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滋賀の健康づくりを支援します。

事業のご案内

Shiga Health Promotion Foundation

結核予防会滋賀県支部、
日本対がん協会滋賀県支部
〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜6番28号
TEL：077-536-5210 FAX：077-536-5211
E-mail：info＠kenkou-shiga.or.jp
http：//www.kenkou-shiga.or.jp/

いきいき健康づくりをバックアップします

事業の概要

急速な少子高齢化の進展や疾病構造が大きく変化する中で、滋賀県民一人ひとりが心身共に健康で、実り

豊かで、満足できる生涯を目指す健康への取り組みにおいて、その一次予防、二次予防を担っている当財団の
使命はますます重要なものとなっております。

当財団は以下の事業を通じて、県民一人ひとりの健康づくりに真摯に取り組み、地域全体の公衆衛生の向上

を目指し、地域住民の健康増進や健康福祉の向上をはかることで、活力ある地域社会形成に寄与します。

事業内容
疾病の予防、早期発見および健康保持増進を図るために必要な事業を行い、滋賀県民の福祉の向上に寄

与することを目的に以下の事業を実施します。

1

2

健康づくりに関する知識の普
及啓 発、調 査 研 究、保 健 医 療
従事者等の人材育成等を推進
する事業

3

眼球、腎臓提供者の募集・登録、
眼球斡旋などを通じ、眼や腎臓
病の保健衛生の知識普及を始め
とする臓器移植を推進する事業

結核・がん・その他の疾病の予
防および健康づくりのための
健診（検診）、検査および保健
指導等を推進する事業

4

県・市町・関係団体等との連携
により、地域福祉・医療等を充
実・補完する事業

沿

財団法人
結核予防会滋賀県支部

5
その他財団の目的を達成する
ために必要な事業

革

昭和15年3月

滋賀県公衆衛生協会
昭和34年7月

財団法人
滋賀県保健衛生協会
昭和55年4月

公益財団法人
滋賀県健康づくり財団

財団法人
滋賀県健康づくり財団
平成15年4月

平成24年4月

財団法人
滋賀県対ガン協会
昭和36年4月

公益財団法人
滋賀県健康づくり財団

財団法人
滋賀県腎臓バンク

平成27年11月16日
大津市におの浜から
大津市御殿浜へ事務
所移転

昭和61年10月

京阪電車石山坂本線
粟津駅

事務所移転

昭和59年10月

JR東海道線

財団法人
滋賀県アイバンク

衛生科学
センター
日本電気硝子
粟津中学校
ルネサス
セミコンダクタ

JR石山駅

1

びわ湖

NIHO

京阪石山駅

健康チェックで病気の早期発見、予防に取り組みます。

健診センター（健診（検診）
・検査）
健康増進法、健康保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、感染症法、学校保健安全法、労働安全衛生

法、共済組合法等による各種の健診（検診）
・検査を実施します。

健康診断

特定健康診査・
後期高齢者健康診査の項目等

既往歴の調査、自覚症状および他覚症状の検査、身体計測（身
長、体重、腹囲、BMI）、血圧測定、尿検査（糖、蛋白）、血中脂質検
査（LDL‒c、HDL‒c、中 性 脂 肪）
、肝 機 能 検 査（AST（GOT）、ALT
（GPT）、γ‒GT）、糖代謝検査（血糖もしくはヘモグロビンA1c）、
心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトク
リット値）、腎機能検査（尿酸、クレアチニン）、ならびに検査結果
の判定と指導区分等を行います。

定期健康診断の項目等
既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検
査、身体計測（身長、体重、腹囲等）、視力検査、聴力検査、血圧測
定、尿検査（糖、蛋白、潜血等）、血中脂質検査（LDL‒c、HDL‒c、中
性 脂 肪 等）、肝機 能 検 査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ‒GT）、糖
代謝検査（血糖、ヘモグロビンA1c）、貧血検査（赤血球数、血色素
量、ヘマトクリット値）、心電図検査、胸部X線検査、ならびに検査
結果の判定と指導区分等を行います。

特定保健指導
特定健康診査結果から生活習慣病のリスク
が高く、生活習慣の改善による生活習慣病の
予防効果が期待できる受診者に対して、動機づ
け支援や積極的支援などの保健指導を通じ、
生活習慣を見直すサポートを行います。
※その他、保健指導として、糖尿病などの生活習慣病の重
症化予防や介護予防のため、運動習慣の定着化など生
活習慣改善指導を行います。

結核・がん等各種健診（検診）
結核健診
胸部エックス線検査を行います。
昇降リフト付きデジタルエックス線検診車の導
入により、寝たきりの方や車椅子の方も簡単に健
診を受けられます。
自分自身の健康を守ることはもちろんのこと、

胃がん検診
問診およびバリウムを用いた胃部エックス線検
査を行います。
40代以降で罹患率が高いものの、早期発見・治
療によりほぼ治癒するといわれています。

家族や友人などへの感染を防ぐためにも早期発
見、早期治療が重要です。

大腸がん検診
問診、便潜血検査2日法を行います。
便の中に含まれる目に見えないほどの血液を検
出できる手軽な検査です。
大腸がんは早期に発見し治療すれば、ほぼ治ると
いわれています。

乳がん検診
問診、視診及び触診、乳房エックス線検査（マン
モグラフィ）、乳房超音波検査を行います。
乳がんは早く見つければ負担の少ない治療が
でき、10年生存率が9割以上となるため、早期発
見が重要です。

子宮頸がん検診
問診、視診、子宮頸部の細胞採取および内診な
らびに細胞診を行います。

肺がん検診

子宮がんは早期発見、早期治療すればほぼ治癒
します。

問診および胸部エックス線検査、さらにハイリ
スク者については喀痰細胞診検査を行います。
男性のがん死亡の第1位であり、近年は女性の
罹患も増えています。
肺がんはかなり進行しないと自覚症状の出にく
い病気です。早期にがんを発見して適切な治療を
受けることができれば高い確率で治るといわれて
います。

骨粗しょう症検診
問診、骨塩定量検査を行います。
橈骨（腕の骨）のエックス線検査（DXA法）によ
り短時間に簡単で精度の高い検査を行います。

疾病予防および健康づくりを推進する事業
健診結果分析評価事業
疾病予防や健康づくり等、滋賀県民一人ひとりの健
康増進を図るため、財団において所有する各健診（検
診）データの結果分析及び評価を行い、健診実施市町
の経年の変化、推移を整理し、該当市町に還元します。

健康づくり事業
健康づくりの取り組みの裾野の拡大のため、生活習
慣病やロコモティブシンドローム対策、がん対策に対す
る運動指導や保健指導を必要とする住民に対し、
医師・
健康運動指導士・保健師の健康指導や健康教室等を
開催します。また、市町で実施されたデータヘルス計画
により明確になった健康課題に対する取り組みを支援
します。

普及啓発、調査研究、保健医療従事者等の人材育成を
推進する事業
健康づくり普及啓発事業
県民一人ひとりが健康づくりの知識を深め、
自分の健
康は自分で守るとの理念の下、疾病の予防、早期発見に
役立つ各種健診（検診）の受診率向上を図るために、各
種疾病の予防週間や強調月間等に合わせ、ポスター掲
示やリーフレット等を配布し、健康づくりの普及啓発に
努めます。

がん予防普及啓発推進事業
全国と比べ、低い状況にある県内
のがん検診受診率の向上を目指し、
県民をはじめ関係者や関係機関が
連携し、一体となって取り組むがん
予防の啓発イベントを開催します。

複十字シール募金運動事業

がん検診精度管理事業

結核予防にかかる啓発、研修、健診、検査などを行う
資金造成を図ることへの理解と協力を得るため、公益
財団法人結核予防会との連携の下、県・市町・滋賀県地
域女性団体連合会など各種団体の協力を得て、8月1日
～ 12月31日の期間を中心に複十字シール運動を展開
し、募金活動を行います。

県民の健康を保持し、死亡原因第１位であるがんの
早期発見に努めるため、がん検診検討会を設置し、精
度の高い検診を実施すべく精度管理のとりまとめを行
うとともに、がんの検診従事者研修会を開催し、検診従
事者の育成および資質の向上を図り、県民が安心して
がん検診を受けられる体制の整備を図るための取り組
みを進めます。

公衆衛生学会開催事業

保健医療従事者研修会開催事業

県内の公衆衛生関係業務に従事する者が一堂に会
し、日頃の調査研究の成果を発表し、分科会や講演会
を通じて相互に研鑽し、また、長年にわたり地域に貢献
した人を表彰し、本県の公衆衛生の向上を図ります。

県民の複雑多様化する保健、医療等ニーズに対応す
るためには、保健医療従事者間の情報の共有化およ
び緊密な連携が求められており、資質の向上と相互交
流を図るため、共通課題をテーマとした研修会を開催
します。

特定健診・特定保健指導実践者
育成研修事業

がん総合相談事業

特定保健指導従事者に対して「標準的な特定健康診
査・特定保健指導プログラム」
（改訂版）に示された保
健指導を効果的・効率的に実践できるよう人材育成を
目的に実践者等教育研修会を開催します。

がんに関する正しい知識の
普及と早期発見、早期治療を
勧奨するため、がん検診実施
時等において無料のがん相談
を実施します。

眼球、腎臓提供者の募集・登録、
眼球斡旋など

臓器移植を推進する事業

臓器移植コーディネーター設置および
臓器移植キャンペーン事業
臓器移植を推進するため設置し
ている臓器移植コーディネーターに
より、県民に対し臓器移植に関する
正しい知識の普及啓発活動を行い、
また、医療施設に対しては、臓器提
供に対する理解および協力を得て、
臓器移植が円滑に実施されるよう

腎臓バンク事業
腎不全患者の機能回復に資するため、腎臓移
植の推進に向け、死後の腎臓提供者の登録の
拡 大 を 図 る と 共 に、
献 腎 へ の 理 解、協 力
を広げ て、県 民 の腎
臓 病に対する保 健 衛
生 知 識の普及啓発を
行います。

体制整備を推進します。

アイバンク事業
善意の眼球提供者により、視力障害者の視力
回復に資するため、関係機関・団体等の支援及び
協力を得て、眼に関する保健衛生知識の普及啓
発と眼球提供者の登録拡大、提供眼球の摘出、
斡旋等に向けた取り組みを進めます。

県・市町・関係団体との連携を深め、

地域福祉・医療等の充実・補完する事業
療養所入所者一時帰省招待および

ハンセン病啓発事業

ハンセン病療養所に入所されている本県出身者を一
時帰省招待、ハンセン病に関する正しい理解と認識を
得るための講演会の開催やリーフレットの活用、現地学
習会を通じ正しい理解と認識を得るため啓発等を実施
します。

母子保健関連推進事業
●母子健康手帳別冊および母子保健カード配布事業

母子健康手帳別冊および母子保健カードを市町

を通じ対象者全員に配布し、妊娠および乳幼児の健
康管理・保健指導に役立て、母子保健の円滑な推進
に努めます。

●母子健康手帳別冊作成業務事業

妊婦および乳幼児の健康管理・保健指導によって、

滋賀県医師会健診データ電子化事業
医療制度改革に伴い､平成20年度から始まった特定
健診･後期高齢者健康診査を医療機関で受診した場合
にかかる費用請求のための､滋賀県医師会が構築した
請求システムに基づく電子化および結果通知書作成業
務を医師会から受託し､医療機関と連携の下､県下統一
した様式で一元的に処理することにより､くまなく特定
健診等事業の円滑な推進を図ります｡

母子ともに健やかに成長できるように、県・市町の保
健師等を交え、県下で統一的な取り扱いができる別
冊を作成し、円滑な乳幼児健診につなげます。

●妊婦委託健康診査費支払協力事業

市町が医療機関に委託して行う妊婦健康診査費

用の請求に係る請求書受理、仕分、点検および支払
事務に関する業務を市町から受託し、妊婦健康診査
費支払業務の円滑な推進を図ります。

