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要旨 
 

 日本では生活習慣病予防の目的で特定保健指導が実施されているが、実施率は国の掲げる目標値と大きな

乖離があり、改善が必要な事業だ。特定保健指導の初回面談には、対象者が自宅から参加できるICT面談の

導入が進んでいるが、その効果は未だ研究が進んでいない。本研究では、ICT面談を導入している自治体・

企業、ICT面談を利用した住民を対象に調査を実施した。自治体や企業の実施担当者からは、高齢者の多い

国保の対象者にICTを活用した支援を展開する難しさが示唆され、利用者自身の健康意識やICTへの理解度

によって支援効果が異なることが明らかとなった。支援の効果については、どの自治体・企業でも経年的な

効果検証が出来ていなかった。調査を経て、ICT面談が普及するにはあと10年程度かかることが予測され、

今後はICTを活用した保健指導の効果検証の蓄積や効果的なICT支援のあり方を検討していく必要がある。 
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1 背景 
1.1 研究背景 
日本では高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

き、40歳以上74歳以下の国民に対して特定健康診査

を実施し、生活習慣病の発症リスクに応じて特定保

健指導が実施されている。特定保健指導の対象者は

2018年時点で全国に約500万人いるが、終了率は

23.2%1)に止まっており、国が2023年までの目標値と

している45%2)とは大きな乖離がある。 
特定保健指導では、開始時に保健師等と「初回面談」

を行うことが義務付けられており、近年では「ICT面

談」を実施する自治体・企業がある。ICT面談は、2013

年から段階的に開始3)され、2017年度からはICTを活

用した初回面談に事前届出が不要になるなど、導入

を促進する動き4)が強まっている。しかし、現時点で

ICT面談を導入している自治体は、全国の都道県庁所

在地(47箇所)のうち8箇所5)にとどまり、効果や利便

性については未だ研究が進んでいない。 
本研究では、自治体の特定保健指導における ICT 面

談の実施現状や効果を明らかにし、今後特定保健指

導を自らの生活習慣病予防のために活用する者が増

えるような支援形態のあり方を検討する。 
1.2 用語の定義 
• ICT (Information and Communication Technology)は
情報通信技術を表す。 

• インターネット接続端末とは、パソコン、スマー

トフォン、携帯電話などのインターネットへ接続

することが可能な端末を指す。 
• プッシュ型とは必要な情報をユーザーの能動的

な操作を伴わず、自動的に配信されるタイプの技

術やサービス6)を示す。 
 

2 方法 
2.1 研究デザイン 
 質的記述的研究 
2.2 研究対象者 
特定保健指導にICTを活用している自治体（都道府

県庁所在地及び東京都、神奈川県）のうち、HP等に

事業内容を公開している自治体・企業へ研究協力依

頼を行い、研究協力への同意が得られた下記①~③
の者を対象とした。 
① 特定保健指導にICTを活用している自治体のう

ちHPに事業内容を公開している4自治体の職員 
② 自治体のHPで委託先が特定でき、企業のHPで事

業を受託できると公開している企業2社の職員 
③ ①にて協力を得られた自治体のうち、住民への調

査が許可された自治体で、ICT面談を利用した経

験のある者 
2.3 データ収集期間 
2020年11月2日（月）〜2020年12月31日（木） 
なお、20年度のデータは事業が開始される10月分の

み収集した。 
2.4 データ収集方法 
インタビュー法は、A, B, C市、E社を対象に、30~60
分程度の半構造化インタビューを実施した。なお、

対象者の都合・感染対策が十分にされている場所で、

許可を得てインタビュー内容を録音して記録した。 
アンケート法は、D市の保健師・利用者、F社を対象

に、メールもしくは紙面での無記名・自記式アンケ

ートを実施した。 
当初はインタビューのみで実施する予定だったが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か

ら、研究対象者(以下、対象者とする)の希望によって

一部アンケートによるデータ収集を行った。 



2.5 調査項目 
＜自治体・企業の担当職員＞ 
特定保健指導の実施方法・普及の現状（ICTを活用

した支援のメリット・デメリットを含む）、特定保健

指導の実施効果、対面面談とICT面談の比較、事業の

委託・受託状況、今後の課題 
＜D市の利用者＞ 
対面面談とICT面談の比較、ICTを活用した支援等

に関する満足度、今後利用してみたい保健指導 
2.6 データ分析方法 
インタビューは、対象者の同意を得て録音した。録

音をもとに逐語録を作成し調査項目に沿ってコード

化（以下「」にて示す）をした。また、内容の類似

性で分類・整理し、サブカテゴリ（以下《》にて示

す）、カテゴリ（以下【】にて示す）の順に生成した。 
アンケート内容はインタビューのデータと同様に

分類・整理した。これらの分析においては、地域看

護学の指導教員から助言を受け実施した。 
2.7 倫理的配慮 
研究の目的、データは厳重に保管し、個人名・自

治体や企業の名前は全て匿名化してプライバシーを

保持すること、研究成果は大学内で発表をすること

を口頭と文書で説明した。参加は自由意思であり、

同意をしなくても一切の不利益を被ることはないこ

とを伝え、同意を得た。 
 なお、アンケート方法では上記内容を文書で説明

し同意が得られる方のみ返送してもらった。 
 
3 結果 
3.1 自治体・企業の調査結果 
3.1.1自治体・企業の概要 
本研究で調査した自治体の概要を表1に示す。4市で

は初回面談にICT面談を導入しており、積極的支援

は全て外部委託している。対象者の職種は、A市が事

務職、B,C,D市は保健師と管理栄養士だった。 
企業は2社（E,F社）であり、初回面談にICT面談を

導入している。E社は自治体から事業を受託してい

るが、F社は20年度の受託はほとんどなかった。対象

者の職種は、E社が管理栄養士、F社が保健師だった。 
表 1：調査自治体の概要 
人口規模：各自治体の HP参照（2020年 10月時点） 
実施率：数値(A市 17年度,B市 18年度,C市 19年度,D市 16年度) 
* 3件のうち 1件は前年度から継続して利用している者を示す 

 A市 B市 C市 D市 

⼈⼝規模 
約43
万⼈ 

約98
万⼈ 

約56
万⼈ 

約68
万⼈ 

実施
率 

合計 12.9% 13.0% 18.5% 28.6% 
動機付 - 14.5% 21.5% - 
積極的 - 7.4% 7.4% - 

ICT 
実績 

17 年度 1 件 
2020. 
10⽉ 
開始 

- - 
18 年度 4 件 - - 
19 年度 2 件 5 件 13 件 
20 年度 - 5 件 3 件* 

3.1.2 ICT面談の実施状況 
自治体は実施件数について【ICT面談の件数が少数】

であること、導入の経緯としては【感染対策、国の

指針が主であり、選択肢の一つとして導入した】こ

と等の7カテゴリ、企業は5カテゴリが抽出された。

自治体からは、ICT面談導入に際し、ICTを面談ツー

ルとしてのみ捉えるのではなく、情報をタイムリー

に発信できる強みを活かした《プッシュ型が重要》

であることや、《平日の日中に参加が難しい対象者へ

のアプローチ方法》として、ICTの潜在的可能性への

期待を示唆する4サブカテゴリを含んでいた。 
3.1.3 ICT面談のメリット・デメリット 
ICT面談のメリットは【ICTは利便性とデータ活用

の役割を持つ】等の11カテゴリ（自治体7,企業4）が

抽出された。《データの活用から市民へ還元してい

く》ことは、行政保健師がICTを活用する際に重要だ

という語りも得られた。一方、デメリットとしては

【インターネット利用に伴うトラブル】や【ICT活用

のニーズがない】可能性がある等の5カテゴリ（自治

体3,企業2）が抽出された。また、F社の職員より、

ICT面談では「自然なコミュニケーションが難しい」

ことがデメリットとして挙げられた。 
3.1.4 対面面談とICT面談の比較 
対面とICT面談を比較し、自治体からは【まだICT利
用者が一部に限られているため効果を検証できない】

【ICT面談はやりにくい】等の4カテゴリ、企業から

は【ICTと対面形式では手法も効果も差はない】等の

2カテゴリが抽出された。【ICT面談はやりにくい】こ

とは、B市で委託先企業から、対面とICTでは指導時

の《情報量に差が出てやりにくい》ことが語られた。 
3.1.5 ICT面談が普及しにくい理由 
ICT面談が普及しにくい理由は【高齢の対象者は、

ICTに馴染みがなく普及は進まない】等の4カテゴリ

（自治体3,企業1）が抽出された。社会的にICT化が

進んではいるが、対象者によっては「『Wi-Fiって何

ですか』っていうところから始まってしまう」ため、

年齢層によってICTへの理解度が異なり、特に高年

齢層では普及しづらいという現状が示された。 
3.1.6 ICT面談の効果・評価 
自治体の職員よりICT面談は【2つの方法（病院か民

間委託）で実施する】中で【初回面談の手段の一つ

である】ことが語られ、その評価として【対象者の

満足度は悪くはない】など3カテゴリが抽出された。 
事業全体の効果については、利用者の体重減少など

【特定保健指導の成果は見られる】としながら、現

状の【目標は実施率をあげること】で、【手段よりも

（利用者の）意識改善が重要】だと語られた。 
3.1.7 ICTの活用に必要な視点 
ICTの活用に必要な視点については6カテゴリが抽

出され、【さまざまな人のニーズを充足する方法の整

備】が重要であり、【利便性だけではICTの活用はで

きない】ことや【ICT利用に関するデータ分析の必要

性】があることが語られた。また、【画面越しの保健



指導は従来のものと異なる】ことも語られ、対面面

談で保健師が観察項目としている細かい事項（身な

りや仕草など）がICT面談では見にくいことから、

「プラスαなテクが必要」であることが示唆された。 
3.1.8 今後の課題 
今後の展望・支援形態について自治体では【10年後

ごろにはICT面談が普及している可能性がある】、

【対象者自身の意識変容へ働きかける】、【行政と民

間企業の連携によってより良い支援が生まれる】等

の6カテゴリ、企業では2カテゴリが抽出された。 
 
3.2 住民への調査結果 
3.2.1 収集したデータの概要 
調査協力の得られたD市の住民の中で19-20年度に

ICT面談を利用した全15名にD市よりアンケート用

紙を送付してもらい60歳代男性4名、60歳代女性3名、

70歳代女性2名の計9名(回収率60%)から回答を得た。 
3.2.2 対面面談とICT面談の比較 
対面面談とICT面談を比べると、利用者からは【対

面でもICTでも内容は変わらない】【利用者次第で効

果は変わる】等の7カテゴリが抽出された。 
ICT面談の良かった点（自由記述）としては、【ICT
面談では自宅から受けられる点が便利である】こと、

良くなかった点（選択式、複数選択可能）としては、

アプリの使い方がわからない人が2名、コミュニケー

ションが取りづらいと感じた人が3名、資料が読みづ

らいと感じた人が2名いた。 
3.2.3 ICT面談の満足度 
満足度の結果を図1に示す。5段階評価のうち満足し

ている（4,5を選択）と回答した者が7名中3名（42.8%）
おり、【ICT面談を契機に自己の健康意識が高まった】

という意見が得られた。満足していないと回答した

者からは【タブレットの使い方が分からない、馴染

みがない】等という意見があった。 

3.2.4 今後利用してみたい保健指導・支援形態 
今後利用してみたい保健指導として、遠隔面談や遠

隔指導を希望した人が4名、アプリによる生活習慣の

管理を希望した人が4名いた。また、事業への感想と

して、【ICT面談と対面面談がどちらも受けられる体

制を希望する】という意見も得られた。 
 
4 考察 
4.1 ICT面談の実施状況 
ICT面談は2013年より導入されているが、運用の進

んでいる自治体は多くない。調査を行った自治体で

は、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う【感

染対策】や【国の指針】を踏まえ、【選択肢の一つと

して導入】した経緯や《平日の日中に参加が難しい

対象者へのアプローチ方法》として導入し、特定保

健指導の実施率向上を図る狙いがあったが、導入か

らの年数が短く、客観的な評価は難しかった。 
4.2 ICT面談の効果・評価 
4.2.1 自治体・企業側の評価 
ICTを用いた支援の効果は、事業開始から年数が浅

く、経年的な評価や効果検証が出来ていない現状に

ある。本研究で対象とした自治体・企業でも経年的

評価や効果検証が課題となっていた。 
ICT面談は指導者・利用者の双方にとって利便性が

高く、遠隔で実施できることからコロナ禍での普及

が期待されている。しかし、普及が進まない要因と

して、高齢の対象者はICTに馴染みがなく活用が難

しいことや、接続・操作におけるトラブル対処のた

めに指導者の負担が大きいこと等が考えられた。 
なお、E社では実施内容や時間に違いがないことか

ら、【ICTと対面形式では手法も効果も差はない】と

評価していた。ICT面談を多く扱うF社では、費用が

抑えられるというメリットはあるが、自然な会話や

触診ができないことなどがデメリットとして挙げら

れ、保健指導の質に直結するコミュニケーションの

部分では課題が多い現状が語られた。ICTはマンパ
ワー不足、疾病予防といったさまざまな問題・課題

に対応できるものであり、時代の流れからも、より

導入の方向へ進むものであると予想7)されており、

ICTを活用することは有用である可能性が高い。し

かし、保健指導の目的は利用者の健康度の向上など

常に利用者自身にどのような効果があったかを中心

に評価する必要がある。そのため、コミュニケーシ

ョンに関する課題は、指導者の面接スキル向上を図

ることで改善し、実際の指導効果について利用者自

身にどのような変化があったのか、また良い変化が

あった場合はそれを継続できているのかという視点

で、今後検証していく必要がある。 
4.2.2 利用者の評価 
『満足している』という回答をした方からは【自宅

で受けられる点が便利】であったことや【ICT面談を

契機に自己の健康意識が高まった】ことが挙げられ

た。一方で、『満足していない』もしくは『どちらで

もない』という回答をした方からは【タブレットの

使い方が分からない、馴染みがない】【対面面談の方

が、報告しなければと、モチベーションが上がる】

などの意見があった。このことから、ICTがうまく活

用されて、健康意識の改善に繋がった場合や円滑な

実施ができた場合には満足度が高い傾向にあり、

ICTがうまく活用できなかった場合や直接会うこと

に重きをおいている方の場合は満足度が低い傾向に

あると考えられる。 
4.3 ICTを活用していく上で重要な視点 
ICTを活用した保健指導を実施するにあたり保健

師が関与するメリットは、《本人と家族、周辺の環境

図 1：住民の満足度（5段階評価） 



を統合した支援を提供できる》ことにある。そのた

め、自治体保健師は、他職種・委託先と連携を図り

ながら、十分な事業評価を実施し、地区の健康ニー

ズと併せてアセスメントを行う中で、地域全体の健

康度向上へ繋げる必要がある。加えて保健師は【画

面越しの保健指導は従来のものと異な】り「プラス

αなテク」（観察や言葉かけ）が必要となることを踏

まえ、信頼関係構築の工夫をすることが求められる。 
また本研究では、ICTを活用した様々な保健事業を

通じて、《年齢によって好まれる手法が異なる》こと

が分かった。自治体で保健指導として実施する選択

肢の一つとしてICT面談を導入する際には、利用者

それぞれのICT適応の力が異なることを前提とし、

利用希望者への十分なサポート体制の整備が必要だ。

ICT 導入時には操作に対する不安や面倒などのネ

ガティブな印象を与えないように配慮する必要8)で

あり、そうした細かい支援を充実していくことで、

どの世代でも実施可能な支援へと繋がると考える。 
4.4 特定保健指導の実施に関する今後の課題 
特定保健指導の対象者は、自覚症状のない人も多く、

各行動変容ステージに応じた支援が必要だ。D市の

担当職員から「対象者ご自身の意識」によって支援

の効果が異なることが述べられ、「手段を変えても利

用数は伸びない」可能性があることが示唆された。

この状況を打開するためには、対象者に《保健指導

の必要性を感じてもらうこと》が重要であり、その

ための働きかけは引き続き実施していく必要がある。

また先行研究では、ICT面談の普及について、インタ

ーネット上での援助的コミュニケーションのむずか

しさに対して、保健指導の初回は面接を基本に顔の

見える関係を維持して、信頼関係のもとでインター

ネットツールを利用する技術を用いる9）と良いとい

う見解があった。初回面談のみならず継続支援の段

階でICT面談を活用すると、利用者の行動変容ステ

ージに応じた介入がしやすくなり、より効果的な支

援が実施できる可能性がある。 
本研究の限界として、研究対象の自治体や企業で

ICT面談の実施効果の検証がされておらず、利用者

にとってそのような効果があったのか、データを得

られなかったことが挙げられる。 
多くの自治体職員は、仕事等でICTに触れる機会の

多い現在の働き世代が退職して国保対象者になる約

10年後を目処に、ICT面談が普及していく可能性を

示唆している。それまでの期間は、普及にむけた準

備期間として、ICT面談の効果検証を蓄積すること

や、画面越しに行う面接スキル修得方法の開発、対

面とICTの効果的な組み合わせ方法の開発を行うこ

とが重要だ。そして、利用者の健康ニーズへの支援

を中心としたPDCAサイクルを自治体・企業・住民が

協働して回し、特定保健指導が人々にとってより効

果的な支援となることが今後の大きな課題だ。 

 
図 2：事業の PDCAサイクル 
特定保健指導の事業全体を示した図であり、自治体・委託先の企

業・利用者の評価が関連した流れを示している。 
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