同病院 管理栄養士） 

乳幼児の食物アレルギー 

  尾辻健太（沖縄協同病院 小児科） 

４

回

目 

日時 平成２４年１０月１３日（土）19：00～21：00 

参加者 ４１名 医師 18、薬剤師 5、 看護師 15、 助産師 1、心理士 1、事務 1、 

講演 愛着形成支援という育児支援 タッチケア 

  吉永陽一郎（吉永小児科医院副院長） 

５

回

目 

日時 平成２４年１１月１５日（木）19：00～21：00 参加者 ２８名 

講演 乳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） 

乳幼児の精神発達～正常発達のバリエーションと境界児への対応～ 

  當間隆也（わんぱくクリニック） 

  

⑥事業 ランチョンセミナー 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

１ 

回 

目 

参加事業名 第７５回例会 沖縄小児科学会 参加者 ９０名 

日時 平成２４年９月９日（日） 

講演 幼児期のことばとコミュニケーションの発達の遅れと対応方法 

  矢崎真一（ファーストハンドコミュニケーション 言語聴覚士） 



 

２

回

目 

参加事業名 第７６回例会 沖縄小児科学会 参加者 ８１名 

日時 平成２５年３月１０日（日） 

講演 沖縄県における脳性麻痺治療戦略 

  粟国敦男（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター） 

１０年間の乳幼児健診データの解析～乳幼児の栄養法と貧血の関連 

  當間隆也（わんぱくクリニック） 

 

    ◎保健師対象 

 

⑦事業 保健師研修会 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

 

 

 

１ 

回 

目 

日時 平成２４年５月２９日（火）～３０日（水） 

9：30～16：40 

参加者 ９５名 

講
演 

 

1

日

目 

1 乳幼児の発育及び障害児の支援システムについて 

  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） 

2 乳幼児の発達の診方 

  當間隆也（わんぱくクリニック） 

3 初回面接について（面接法全般） 

  田中寛二（琉大法文学部人間科学科人間行動専攻課程臨床心理学研究室） 

２
日
目 

4 乳幼児の眼科疾患について 

 澤口昭一（琉球大学大学院医学研究科医科学専攻眼科学講座） 

5  乳幼児健診における股関節脱臼の早期発見・早期対応について 

  神谷武志（琉球大学大学院医学研究科整形外科学講座） 

6  介入ケースの対応について 

  田中寛二（琉大法文学部人間科学科人間行動専攻課程臨床心理学研究室） 

7  乳幼児の頭の形について 

  小濱守安（沖縄県立中部病院小児科） 

 

 

 

２

回

目 

日時 平成２４年１１月２６日（月）10：00～17：00 参加者 ９４名 

 

 

講 

演 

1 人とのかかわり方について 

 平田幹夫（琉球大学教育学部附属中学校・ 

琉大教育学部附属教育実践総合センター） 

2 乳幼児の食物アレルギー 

  尾辻健太（沖縄協同病院小児科） 

3 乳幼児の耳鼻科疾患について 

  我那覇章（琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

4 乳幼児の栄養法と貧血について 

  當間隆也（わんぱくクリニック） 

 

◎母子保健推進員対象 

 

⑧事業 母子保健推進員研修会 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

共催 （公社）沖縄県小児保健協会 沖縄県母子保健推進員連絡協議会 

 

１ 

回 

目 

日時 平成２４年７月９日（月）9：55～16：00 参加者 １０２名 

講演 家庭訪問における人間関係づくり 

平田幹夫（琉球大学教育学部附属中学校・ 

琉大教育学部附属教育実践総合センター） 

報告 紙しばい及び指人形 

  浦添市母子保健推進員連絡会 

グループワーク 

未受診者訪問について ～各市町村の取り組みと今後の課題～ 

親川豊子（沖縄県母子保健推進員連絡協議会 顧問） 



 

 

２

回

目 

日時 平成２４年１０月１５日（月）9：55～16：00 参加者 ９８名 

講演 わが身と子どもをどう守る？ 

～被災地・復興地に学ぶ平時防災と避難時減災～ 

  稲垣暁 （沖縄大学地域研究所） 

グループワーク  

災害時における母推の役割と対応 

親川豊子 （沖縄県母子保健推進員連絡協議会 顧問） 

 

 

   〈２〉養成講座の開催 

◎育児支援者対象 

 

①事業 こんにちは赤ちゃん訪問者養成講座 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

期日 平成２４年４月２３日（月）～２４日（火）  

参加者  ５６名 

 

１ 

日 

目 

日時 平成２４年４月２３日（月）9：45～16：00 

講演 1 赤ちゃんの発育・発達について 

   眞榮田恵 （沖縄市市民健康課） 

2 産後の母子の健康 

    百名奈保   （助産院きらきら） 

3 母子保健福祉の制度・サービスについて 

    平安山あゆみ（沖縄県中央保健所） 

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 加賀久美子（臨床心理士） 

 

２

日

目 

日時 平成２４年４月２４日（火）9：30～16：30 

講演 1 個人情報の保護 

    朝崎咿 （沖縄大学法経学部） 

2 こんにちは赤ちゃんの概要 

    親川豊子 （沖縄県母子保健推進員連絡協議会 顧問） 

3 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（臨床心理士） 

修了証の授与  

 

フ
ォ
ロ
ー
研
修 

日時 平成２４年７月２３日（月）10：30～16：10 

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 

    眞榮田恵 （沖縄市市民健康課係長） 

  こんにちは赤ちゃん事業実施市町村の報告 

    清水えり（豊見城市健康推進課） 

    野崎典子 古屋朋子（豊見城市母子保健推進員） 

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（臨床心理士） 

総まとめ 

    下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会） 

 

 

 



 

   〈３〉県外への派遣制度 

 

事業 県外学会等への派遣事業 

①催事 第２９回日本小児保健協会保健セミナー 

期間 平成２４年６月１７日（日） 

会場  ベルサール九段３階ホール（東京在） 

出席者 ≪理事≫ 玉那覇榮一 宮城雅也 當間隆也  

②催事 第５９回日本小児保健協会学術集会 

期間 平成２４年度９月２７日（木）～２９日（土） 

会場 岡山コンベンションセンター（岡山市） 

出席者 〈市町村保健師〉  宮良千晶（浦添市） 上原怜華（豊見城市） 

〈委員〉   安里義秀 勝連啓介 

〈理事〉   玉那覇榮一 宮城雅也 下地ヨシ子 知念正雄 當間隆也 小濱守安 

   仲里幸子 

〈事務局〉 棚原睦子 伊敷めぐみ 

③催事 健やか親子２１全国大会 

期間 平成２４年１０月３１日（水）～１１月２日（金） 

会場 ベイシア文化ホール（群馬県） 

出席者 棚原睦子 津波古桂子 

 

 

３）啓発普及に関する活動         

一般向けの講演会等の開催やボランティア活動に積極的に参加協力することで、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〉公開セミナー・講演会の開催 

◎一般市民等対象 

 

①事業 市民公開セミナー（こどもの健康週間） 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

日時 平成２４年１０月１３日（土）14：00～16：00 参加者 １０８名 

講演 「ビタミンＴの贈りもの タッチケア」 

  吉永陽一郎（吉永小児科医院） 

共催 （公社）沖縄県小児保健協会 沖縄小児科学会 沖縄県小児科医会 

後援 （一般社）沖縄県医師会 

 

◎第４６回沖縄県母子保健大会の開催 

  大会は、県内の母子保健関係者が一堂に会し、相互の連携と意識を高め、また、本事業に功績のあっ

た個人及び団体を表彰することで、母子保健事業の一層の推進を図ることを趣旨に開催される。 

 

②事業 第４６回沖縄県母子保健大会 

シンボル

テーマ 
ゆいまーるでつなぐ地域の未来－すべての親と子の育ちを支える－ 

場所 浦添市てだこホール 大ホール 

日時 平成２５年１月１７日（木）14：00～17：00 参加者 ５０１名 

講演 生きる力の源～久高島留学センターの実践から～  

坂本清治（久高島留学センター） 



 

主催 沖縄県 （公社）沖縄県小児保健協会  

後援 沖縄県教育委員会 沖縄県市長会 沖縄県町村会 沖縄県婦人連合会 

沖縄県社会福祉協議会 沖縄県医師会 沖縄県歯科医師会 沖縄県看護協会 

沖縄県栄養士会 沖縄県臨床検査技師会 沖縄県薬剤師会  

沖縄県公衆衛生協会 沖縄県総合保健協会 

協賛 （株）琉球新報社 (株)沖縄タイムス社 ＮＨＫ沖縄放送局 琉球放送（株） 

沖縄テレビ放送（株） 琉球朝日放送（株） （株）ラジオ沖縄  

（株）エフエム沖縄 沖縄ケーブルネットワーク（株）  

 

   〈２〉麻しん・風しんゼロ実現に向けての啓発活動 

      〇はしか“０”プロジェクト委員会へ出席  

       全体会議（6/29 12/18） その他の会議等（4/23 6/25 7/5） 

      〇はしかキャンペ-ン週間の諸行事へ参加 

       週間セレモニー（5/13） 

   〈３〉小児救急医療に関する啓発活動及び適正受診啓発用ガイドブックの発行と配布 

       啓発報告：平成２４年度沖縄県小児保健学会にて特別報告 

        「小児救急医療啓発事業報告」 

          小濱守安（沖縄県立中部病院） 

       発行物：適正受診啓発用ガイドブック 

        配布：市町村 医療機関 保健所 その他 

   〈４〉ＶＰＤ予防接種推進の啓発活動 

     〇研修会等を通して予防接種の重要性について啓発 

研修会の開催 

 平成２４年度保健セミナー 

「小児の予防接種の基本と話題」 ～病気からこどもを守るために～ 

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） 

〇親子健康手帳にて啓発 

  沖縄版：保護者が予防接種を理解し望ましい時期に接種できるように工夫 

 

 

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〉平成２３年度の乳幼児健康診査結果を分析、情報還元 

〇山梨大学の山縣然太朗氏、東邦大学の田中太一郎氏、小児保健協会の共同研究 

 平成９年度から乳幼児健康診査結果の電子化されたデータについて、これまでの横断的統計処理

に加え縦断的な解析を行い、そこから分かってくる内容を、子どもたちの健康管理や増進等に役立つ

基礎資料等として情報提供を図る。 

研究結果については、学会等や研修会等を通して情報還元を図った。 

    

①催事 第１１５回日本小児科学会学術集会 

月日 平成２４年４月２２日（日） 

会場  福岡国際会議場 

演題 ①『沖縄方式』で得られた乳幼児健診縦断データの利活用方法についての検討  

田中太一郎 浜端宏英 玉那覇榮一 宮城雅也 高良聰子   

當間隆也 山縣然太朗 

②沖縄県における低出生体重児と両親の喫煙の関連推移 

 －沖縄方式で得られた乳幼児健診データの活用－ 

浜端宏英  玉那覇榮一 宮城雅也 高良聰子 田中太一郎  

當間隆也 山縣然太朗 

②催事 第５９回日本小児保健協会学術集会 

月日 平成２４年度９月２９日（土） 

会場 岡山コンベンションセンター（岡山市） 

演題 ③沖縄県の１０年間の乳幼児健診データの解析（第１報） 

 －乳幼児の栄養法と貧血の推移－ 



 

   田中太一郎 山縣然太朗 當間隆也 宮城雅也 下地ヨシ子 高良聰子  

浜端宏英  玉那覇榮一 

④沖縄県の１０年間の乳幼児健診データの解析（第２報） 

 －乳幼児の栄養法と貧血の関連－   

當間隆也 玉那覇榮一 宮城雅也 高良聰子 下地ヨシ子 浜端宏英  

田中太一郎 山縣然太朗 

③催事 沖縄県小児保健学会  －乳幼児健診特別研究事業報告－ 

月日 平成２４年６月９日(土) 

会場 沖縄小児保健センター ３階ホール 

報告 沖縄県小児保健協会の健診データの分析から 

   浜端宏英（アワセ第一医院） 

報告 小児救急医療啓発事業報告 

   小濱守安（沖縄県立中部病院小児科） 

④催事 平成２４年度保健師研修会 

月日 平成２４年１１月２６日（月） 

会場 沖縄小児保健センター ３階ホール 

講演 乳幼児の栄養法と貧血について 

   當間隆也（わんぱくクリニック） 

⑤催事 公益社団法人栄養士会研修会 

月日 平成２５年２月９日（土） 

会場 沖縄小児保健センター ３階ホール 

講演 乳幼児の栄養法と貧血について 

 當間隆也（わんぱくクリニック） 

 

   〈２〉小児肺炎球菌等の疫学調査の実施 

       寄付金を活用して、県内小児科医を中心とした『おきなわ小児肺炎球菌“ゼロ”プロジェクトの調

査研究事業支援  

   〈３〉ホームページ内容の企画調整            

       協会のホームページにて、小児保健に関する種々の情報を提供 

 

 

５）母子保健功労者の顕彰事業                        

    第４６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。  

        実行委員会      平成２４年９月２０日（木）   

         大会表彰審査委員会  平成２４年１１月２９日（木）  

        表彰式 日時  平成２５年１月１７日（木）14：00～17：00 

            場所 浦添市てだこホール  大ホール 

            催事 第４６回沖縄県母子保健大会 

        母子保健大会長表彰者  個人の部 １５名 

   〈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。 

審査委員会 平成２５年３月２６日（火）  

表彰者   個人の部 １名  団体の部 １団体                               

        表彰式   次年度の総会において 

        

（特記）乳幼児健診功労賞を次年度に設置することで、表彰者を小児保健賞審査委員会にて事前に決

定する。 

  表彰者   個人 ３名 

 



 

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る。 

   〈１〉はしか＂０”プロジェクトへ活動資金の援助並びに事務局業務 

       活動資金として５０万円を確保し、併せて事務局業務を行った。 

   〈２〉沖縄県母子保健推進員協議会事務局の支援 

       協議会と研修会を共催で開催する一方で、協議会事務局業務を支援した。 

   〈３〉おきなわ小児ＶＰＤ研究会の事務局業務           

 

 

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 

    

       関係団体が開催する講演会等 

団体名 沖縄県小児科医会 

講演名 東日本大震災の教訓～被災地の拠点病院として～ 

参加者                      ４０名 

日時  平成２４年６月２３日 

 場所 ホテル日航那覇グランドキャッスル 

団体名 沖縄小児科学会 

講演名 沖縄県の母子保健、他 

参加者                        ５１８名 

日時  平成２４年９月９日、１０月１３日、平成２５年３月１０日 

 場所 沖縄県医師会館ホール  他 

 

 

８）国際協力事業      

    海外の小児保健・医療関係者の視察研修の受入を行った。 

   〈１〉ＪＩＣＡ研修等の受け入れ                 

    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図った。 

 

ＪＩＣＡ研修等の受け入れ 

内容 「沖縄県小児保健協会の活動について」紹介 

「はしか“０”プロジェクト委員会活動」紹介   

年月日 受講者 人数 対応者 

平成 24年 

6月 1日(水) 

ボリビア（２名）  ブラジル（２名） 

エクアドル（２名） ペルー（２名） 

ウルグアイ（２名） 

 

１０ 

下地ヨシ子  

沖縄県小児保健協会

副会長  

8月 8日(水) エチオピア（２名） ガーナ（1名） 

ケニア（４名）   リベリア（1名） 

南アフリカ（1名） 

 

 ９ 

8月 29日(水) ドミニカ共和国（２名） パナマ（２名） 

エルサルバドル（1名） グアテマラ（1名） 

ホンジェラス（２名） ニカラグア（２名） 

 

１０ 

11月 13日(火) レソト（1名）   マラウィ（1名） 

ナイジェリア（２名） スーダン（1名） 

シエラレオネ（1名） ザンビア（２名） 

ジンバブエ（２名） 

 

１０ 

内容 「沖縄県小児保健協会の活動について」紹介  

平成 25年 

2月 13日(水) 

ボリビア（医師） 
２ 

棚原睦子 

事務局 

 

 

９）広報並びに出版活動                                                 

    小児保健活動紹介や啓発用冊子等の印刷、乳幼児健康診査結果から得られる情報提供等を図る。 

   〈１〉沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第４０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/   

 

 

10）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小児保健・医療関

係者等へ提供した。 

 

センター利用状況 

 使用者分類   回数 

〈１〉 沖縄県小児保健協会の催事   ３０ 

〈２〉 沖縄小児保健・医療に関する団体等の催事   ２５ 

〈３〉 駐車場の提供   ８０ 

 

11）公益法人移行諸整備 

    公益法人移行に伴う諸事業等 

   〈１〉公益社団法人沖縄県小児保健協会発足並びに法人登記  平成２４年４月１日（日） 

   〈２〉公益社団法人沖縄県小児保健協会の諸規則の整備 

   〈３〉公益社団法人沖縄県小児保健協会の会章の作成（公益移行記念） 

 

 

（５）重要な契約に関する事項 

 

契約年月日 相手方 契約期間 契約の概要 

H24.04.01 41市町村 H24.4.1～H25.3.31 乳児一般健康診査 

H24.04.01 41市町村 H24.4.1～H25.3.31 3歳児般健康診査 

H24.04.01 31市町村 H24.4.1～H25.3.31 1歳 6か月児般健康診査 

H24.04.01 9市町村 H24.4.1～H25.3.31 1歳 6か月児般健康診査の情報入力業務 

H24.04.01 ＩＭＤ社 H24.4.1～H25.3.31 乳幼児健康診査システム使用 

H25.02.01 公認会計 H25.2.1～ 顧問契約 

 

 

（６）会員に関する事項 

 

 会員状況 単位：人 

種類 前年度末  当年度末  増減  

正会員   ３１６   ３１９     ３ 

団体会員     ２     ２     ０ 

    ※定款第 10条に基づき会費滞納者は退会とした（平成 25年 3月 31日現在） 

    

 

職種別会員状況            単位：人 

職種 平成２３年度 平成２４年度 備考 

医師   １１０   １０９  

歯科医師    １１    １１  

保健師   ６７    ６７  

看護師   ３５    ３８  

助産師    １２    １３  



 

栄養士   １３    １３  

教諭   １９     ４  

大学教職   １１    ２６  

保育士・学童指導員   １０     ８  

臨床心理士    ５     ６  

歯科衛生士    １     １  

言語聴覚士    ３     ３  

理学療法士    ２     ２  

社会福祉士    １     １  

臨床検査技師    １     １  

母推・民生員・支援相談員    ７     ６  

事務職    ５     ５  

その他    ３     ５  

    計  ３１６   ３１９  

 

 

（７）職員に関する事項 

 

職員 前年度末  当年度末 増減 

正職員    ５     ４   －１  

嘱託職員    １     ３    ２ 

非常勤職員 １２    １０   －２ 

  計 １８    １７   －１ 

 

 

（８）理事会等に関する事項 

  理事会を開催し、業務執行等の決定や調整等を行った。 

 

第１回理事会 

 日時 H24.5.22（火）ｐｍ7：30～9：00 

 場所 沖縄小児保健センター 3階ホール 

 出席者 理事 20 名  欠席理事 3 名  出席監事 2 名 

議事事項 会議結果 

第１号 平成２３年度事業報告について 承認 

第２号 平成２３年度決算報告並びに会計監査報告について 承認 

第３号 会章の設定について   可決 

第４号 沖縄県小児保健協会の会費について   

〇公益社団法人沖縄県小児保健協会の入会、退会、 

会費等に関する規則の改正について 

 

可決 

第５号 沖縄県小児保健協会理事の辞任について 

〇役職交代に伴う理事の辞任について 

承認 

第６号 平成２４年度定期総会の開催について  

○期日  平成２４年６月９日（土）13：30～17：00             

 ○会場  沖縄小児保健センター ホール 

  

可決 

第７号 ＩＭＤ社との契約について 可決 

第８号 公益社団法人沖縄県小児保健協会の諸規則について       

①企画運営委員会運営等に関する規則（Ｈ24.4.1） 

 ②乳幼児健診委員会運営等に関する規則（Ｈ24.4.1） 

 ③学術編集委員会運営等に関する規則（Ｈ24.4.1） 

 ④沖縄小児保健センターの貸出に伴う料金表の改訂（Ｈ24.6.1） 

（名称の改訂） 

 ①公益社団法人沖縄県小児保健協会職員就業規則（Ｈ19.4.1） 

可決 

 

 

 

 

 

承認 



 

 ②公益社団法人沖縄県小児保健協会嘱託職員・非常勤職員就業規則 

（Ｈ19.4.1） 

 ③公益社団法人沖縄県小児保健協会育児・介護休業等に関する規則 

（Ｈ19.4.1） 

 ④沖縄小児保健センター管理規則（Ｈ21.4.1） 

 ⑤公益社団法人沖縄県小児保健協会倫理委員会規則（Ｈ23.10.1） 

 

 

第２回理事会 

 日時 H24.12.19（火）ｐｍ7：30～9：00 

 場所 沖縄小児保健センター 3階ホール 

 出席者 理事 17 名  欠席理事  6 名  出席監事 2 名 

報告事項 

①事務局の問題の件 

②那覇労働基準監督署の件 

③那覇市の乳幼児健康診査の件  

議事事項 会議結果 

第１号 平成２４年度沖縄県小児保健協会事業及び会計の中間報告 承認 

第２号 平成２４年度沖縄県小児保健協会事業等の中間監査報告 承認 

第３号 育成医療審査委託事業の件 可決 

第４号 公益社団法人沖縄県小児保健協会の諸規則(案）の件 継続審議 

一部可決 

第５号 公認会計士の件  

 安里公認会計士事務所 （資格者 安里清榮 安里和㤗） 

  那覇市泉崎 1-17-19 グリーン泉崎ビル１Ｆ 

可決 

 

第３回理事会 

 日時 H25.1.11（金）ｐｍ7：00～8：00 

 場所 ホテル日航那覇グランドキャッスル 守礼の間Ｂ 

 出席者 理事 15 名  欠席理事 8 名  出席監事 2 名 

議事事項 会議結果 

第１号 第４６回沖縄県母子保健大会の開催                   

〇式次第                                              

〇母子保健大会長表彰受賞者名    

承認 

第２号 諸規則について                         

〇公益社団法人沖縄県小児保健協会就業規則の改正        

〇定年退職後再雇用規則(案)                                   

可決 

第３号 その他 

〇平成２４年度保健セミナーの開催   

承認 

 

第４回理事会 

 日時 H25.3.15（金）ｐｍ7：30～9：00 

 場所 沖縄小児保健センター 3階ホール 

 出席者 理事 16 名  欠席理事 7 名  出席監事 2 名 

議事事項 会議結果 

第１号 平成２５年度事業計画(案)について 承認 

第２号 平成２５年度収支予算(案)について 承認 

第３号 受託契約書について 承認 

第４号 諸規則(案)について 承認 

一部次回へ 

その他 重要な報告２件  

 

 



 

（９）総会に関する事項 

１）定期総会の開催 

   日 時  平成２４年６月９日（土）16：30～17:00 

    場 所  沖縄小児保健センター ３階ホール 

      司 会   沖山陽子（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 

     ５ 閉会の辞            宮城雅也 

 

議事事項 会議の結果 

第１号 平成２３年度事業報告 承認 

第２号 平成２３年度決算報告並びに会計監査報告 承認 

第３号 理事の選任 可決 

第４号 公益社団法人沖縄県小児保健協会の入会、退会、会費等に関する 

規則の改正 

可決 

 

 

（10）監事会に関する事項 

 

開催年月日 議事事項等 

H24.05.18（金） 会計監査 

平成 23年度事業の会計報告等 

H24.12.05（水） 報告事項 

平成 24年度事業の中間報告 

平成 24年度会計の中間報告 

H25.02.20（水） 検討事項 

監事監査規則（案）について 
乳幼児健康診査事業委託契約書（案）について 

育成医療審査委託契約書（案）について（新規事業） 

公認会計士との税務及び会計業務契約締結（案）について（新規） 

 

 

（11）常任理事会並びに各種委員会に関する事項 

   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また整備や調整を図った。 

 

 委員会名  回数 開催日    

常任理事会  １２ H24年  4.16  5.21 7.12 8.7 9.4 

    10.3 11.19 11.28 12.17  

H25年 1.8 2.5 3.8 

企画運営委員会 ３ H24年 5.14 9.19 

H25年 2.27 

乳幼児健診委員会 １ H25年 1.22 

学術編集委員会 ２ H24年 4.12 11.8 

乳幼児健診システム委員会 ５ H24年 12.3   

H25年 1.23 2.14 2.22 2.26 

沖縄県小児保健協会倫理委員会 １ H24年 10.19 

特別研究委員会 ３ H24年 5.17 8.14 12.11 

小児保健協会３役員の推薦委員会 ３ H25年 1.25 2.15 3.28 

 

 

（12）許可・認可・承認等に関する事項 

 沖縄県等への許認可申請状況 

 



 

申請年月日 申請事項 許可等年月日 備考 

H23.09.27 

 

 

移行認定申請 

（公益社団法人） 

 

 

H24.03.21 

H24.4.01 

H23.12.16  

 審査委員会から県知事への答申  

認定書（県知事） 

公益法人登記 

 

 

（13）自立支援医療（育成医療）審査事業の受託に関する調整会議等 

   平成２５年より、自立支援医療に係る支給認定等の業務が市町村に移譲されることを受け、それに必要な医

学的判定を実施することが、市町村において困難であることから、小児保健協会が沖縄の子ども達の健康の保

持増進に寄与する趣旨の下で、受託の方向で調整を図った。 

 

年月日 会議等 備考 

H24年 8.06 県健康増進課と調整 県より事務局へ説明 

H24年 10.03 県健康増進課と調整会議 県健康増進課課長より育成医療審査業務について

依頼 

H24年 11.19 第７回常任理事会 受託見積単価の決定 

H25年 2.07 県との調整会議  

H25年 2.13 育成医療説明会 

 

共催 沖縄県 小児保健協会 

〇市町村向けの説明 

 

 

（14）その他の事項 

 

催事 日本小児保健協会定時総会出席 

前期 ①期間 平成２４年４月２０日（日） 

会場  福岡サンパレスホテル＆ホール 

出席者 玉那覇榮一 

後期 ②期間 平成２４年度９月２８日（金） 

会場 岡山コンベンションセンター（岡山市） 

出席者 玉那覇榮一 下地ヨシ子  

催事 公益法人研修会 

会計 期間 平成２４年８月２日（木）～８月３日（金） 

会場 自治労会館６階大ホール（東京） 

出席者 末吉利恵子 

会計 期間 平成２４年１０月１９日（金） 

会場 サザンプラザ海邦 

出席者 末吉利恵子 

運営 期間 平成２５年２月８日（金） 

会場 サザンプラザ海邦 

出席者 棚原睦子 

調査 那覇労働基準監督署の調査 

 日時 平成２４年１１月１４日（水） 

９：３０～１１:００ 

 

 



 

 

〔Ⅱ〕 役員等に関する事項 

 

（Ⅰ）理事並びに監事 

 

役員名簿（平成２３年度～２４年度） 

役職  氏名 任期 備考 

会長 玉那覇 榮一 H25年の総会終結時まで  

副会長 

  

宮城 雅也 〃  

下地 ヨシ子 〃  

理事 

  

安次嶺 馨 〃  

泉川 良範 〃  

井村 弘子 〃  

宇久田 全正 〃  

大宜見 義夫 〃  

神谷 鏡子 〃  

具志 一男 〃  

小濱 守安 〃  

高良 聰子 〃  

棚原 睦子 〃  

知念 正雄 〃  

知念 安紹  H24.6.9辞任 

吉田 朝秀 H25年の総会終結時まで 知念理事の辞任に伴う就任 

當間 隆也 〃  

仲里 幸子 〃  

永吉 盛元 〃  

西 千惠美  H24.6.9辞任 

砂川 早百合 H25年の総会終結時まで 西理事の辞任に伴う就任 

浜端 宏英 〃  

比嘉 千賀子 〃  

福盛 久子 〃  

譜久山 民子 〃  

監事 伊良部 良信 H27年の総会終結時まで  

宮城 光男 〃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業報告の附属明細書 

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日） 

 

 

１  乳幼児健康診査実施総数    

 

   〇健診受託市町村 

 

健康診査名 対象者数 受診者数 受診率 

％ 

要精密 

検査数 

要精密 

検査数率％ 

乳児 

 （４１市町村） 
一般 34,672 30,517 88.0 2,025  6.64 

１歳６か月児 

（３１市町村） 

 

 情報処理受託 

（９市町村） 

一般  7,200 6,396 88.8 366 5.72 

歯科  7,200 6,388 88.7 11 0.17 

一般  9,459 8,067 85.3 294 3.64 

歯科  7,748 6,600 85.2 40 0.61 

３歳児 

 （４１市町村） 
一般 16,957 14,239  84.0  1,282  9.00 

歯科 16,957 14,182  83.6   51  0.35 

(注)受診数は対象外児含む（台風で延期した児、県外児、その他）。 

 (注)乳児は、乳児期２回の受診（前期、後期）含む。 

 

 

２  健診協力者数        

平成２４年度乳幼児健康診査協力者状況 

    職種 

 

健康診査     日数 

小児科

医師 

歯科

医師 

 

検査技

師 

保健師 看護

師 

栄養士 歯科衛

生士 

母子保

健推進

員 

受付職

員 

乳児 
半日 387 7 295 456 284 254 147 513 312 

１日 266 - 389 613 481 366 2 361 569 

１.６歳  
半日 161 101 89 32 54 32 176 - - 

１日 - - 12 - - - - - - 

３歳 
半日 406 404 323 108 100 166 416 - - 

１日 - - - - - - - - - 

乳児＆３歳 

＆１.６歳 

半日 38 39 19 - 16 - 29 7 - 

１日 33 11 52 5 - 18 19 - - 

乳児＆ 

１.６歳 

半日 - 3 - - - - - - 2 

１日 3 - 3 - - - - - - 

乳児＆３歳 
半日  3 - - - - - - - 

１日 3 - 3 - - - - - - 

３歳＆ 

１.６歳 

半日 24 22 22 11 6 - 36 - - 

１日 18 16 19 - - - - - - 

 
半日 1,016 579 748 607 460 452 804 520 314 

１日 323 27 478 618 481 384 21 361 569 

計 延人数 1,339 606 1,226 1,225 941 836 825 881 883 

 実人数 143 173 35 239 81 112 65 385 179 

 （注） 市町村が配置する協力者は含まれていない。 


