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はじめに
　ここ数年、健康維持のために運動をする
ことの重要性が説かれています。特に生活
習慣病等の予防のために、日常的に運動を
する習慣をつけることが大切であると言わ
れています。
　「生活習慣病とは、生活習慣が原因で起
こる疾患の総称で、重篤な疾患の要因とな
るとされ、食事や運動・喫煙・ストレスな
どの生活習慣が深く関与し、発症の原因と
なる疾患の総称です」（厚生労働省のホー
ムページより）。
　具体的には、がん・脳血管疾患・心疾
患、さらに脳血管疾患や心疾患の危険因子
となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂
質異常症がこれにあたるとされています。
　そして、われわれ一人一人が健康でいら
れるか否かという点は、医療費の負担にも
大きな影響を及ぼすことになります。すな
わち、平成 28 年の健康保険連合会の調査

（平成 26 年度の医療費の動向の調査）で
は、総医療費約 3 兆 4155 億円のうち、生
活習慣病の10疾患1）の医療費は、3,628億
円で全体の 10％を占めているとのことで
す。ますます高齢化社会が進むなかで、社
会保障費をどこまで抑制できるか、という
点は昨今の大きなテーマとなっています。
　そのため、国としても、国民の運動に対
する意識を高め、国民に運動の習慣を身に
つけさせるためさまざまな施策をとってお
り、ただ単に運動をするというだけでな
く、健康維持のため、医療の専門的な知見
を利用した運動の実践が図られています。

国の施策
　国による国民の健康づくりのための施策
をいくつか紹介します。

（1）アクティブ 80ヘルスプラン 

      （第二次国民健康づくり運動）
　少しさかのぼったところでは、まず、昭
和 63 年に発表された「アクティブ 80 ヘ
ルスプラン（第二次国民健康づくり運動）」
があります。
　それまで（第一次国民健康づくり運動）
国民の健康づくりの 3 要素とされていた
栄養・運動・休養のうち、遅れていた「運
動」の普及を重点においたものです。
　具体的には、運動指導者の育成のため、
健康運動指導士資格認定制度などの創設が
なされました。
　また、運動などにより健康増進を図るた
めの施設として、健康増進施設認定制度の
創設がなされました（この健康増進施設に
ついては後で詳述します）。これにより、
運動型健康増進施設と温泉利用型健康増進
施設の認定制度が始まりました。

（2）健康日本 21 

     （第三次国民健康づくり運動）
　次に、平成 12 年に発表された「健康日
本 21（第三次国民健康づくり運動）」が挙
げられます。
　国民が一体となった健康づくり運動を総
合的かつ効果的に推進し、国民各層の自由
な意思決定に基づく健康づくりに関する意
識の向上及び取り組みを促すことを趣旨と

し、二次予防や三次予防にとどまらず一次
予防に一層の重点を置いた対策を推進する
ことなどが基本方針として定められまし
た。
　このなかでは、具体的な目標数値が定め
られ、栄養・食生活、休養・こころの健康
づくり、たばこ（禁煙）等とともに、「身
体活動・運動」についても目標が設定され
ました。
　身体活動・運動には、生活習慣病の発生
を予防する効果があり、その効果は、身体
活動量（身体活動の強さ×行った時間の合
計）の増加に従って上昇するとの考えのも
と、たとえば、成人男性について、一日
9,200 歩以上といった具体的な目標が定め
られています。
　また、地域における健康づくり運動の推
進のため、人材の活用等が必要とされ、地
方公共団体と日本医師会認定健康スポーツ
医や運動指導者との連係等が求められてい
ます。

（3）健康増進法
　平成 15 年には、上記「健康日本 21」の
法制化として、健康増進法が施行されまし
た。
　同法では、国民の責務として、「健康な
生活習慣の重要性に対する関心と理解を深
め、生涯にわたって、自らの健康状態を自
覚するとともに、健康の増進に努めなけれ
ばならない。」と定められています（第 2
条）。
　また、国および地方公共団体の責務とし
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て、「教育活動及び広報活動を通じた健康
の増進に関する正しい知識の普及、健康の
増進に関する情報の収集、整理、分析及び
提供並びに研究の推進並びに健康の増進に
係る人材の養成及び資質の向上を図るとと
もに、健康増進事業実施者その他の関係者
に対し、必要な技術的援助を与えることに
努めなければならない。」と定められてい
ます（第 3 条）。
　さらに、「市町村は、住民の健康の増進
を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保
健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄
養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員
に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に
関する事項につき住民からの相談に応じさ
せ、及び必要な栄養指導その他の保健指導
を行わせ、並びにこれらに付随する業務を
行わせるものとする。」（第 17 条 1 項）
　「市町村は、前項に規定する業務の一部
について、健康保険法第六十三条第三項各
号に掲げる病院又は診療所その他適当と認
められるものに対し、その実施を委託する
ことができる。」（同 2 項）とされていま
す。
　このように、同法においては、健康増進
のために、国や地方公共団体が、医療従事
者や健康増進事業実施者と適切に連係、協
力することが必要とされています。このよ
うな連係、協力は当然のことながら、健康
増進のための運動の場面でも求められま
す。

（4）健康日本 21（第二次） 
     （第四次国民健康づくり運動）
　平成 25 年には、「健康日本 21（第二次）

（第四次国民健康づくり運動）」が発表さ
れ、健康づくりのための身体活動基準
2013 が発表されました。

健康増進施設
　以上の制度の一つとして、健康増進施設
を紹介します。国の取り組みにより、一定
の健康増進施設における運動は、医療費控
除の対象になるというお得な情報も紹介し

ます。
（1）健康増進施設認定制度
　上述のとおり、昭和 63 年に健康増進施
設認定規程が制定され、健康増進施設認定
制度が創設されました。
　この規程は、健康増進施設の認定に関し
必要な事項等を定めることにより、その普
及を促進し、もって国民の健康増進を図る
ことを目的としています（第 1 条）。
　健康増進施設には、運動型と呼ばれるも
のと、温泉利用型と呼ばれるものの 2 種
類が存在し、このうち、運動型施設は、

「健康増進のための有酸素運動（休養効果
を高める事を目的とした活動を含む）を安
全かつ適切に行うことのできる施設であっ
て適切な生活指導を提供する場を有するも
の」とされています。

（2）認定基準
　健康増進施設の認定は厚生労働大臣が行
うのですが、同規程には、その認定の基準
も定められています（第 4 条）。　
そこでは、
一　運動を安全かつ適切に実践するための
設備を備えていること。

二　体力測定及び運動プログラムの提供の
ための設備を備えていること。

三　生活指導を行うための設備を備えてい
ること。

四　応急処置を行うための設備を備えてい
ること。

といった施設面における基準のみならず、
五　医療機関と適切な提携関係を有してい
ること。

といった基準も定められ、運動の実施に医
学的な知見を利用することが想定されてい
ます。また、
六　健康増進のための運動プログラムを適
切に提供する能力を有する者を配置し
ていること。

七　体力測定、運動指導、生活指導及び応
急手当を行う者を配置していること。

八　継続的利用者に対し健康状態の把握及
び体力測定を適切に行い、これらの結

果に基づく運動プログラムを提供する
こと。

九　生活指導を適切に行うこと。
　といった基準も定められており、運動を
実践するための専門家が現場に配置されて
いることや、施設の継続的な利用が予定さ
れています。

（3）医療法人による運営
　平成 4 年に医療法の改正がなされ、以
下のとおり、医療法人が健康増進施設を設
置運営することができるようになりまし
た。
　「医療法人は、その開設する病院、診療
所又は介護老人保健施設（当該医療法人が
地方自治法第二百四十四条の二第三項に規
定する指定管理者として管理する公の施設
である病院、診療所又は介護老人保健施設

（以下「指定管理者として管理する病院等」
という）を含む。）の業務に支障のない限
り、定款又は寄附行為の定めるところによ
り、次に掲げる業務の全部又は一部を行う
ことができる。
※ 1 ～ 3 号　省略
4.　疾病予防のために有酸素運動（継続的
に酸素を摂取して全身持久力に関する生理
機能の維持又は回復のために行う身体の運
動をいう。次号において同じ。）を行わせ
る施設であって、診療所が附置され、か
つ、その職員、設備及び運営方法が厚生労
働大臣の定める基準に適合するものの設置
5.　疾病予防のために温泉を利用させる施
設であって、有酸素運動を行う場所を有
し、かつ、その職員、設備及び運営方法が
厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
の設置」（医療法第 42 条）

　医療法人が開設する健康増進施設ではも
ちろんのこと、いわゆるフィットネスクラ
ブでも認定を受けた施設においては、かか
りつけの医師や提携医療機関においてメデ
ィカルチェックや体力測定を行ったうえ
で、医師により作成される運動療法処方箋
等を参考に具体的な運動のプログラムが作
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成され、これに基づいて運動を実践するこ
とになります。また、一定期間運動を継続
した後は、再度メディカルチェックを行
い、生活指導を受け、プログラムを修正・
作成して運動を実施するというサイクルが
予定されています。
　生活習慣病等の予防のための利用はもち
ろんのこと、治療後のリハビリや再発防止
の観点からも、健康増進施設が利用される
ことが想定されています。

（4）医療費控除
　運動型健康増進施設については、さらに
運動療法施設として指定された場合には、
医師の指示に基づく運動療法を実施する際
に必要となる利用料金について、医療費控
除の対象とすることができます2）3）。
　この運動療法施設の指定基準としては、
提携医療機関担当医が日本医師会認定健康
スポーツ医であることや、健康運動実践指
導員の配置などが求められています。
　また、医療費控除のための手続きとして
は、まず、医師から運動療法処方箋の交付
を受けます。この処方箋に基づき、運動療
法を実施し、そこで領収書および実施証明
書の交付を受け、また、提携医療機関にお
いて助言や経過観察を受けます。さらに、
医師や提携医療機関において実施証明書の
確認書が交付されます。
　そのうえで所得税の申告に際して、利用
料金の領収書および実施証明書を提出する
ことで、医療費控除の対象とすることがで
きます。

健康スポーツ医
　続いて、健康維持、病気の予防のための
運動という観点から、健康スポーツ医制度
を紹介します。
　「健康スポーツ医とは、運動を行う人に
対して、医学的診療のみならず、メディカ
ルチェック、運動処方を行い、さらに各種
運動指導者等に指導助言を行い得る医師と
して日本医師会が養成した医師のことをい
います」（日本医師会　健康スポーツ医ホ

ームページより）。
　この資格は、日本医師会が定める講習会
を終了した場合に認定されます。
　その認定がなければできないという治療
行為はありませんが、健康スポーツ医の役
割としては、たとえば、疾病がある患者に
ついて、診察のうえ、可能な運動の種類、
負荷を指示、指導するといったことが考え
られます。

関連する若干の法律問題
　たとえば心臓に疾患のある患者につい
て、一般的にはスポーツクラブやフィット
ネスクラブといった施設としては、利用の
受け入れには慎重にならざるを得ません。
　しかしながら、そういった患者について
も、適切な運動を実践してもらい、健康の
増進を図るのが、これまで述べてきた施策
や制度の理想とするところと考えられま
す。そのため、疾患がある者であっても、
専門家の指導による適切な運動であれば、
むしろ積極的に実施すべきであると考えら
れます。
　では、仮に、施設を利用中に、疾患に起
因する事故が発生した場合にはどのような
法律問題が生じるでしょうか。
　まず、施設側では、過失の有無を判断す
るにあたって、医師の作成した運動療法処
方箋に記載された種類、強度、量、頻度の
範囲内で運動をさせていたか、プログラム
の作成に無理がなかったかといった点が問
題となり、これらが守られているのであれ
ば、利用を受け入れたこと自体は、非難さ
れるべきではないと考えます 。
　他方で、医師の作成した処方箋の範囲内
で運動の実践をさせていたにもかかわらず
事故が発生したのであれば、処方箋を作成
した医師の責任が問題となりえます。
　医師については、処方箋を作成するにあ
たっての過失（注意義務違反）の有無が問
題となり、診療当時の臨床医学の実践にお
ける医療水準からみて、本人に対する診察
が不十分ではなかったか、診察の結果を踏
まえて処方した運動の内容について、診察

内容から無理がなかったかという点が問わ
れます。
　施設にしても医師にしても、どのような
場合に、法的な責任が生じうるのかといっ
たある程度のラインを示すことが、制度の
積極的な活用には必要であると考えます。

最後に
　現代では、健康のために運動が必要であ
るという考え方自体は、広く国民の間に浸
透していると言えます。
　しかしながら、実際に人々の関心を喚起
して、その人々が運動し、かつそれを継続
させることが課題であり、そのためには、
地方公共団体や事業者、医療機関等によ
る、具体的な制度や施設に関する情報提供
や、受入体制のさらなる拡充が必要と考え
られます。
　また、運動による健康増進の明確・客観
的なデータが提示されれば、興味はあるが
実際に運動をするに至っていない人々の関
心を呼ぶのではないでしょうか。
　地域を挙げて取り組んでいる市町村もあ
るようですが、横の連係や情報・アイデア
の共有化を進めていくことが有用ではない
かと考えます。
　法律家の観点からは、事故の発生しない
仕組みづくり、また、事故が発生してしま
った場合の責任の所在の明確化（法的な責
任が発生する基準の設定も含む）が必要で
はないかと考えます。

〔注釈〕
1） ここでは、①糖尿病②脳血管障害③虚血性
心疾患④動脈閉塞⑤高血圧症⑥高尿酸血症⑦高
脂血症⑧肝機能障害⑨高血圧性腎臓障害⑩人工
透析のことを指します。
2） 平成29年５月22日現在、運動型健康増進施
設数 377、うち指定運動療法施設は 211。
3） 温泉利用型健康増進施設の利用料金も医療
費控除の対象となります。
4） その他、当日の体調の確認や、運動の実施
にあたって、指導者が近くで利用者の様子を確
認していたか、事故が発生した場合に備えた体
制が整えられていたか、といった点も問題とな
ります。
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