
特定保健指導・保健指導 よくある質問（ＦＡＱ） 

Q 新型コロナウイルス感染症のこともあり、対面での面談に抵抗があります。 

A WEB（zoom）による遠隔面談も選択できます。 

Ｑ 「巡回面談」と「個別面談」の違いは？ 

Ａ 「巡回面談」とは… 

所属に一定数（７～９名程度）の対象者がいる場合、所属へ委託業者の健康相談員が直接

お伺いし、１日もしくは複数日をかけて順番に対面で面談（１人あたり 30 分程度）を受けて

いただくものです。所属単位で面談の日程や場所が決められていることが特徴です。 

  「個別面談」とは… 

 対象者と委託業者の相談員が直接日程調整などのやりとりをして、面談をおこなうもので

す。「巡回面談」と同じように、面談場所をご自身の勤務公署に指定することも出来ます。そ

の場合は、委託業者の健康相談員が直接お伺いします。「巡回面談」と違い、個人が面談の

日程や場所を決める必要があることが特徴です。 
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Q RIZAP（株）の特定保健指導を受けたいのですが、SOMPO ヘルスサポート（株）からの案

内が届きました。 

A RIZAP（株）の特定保健指導をお申込みいただくことが出来ますので、そのままお申込み

ください。当選の際は、共済組合から SOMPO ヘルスサポート（株）へ連絡します。 

Q 保健指導室（新クレセントビル）で特定保健指導を受けたいが、予約はどのようにすれば良

いですか。 

A 別紙「保健指導室の予約方法マニュアル」をご確認ください。 

Q 面談場所への移動に伴う旅費は請求できますか。 

A 旅費は請求できません。 



Q 保健指導に係る時間の服務の取り扱いはどうなりますか。 

A 交通局職員以外の職員については「職務に専念する義務」が免除されます。 

  交通局職員については「職務に専念する義務」の免除はありません。 

Q 巡回面談を予定していましたが、当日急用ができたため都合がつかなくなりました。 

A 個別面談へ切り替えますので、健康相談員（SOMPO ヘルスケア）と直接日程調整をお願

いします。 

Q 特定保健指導・保健指導はどのような内容ですか。 

A 支援形態により内容が異なります（下記参照） 

動機付け支援・動機付け支援相当【約３ヶ月】

初回面接

（電話 もしくは アプリ）

or

（対面 もしくは 遠隔）

最終評価

積極的支援（その１）【約５ヶ月】

初回面接

（対面 もしくは 遠隔） （電話 もしくは アプリ）

or

最終評価

or or or or

継続支援① 継続支援② 継続支援③ 継続支援④

積極的支援（その２）【約３ヶ月】

初回面接

（対面 もしくは 遠隔） （電話 もしくは アプリ）

or

最終評価

or

継続支援① 継続支援②

Q 初回面接の所要時間は何分ですか。 

Ａ 対面は 20～30 分、遠隔（ＺＯＯＭ）は 30 分です。 

Ｑ 継続支援・最終評価の電話の所要時間は何分ですか。 

Ａ 10～15 分です。 

Ｑ 継続支援の面接の所要時間は何分ですか。 

Ａ 対面は 20～30 分、遠隔（ＺＯＯＭ）は 30 分です。 



Q 特定保健指導・保健指導の対象者はどのような基準になりますか。 

A 以下のとおりです。 

次の判定値のうち、
該当するものはいくつあるか数える

血糖

脂質

血圧

空腹時血糖100mg/dl以上または
HbA1c(NGSP)5.6%以上

中性脂肪150mg/dl以上または
HDLコレステロール40mg/dl未満

収縮期血圧130mmHg以上または
拡張期血圧85mmHg以上

※両方を測定している場合は空腹時血糖を優先

あるない

右の判定値のうち、
該当するものはいくつあるか数える

情報提供
のみ

情報提供
のみ

動機付け
支援

動機付け
支援

積極的
支援

積極的
支援

0個 1個 2個 3個

喫煙習慣

BMIが25以上
BMI=体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

おへそまわりの腹囲が

男性 85cm以上 女性 90cm以上

あるない

0個 1個 2個以上

喫煙習慣

ない ある

あるない

 

指導判断基準（喫煙欄が斜線表示の場合、支援の判定に喫煙の有無は関係しません） 

判断基準 対象者：条件ＡまたはＢの該当者 支  援 

条件 腹囲 

腹囲データに追加 

されるリスク３項目 

血圧､血糖､脂質※1 

喫煙 

特定保健指導 

 （職員共済組合実施）※4 

保 健 指 導 

（事業主実施） 

40～64 歳 65～74 歳 40 歳未満 

Ａ 

男性 85cm 以

上 

女性 90cm 以

上 

２項目以上 - 
積極的支援※2 

動機付け支援 

 

健康づくり支援 

 

講話と 

簡単な実技等 

 

１項目 

あり 

なし 動機付け支援 

Ｂ 
上記以外で 

BMI 25 以上 

３項目  - 
積極的支援※2 

２項目 
あり 

なし 
動機付け支援 

１項目 - 



※１ 追加されるリスク項目に関する詳細は下記表をご参照ください。 

※２ ２年連続して積極的支援に該当した者のうち、１年目に比べ２年目の状態が改善してい

る者（※３）については、動機付け支援相当の支援を実施します。 

※３ BMI＜30 腹囲 1.0cm かつ体重 1.0Kg 以上減少している者  

    BMI≧30 腹囲 2.0cm かつ体重 2.0Kg 以上減少している者 

※４ 全国健康保険協会（協会けんぽ）加入者の特定保健指導は、全国健康保険協会が実施

します。 

 

■ 追加リスク項目 

（腹囲または BMI 値に加え生活習慣病危険因子として考慮される項目） 

 

■ メタボリックシンドローム判定基準と特定保健指導実施判定基準 

保健指導及び特定保健指導は、生活習慣病発症予防のためにメタボリックシンドロームの

解消を目的としています。そのため空腹時血糖値、HbA1c 値 の判定基準は、メタボリッ

クシンドローム判定基準よりも厳しくなっています。また、指導対象の判定には、喫煙歴も

条件に含みますので職員定期健康診断でメタボリックシンドロームと判定されなかった方

も保健指導または特定保健指導の対象となる場合があります。 

追加リスク項目指導判定基準 受診勧奨判定基準 

高血圧  収縮期血圧値 130 ㎜ Hg 以上 

または 

拡張期血圧値 85 ㎜ Hg 以上 

収縮期血圧値 140mmHｇ以上 

または 

拡張期血圧値 90mmHｇ以上 

高血糖  空腹時血糖値 100 mg/dl 以上 

 空腹時血糖が未実施の場合 

HbA１c 値（NGSP 値）5.6％以上 

空腹時血糖値 126mg/dl 以上 

空腹時血糖が未実施の場合 

HbA1c 値（NGSP 値）6.5％以上 

脂質異常 中性脂肪値 150 mg/dl 以上 

または 

HDL コレステロール値 39 mg/dl 以下 

中性脂肪値 300 mg/dl 以上 

または 

HDL コレステロール値 35 mg/dl 未満 



保健指導室の予約方法

①desknet’s NEOを開き、「施設備品予約」を押す。

②「表示」のタブから「行財政局（施設・設備）」を選択する。



保健指導室の予約方法

③予約を取りたい日を画面に表示させる。

④予約を取りたい日の保健指導室の欄をダブルクリックする。

・例えば、22日（水）に予約を取りたい

場合は、22日（水）の欄をダブルク

リックします。

・先約がある場合、時間と予約者の名

前が表示されています（閲覧制限の

ある場合は鍵のマークのみです）。



保健指導室の予約方法

⑤予約に必要な情報を設定・入力する。

・「日時」には、使用する時間を設定します（面談時間は約30分間です）

・「利用目的」には、「特定保健指導・保健指導」と入力してください。

・予約内容は誰でも見られる状態になっています。

もし他の職員に見られたくない場合は、「閲覧先」を「厚生課」のみに設定

してください（次ページ参照）。

⑥下部の「追加」ボタンを押して、予約完了です。



保健指導室の予約方法

⑦「閲覧先」の「すべてのユーザー」を押す。

⑧「選択ユーザー」の隣にある○印を押して、

その下にある「選択」ボタンを押す。

※保健指導室の予約情報の閲覧を「厚生課」のみにする場合



保健指導室の予約方法

⑨下記の順番通りにボタンを押す。

①

②

③

ここにスケジュールを閲覧できる職員が
表示されます。
①にて「衛生管理担当」を選ぶことで、
特定保健指導に関係する職員のみが閲覧
できるように選択されます。

⑩上記①～③まで終わったら、前々ページの⑥に戻ります。

①「厚生課」の「衛生管理担当」を選択します。

②「名称」の左隣にあるアイコンを押します。

③画面右下の「OK」を押します。
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