
 
 

 
 

特定保健指導支援システム 
－携帯電話を活用したメタボ予防指導－

System to Support Provision of Specific Health Guidance: 
Guidance Using Mobile Phones to Prevent Metabolic Syndrome 

あらまし  あらまし  

政府は2008年度から生活習慣病罹
り

患率の改善を目指し，特定健診・特定保健指導制度を

開始し，地方公共団体や企業健保組合といった医療保険者に被保険者への意識改善，生活習

慣指導を義務化した。特定健診の結果のレベルにより「情報提供」「動機付け支援」「積極的

支援」に分け，「積極的支援」では6箇月間で180ポイントの生活習慣指導が義務付けられて

いる。指導対象者の中でも働き盛りの40代～60代では，生活習慣改善の重要性を理解でき

ていても実際に食生活や運動での改善を行うのは容易ではない。また，限りあるリソース内

で，効率良く保健指導を行うことが必要とされている。 
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To reduce the prevalence of lifestyle diseases, the government started the program of 
Specific Health Checkups and Specific Health Guidance in 2008, obligating health insurers 
to provide guidance to insured parties and raise their awareness of lifestyle diseases.  
Examinees are classified into the levels of information provision, motivational support, and 
active support, based on their checkup results.  Among the examinees, those in their 40s to 
60s find it difficult to improve their diet and exercise though they understand the 
importance of doing so.  It is also necessary to give guidance without exceeding the limited 
resources available.  Under these circumstances, Fujitsu developed Gambare! Genki-kun, a 
system to aid in the provision of guidance to insured parties, and is starting an SaaS service.  
The system was verified in internal monitoring for one year, and its effects were confirmed 
on a numerical basis.  This paper outlines the system and presents the verification results. 
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野口直昭（のぐち なおあき） 

自治体ソリューション事業本部第一

ビジネス部 所属 
現在，国および地方自治体におけ

るクラウドサービスの企画立案に

従事。 
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ま え が き 

 毎年発表される国民医療費は，すでに年間34兆
円を超えており，なお年1兆円のペースで上昇を続

けている。全体の3割，10数兆円は，糖尿病，高血

圧，高脂血症といったいわゆる生活習慣病への対応

費である。これらはほかの疾病に比べて治療期間が

長く治療費も高くなっている。さらに国民医療費の

所得に対する割合も上昇を続けており，10％に迫

ろうとしている。40代での検査値が悪い人は，10年
後の医療費は3倍になるとも言われ，バランスのと

れた食生活や適度な運動など，国民一人一人の生活

習慣を改善することが国民医療費の上昇を抑制する

かぎであると言える。 
 政府は2008年度から生活習慣病罹

り

患率の改善を

目指し，特定健診・特定保健指導制度を開始し，地

方公共団体や企業健保組合といった医療保険者に，

被保険者への意識改善，生活習慣指導を義務化した。

指導の内容は，特定健診の結果のレベルにより「情

報提供」「動機付け支援」「積極的支援」に分け，

「積極的支援」では6箇月間で180ポイントの生活習

慣指導が義務付けられている（例：積極的支援の場

合，メールでのやりとり1往復で40ポイント）。 
 しかし，指導対象者（以下，対象者）である働き

盛りの40代～60代では，生活習慣改善の重要性は

理解できても，食生活の改善や必要な運動を実際に

行うのは容易ではない。 
 このような状況を踏まえ，富士通は医療保険者の

指導面の支援を行うべく，健康アシストシステム

「がんばれ！元気くん」の開発を行い，SaaS型サー

ビスの開始を行うこととした。 
 本稿では，メタボ改善指導に携帯電話を活用した

特定保健指導支援システム「がんばれ！元気くん」

の概要とモニタ検証結果を紹介する。 

特定健診・特定保健指導とは 

 特定健康診査の結果から生活習慣病の発症リスク

が高く，生活習慣の改善による生活習慣病の予防効

果が多く期待できる方に対して，生活習慣病を見直

すサポートを行う。特定保健指導には，リスクの程

度に応じて動機付け支援と積極的支援がある（図-1）。 
 上記の特定保健指導部分に対して，富士通は「が

んばれ！元気くん」を開発するに至った。 
 

 

出典：厚生労働省「本制度の概要と基本的なQ&A」より(1)

 

図-1 特定健康診査・特定保健指導とは 
Fig.1-Specific Health Checkups and Specific Health Guidance. 

464 FUJITSU. 61, 5 (09, 2010) 



 
特定保健指導支援システム －携帯電話を活用したメタボ予防指導－ 

開発コンセプトおよびサービス概要と機能 

● 開発コンセプト 
 がんばれ！元気くんの開発のコンセプトは以下の

とおりである。 
（1） SaaS型とすることで，イニシャルコストを抑

え，導入を容易にする。 
（2） 特定保健指導の継続率・改善率の確実な向上

を支援する（国の目標値は指導実施率45％）。 
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図-2 「がんばれ！元気くん」全体概要 
Fig.2-Overview of Gambare! Genki-kun. 

 

図-3 対象者における携帯電話からの入力画面 

（3） 有資格者である保健師・管理栄養士が在宅・

テレワークのスタイルでも保健指導に参画でき

るようにし，新たな地域雇用を創出する。 
（4） 効率的・効果的な保健指導が実施できるよ

う，指導内容を指導者と対象者が総合的に共有

し，指導力をアップさせる。 
（5） 携帯電話による簡単操作・継続指導で，対象

者が無理なく改善活動を継続できるようにする。 
● サービス概要と機能 
 がんばれ！元気くんを取り巻く概要を図-2に示す。

対象者は利用シーン，時間の制約を受けることなく，

食事内容や日々の運動記録データを携帯電話から送

信できる（図中①）。指導者は，通常業務の合間や，

手すきの時間帯で指導が行える（図中②）。以下，

対象者の利用形態を述べる。 
（1） 対象者の利用形態 

Fig.3-Mobile phone input screen for person receiving 
guidance. 

 対象者は携帯電話から，日々の測定・活動実績，

食事写真送信，問診，指導結果の確認および結果に

対する質問（双方向）などを，場所・時間の制約な

く利用できる。携帯電話上での入力画面を図-3に
示す。 
（2） 指導者の利用形態 
 指導者（保健師・管理栄養士）は，Web画面から，

個人概要確認，指導作成，食事分析（一覧表示），

計画設定，目標設定，問診結果の一覧などを使い，

効率的・効果的な指導を行える。 
 指導者のWeb画面を図-4に示す。対象者の情報を

分かりやすく配置し，指導が行いやすい構成にして

いる。 
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図-4 指導者側のWeb画面 

Fig.4-Web screen for guidance giver. 
 

実践効果および考察 

 本サービスは富士通社内での実践利用をはじめ，

地方公共団体での実証実験を行い，機能改善を繰り

返してきた。本章では，実践をとおして得た関係者

の評価，および実証実験の考察について述べる。 
● 保健師・管理栄養士および対象者の声 
【保健師・管理栄養士の声】 

（1） 生活習慣改善は，「一人で続けることが難し

い」ものである。この仕組みなら日々報告する

相手がいる，一緒に頑張る仲間がいる，と感じ

ながら日々の取組みを習慣化していける。 
（2） 新しい取組みで受診率向上と対象者の意識向

上が期待できる。 
（3） 集団指導，個人への訪問指導に加え，携帯電

話を活用した指導など，対象者の事情に合わせ

た方法が増えることは良いことである。コミュ

ニケーションツールとしても，非常に効果が高

いと思う。同様の仕組みを使って更なる活用の

方法が考えられるのではないだろうか。 
（4） 住民ニーズが多様化し，様々な業務が増大し

ている中で，このようなテレワークの仕組みを

使って，資格があっても育児や介護で働けない

仲間達の協力を得ることも可能となる。指導内

容が共有できるので指導者育成にも効果的である。 
【実践モニタ参加者（対象者）からの声】 

（1） 時間にとらわれずコメントがもらえ，写真を

確認することで実際の食事内容が正確に把握で

きた。 
（2） 食事写真を送るのがストレスになっていた

が，工夫して1回で送れるようにしたところ，改

めて自分の食事量にびっくりした。 
（3） 周囲の人と一緒に行うことがモチベーション

維持につながった。 
（4） 楽しみながら，無理をせず，自分のペースで

実施でき，褒めてもらうことで励みになって成

果を出せた。 
● 実際のモニタ参加者の効果｛社内実践モニタ

80名（期間は3箇月）｝ 
（1） 全体の9割に効果あり（各年代層に大きな効果

差はなく，満遍なく効果が出ている）。 
（2） 体重は平均約2.8キロ減少。減少率約4％で，

無理なく体重減。 
（3） 腹囲は約2.6センチ（ベルトの穴1個分）減。 
（4） 1日の平均歩数は8000歩以上。6割の参加者が

実施前に比べ1日あたりの歩数が3000歩以上増加。

日々30分以上のウォーキングの習慣化が実現。 
● 実証実験における考察 
（1） 業務効率 
 従来の保健指導では，指導のために対象者と指導

者のスケジュール調整や移動などの時間を必要とし，

また最低でも10分以上の面談を行わなければなら

なかった。さらに，指導者が対象者と密にコミュニ

ケーションを取りたくても，会社勤務，自営業，主
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婦などそのライフスタイルは様々であり，スケ

ジュールの都合などでタイミングよく面談ができな

いことがあった。これが，本サービスを使うことに

より，互いに時間や場所を気にすることなく，指導

者側はタイムリな支援をすることが可能となった。

また，対象者側もアドバイスがほしいときにすぐ指

導者側と連絡が取れるというメリットが生まれた。

さらにほかの指導者と業務を分担することも容易に

なった。特定検診・特定保健指導制度が発足したも

のの，65％の実施率目標に対して，いまだ受診率

は20～30％にとどまっている。対象者にとって魅

力的な指導として普及していけば，受診者を増やし，

実施率目標を達成できる可能性が高まる。 
（2） 満足度 
 従来の保健指導では，面談で指導した内容の理解，

行動への反映や，食事内容など本人からの申告は，

必ずしも客観的に確認できるものではなかったが，

今回の方法では，指導内容が行動に的確に反映され

たか，具体的な食事や生活状況などを客観的に把握

できる。また個々人の体重や，生活改善の状況がリ

アルタイムに分かるために指導満足度は高くなった。 
（3） 地域住民とのかかわり方の変化 
 従来の保健指導では，健康診断や定期的な面談時

しか住民とかかわることができなかった。しかし今

回の方法では，メールにより毎日でも状況を把握す

ることができた。これによって，対象者とのコミュ

ニケーションの頻度が上がり，生活習慣状況の把握

が確実にできることが観察された。 

課題と対策 

 社内実践ならびに実証実験での課題もあったが，

対策を講じながら本サービスに向けて準備を進めて

いる。 
（1） 課題と対策1 
 Webを使った指導を効果的に行える指導者（保健

師，管理栄養士）の育成および指導力向上の対策が

不可欠である。 
 本サービスは，対面的ではないため，指導者が対

象者に発信する指導文が明瞭であることが要求さ

れる。 
 対象者が理解しやすく，飽きない指導が効果を左

右する。 
 その対策として，Webでの指導力向上のために，

e-learningの仕組みを提案する。Webでの利用スタ

イル自体に慣れることと，事例に実際の食事写真を

用いることで，実践感覚を経験できる。また，指導

のナレッジ化が行えると，標準化につながり，個々

の経験値の個別ノウハウとの相乗効果でより幅広い

指導につながり，対象者にとって「指導を受ける楽

しみ」につながると考えられる。 
（2） 課題と対策2 
 対象者による携帯電話の操作について，短期間で

の習得が難しい高齢者や利用初心者への対策が不可

欠である。また対象者から，指導者が見ているもの

と同一のWeb画面（食事写真一覧など）で情報共有

を行いたいとの要望が多く見受けられる。 
 その対策として，モニタ検証時から，本サービス

化に向けて操作手順の改善と画面の見やすさを追求

した。例えば，一つ一つのボタンの名称も，「ログ

イン」を「入口」とするなど，少しでも分かりやす

くした。 
 本サービスでは，携帯電話からの利用シーン以外

に，日々の実施入力とグラフや食事写真一覧などの

参照Web画面（指導者側と同一Web画面）を準備し

た。その結果，仕事場や自宅のPCからアクセスす

ることも可能となった。 

そのほかの利活用シーン 

 健康アシストシステムがんばれ！元気くんは，特

定保健指導支援の基本要素を持ちながら，そのほか

の利用シーンでも活躍できると考えている。 
（1） シーン1：高齢者の見守り 
 独居高齢者の食事や運動を「見守る」観点で指導

を行う。定期的にコミュニケーションを取ることで，

健康維持をしながら生活の様子を見守る。 
（2） シーン2：学生や特定健診対象前の年代への

食育 
 食の大切さを指導しながら，食事バランスを指導

する。携帯電話の利用頻度が高いため，短期間でも

利用に慣れ，生活改善につなげる。 
（3） シーン3：地域の健康づくり 
 食事の写真を蓄積すると，地域別・年代別などで

分析が可能となる。医療費との関連性を検証するた

めにも，重要な食事データベース構築の手助けと

なる。 
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む  す  び 

 上記のそのほかの利活用シーンも踏まえ，多方面

で効果が見込まれる本サービスである。グローバル

な利用展開にもぜひチャレンジしたいと考えている。 
 最後に，著者もこのサービスをモニタとして実践

した結果と体感した結果を述べさせていただく。 
 その効果は，1年間で体重が96.7キロから83.2キ
ロの13.5キロ減少，腹囲も7センチは減少している。

特段，食事の量が減ったわけもなく，特別な運動し

たわけでもない。朝食をしっかり摂り，昼食の揚げ

物を控え，野菜を多く摂ることを最初に心掛けたこ

とで，効果が出てきた。日々1万歩のウォーキング

も習慣化した。食の大切さを認識し，野菜や肉の生

産者に感謝し，「いただきます」「ごちそうさま」を

恥ずかしがらず発することで今もリバウンドなく健

康を維持できている。そのきっかけを指導してくだ

さった指導者に感謝するとともに，家族の協力にも

感謝する日々である。 
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