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「メタボリックシンドローム判定」欄

8学会基準に準じ、
空腹時血糖≧110mg/dL 
「HｂA1c」のみ測定者の場合
→ HbA1c≧5.5％

基準該当基準該当：
腹囲基準に加えて2項目以上該当した者

予備群該当予備群該当：
腹囲基準に加えて1項目該当した者

/ 非該当非該当 / 判定不能判定不能

空腹時血糖
≧ 100mg/dl
又は

HbA1ｃ≧ 5.2％

「保健指導レベル」欄

積極的支援 / 動機付け支援

/ なし / 判定不能

（裏面）

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ判定



１．動機付け支援１．動機付け支援

（１）支援形態（１）支援形態
 面接による支援のみ。面接による支援のみ。

 個別支援（個別支援（11人人2020分以上分以上）またはグループ支）またはグループ支
援（援（11グループグループ88人以下、人以下、8080分以上）分以上）

（２）支援期間、頻度（２）支援期間、頻度
・・ 原則原則11回回
・・ 面接（行動計画作成の日）から面接（行動計画作成の日）から66ヶ月経過後ヶ月経過後
に実績に実績 評価評価を実施を実施



２．積極的支援２．積極的支援

（１）支援形態（１）支援形態

・・初回時に面接による支援初回時に面接による支援：：

個別支援（個別支援（11人人2020分以上分以上）またはグループ支）またはグループ支
援（援（11グループグループ88人以下、人以下、8080分以上）分以上）

・・33ヶ月以上の継続的な支援ヶ月以上の継続的な支援
個別支援個別支援A/BA/B、ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援、、ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援、電話電話A/BA/B、、
ee--mail mail A/BA/B （（FAXFAX、手紙、手紙等等））

（２）支援期間（２）支援期間

 初回初回面面接（行動計画作成の日）から接（行動計画作成の日）から66ヶ月経ヶ月経

過後に実績評価過後に実績評価を実施を実施



３３．特定保健指導の流れ．特定保健指導の流れ

（１）特定保健指導利用券の確認（１）特定保健指導利用券の確認

 特定保健指導区分の確認特定保健指導区分の確認

（動機付け支援（動機付け支援 or or 積極的支援）積極的支援）

（２）健診結果の確認（２）健診結果の確認

①① 特定健診と特定保健指導を同じ機関で実特定健診と特定保健指導を同じ機関で実
施した場合、記録が保管されている。施した場合、記録が保管されている。

②② 特定健診と特定保健指導を別の機関で特定健診と特定保健指導を別の機関で
実施する場合、実施する場合、健診記録は本人持参の結果健診記録は本人持参の結果
表で見ていく。表で見ていく。

＜＜事前準備事前準備＞＞
・場所、日時・場所、日時
・指導教材等・指導教材等



（３）初回面接時の具体的内容（３）初回面接時の具体的内容（抜粋）（抜粋）

・・ 生活習慣と健診結果の関係、生活習慣の振生活習慣と健診結果の関係、生活習慣の振
り返り⇒生活習慣改善の必要性の説明り返り⇒生活習慣改善の必要性の説明

・・ 食事、運動等生活習慣改善に必要な実践的食事、運動等生活習慣改善に必要な実践的
な指導な指導

・・ 必要な社会資源を紹介、活用できるよう支援必要な社会資源を紹介、活用できるよう支援

・・ 体重及び腹囲の計測方法について説明体重及び腹囲の計測方法について説明

・・ 対象者対象者のの行動目標、評価時期の設定を支援行動目標、評価時期の設定を支援

・・ 対象者とともに対象者とともに行動計画を作成行動計画を作成（様式参照）（様式参照）



４．４．特定保健指導支援計画特定保健指導支援計画
及び実施報告書及び実施報告書（別添資料参照）（別添資料参照）

 委託・直営に関わらず必要委託・直営に関わらず必要

 積極的支援だけでなく、動機付け支援の場合積極的支援だけでなく、動機付け支援の場合
も必要も必要

 様式例様式例のの項目は項目は、最低限記載すべき内容、最低限記載すべき内容

（１）（１）11回目の請求時（初回面接終了後）、回目の請求時（初回面接終了後）、

電子化して報告する項目電子化して報告する項目
（２）実績評価完了時までに順次記入し、（２）実績評価完了時までに順次記入し、

電子化して報告する項目電子化して報告する項目



４．４．特定保健指導支援計画特定保健指導支援計画
及び実施報告書及び実施報告書（別添資料参照）（別添資料参照）

○○ １～６（終了年月日以外）１～６（終了年月日以外）

○○ ７７ 継続的な支援の支援形態・ポイント継続的な支援の支援形態・ポイント

○○ １０１０ 行動目標・行動計画（目標値：腹囲、行動目標・行動計画（目標値：腹囲、
体重、一日の削減目標エネルギー等）体重、一日の削減目標エネルギー等）

○○ １１１１ 保健指導実施状況保健指導実施状況

１）１） 初回面接における支援（腹囲、体重、血圧、初回面接における支援（腹囲、体重、血圧、
行動変容ステージ）行動変容ステージ）

（１）初回時記入（１）初回時記入



学習教材C－７

支援計画との関連

 一日の削減目標

エネルギー
一日の運動による
目標エネルギー
一日の食事による
目標エネルギー



継続的な支援の支援形態・ポイント継続的な支援の支援形態・ポイント

・・ 初回の面接・計画作成、評価は、ポイントに初回の面接・計画作成、評価は、ポイントに
含まない。（ただし、実績評価を継続的な支援含まない。（ただし、実績評価を継続的な支援
の最終回と一体として実施しても可）の最終回と一体として実施しても可）

＜別添資料図表１４参照＞＜別添資料図表１４参照＞

 支援支援AA（積極的関与タイプ）（積極的関与タイプ）160160ポイント以上ポイント以上

 支援支援BB（励ましタイプ）（励ましタイプ）2020ポイント以上ポイント以上

 合計「合計「180180ポイント」はポイント」は最低条件最低条件

 電子メール・電子メール・FAXFAX・手紙等は・手紙等は一往復一往復をを11単位単位
 支援支援11回当たりの最低時間、算定上限回当たりの最低時間、算定上限



継続的な支援の支援形態・ポイント例継続的な支援の支援形態・ポイント例

 初回面接初回面接

（個別支援（個別支援2020分以上又はｸﾞﾙｰﾌﾟ支援分以上又はｸﾞﾙｰﾌﾟ支援8080分以上）分以上）

 継続的な支援のうち、継続的な支援のうち、支援支援AAの形態と日程調整の形態と日程調整

（個別支援（個別支援2020分（８０）分（８０）22回→計回→計160160ポイント）又はポイント）又は

（ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援８０分（８０）（ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援８０分（８０）11回、個別支援回、個別支援2020分（８０）分（８０）

→計→計160160ポイント）ポイント）

・支援・支援AAと支援と支援AAの間を支援の間を支援BBででモチベーションモチベーション

（電話（電話BB 55分（１０）分（１０）22回→計回→計2020ポイント）又はポイント）又は

（電子メール（電子メール 11往復（５）往復（５）44回→回→2020ポイント）ポイント）

※予備日の設定等



保健指導に必要な質問票保健指導に必要な質問票

①① 標準的な質問票標準的な質問票（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ確定版別紙３）（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ確定版別紙３）

・・ 健診時に記入健診時に記入

・・ 食習慣、運動習慣等の情報提供に活用食習慣、運動習慣等の情報提供に活用

・・ 質問項目２１：質問項目２１：行動変容ステージの把握行動変容ステージの把握

②② 詳細な質問票詳細な質問票

・・ 保健指導時に適宜使用保健指導時に適宜使用

・・ 対象者自身が生活習慣を振り返るきっかけ対象者自身が生活習慣を振り返るきっかけ

・・ 生活習慣の変化を把握生活習慣の変化を把握【【改善度の評価改善度の評価】】

例：健康増進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（事後指導版）の
アセスメント票



４．４．特定保健指導支援計画特定保健指導支援計画
及び実施報告書及び実施報告書（別添資料参照）（別添資料参照）

①中間評価：①中間評価：腹囲、体重は必須腹囲、体重は必須

・・生活習慣の改善（栄養・食生活）⇒

・生活習慣の改善（身体活動） ⇒

・血圧・血圧

・生活習慣の改善（喫煙）・生活習慣の改善（喫煙）

②②66ヵ月後の実績評価：ヵ月後の実績評価：腹囲、体重、生活習慣の腹囲、体重、生活習慣の
改善（栄養・食生活）、（身体活動）改善（栄養・食生活）、（身体活動） は必須は必須

・血圧、・血圧、 （喫煙）（喫煙） は情報を入手した場合に入力は情報を入手した場合に入力

（２）（２）66ヵ月後の実績評価終了時までに順次記入ヵ月後の実績評価終了時までに順次記入

少なくとも委託の
場合は必須項目

情報を入手した場合に入力

（手引き付属資料7参照）



実績評価実績評価

 面接又は通信等面接又は通信等（電子メール、電話、（電子メール、電話、FAXFAX、、
手紙等）による実施手紙等）による実施

 通信等の場合は、双方向のやり取りにより評通信等の場合は、双方向のやり取りにより評
価に必要な情報を得る価に必要な情報を得る

 積極的な支援の場合は、継続的な支援の積極的な支援の場合は、継続的な支援の
最終回と一体のものとして実施しても可最終回と一体のものとして実施しても可

 終了時評価ができない場合の扱い終了時評価ができない場合の扱い

「「66ヵ月後の評価ができない場合の確認回数」ヵ月後の評価ができない場合の確認回数」

（督促回数）を医療保険者に報告する必要（督促回数）を医療保険者に報告する必要



５．途中終了等の取扱い５．途中終了等の取扱い

（１）服薬（受療）を開始した者の取扱い（１）服薬（受療）を開始した者の取扱い

①① 階層化の後に服薬を開始した場合階層化の後に服薬を開始した場合

主治医と相談の上、医師による服薬指導か、主治医と相談の上、医師による服薬指導か、

それをやめて特定保健指導とするかを判断それをやめて特定保健指導とするかを判断

②② 指導開始後に服薬を開始した場合指導開始後に服薬を開始した場合

主治医と相談の上、医師による服薬指導を主治医と相談の上、医師による服薬指導を

継続する場合、その時点で特定保健指導を継続する場合、その時点で特定保健指導を
終了し実施分の請求か、完了まで継続する終了し実施分の請求か、完了まで継続する
かを判断かを判断



５．途中終了等の取扱い５．途中終了等の取扱い

（２）途中終了（脱落）の取扱い（２）途中終了（脱落）の取扱い

・・ 実施予定日、代替日の欠席等、最終利用実施予定日、代替日の欠席等、最終利用
日から日から未利用のまま未利用のまま22ヶ月経過した時点でヶ月経過した時点で保保

健指導機関から医療保険者及び対象者に健指導機関から医療保険者及び対象者に脱脱
落認定通知。落認定通知。

・・ 通知後、通知後、22週間以内に対象者から再開依頼週間以内に対象者から再開依頼

がない限り、自動的に脱落・終了と確定。がない限り、自動的に脱落・終了と確定。

・・ 保健指導機関から医療保険者（必要時対保健指導機関から医療保険者（必要時対
象者へも）象者へも）確定通知と同時に、終了時請求確定通知と同時に、終了時請求



６．請求・決済６．請求・決済

（１）回数（１）回数

・個別契約の場合、・個別契約の場合、11回でも複数回でも可回でも複数回でも可

・・集合契約の場合、開始時と完了時の集合契約の場合、開始時と完了時の22回を基本回を基本

（２）請求算定額（２）請求算定額

・個別契約の場合、各回の請求額（配分ルール）・個別契約の場合、各回の請求額（配分ルール）
を契約に定める必要を契約に定める必要

・・集合契約の場合、動機付け支援では８：２、積集合契約の場合、動機付け支援では８：２、積
極的支援では４：６を基本極的支援では４：６を基本



保健指導の基本的考え方保健指導の基本的考え方

保健指導の目的：保健指導の目的：

対象者自身が自分の健康に関するセルフケア対象者自身が自分の健康に関するセルフケア
（自己管理）ができるようになる（自己管理）ができるようになる

行動変容理論の活用

・ 健康上の問題を自ら認識する力を育成

・ 主体的に問題を解決する力を育成



（３）初回面接時の具体的内容（３）初回面接時の具体的内容（抜粋）（抜粋）

＜役割分担の一例＞＜役割分担の一例＞

・・ 食事、運動等生活習慣改善に

必要な実践的な指導

・ 必要な社会資源を紹介、活用できるよう支援

・ 体重及び腹囲の計測方法について説明

・ 対象者の行動目標、評価時期の設定を支援

・ 対象者とともに行動計画を作成

・ 生活習慣と健診結果の関係、生活習慣の
振り返り⇒生活習慣改善の必要性の説明

役割分担：役割分担：
医師医師

役割分担：
コメディカル
スタッフ



特定保健指導の実施者



専門的知識及び技術を専門的知識及び技術を有する者有する者

（１）保健指導事業の統括者（１）保健指導事業の統括者

 常勤の医師・保健師・管理栄養士常勤の医師・保健師・管理栄養士

（２）初回面接、計画作成、評価の実施者（２）初回面接、計画作成、評価の実施者

・・ 医師、保健師、管理栄養士医師、保健師、管理栄養士

・・ 看護師（看護師（一定一定の保健指導のの保健指導の実務経験実務経験のある者）のある者）

※※ 定義は通知にて示される予定定義は通知にて示される予定

※※ 平成平成2424年度末まで年度末まで



専門的知識及び技術を有すると専門的知識及び技術を有すると認められる者認められる者

（１）食生活の改善指導に関する専門的知識及（１）食生活の改善指導に関する専門的知識及
び技術を有すると認められる者び技術を有すると認められる者

①① 看護師、栄養士等であって看護師、栄養士等であって、食生活改善指導担当者研修、食生活改善指導担当者研修
（（3030時間）を受講した者時間）を受講した者

②② ①に定める者と①に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者同等以上の能力を有すると認められる者

（２）運動指導に関する専門的知識及び技術を有（２）運動指導に関する専門的知識及び技術を有
すると認められる者すると認められる者

①① 看護師、栄養士等であって看護師、栄養士等であって、運動指導担当者研修、運動指導担当者研修
（（147147時間）を受講した者時間）を受講した者

②② ①に定める者と①に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者同等以上の能力を有すると認められる者

※※ 要件は別途通知にて示される予定要件は別途通知にて示される予定




