
 

事業報告書       
（平成２５年４月１日から平成２６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 

                            

事業別 予算額 千円 決算額 千円 達成率 ％ 

公益目的事業 250,312 281,330 112.4 

収益事業     4,466 4,794  107.3 

法人事業      692 755 109.1 

                         *千円未満は切捨て表示 

 

（２）資金調達並びに投資等の状況 

特になし 

 

（３）直前３事業年度の財産及び損益の状況 

                                   単位：千円 

事業 区分 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

公 

益 

目 

的 

経常収益 277,957 271,680 281,330 

経常費用 271,524 290,970 273,394 

評価損益等調整前当期経常増減額 6,433 △ 19,290       7,935 

正味財産期末残高 685,731 667,674 676,990 

 

収 

益 

経常収益 4,919 4,249 4,794 

経常費用 1,920 1,950 1,957 

評価損益等調整前当期経常増減額 2,999 2,299 2,836 

正味財産期末残高 176,559 176,559 176,559 

 

法 

人 

経常収益 1,267 1,409 755 

経常費用 1,757 2,371 2,013 

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 490 △ 962 △ 1,258 

正味財産期末残高 46,357 46,119 45,883 

*千円未満は切捨て表示 

 

（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 ３２(78.0%) ９ (22.0%) ４１（100.0%） 

３歳児 ４１ － ４１（100.0%） 

                   ＊（ ）は全市町村に対する率 



 

 

平成 25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 60 117 71 12 260 

１.６歳  145 16 - - 161 

３歳 245 79 - - 324 

セ
ッ
ト 

乳児＆１.６歳＆３歳 78 - - - 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２５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 30,599             30,599 

１歳６か月児 6,694 6,678 8,047 6,575 14,741 

３歳児 14,630 14,574         14,630 

 （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。 

 

    〇巡回診療に関する沖縄県小児保健協会附属クリニック業務 

      沖縄県知事へ４１市町村における巡回診療実施計画書の提出（３か月毎の４回） 

    ○市町村を訪問しての情報交換活動        

      33市町村を訪問 

    ○市対象の健康診査情報交換会の開催        

      日時   平成 25年 10月 31日（木）14：00～16：30 

      会場   沖縄小児保健センター ３階ホール 

      参加市  ２０ 名  名護市 うるま市 沖縄市 宜野湾市 那覇市 浦添市  

豊見城市 糸満市 宮古島市 石垣市  

      協会   ７  名  会長 副会長 乳健委員長 事務局 

      議題   〇乳幼児健康診査の受診率向上について 

           〇その他 

    ○市町村の乳幼児健康診査反省会等へ出席        

      沖縄市 平成 26年 3月 20日（木）19：00～21：00 

 

 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２４年度乳幼児健診実績報告会 

日時 平成 25年 6月 28日（金）13：30～14：45  

参加者 ７６名 保健師、事務、母推、栄養士、歯科衛生士、歯科医、 

助産師、臨床検査技師、看護師、その他 

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・沖縄県南部福祉保健所歯科医師） 

 

②事業 平成２５年度市町村担当者研修会 

日時 平成 25年 6月 28日（金）14：45～15：20 

参加者 ７６名 保健師、事務、母推、栄養士、歯科衛生士、歯科医、助産師、看護師、 

臨床検査技師、その他 

場所 沖縄小児保健センター 3階ホール 

 トーク  

「乳幼児健康診査についてのトーク」  

司会   

「乳幼児健康診査に関するアンケート調査報告」 

下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会）    

シンポジスト 

1 小児保健協会の役割 

玉那覇榮一（沖縄県小児保健協会） 

2 保健所の立場から 

上原真理子（沖縄県南部福祉保健所） 

3 乳幼児健康診査について～那覇市の場合～ 

砂川早百合（那覇市健康部地域保健課） 

 

    ◎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２５年６月２２日（土）13：30～16：20 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 参加者 ８８名 

 

 

 

 

 

 

一 

般 

講 

演 

座長 財部盛久（琉球大学法文学部） 

１ 子育て支援に関わる関連職者の子ども虐待の認識 

～研修会参加者の自由記述～ 

西平朋子 上田礼子 玉城清子 吉川千恵子（沖縄県立看護大学） 

２ 子ども虐待予防のニーズと新たな取り組み  

～親教育（子育て交流会）の試み～ 

吉川千恵子 上田礼子 西平朋子 玉城清子（沖縄県立看護大学）  

宮平厚子（久米島小学校） 

座長 砂川早百合（那覇市健康部地域保健課）   

３ 乳幼児を持つ父親の家事・育児への意識と役割行動 

澤岻千晶 小西清美 仲村美津枝 長嶺絵里子（名桜大学人間健康学部看護学科） 

４ 乳幼児健診の必要性の認識とそれに影響を及ぼす要因 

神谷初音（与那原町役場)  牧内忍（沖縄県立看護大学） 

５  ３歳児のう蝕と歯科保健行動の継続状況 

友寄ゆりか 牧内忍（沖縄県立看護大学） 

座長 石郷岡 美穂 （琉球大学医学部附属病院） 

６ 保育園看護師の支援体制の構築に向けて  

～定期的な勉強会・研修会の実際とその意義～  

金城やす子 比嘉憲枝（名桜大学人間健康学部看護学科）  

神谷昌美（のびる保育園） 山城枝梨子（港川保育園） 

７ ハイリスク母子の保健・医療・福祉の連携の現状  ～若年の母の場合～ 

玉城三枝子（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター） 

座長 松岡孝（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター） 

８ 在宅で生活している 13 トリソミー児の災害への備え                             

松下聖子 金城やす子 (名桜大学人間健康学部看護学科) 

鈴木恵 (一般社団法人 Kukuru)                     

９ 母親の出産に伴いレスパイト入院を行なった重症児 3 例の報告            



 

仲田栄寿 儀間玲子 冨名腰義裕（医療法人球陽会海邦病院） 

10 当院における食物経口負荷試験 （100 例）の検討  

玉那覇康一郎 福地哲子 井上美代子 青柳早苗 関紋子 宮城千佳子  

仲里仁美（小児クリニックたまなは） 

特 

別 

講 

演 

座長 宮城雅也（沖縄県小児保健協会副会長） 

妊産婦の精神面の問題の把握と育児支援  

～多職種によるチーム編成と役割分担～」 

吉田敬子（九州大学病院 子どものこころの診療部） 

 

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２６年 1月１７日（金）9：55～12：00 

参加者 １６３名 保健師 50、 母推 81、 事務 8、 助産師 3、 保母 3、 その他 18    

講演 乳幼児の発達について～乳幼児健診の場面から～ 

  勝連啓介（名護療育園） 

子どもの事故予防 

  小濱守安（沖縄県立中部病院）   

 

    ◎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２５年５月３０日（木）19：00～21：00 参加者 ２６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） 

乳幼児の精神発達～チェックポイントと対応～ 

當間隆也（わんぱくクリニック） 

２

回

目 

日時 平成２５年７月１２日（木）19：30～21：00  参加者 ９７名 

講演 沖縄県における性同一性障害（GDI）の実態と専門職に求められる対応と連携 

山本和儀（山本クリニック）GID  

３

回

目 

日時 平成２５年８月１６日（金）19：30～21：00 参加者 ５６名 

講演 食物アレルギーとアナフィラキシーの適切な対応 

  今井孝成（昭和大学医学部小児科学講座） 

４ 

回 

目 

日時 平成２６年２月２２日（土）19：30～21：00 参加者 ６７名 

講演 子どもの不器用さ 身体からみた発達障害への新たなアプローチ 

 ～発達性協調運動障害（DCD）について～ 

  中井昭夫（福井大学子どものこころ発達研究センター） 

共催 沖縄県小児科医会 公益社団法人沖縄県小児保健協会 

  

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７７回例会 沖縄小児科学会 参加者  ８９名 

日時 平成２５年９月１５日（日） 

講演 小児緑内障の見方、考え方 

  澤口昭一（琉球大学大学院医学研究科眼科学講座） 

２

回

目 

参加事業名 第７８回例会 沖縄小児科学会 参加者  ９２名 

日時 平成２６年３月９日（日） 



 

講演 乳幼児の皮膚疾患とスキンケア 

  平良清人（琉球大学医学部付属病院皮膚科） 

 

    ◎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２５年５月２７日（月）～２８日（火） 

9：30～16：40 

参加者 １日目 １４９名 

２日目 １３１名 

講
演 

 

1

日

目 

1 乳幼児の発育について 

  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 育成医療・養育医療委譲 ～切れ目のない支援を期待して～ 

国吉悦子（沖縄県健康増進課母子保健班） 

3 乳幼児の皮膚疾患および合併症について 

  平良清人（琉球大学医学部附属病院皮膚科） 

4 早産児の成長発達 

  小濱守安（沖縄県立中部病院小児科） 

２
日
目 

5 乳幼児の食育について 

  新垣真吾（栄養士 沖縄市健康福祉部市民健康課） 

6 乳幼児健診における＜発達＞の項目の診かた 

  道田睦美（臨床心理士  

琉球大学医学部付属病院精神神経科児童思春期外来） 

7 乳幼児健診における発達について 

  當間隆也 （わんぱくクリニック） 

8 乳幼児健診のあり方～保健師に望むことこと 

  上原真理子（沖縄県南部福祉保健所） 

 

◎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２５年６月２４日（月）10：25～16：00 参加者 ８２名 

講演 乳幼児の食生活  ～生活習慣病について～ 

  宮本智子 （管理栄養士） 

グループワーク 

乳幼児の食生活～生活習慣病について～の講演を聞いて 

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２５年４月２２日（月）～２３日（火）  

参加者 １日目 ４６名   ２日目 ４４名 

 

１ 

日 

目 

日時 平成２５年４月２２日（月）9：45～16：00 

講演 1 個人情報の保護 

      朝崎咿（沖縄大学法経学部） 

2 赤ちゃんの発育・発達について 

   知念亜希子（浦添市健康部健康推進課） 



 

3 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） 

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２５年４月２３日（火）9：30～16：00 

講演 4 母子保健福祉の制度・サービスについて 

      国吉悦子（沖縄県健康増進課） 

5 産後の母子の健康 

      百名奈保   （助産院 きらら） 

6 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２５年７月２２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 

    知念亜希子（浦添市健康部健康推進課） 

こんにちは赤ちゃん事業実施市町村の報告 

        小嶺佑矢（嘉手納町担当者） 稲嶺克子（嘉手納町母推） 

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３０回日本小児保健協会保健セミナー 

期間 平成２５年６月１６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 當間隆也 下地ヨシ子 棚原睦子 

②催事 第６０回日本小児保健協会学術集会 

期間 平成２５年度９月２６日（木）～２８日（土） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京） 

出席者 〈市町村保健師〉伊波智恵子（恩納村） 宮城恵子（沖縄市） 

〈委員〉 安里義秀 勝連啓介 

〈理事〉 玉那覇榮一 當間隆也 下地ヨシ子 小濱守安 宮城雅也 知念正雄 比嘉千賀子  

〈事務局〉 棚原睦子 津波古桂子 上地正史  

③催事 健やか親子２１全国大会 

期間 平成２５年１０月１６日（水）～１０月１８日（金） 

会場 山形テルサ（山形県） 

出席者 下地ヨシ子 棚原睦子 伊敷めぐみ 

 

 



 

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 

場所 南風原町立中央公民館 黄金ホール 

日時 平成２５年８月１６日（金）14：00～16：00 参加者 ４１４名 

講演 食物アレルギー 正しい診断と必要最小限の除去 

  今井孝成（昭和大学医学部小児科学講座） 

②事業 市民公開講座 

場所 沖縄小児保健センター ３階ホール 

日時 平成２５年１１月９日（土）14：00～16：00 参加者  １３５名 

講演 親教育支援プログラムＮobody's Perfect 完璧な親なんていない！の必要性 

 －描画テストに表れた子どもの発達の停滞－ 

  三沢直子（ＮＰＯ法人コミニュティ・カウンセリング・センター） 

 

◎第４７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４７回沖縄県母子保健大会 

シンボル

テーマ 
ふれあい・支えあい・育ちあい －ゆいまーるで育む子どもの未来－ 

場所 宜野湾市民会館 大ホール 

日時 平成２６年１月１６日（木）14：00～17：00 参加者 ４６２名 

講演 健やかな育みを求めて 

中村和彦（山梨大学大学院 教育学研究科） 

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（7/19 2/21） その他の会議等（12/16 1/27 1/31 2/10） 

      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（5/12） 

       報告：沖縄県における 2012年麻疹排除の検証 

          ～はしか“0”プロジェクト活動 12年間の成果～ 

   〈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をＨＰにて公表 

       市町村が啓発用ガイドブックを印刷し活用 

ＨＰにて公開し随時使用可能とした 

啓発報告：平成２５年度日本小児保健協会学術集会にて報告（東京） 

        「子ども救急医療に関する意識調査―第１報―」 

          小濱守安（沖縄県立中部病院） 



 

「子ども救急医療に関する意識調査から作成した子ども救急ハンドブックの評価―第２報―」 

          小濱守安（沖縄県立中部病院） 

   〈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 

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２４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６０回日本小児保健協会学術集会 

月日 平成２５年度９月２６日（木）～２８日（土） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

演題 ③沖縄県の６年間の乳幼児健診データの解析 

 －育児不安と種々の要因の検討（第１報）－ 

   安里義秀 田中太一郎 勝連啓介 當間隆也 高良聰子 玉那覇榮一 宮城雅也 

下地ヨシ子 浜端宏英  仲宗根正 山縣然太朗 

④沖縄県における３歳児のう歯の有病率とその要因 

 －沖縄県乳幼児健康診査システムの解析－   

比嘉千賀子 山縣然太朗 田中太一郎 當間隆也 宮城雅也 高良聰子 下地ヨシ子 

浜端宏英 勝連啓介 仲宗根正 安里義秀 玉那覇榮一 

②催事 第２４回日本疫学学会   

月日 平成２５年１月２４日(金) 

会場 仙台市青年文化センター 

報告 Poisson 回帰による３歳児のう歯に対する縦断的な危険因子の評価 

－2003 年～2009 年度沖縄県乳幼児健診データより－ 

   横道洋司 秋山智樹 田中太一郎 山縣然太郎  

沖縄県小児保健協会乳幼児健診特別研究委員会 

 

   〈２〉小児肺炎球菌等の疫学調査の実施 

       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４７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２５年９月１８日（水）   

         大会表彰審査委員会  平成２５年１１月７日（木）  

        表彰式 日時  平成２６年１月１６日（木）14：00～17：00 

            場所 宜野湾市民会館 大ホール   

            催事 第４７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  団体の部 1 団体 

   〈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 日時 平成２５年６月２２日（土）16：20～17：00 

            場所 沖縄小児保健センター ３階ホール   

            催事 公益社団法人沖縄県小児保健協会定期総会 

   〈３〉乳幼児健康診査功労賞 

乳幼児健康診査功労賞は、沖縄県小児保健協会が設立４０周年を記念し平成２５年度に設置した。

この賞は沖縄県内で実施される健康診査に尽力し、乳幼児の健康の保持増進並びに健康に関する著し

く功績のあったもので、今後も引き続き活動が期待されるものを顕彰した。 

審査委員会 平成２５年３月２６日（火）  

  表彰者   個人 ３名 

        表彰式 日時 平成２５年６月２２日（土）18：00～20：00 

            場所 沖縄小児保健センター ３階ホール   

            催事 乳幼児健康診査情報交換会 

 

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 小児科医は子どものためのコンダクターになろう 

～保育園・幼稚園での与薬、登園基準への関わり～ 

参加者                      ４０名 

日時  平成２５年６月２９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 性分化疾患への初期対応、他 

参加者                        ４５２名 

日時  平成２５年９月１５日、１２月１５日、平成２６年３月９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   

対応者 下地ヨシ子 沖縄県小児保健協会副会長 

年月日 受講者 人数 

平成 25年 

5月 31日(金) 

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ（2） ﾌﾞﾗｼﾞﾙ（2） ﾍﾟﾙｰ（2） ｴｸｱﾄﾞﾙ（2） ｳﾙｸﾞｱｲ（2） １０ 

7月 1日(月) ｼｪﾗﾚｵﾈ（1） ｴﾁｵﾋﾟｱ（1） ｻﾞﾝﾋﾞｱ（2） ﾅｲｼﾞｪﾘｱ（1） ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ（1） 

ｹﾆｱ（1） ｱﾝｺﾞﾗ（1） ﾘﾍﾞﾘｱ（1） ﾏﾗｳｲ（1） ｶﾞｰﾅ（1） ｽｰﾀﾞﾝ（1） 

 

１２ 

8月 19日（月） ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（2） ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ（1） ﾊﾟｷｽﾀﾝ（1） ﾍﾞﾄﾅﾑ（1） ｾﾝﾄﾙｼｱ（1） 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ（1） ﾏｰｼｬﾙ諸島（1） ｿﾛﾓﾝ諸島（2） ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ（1）  

１１ 



 

9月 6日(金) ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ（2） ニカラグア（2） ｸﾞｱﾃﾏﾗ（1） ﾊﾟﾅﾏ（1） ﾎﾞﾘﾋﾞｱ（1） 

ﾎﾝｼﾞｪﾗｽ（2） ﾄﾞﾐﾆｶ（2） 

１１ 

 

平成 26年 

1月 31日(金) 

ｱﾝｺﾞﾗ（1） ｶﾞｰﾅ（1） ﾊｲﾁ（1） ｹﾆｱ（2） ｴﾁｵﾋﾟｱ（2） ﾀﾝｻﾞﾆｱ（2） 

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ（2） 

１１ 

 

 

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４１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）小児保健医療に関する受託事業等        

    全市町村で実施される自立支援医療（育成医療）は、１８歳未満の身体上の障害を有し、手術によって治

療効果が認められる障害の医療費等を給付するための事業である。その給付の可否決定に必要な医学的判定

を行う審査業務を市町村から受託実施した。 

                               

                   審査状況         （2013.4.1～2014.3.31） 

              審査結果  保留（再計） 

市町村 依頼件数 
承認 不承認 保留中  承認 不承認 保留中 

４０ １,１２６ １,０６０ ６５ １ ３３ ３０ ２ １ 

＊那覇市除く市町村 

＊審査員（ 医師 2人 保健師 1人 ） 

 

 

11）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   ８６ 

〈２〉 沖縄小児保健協会も関わる催事（共催等）   ３１ 

〈３〉 沖縄小児保健・医療に関する団体等の催事   ２０ 

〈４〉 駐車場のみの提供  １２４ 

 

 

12）公益法人に関する定期報告及び諸整備等 

    公益社団法人に関する諸業務 

   〈１〉公益社団法人沖縄県小児保健協会の定期報告書の提出 

事業報告     平成 25年 6月 28日 

事業計画書等提出 平成 25年 3月 28日 

   〈２〉公益変更届 

変更の届出    平成 25年 7月 31日 

   〈３〉公益認定変更申請 

       変更認定申請   平成 25年 12月 25日 

   〈４〉公益社団法人沖縄県小児保健協会の諸規則の整備 

       定款変更の検討 

       寄付金等取扱規則の改正 

   〈５〉沖縄県の立入検査（公益認定後２年以内） 

初回       平成 26年 2月 6日 



 

（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 

H25.04.01 41市町村 H25.4.1～H26.3.31 乳児一般健康診査 

H25.04.01 41市町村 H25.4.1～H26.3.31 3歳児般健康診査 

H25.04.01 32市町村 H25.4.1～H26.3.31 1歳 6か月児般健康診査 

H25.04.01 9市町村 H25.4.1～H26.3.31 1歳 6か月児般健康診査の情報入力業務 

H25.04.01 ＩＭＤ社 H25.4.1～H26.3.31 乳幼児健康診査システム使用 

H25.04.01 40市町村 H25.4.1～H26.3.31 自立支援医療給付の判定に係る審査業務 

 

 

（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   ３１９   ３２６     ７ 

団体会員     ２     ３     １ 

    ※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） 

    

職種別正会員状況       単位：人 

職種 平成 24年度 平成 25年度 備考 

医師   １０９   １０８  

歯科医師    １１    １２  

保健師    ６７    ６７  

看護師    ３８    ４５  

助産師    １３    １２  

栄養士    １３    １３  

教諭     ４    １１  

大学教職    ２６    １６  

保育士・学童指導員     ８    １０  

臨床心理士     ６     ４  

歯科衛生士     １     ２  

言語聴覚士     ３     ３  

理学療法士     ２     ２  

社会福祉士     １     ２  

臨床検査技師     １     １  

母推・民生員・支援相談員     ６     ４  

事務職     ５     ５  

その他     ５     ９  

    計   ３１９   ３２６  

     

団体会員         単位：件 

 平成 24年度 平成 25年度 備考 

母子保健推進員     １     １  

保育園    １     １  

助産師    －     １  

 

 

（７）職員に関する事項 

 



 

職員 前年度末  当年度末 増減 

正職員    ４     ５     １  

嘱託職員    ３     ２ △ 1 

非常勤職員 １０     ９   △ 1 

  計 １７    １６   △ 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。 

 

５月理事会 

 日時 H25.5.23（木）19：30～21：30 

 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２４年度事業報告の件 承認 

第２号 平成２４年度決算報告並びに会計監査報告の件 承認 

第３号 平成２５年度定期総会並びに小児保健学会の開催の件  

期日  平成 25年 6月 22日（土）13：30～17：00             

会場  沖縄小児保健センター ３階ホール 

議題  ①平成 24年度事業報告の件 

    ②平成 24年度収支決算報告並びに会計監査報告の件 

    ③役員改選の件 

報告  平成 25年度事業計画並びに収支予算について 

小児保健賞の贈呈 

 

承認 

第４号 役員改選の件（任期満了） 承認 

第５号 沖縄県小児保健協会の諸規則改訂の件 

総会運営規則 

理事会運用規則 

役員構成規則 

 

承認 

第６号 創立 40周年記念植樹の件 承認 

報告事項  

 ① 

 ② 

 ③ 

採用職員の紹介 

沖縄小児保健賞の受賞者決定 

乳幼児健康診査功労者決定 

報告 

 

 

６月理事会 

 日時 H25.6.22（土）17：00～17：30 

 場所 沖縄小児保健センター 2階 学ぶゾーン 

 出席者 理事 19 名  欠席理事  5 名  出席監事 2 名 

議事事項 会議結果 

第１号 沖縄県小児保健協会会長選任 承認 

第２号 沖縄県小児保健協会副会長２名選任 承認 

第３号 常任理事の選任 承認 

 

１０月理事会 

 日時 H25.10.4（金）19：30～21：53 

 場所 沖縄小児保健センター 2階 学ぶゾーン 

 出席者 理事 16 名  欠席理事  8 名  出席監事 2 名 

議事事項 会議結果 

第１号 平成２５年度事業中間報告の件 承認 

第２号 公益法人認定変更届けの件 承認 



 

第３号 各種委員会委員の選出の件 承認 

第４号 平成２６年度乳幼児健康診査受託料の件 承認 

報告事項  

 ① 第４７回沖縄県母子保健大会の開催 報告 

 ② 創立４０周年記念植樹祭及び外構工事等について 

 ③ 県歯科医師会の下水道接続依頼の件 

 ④ 公益法人移行に伴う固定資産税の免税申請の件 

 

１月理事会 

 日時 H26.1.10（金）19：00～19：15 

 場所 ホテル日航那覇グランドキャッスル ３階 キャッスルプラザ 

 出席者 理事 18 名  欠席理事 6 名  出席監事 2 名 

議事事項 会議結果 

第１号 平成２５年度会計中間報告及び監査報告の件   承認 

第２号 定款変更（案）の件                            持帰り 

検討事項 

報告事項  

① 

② 

③ 

第４７回沖縄県母子保健大会の開催 

保健セミナーの開催 

外壁工事について   

報告 

 

３月理事会 

 日時 H26.3.18（火）19：30～21：32 

 場所 沖縄小児保健センター 3階ホール 

 出席者 理事 21 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２６年度事業計画(案)の件 承認 

第２号 平成２６年度収支予算(案)の件 承認 

第３号 定款変更（案）の件 承認 

第４号 沖縄県小児保健協会寄附金等取扱規則改正（案）の件 承認 

報告事項  

 ① 公益法人申請に関する件 

 認定変更申請について 

 平成２４年度決算報告について 

報告 

 ② 各種委員会報告について 

 ③ 市町の自前健診について 

 ④ 外壁工事について 

 

 

（９）総会に関する事項 

１）定期総会の開催 

   日 時  平成２５年６月２２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   川平美佐子（沖縄県南部福祉保健所） 

   式次第 

     １ 開会の辞      下地ヨシ子 

     ２ 会長あいさつ       宮城雅也（会長代行） 

     ３ 議長団選出 

     ４ 議事 

     ５ 贈呈 

        沖縄小児保健賞 

         個人の部  酒井洋（那覇市療育センター 理学療法士） 

         団体の部  NPO法人思春期青年期心理サポートセンター・ほのぼのすぺーす 



 

               代表 伊是名聡（臨床心理士） 

       公表 

        乳幼児健康診査功労賞 

     ５ 閉会の辞            下地ヨシ子 

 

報告事項 

１ 平成２４年度事業報告 

                審議事項 会議の結果 

第１号 平成２４年度収支決算報告並びに会計監査報告 承認 

第２号 理事の選任 可決 

               参考資料 

 １ 平成２５年度事業計画書 

 ２ 平成２５年度収支予算書 

 

 

（10）監事会に関する事項 

 

開催年月日 議事事項等 

H25.05.17（金） 会計監査 

平成 24年度事業の会計報告等 

H25.10.03（木） 報告事項 

平成 25年度事業の中間報告 

H25.11.26（火） 報告事項 

平成 25年度会計の中間報告 

H26.02.20（木） 検討事項 

沖縄県申請の平成 24 年度決算報告について 

 

 

（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  １３ H25年  4.2  5.9 6.7 7.8 8.6 9.3 

    10.1 11.5 12.3  12.6 

H26年 1.7 2.4 3.4 

企画運営委員会 ３ H25年 5.13 9.10 

H26年 2.28 

乳幼児健診委員会 ３ H25年 5.24 9.20 12.12 

学術編集委員会 ２ H25年 4.9 10.29 

乳幼児健診システム委員会 ３ H25年 4.24 11.28  

H26年 2.7 

特別研究委員会 ４ H25年 5.21 8.5 11.27  

H26年 3.26 

合同委員会 

  常任理事会 

  ３役推薦委員会 

1 H25年 4.25 

 

 

（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 

H25.07.31 

 

 

変更の届出 

（公益社団法人） 

 

H25.08.19 

 

 

任期満了による理事の選任 

 

 



 

H25.12.25 変更認定申請 

（公益社団法人） 

 

H26.02.20  

H26.02.26 

 

公益目的事業の追加及び一部変更 

審査委員会から県知事への答申  

認定書（県知事） 

 

 

 

（13）その他の事項 

 

催事 日本小児保健協会定時総会出席 

１回 ①期間 平成２５年６月１６日（日） 

会場  ベルサール九段（東京） 

出席者 玉那覇榮一 下地ヨシ子 

２回 ②期間 平成２５年度９月２７日（金） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京） 

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２５年９月１３日（金） 

会場 チサンホテル新大阪（チサンホール） 

出席者 棚原睦子 

会計 期間 平成２５年１１月２２日（金） 

会場 サザンプラザ海邦 

出席者 末吉利恵子 棚原睦子 

運営 期間 平成２６年２月７日（金） 

会場 サザンプラザ海邦 

出席者 棚原睦子 伊敷めぐみ 

運営 期間 平成２６年３月１１日（火） 

会場 アイビーホール青学会館（東京） 

出席者 下地ヨシ子 棚原睦子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

〔Ⅱ〕 役員等に関する事項 

 

（Ⅰ）理事並びに監事 

 

 役員並びに監事名簿（平成２５年度～２６年度） 

役職  氏名 任期 備考 

会長 玉那覇 榮一 H27年の総会終結時まで  

副会長 

  

當間 隆也 〃  

下地 ヨシ子 〃  

理事 

  

安慶田 英樹 〃  

安次嶺 馨 〃  

泉川 良範 〃  

井村 弘子 〃  

上原 真理子 〃  

大宜見 義夫 〃  

神谷 鏡子 〃  

具志 一男 〃  

小濱 守安 〃  

砂川 早百合       〃  

高良 聰子       〃  

棚原 睦子 〃  

仲里 幸子 〃  

永吉 盛元       〃  

浜端 宏英 〃  

比嘉 千賀子 〃  

福盛 久子 〃  

譜久山 民子 〃  

宮城 雅也 〃  

屋良 朝雄 〃  

吉田 朝秀 〃  

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２５年４月１日から平成２６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 34,191 30,599 89.5 2,099 6.9 

１歳６か月児 

（３２市町村） 

 

 情報処理受託 

（９市町村） 

一般 7,598 6,694 88.1 370 5.5 

歯科 7,598 6,678 87.9 10 0.1 

一般 9,318 8,047 86.4 378 4.7 

歯科 7,582 6,575 86.7 23 0.3 

３歳児 

 （４１市町村） 
一般 17,394 14,630 84.1 1,371 9.4 

歯科 17,394 14,574 83.8 40 0.3 

(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。 

(注)１歳６か月児の歯科について、沖縄市は個別健診を採用 

 

２  健診協力者数        

平成２５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 365 6 283 448 274 307 149 493 295 

１日 290 - 407 617 521 378 - 340 570 

１.６歳  
半日 225 100 125 32 67 29 256 36 - 

１日 - - 12 - - - - - - 

３歳 
半日 418 397 332 135 116 177 453 36 - 

１日 - - - - - - - - - 

乳児＆３歳 

＆１.６歳 

半日 36 38 13 1 30 1 29 8 5 

１日 38 13 60 1 - 19 20 - - 

乳児＆ 

１.６歳 

半日 - 1 - - - - - - - 

１日 2 1 2 - - - - - - 

乳児＆３歳 
半日 - 2 - - - - - - - 

１日 4 2 4 - - - - - - 

３歳＆ 

１.６歳 

半日 22 22 22 11 5 - 40 - - 

１日 16 14 16 - - - - - - 

 
半日 1,066 566 775 627 492 514 927 573 300 

１日 350 30 499 618 521 397 20 340 570 

計 延人数 1,416 596 1,274 1,245 1,013 911 947 913 870 

 実人数 155 154 36 237 80 123 70 356 198 

 （注） 市町村が配置する協力者は含まれていない。 


