
健康増進課 拡
メタボ予防健診受診結果に応じたチラシの作成を検討する。
また、受診者だけでなく家族にも知識の普及ができるような啓
発媒体の作成を検討する。

Ｈ２５

健康増進課 新

「健康くさつ２１（第２次）」の重点施策の一つと
して、プレ特定健康診査の対象者の内、３0歳
代を対象に「糖尿病予防マイレージ事業」を実
施し、受診率の向上を目指す。

保険年金課 継
特定健診・後期高齢者健診を6月から実施。特定健診で追加
項目（ＨｂＡ１ｃ、クレアチニン、尿酸、尿潜血）を継続して実施
予定。

実施計画通り、６月から特定健診・後期高齢者健診を実施し
ている。
また、特定健診については、追加項目（ＨｂＡ１ｃ、クレアチニ
ン、尿酸、尿潜血）を継続して実施している。

５月中旬に、栗東市と協力し、草津栗東医師会総会にお
いて、「ＣＫＤ診療ガイド２０１２」と「糖尿病治療のエッセ
ンス」を配布し、特定健診結果で腎機能や糖尿病の値が
悪い人を的確に腎専門医につなげることができるように
した。

継
特定健診・後期高齢者健診を6月から実施。特
定健診で追加項目（ＨｂＡ１ｃ、クレアチニン、尿
酸、尿潜血）を継続して実施予定。

生活習慣病相談・栄養相談 健康増進課 継 さわやか健康だより、広報、ホームページで相談日を周知して
いるが、周知方法、開催回数の検討を行い実施。

・年間34日個別相談日を設けている。
・さわやか健康だより、広報、ホームページ、メタボ予防健診
結果手交時のチラシで周知している。

・利用者が少ない現状にあり、周知方法、開催回数の検
討を行う必要がある。

継 周知方法、開催回数の検討を行い実施。

健康推進員活動の中での糖尿病
啓発方策について媒体作成･実施

健康増進課 新
ほんわか委員会において、糖尿病啓発実施に向け、目的や対
象を明らかにし、効果的な方策を検討する。媒体が必要な場
合は作成し、効果的な啓発実施をおこなう。

ほんわか委員会で、地域での活動の際に短時間で啓発でき
る、糖尿病予防啓発媒体の案を検討してきており、近日中に
完成予定。

誰もが、同じ内容で正しく伝えていけるよう、説明文を考
えながら作成していくことができている。

継
媒体を複数作成し、ほんわか委員が中心と
なって地域で活用・実践していけるように広め
ていく。

広報特集号掲載 健康増進課 継
１１月1日号に特集号として、目的を見据え、対象者も絞った特
集記事の作成を行う。

「健診の結果からあなたの身体をイメージしよう」をテーマに11
月1号広報掲載予定で作成準備を行った。

糖尿病患者が増加していること、糖尿病は知らないうち
に進行すること、糖尿病の経過（事例）を掲載し、健診受
診の必要性や草津市の取り組みについて啓発すること
ができた。

継
11月14日世界糖尿病デーにあわせ、市民への
糖尿病予防啓発を行うため、継続して実施す
る。

ホームページ掲載

健康増進課
保険年金課
地域包括支援センター

長寿福祉課
介護保険課

継 糖尿病対策のホームページを立ち上げる。
実施事業の紹介等も含め、内容の充実を図っていく。

糖尿病はどんな病気か、糖尿病予防について、草津市糖尿病
予防対策についてホームページに掲載。また、お知らせ欄に
は、糖尿病予防料理教室の結果やキャッチコピー決定の報告
を掲載し、草津市の取り組みを具体的に掲載した。

糖尿病予防、草津市の取り組みについて、市民に啓発
する機会となった。今後も、草津市の取り組み状況を更
新し、糖尿病予防啓発をすすめていく。

継 ホームページ内容を見直しながら、新しい情報
等の更新を行っていく。

健康増進課
保険年金課
地域包括支援センター

長寿福祉課
介護保険課

拡 出前講座のテーマとして登録し、基本形とマニュアルを作成
し、各課で積極的に行う。

５課で実施していけるよう、関係課会議で内容を協議し、出前
講座で使用するパワーポイントの作成を行った。

出前講座の申し込みがないため、周知方法の検討が必
要。

継 周知方法の検討をし、引き続き、5課で出前講
座を実施していく。

保険年金課 継 各課において目的を明確にした出前講座の検討をする。

【健】健康教育として「歯周病と糖尿病」「生活習慣病につい
て」をテーマに実施。その中で、糖尿病予防についての啓発を
行った。
【保】健診を受ける意義やメリットを啓発することを目的に、「特
定健康診査は、健康づくりへの第一歩」と題して、出前講座を
実施。８月末時点で２回実施した。

【健】成人の健康教育依頼数は少なく、母子関係の依頼
が多い。20、30歳代の母親の参加が多く、糖尿病予防に
ついて啓発できるよい機会であり、その場で短時間で啓
発を行うことを検討。
【保】平成２１年度は２件、平成２２年度は４件、平成２３、
２４年度は０件であったが、今年度はすでに２件依頼が
あり、実施した。
電話勧奨や未受診者受診勧奨通知等の啓発により、市
民の健康への関心が高まっていると考えられる。

拡

【健】成人の健康教育だけでなく、母子の健康
教育においても糖尿病予防について啓発して
いけるよう課内で協議していく。
【保】健診を受ける意義やメリットの他に、糖尿
病についても症状や予防法、当市の取り組み
等を紹介する。

高齢者をささえるしくみ掲載
地域包括支援センター

長寿福祉課
介護保険課

新 高齢者をささえるしくみに糖尿病対策について掲載する。
高齢者をささえるしくみに糖尿病予防についてのページ（1
ページ）を掲載。

糖尿病予防が要介護状態になる原因疾患の予防につな
がるという啓発を、高齢者向けに見やすく掲載すること
ができた。

継
次年度作成時も糖尿病予防のページの確保を
行い、決定されたキャッチコピーも取り入れて
いく等見直しをする。

平成２５年度取り組み状況（Ｈ25.10現在） 評価 平成２６年度の実施計画（案）
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キャッチコピーの考案 健康増進課 継

健康推進員にキャッチコピーの募集を行い、決定したキャッチ
コピーを郵送物やリーフレット類に使用する。
横断幕（または懸垂幕）を作成し、糖尿病啓発月間に合わせて
掲示していく。

健康推進員に糖尿病予防に関するキャッチコピーを募集し、
市において選考し、決定した。

キャッチコピーを用いての啓発を実施することができた。

キャッチコピーを郵送物やリーフ
レット類に使用

健康増進課
保険年金課
地域包括支援センター

長寿福祉課
介護保険課

継 各課においてキャッチコピーを用いての啓発を行う。

キャッチコピーを使用し、広報、ホームページ、懸垂幕での啓
発を行った。
【健増】封筒にキャッチコピーを印刷し使用。

【保年】キャッチコピーを浸透させ、より多くの人に糖尿病
について関心を持っていただけるように、受診券や未受
診者受診勧奨通知送付時に同封するリーフレットに盛り
込む等を検討する必要がある。

継 キャッチコピーを使用しての啓発を継続する。

滋賀県脳卒中診療連携体制整備
事業

健康増進課
保険年金課
地域包括支援センター

長寿福祉課
介護保険課

新
滋賀県脳卒中診療連携体制整備事業における脳卒中啓発チ
ラシの裏面に、糖尿病予防、健診受診勧奨のチラシを掲載し、
配布する。

５課において、窓口や事業等でチラシ等配布を行った。
【健】乳幼児健診、健康相談等幅広い年齢層に啓発チラシ等
を配布した。9月末ですべてのチラシ等配布終了。
【保】積極的な取組みができなかった。
【地】必要なケースには、訪問時配布している。

新聞折り込み、ポスティング等されたため、広く市民の目
に触れた。脳卒中予防のチラシのインパクトが強く、糖尿
病予防についてのチラシは検討が必要か。また、配布し
た結果までは把握できていない。

継

滋賀県脳卒中診療連携体制整備事業は、今
年度で終了。草津市において、独自に啓発チ
ラシ作成を行う。
【保】人間ドック検診受診者の事後指導に当該
チラシを用いることも一考である。

啓発の目標、分野を決め、インパク
トのある啓発方法の検討

健康増進課
保険年金課
地域包括支援センター

長寿福祉課
介護保険課

継
対象者に応じた啓発内容や方法等を検討し、関係課会議の中
で、随時見直しをする。

ホームページ、出前講座の内容を関係課会議の中で検討し
た。

今後も継続して、対象者に応じた啓発方法等を検討して
いく。

継 対象者に応じた啓発内容や方法等を検討し、
関係課会議の中で、随時見直しをする。

なごみの郷・ロクハ荘の糖尿病予
防の料理教室の開催実施

長寿福祉課 新
糖尿病予防料理教室を開催。参加者から参加のきっかけや関
心があることなどの情報収集を行い、次年度の計画につなげ
ていく。

前期・後期それぞれ３回コースでロクハ荘・なごみの郷で料理
教室を実施。

定員には満たなかったが、参加者の教室終了後の満足
感は高く、勉強になったとの反応があった。

継 ロクハ荘で次年度も開催予定。回数や内容等
は今後講師、施設側、市の三者で検討。

健康推進員への研修会 健康増進課 継
健康推進員の現任研修、養成講座等において糖尿病予防に
関する研修会を実施。

健康推進員総会で糖尿病予防の研修会を開催。
○脳卒中の予防にもつながる糖尿病予防の重要性とそのポ
イント
　滋賀医大臨床看護学講座　宮松教授

同内容について、地域から依頼があり、宮松教授に研修会依
頼をした（2件）

 脳卒中の予防と糖尿病予防について、健康推進員の理
解を深めることができ、またそれが健康推進員から地域
住民への啓発にもつなげることができた。

継

　来年度より健康くさつ２１計画（第２次）および
第２次食育推進計画の推進を行うにあたって、
今後も引き続き、現任研修などの研修会にお
いて、糖尿病予防の新しい知見等情報を提供
していく。

食育推進計画における糖尿病予防
対策の検討

健康増進課 新
第２次食育推進計画の策定にあたり、糖尿病予防対策も含め
た食育の事業内容を検討する。

糖尿病予防のため、自身で適切な食事を選択できるよう食品
表示の推進について計画書に記載した。

　食品表示の取組み以外にも、目標値として、肥満者率
の減少や、脂質エネルギー率の適正化などの内容を含
めることができた。

継
糖尿病予防対策を念頭におき、平成２６年度
は具体的に食品表示を進める事業に取り組ん
でいく。

乳幼児健診における肥満等の児へ
の指導

健康増進課 新
乳幼児健診時に肥満等の児に対して糖尿病予防を見据えた
指導を行う。

２歳６か月健診で全員配布するチラシを作成し、配布予定。肥
満度２０％以上の児の保護者には配布時に保健師か栄養士
が指導を行う。

肥満度２０％の児の３歳６か月健診での肥満度の変化を
見ていく必要あり。

継

２歳６か月健診で肥満予防のポイントを掲載し
たチラシを受診者全員に配布する。肥満度２
０％以上の児の保護者には、配布時に保健師
か栄養士から指導を行う。

啓発活動（予防）
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健康増進課 拡 各種団体等を通したPR等を再検討し、受診率向上を図る。
健康推進員の作成した糖尿病予防啓発パネルの内容に、健
診の受診勧奨を含んだ。

継 健康推進員による啓発媒体を用いた活動を実
施する。

保険年金課 継 追加健診項目についても継続して実施予定 昨年度に引き続き、追加健診項目を継続して実施している。

糖尿病や腎機能を調べる４項目を追加して実施している
ことにより、受診者にとって魅力ある健診となっているよ
うに感じる。
また、糖尿病対策に取り組んでいることから、当該検査
項目の追加は大きな効果がある。

継 継続して実施する予定。

（特定健診）未受診者通知・受診勧
奨電話

保険年金課 継

H23、24年度に勧奨できていない学（地）区を中心に電話勧奨
を継続していく。未受診者通知については、時期をずらして内
容を変え、2回実施する。（9月･･･受診券を発行した人のうち、
前年度と当該年度も未受診の者。1月･･･受診券を発行した人
のうち、当該年度未受診の者）

【電話勧奨】
H23、24年度に勧奨できていない学（地）区を中心に以下のと
おり実施した。
実施期間：８月１日～８月３０日
実施学（地）区：笠縫東学区、渋川学区、常盤学区
実施件数：２５７件（伝言含む）

【未受診者通知】
９月１３日に、以下のとおり第１回目の受診勧奨通知を送付し
た。
送付者数：１０，２３０人
対象：･H24、25年度ともに受診券を送付した人のうち、両年度
とも未受診の者。ただし、当該通知不要申出者、人間ドック等
検診計画書提出者、年度途中で７５歳になる方を除く。

電話勧奨については、電話番号が登録されていない人
や現在使われていない人、不在の人が多く、充分とは言
えない。勧奨実施者については、受診につながったかを
検証する必要がある。
未受診者通知については、送付後に受診券再発行の申
し出や勤務先等での健診結果提供の申し出があり、一
定の効果があると感じる。

継

H24、25年度に勧奨できていない学（地）区を
中心に電話勧奨を実施する。
未受診者通知については、時期をずらして内
容を変え、2回実施する。
実施時期および対象者（予定）
9月･･･H25、26年度ともに受診券を送付した人
のうち、両年度とも未受診の者。
1月･･･当該年度に受診券を送付した人のう
ち、当該年度未受診の者。

健康増進課 継 研修会実施の際に積極的に情報提供を行っていく。

健康推進員総会で糖尿病予防の研修会を開催。
○脳卒中の予防にもつながる糖尿病予防の重要性とそのポ
イント
　滋賀医大臨床看護学講座　宮松教授

同内容について、地域から依頼があり、宮松教授に研修会依
頼をした（2件）

 【再掲】脳卒中の予防と糖尿病予防について、健康推進
員の理解を深めることができ、またそれが健康推進員か
ら地域住民への啓発にもつなげることができた。

継

　【再掲】来年度より健康くさつ２１計画（第２
次）および第２次食育推進計画の推進を行うに
あたって、今後も引き続き、現任研修などの研
修会において、糖尿病予防の新しい知見等情
報を提供していく。

地域包括支援セン
ター 継 研修会実施の際に積極的に情報提供を行っていく。

「適切なケアプランの立案能力の向上のためのケアマネジメン
ト研修」を１月～２月頃に行う予定。内容については、現在検
討中。

糖尿病に関する研修会はＨ２５年度で終了。
Ｈ２６年度は高血圧に関する研修会を開催予定。

【再掲】生活習慣病相談・栄養相談 健康増進課 継 さわやか健康だより、広報、ホームページで相談日を周知して
いるが、周知方法、開催回数の検討を行い実施。

・年間34日個別相談日を設けている。
・さわやか健康だより、広報、ホームページ、メタボ予防健診
結果手交時のチラシで周知している。

・利用者が少ない現状にあり、周知方法、開催回数の検
討を行う必要がある。

継 周知方法、開催回数の検討を行い実施。

要受診者のうち、未受診者を把握
し、受診勧奨を通知、電話、訪問等
で行う

保険年金課 拡
定めた受診勧奨対象のリスクや基準に沿って勧奨を実施して
いく

・健診結果とレセプトを突合し、受診勧奨を実施。
・フィードバック文例集に記載の基準値と健診結果での「医師
の判断」に沿って、血圧・血糖・脂質を総合的に判断し、受診
勧奨を実施。

・受診勧奨後、実際に受診につながったかをレセプト確
認していく必要がある。 継

定めた受診勧奨対象のリスクや基準に沿って
勧奨を実施していく

メタボ予防健診後の事後指導につ
いて検討

健康増進課 拡 事後指導者の基準や方法の検討を行う。 ・受診結果を分析中

健康増進課 継 メタボ予防健診においても、受診結果に応じたチラシの作成を
検討する。

・分析結果に基づき、作成もしくは購入予定。

保険年金課
健康増進課

新
情報提供用リーフレットをリスク別のものにする等、内容を見
直していく

７月９日に、両課で協議を行い、平成２６年度から健診結果に
応じた情報提供用リーフレットを市内健診実施医療機関に配
布すること、また、リーフレットについては、数社のサンプル
（既製品）を比較し、最も適したものを購入することが決まっ
た。

健診結果に応じたリーフレットの中身にし、糖尿病を盛り
込む方向で決まった。

継 実施していく。

生活習慣病相談・栄養相談の広
報、健診時配布チラシ、ホームペー
ジの内容等を見直す

健康増進課 継
メタボ予防健診受診者へ医師が結果手交する際のチラシの修
正

生活習慣病相談・栄養相談の利用者が少ないため、チラシ等
内容の見直しを検討中。

健診結果に応じた情報提供用リー
フレットの作成に向けての協議

早
期
発
見

健診を受診
することで自
らの状態を
知ることが
できる

健診受診率の向
上

【再掲】メタボ予防健診・特定健診・
後期高齢者健診

【再掲】健康推進員、ケアマネへの
研修会

早
期
対
応

生活習慣を
見直し、改
善すること
ができる

健診事後指導の
徹底

啓発活動（対応）



平成２５年度取り組み状況（Ｈ25.10現在） 評価 平成２６年度の実施計画（案）

糖尿病対策事業実施状況

市民の目標 重点施策 事業計画 担当課 平成２５年度の実施計画

資料３－２ 

（草津保健所の糖尿病地域医療連
携会議の中での協議）

健康増進課 継 現時点で未開催。生活習慣病事例検討会開催予定。

草津保健所管内生活習慣病事例検討会が開催。昨年
度、糖尿病性腎症で透析治療中であるケースを訪問し
た結果分析から今後の取り組みについて協議。
女性において共通点として、巨大児を出産していること
がわかった。妊娠経過を把握し、早期に予防のアプロー
チをする必要性がある。
また、低出生体重児は、糖尿病になるリスクがあること
についても検討が必要。

新
糖尿病予防は、成人期のみでなく、妊婦や低
出生体重児についても取り組みを検討していく
必要がある。

（健康増進部会の中での協議） 健康増進課 継 会議の中で意見をもとに、内容や方法を見直していく。

健康増進課 継 糖尿病予防に関する研修会を実施（健康推進員）

健康推進員総会で糖尿病予防の研修会を開催。
○脳卒中の予防にもつながる糖尿病予防の重要性とそのポ
イント
　滋賀医大臨床看護学講座　宮松教授

同内容について、地域から依頼があり、宮松教授に研修会依
頼をした（2件）

 【再掲】脳卒中の予防と糖尿病予防について、健康推進
員の理解を深めることができ、またそれが健康推進員か
ら地域住民への啓発にもつなげることができた。

継

　【再掲】来年度より健康くさつ２１計画（第２
次）および第２次食育推進計画の推進を行うに
あたって、今後も引き続き、現任研修などの研
修会において、糖尿病予防の新しい知見等情
報を提供していく。

地域包括支
援センター

新
糖尿病等生活習慣病を持つ利用者について基本的なケアマ
ネジメントの手法を絡めて、事例を用いながらの研修を行う。

「適切なケアプランの立案能力の向上のためのケアマネジメン
ト研修」を１月～２月頃に行う予定。内容については、現在検
討中。

糖尿病に関する研修会はＨ２５年度で終了。
Ｈ２６年度は高血圧に関する研修会を開催予定。

介護サービス利用者のプランチェッ
ク

介護保険課 継
医療連携が適切に行われているかどうかについて確認を行
う。
年間８０件実施予定。

（10月1日現在）39件実施 平成24年度の75件実施、医療連携指導対象20件
26.7％

引き続き年間80件実施予定。

地域包括支
援センター

継 医師会主催の「私の在宅療養手帳」の推進に協力。
ケアマネが手帳を活用した場合に報告を受ける。

今年度に入ってから、ケアマネからの報告は2件あった。H25
年度中に「私の在宅療養手帳」のあり方について医師会、栗
東市も交えて検討していく予定。

「私の在宅療養手帳」の利用状況が不明瞭である。25年
度中に「私の在宅療養手帳」のあり方について医師会、
栗東市も交えて検討していく予定。

「私の在宅療養手帳」については未定。

健康増進課 継

・医科歯科連携のための「医科から歯科への診療情報提供
書」の活用について医師会、歯科医師会に相談し、運用にむ
けてすすめていく。
・健康手帳については、ターゲットを絞った活用等も考えなが
ら、けん診受診歴の健康管理のために配布を行う。
・糖尿病連携手帳については、草津市における具体的な活用
方法を協議し、運用していく。

・医科から歯科への診療情報提供書の活用について、医師会
員に周知をし、草津市ホームページから様式をダウンロードで
きるようにした。
・健康手帳は、けん診受診歴等健康管理のために配布を行っ
た。

診療情報提供書の活用状況について把握し、評価して
いく必要がある。
・健康手帳は、けん診結果や受診歴等を記載し、自己の
健康管理のためツールとして必要。

継

医師会、歯科医師会との連携を図っていく。
・健康手帳は、けん診結果や受診歴等を記載
し、自己の健康管理のためツールとして活用を
勧める。

要支援者（直営）で治療継続できて
いない者を実態把握し、治療継続
につなげる

地域包括支
援センター

新

圏域包括が担当している直営の要支援者の中
で、糖尿病を要因としている疾患がある人がど
のくらいいて、そのうち治療を継続できていな
い人がどのくらいいるのか、継続できない理由
は何かを実態把握する。

【再掲】健康推進員、ケアマネへの
研修会

体調管理・連携のための手帳等の
活用についての検討

継続治療に向け
た保健・医療・福
祉・介護の連携
生活習慣の改善

指導

病状を知り、
これ以上進
行しないた
めの行動に

移せる

適
正
治
療
・
重
症
化
予
防


