
１）糖尿病対策について　　　　　H２６年度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２６年度取り組み状況 評価

メタボ予防健診 健康増進課 継

健診時、医療機関で配布するチラシの内容の
再考。
「がん検診コール・リコール事業」の啓発で健
康診査の受診等を促す啓発文を入れる。

健診時に医療機関で配布するチラシの内容については平
成２５年度とほぼ同様のものを使用。「がん検診コール・リ
コール事業」の子宮がん検診未受診者勧奨通知に糖尿病
予防および健診受診案内を盛り込んだ。

健診時の医療機関配布チラシは検診結果の分析を
行い、再考を行っていく必要がある。
様々な機会において健診受診勧奨について啓発を
行っていく。

継続

メタボ予防健診受診者の結果を分析し、分析結果
を基に予防啓発を図っていけるようなチラシ内容
を考える。
「がん検診コール・リコール事業」等案内をする際
に健診受診を促す啓発を行う。

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 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。また、パネルの内容の充実を図る。

ほんわか委員が中心となって、まず各学区（地区）での話
し合いの中で健康推進員にＰＲすることから始めている。
今後、パネルの中に歯周疾患と糖尿病の関連を入れ込ん
でいく。また、啓発時に配布できるリーフレット（ＨｂＡ１ｃに
ついてと健診の受診勧奨の内容）を作成していく予定。

ほんわか委員会開催時に、すでに地域の中で取り
組みをし始めたところの情報を共有しながら、広まっ
てきつつある。リーフレットについての内容を話し合う
際にも、まず自分自身が健診を受けてＨｂＡ１ｃの状
態を把握する必要があるという意見が出てきてい
る。

継続
健康推進員による糖尿病パネルでの啓発
・作成した媒体をもとに、地域での実践の場を広
げていく。

広報特集号掲載 健康増進課 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。
ヘモグロビンA1cについて掲載予定。

11月1日号広報特集号にHbA1cについての記事を掲載。
HbA1cが何の数値かを知らないとの声を市民から聞くた
め、HbA1cとは何を示すか、健診を受けてHbA1cの値を確
認することについて啓発を行った。

HbA1cを知らないという市民の声を聞く。糖尿病予
防、HbA1cを知ってもらうため、啓発を継続し、健康
に関心を持ってもらえるようにする。

継続 広報特集号等による啓発を継続。

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
長寿いきがい課
介護保険課

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。

ホームページの更新について、保険年金課・地域包括支
援センター・長寿福祉いきがい課・介護保険課で協議中。

健康増進課
保険年金課
地域包括支援セ
ンター
長寿いきがい課
介護保険課

継 各課における周知方法を検討し、引き続き、5
課で出前講座を実施していく。

【健】5月21日渋川北五会館で実施（いきいき百歳体操実施
団体）。参加者10名。
【長】12月16日サロンミックス（いきいき百歳体操実施団
体）。参加者21名。

【健】生活習慣改善のため、食事や運動の方法につ
いて質問があった。HbA1cについては、あまり聞いた
ことがないという反応がみられ、健診結果を経年的
にみることが大切であることを伝えた。開催回数が
尐ないため、周知方法について検討が必要。
【長】地域や対象にあわせて、より身近で関心をもっ
てもらえるようなデータを入れるなど必要。

継続 糖尿病予防啓発として継続して実施していく。

健康増進課
保険年金課
地域包括支援セ
ンター
長寿いきがい課
介護保険課

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。

【健】健康教育実施時に、糖尿病対策についての内容を盛
り込むこととしている。加えて、成人期の健康教育のテーマ
に、糖尿病に関する内容を設定。

【健】現時点で成人期の健康教育実施の要望は３
件。母子関連は１０件。成人期の健康教育では、健
康づくりに絡めて糖尿病予防についての啓発を行っ
た。母子については、子どもの歯に関する内容が多
いが、母親の健康についてもあわせて啓発していく
必要がある。

継続 【健】周知方法やテーマ設定について要検討。

高齢者をささえるしくみ掲載

地域包括支援セ
ンター
長寿いきがい課
介護保険課

継
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。

【介】高齢者をささえるしくみに糖尿病予防のページを確
保。
【包】糖尿病予防のページを継続して掲載し、キャッチコ
ピーも同ページに掲載した。

【介】達成 継続 【介】継続

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
長寿いきがい課
介護保険課

継
各課、どのような機会・物でキャッチコピーが
使用できるか等協議。キャッチコピーを使用
し、より広く啓発をすすめる。

【健】封筒やがん検診無料クーポン利用勧奨通知など郵送
物にキャッチコピーを入れ啓発を行った。11月14日の世界
糖尿病デーにあわせ、懸垂幕による啓発を実施。
【保】２月に送付予定の未受診者通知にキャッチコピーを掲
載する。
【包】ＦＡＸ用紙に掲載を検討。
【介】介護認定申請時に高齢者をささえるしくみを配布し、
糖尿病の重症化予防についての啓発資料に使用。

【健】キャッチコピーを用いての啓発を継続
【保】未受診者へ糖尿病予防の啓発を行う。
【介】達成

継続

【健】各課において、キャッチコピーを用いた啓発
について検討していく。
【保】継続して実施する予定。
【介】継続

平成２６年度の実施計画

健康増進課
くさつヘルスアッププロジェク
ト２０１４～食育推進事業～
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主に青壮年期層（39歳まで）を中心とした啓発
事業とする。「健康くさつ２１（第２次）」、「第２
次草津市食育推進計画」の重点施策として、
立命館大学、とらいあいんぐる（地域栄養士団
体）、イオン草津店、イオンモール草津、（公
社）全日本司厨士協会滋賀県本部、ホテルボ
ストンプラザ草津、クサツエストピアホテル等と
連携して、運動や食生活に関するイベントを商
業施設で実施したり、健康づくり料理教室を開
催するなど、広く啓発を行うとともにヘルシーラ
ンチの提供事業等を実施する。

新

平成２７年度実施計画

出前講座

①生活習慣に関する啓発（食と運動のヘルスチェックデー）
の実施
　・イオンモール草津にて、8月～12月まで月1回開催
　・立命館大学による体力チェックや運動啓発、とらいあん
ぐるによる栄養相談、イオン草津店によるヘルシーレシピ
の食品販売と健康器具の販売等を実施
②食生活に関する啓発（ヘルシー料理教室）の実施
　・市民交流プラザ調理室にて、9月・１０月コース（各3回
コース）を開催
　・生活習慣病予防のための講話および調理実習をとらい
あんぐる（地域栄養士団体）、司厨士協会と協働で実施
③ヘルシーランチの提供事業
　・市内ホテル（ボストン、エストピア）にて、10月～2月まで
提供事業実施

①②→より多くの若い年代の市民を呼び込むための
方策が必要である

継続

健康くさつ２１（第２次）・第２次食育推進計画の重
点施策となる「くさつヘルスアッププロジェクト」の
推進。
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市民の目
標

重点施策 事業計画 担当課 平成２６年度取り組み状況 評価平成２６年度の実施計画 平成２７年度実施計画

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
長寿いきがい課
介護保険課

継
滋賀県脳卒中診療連携体制整備事業におけ
る啓発チラシの裏面、糖尿病予防、健診受診
勧奨チラシの配布継続。

【包】圏域包括が訪問時や民協に参加した際に、啓発チラ
シやクリアファイルを配布している。
【介】H25年度にすべて配布済。

【健】引き続きチラシ等を用いての啓発を継続。

新 草津市版糖尿病予防啓発チラシの作成。
【健】HbA1cに関するチラシを作成し、若い世代（幼・小・中
PTA）をターゲットに配布予定。

継

対象者に応じた啓発内容や方法等を具体的
に検討し、関係課会議の中で、随時見直しを
する。
成人分野のみでなく、ライフステージに応じた
取り組みが必要。
【健康増進課】各Gに糖尿病対策担当者を配
置し、課全体で糖尿病予防について検討して
いく。

【健】各Gに糖尿病対策担当者を配置し、成人分野のみで
なく、母子分野においての糖尿病対策についても検討。
【介】高齢者についてはすでに糖尿病関連疾患を患ってい
る方も多く、高齢者をささえるしくみの中で重症化予防につ
いての啓発を実施。
【包】圏域包括が直営で担当している利用者については、
糖尿病のあるなしに関わらず、かかりつけ医を持つことを
啓発している。圏域包括の看護職員の会議の際、糖尿病
と脳血管性認知症の関連について話をし、職員の意識付
けをしている。

【健】ライフステージに応じた啓発等について、今後
も課内で協議し、取り組みについて検討していく。
【介】達成

継続
【健】ライフステージに応じた糖尿病予防啓発につ
いて検討していく。
【介】継続

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

長寿いきがい課 継 ロクハ荘、なごみの郷で糖尿病予防料理教室
開催。

なごみの郷9月12日、19日、26日、ロクハ荘10月3日、10
日、17日に糖尿病予防料理教室を開催した。（指定管理者
がトライアングルに委託）

終了
終了。（指定管理者の委託期間が平成26年度で
終了となるため。）

かかりつけ医普及事業
（おでかけドクター）

健康増進課 新 市民向け研修会に、糖尿病予防について内容
を盛り込むよう依頼する。

生活習慣病の発症予防と重症化予防、かかりつけ医を持
つことのメリットとコンビニ受診を控える呼びかけなど各市
民センターの講座で実施。
【今年度計画6件　（9月18日現在　受付１０件）】

既に、昨年度の件数を上回っており、健康への関心
が高まっている。

新

かかりつけ医普及促進事業『お出かけドクターと
お気軽トーク』において、糖尿病関連をテーマとし
た内容での啓発を行う。

2歳６か月健診における肥満
予防リーフレット配布

健康増進課 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。

4月より左記計画実施。 肥満度２０％以上の児に対する指導に抜けが見られ
ることから、機会を捉えて周知していく。

継続

Ｈ26年度の取り組みの継続実施
Ｈ26年度の取り組みの評価
　①H26年度の2歳6か月健診で肥満度20％以上
だった児の3歳6か月健診での肥満度の変化
　②H25・26年度の3歳6か月健診での肥満児の割
合

健康推進員への研修会 健康増進課 継

健康くさつ２１（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、健康推進員現
任研修などの研修会において、糖尿病予防の
内容を盛り込む。

9月12日健康推進員の現任研修で、健康くさつ２１（第２次）
および第２次草津市食育推進計画についての説明を行
い、計画の推進を図った。またその中で、草津市の食生活
の現状や疾病について講義し、草津市の健康づくり対策と
して糖尿病発症予防の必要性について理解を促した。

健康くさつ２１（第２次）および第２次草津市食育推進
計画の重点施策に基づいた取り組みを実施するた
め、糖尿病発症予防の機運を高めることができた。

継続

引き続き、健康くさつ２１（第２次）および第２次食
育推進計画の推進を行うため、健康推進員現任
研修などの研修会において、糖尿病予防の内容
を盛り込んでいく。

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 継
第２次食育推進計画の推進を行うにあたっ
て、食生活における糖尿病予防を念頭におい
た事業展開を行う。

くさつヘルスアッププロジェクト２０１４～食育推進事業～に
基づく。

くさつヘルスアッププロジェクト２０１４～食育推進事
業～に基づく。

継続 商業施設やクッキングスクールでの開催を検討。

特定健診・後期高齢者健診 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。

特定健診・後期高齢者健診を6月から実施し、追加健診を
昨年度に引き続き継続実施した。

糖尿病や腎機能などを調べる追加健診により、受診
者にとって魅力ある健診が実施できた。

継続 継続して実施する予定。

【再掲】メタボ予防健診 健康増進課 継

【再掲】健診時、医療機関で配布するチラシの
内容の再考。
「がん検診コール・リコール事業」の啓発で健
康診査の受診等を促す啓発文を入れる。

【再掲】健診時に医療機関で配布するチラシの内容につい
ては平成２５年度とほぼ同様のものを使用。「がん検診
コール・リコール事業」の子宮がん検診未受診者勧奨通知
に糖尿病予防および健診受診案内を盛り込んだ。

【再掲】健診時の医療機関配布チラシは検診結果の
分析を行い、再考を行っていく必要がある。
様々な機会において健診受診勧奨について啓発を
行っていく。

継続

【再掲】メタボ予防健診受診者の結果を分析し、分
析結果を基に予防啓発を図っていけるようなチラ
シ内容を考える。
「がん検診コール・リコール事業」等案内をする際
に健診受診を促す啓発を行う。
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健診受診率
の向上

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

長寿いきがい課
介護保険課
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（特定健診）未受診者通知・
受診勧奨電話

保険年金課 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。

【未受診者通知】
9月　送付者　10,060人
対象：H25、H26年度ともに未受診の人。

2月
対象：1月時点で受診していない人。

【電話勧奨】
9月下旬 ～10月中旬（8日間）
対象：志津南・南笠東・老上学区の未受診者を予定。

未受診者通知については、今年度から封書からハ
ガキ方式に変更し、シンプルでわかりやすいものを
作成し、受診勧奨の啓発に努めた。
電話勧奨については、今年度から連合会（在宅保健
師）に委託して、未受診者通知を送付後、効果的に
受診勧奨を行う。

継続
未受診者通知については、継続して実施予定。
電話勧奨については、強化していく予定。

【再掲】健康推進員への研修
会

健康増進課 継

【再掲】健康くさつ２１（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、現任研
修などの研修会において、糖尿病予防の内容
を盛り込んでいく。

【再掲】9月12日健康推進員の現任研修で、健康くさつ２１
（第２次）および第２次草津市食育推進計画についての説
明を行い、計画の推進を図った。またその中で、草津市の
食生活の現状や疾病について講義し、草津市の健康づくり
対策として糖尿病発症予防の必要性について理解を促し
た。

【再掲】健康くさつ２１（第２次）および第２次草津市食
育推進計画の重点施策に基づいた取り組みを実施
するため、糖尿病発症予防の機運を高めることがで
きた。

継続

【再掲】引き続き、健康くさつ２１（第２次）および第
２次食育推進計画の推進を行うため、健康推進員
現任研修などの研修会において、糖尿病予防の
内容を盛り込んでいく。

生活習慣病相談・栄養相談 健康増進課 継
糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防のた
め、生活習慣改善にむけた保健指導を実施す
る。

利用人数：生活習慣病相談9人、栄養相談13人
（うち糖尿病に関する相談はぞれぞれ６人ずつ）

保健指導の中で、身体の中で起こっていることやこ
のまま放置したらどうなるかなどを話し、生活習慣を
一緒に振り返ることで、利用者が自ら目標を立てるこ
とができた。指導後の取り組み状況については、
数ヵ月後に電話または来相により状況を確認。

継続
生活習慣病予防の取り組みとして継続。糖尿病予
防にターゲットを絞った指導を行うため、来年度の
利用対象者については見直しを検討する。

メタボ予防健診後の事後指
導について検討

健康増進課 継
受診者の結果分析を行い、必要に応じ事後
フォローを行う。

６月から９月にプレ特定健診を受診し、特定保健指導対象
者の選定基準が一つでも保健指導域の人３７人に対して、
生活習慣病相談の案内と生活習慣病予防啓発リーフレッ
トを送付。そのうち３人が生活習慣病相談を利用。

参加者からは、「１０年以上健診を受けていなくて数
値がよくないことを聞いて驚いた」「食事の量やバラ
ンスがよくないことに気づいた」「野菜の摂取不足に
気づいた」などの声が聞けた。健診結果から生活を
振り返り、自身の生活を見直すよい機会となった。今
後は早い段階での予防にむけ、若い世代の人に生
活習慣を見直す機会を持ってもらえるようアプローチ
していく必要がある。

継続
生活習慣病相談の利用を希望しない人のアン
ケート結果を分析し、生活習慣に関する意識等を
探る。

特定保健指導 健康増進課 新
特定保健指導の際の糖尿病のしくみについて
の解説の見直し。事前アンケートから糖尿病
発症リスクを考慮して指導する。

事前アンケートや健診結果から糖尿病発症リスクを考慮
し、身体の中で起こっていることやこのまま放置するとどう
なるか、糖尿病合併症の危険性などについて話し、食習
慣、運動、生活習慣についての保健指導を行う。動機付け
支援（委託）では、個々の健診結果から自分の身体の危険
度や放置するとどうなるのかを図で示した媒体を使用し指
導を行う。

保健指導の中で、健診結果や生活習慣を一緒に振
り返り、利用者が自ら目標を立てることができた。動
機付け支援（委託）では媒体を使用することで、利用
者がより自分の身体に対しての危機感を持つことに
つながった。

継続

糖尿病等生活習慣病発症リスクをふまえて、市民
が自ら行動変容できるような保健指導が行えるよ
うにしていく。積極的支援（直営）においては、利用
者が自分の身体の危険度がわかるような媒体を
検討する。

特定健診情報提供者への生
活習慣病予防

健康増進課 新
特定健診の情報提供者の中でHbA1cが保健指導
域の４０歳代を抽出し、生活習慣病相談の案内と
生活習慣病予防啓発リーフレットを送付する。

乳幼児健診における肥満等
の児への指導

健康増進課 継
肥満度２０％以上の児に、保健師か栄養士か
ら指導を行う。

乳幼児健診従事者研修会にて、肥満児等のフォローの共
通理解と、医療機関との連携強化を図る。

肥満度２０％以上の児に対する指導に抜けが見られ
ることから、機会を捉えて周知していく。

継続

Ｈ26年度の取り組みの継続実施
Ｈ26年度の取り組みの評価
　①H26年度の2歳6か月健診で肥満度20％以上
だった児の3歳6か月健診での肥満度の変化
　②H25・26年度の3歳6か月健診での肥満児の割
合

ハイリスク妊婦の産後の発症
予防

健康増進課 新

妊娠中の経過確認を強化し、妊娠中に糖尿病
のリスク要因のあった母親に対し、産後の生
活指導、受診勧奨を行うことで、発症を予防す
る。

すこやか訪問時、妊娠中に糖尿病のリスク要因のあった産
婦を把握するため、問診項目の追加、訪問記録票の修正
をし、助産師勉強会で協力依頼予定（9月）。ハイリスク妊
婦のうち、継続フォロー対象の範囲の決定と、フォロー内
容をつめていく。

すこやか訪問で巨大児出産履歴や尿蛋白・糖の有
無など産後糖尿病の発症リスク者を把握する取り組
みを開始した。今後は、発症予防に向けての啓発指
導内容を検討していく。

継続 産後に糖尿病を発症するリスクがある人への啓発
指導内容について検討。

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）
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重点施策 事業計画 担当課 平成２６年度取り組み状況 評価平成２６年度の実施計画 平成２７年度実施計画

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

保険年金課
健康増進課

継
【健】糖尿病についての解説を盛り込んだ情報
提供用リーフレットを作成し、市内健診実施医
療機関にて、健診の受診者に配布する。

【健】糖尿病についての解説を盛り込んだ情報提供リーフ
レットを作成し、６月の健診より特定健診受診者に配布中。

【健】現在情報提供用リーフレットは配布中。今後も、
健診結果分析により、内容を見直し、情報提供を
行っていく。

継続
【健】特定健診結果を分析し、情報提供リーフレッ
トの見直しを行っていく。

（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 未開催

生活習慣病対策情報交換会 健康増進課 継 未開催

健康増進部会の中での協議 健康増進課 継 糖尿病対策について健康増進部会にて協議
する。

H2７年１月開催予定

介護サービス利用者のプラン
チェック

介護保険課 継 年間80件実施予定。 平成26年9月1日現在２７件実施。
医療情報の適切な収集方法ができているかを合わ
せて確認しているが、家族を通じての情報収集など
不適切な情報収集方法が未だにある。

継続 継続

地域包括支援セ
ンター

継
「私の在宅療養手帳」については検討中。

医師会と関係機関を交えて普及、推進のための協議を
行っている。多職種連携のためには手帳の活用が有効で
あることを再確認し、活用しやすいものとなるよう交付方法
や記載内容などを今後検討を行っていく。

健康増進課 継
健康手帳・糖尿病連携手帳などは、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。

健康相談・がん検診等において、健康手帳を配布。

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
いない人が何％いるのか、継続できない理由
は何かを実態把握する。

現在、圏域包括に調査依頼中。2月中に集計予定。

要受診者のうち、未受診者を
把握し、受診勧奨を行う

健康増進課 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。

・健診結果とレセプトを突合し、受診勧奨を実施する。
・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・脂質を総合判断し、受診
勧奨を実施する。

対象者に受診勧奨案内を送付。受診したかどうかに
ついては、レセプトで確認予定。

継続 引き続き未受診者へのフォローを行う。

職員向け研修会

健康増進課
保険年金課
地域包括支援セ
ンター
長寿いきがい課
介護保険課

新

糖尿病予防について考えていくにあたり、職員
自身が糖尿病に関するメカニズム等知識を
持っている必要があり、糖尿病に関する職員
向け研修会の開催を検討する。

10月7日糖尿病対策担当課職員向け研修会開催。
講師：滋賀県健康福祉部参与吉川隆一先生
参加者：関係課５課職員３３名

糖尿病の基礎から最新治療についてまで学んだ。職
員の健診結果データを使ったことで糖尿病を身近に
感じることができた。また、保健指導を実施するため
にはもっと知識をつける必要があると職員自身が感
じる機会となった。

継続
職員がスキルアップし、ライフステージに応じた糖
尿病対策を考えていけるように今後も研修会を実
施する。

推進体制

糖尿病対策に関する課題の共有、検討、情報
収集を行う。

体調管理・連携のための手
帳等の活用についての検討

症状を知
り、これ以
上進行し
ないため
の行動に
移せる

継続治療に向
けた保険・医
療・福祉・介
護の連携生
活習慣の改

善指導

適
正
治
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