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将来の健康を見据え、運動療法を日常に 
― アフターコロナ メディカルチェックを踏まえた運動実践を ― 
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要旨 

① 運動の必要性は既に広く認識されている。1978年度から始まった国民健康づくり対策の

経緯をみても、医学的知見を取入れた運動療法を普及させる環境が整備されてきたのが

みてとれ、長い時間をかけて運動の必要性が浸透してきたことを確認する。 

 

②運動療法施設は３つに分類されるがそのうち、医療色が最も濃くなる医療法第42条施設

について、設立経緯や特徴などに触れる。それが、定期健康診断後の特定保健指導とし

ての具体的方策にも用いられる一方で、市町村を中心に各地域で展開されている「介護

予防・日常生活支援総合事業」＊１としても利用者は活用できる旨、言及する。 

 

③利用者側から見て、医療法第42条施設を活用しやすくするための課題は、まず認知度を

高めることと考える。その点を含めて運動療法普及のための現行の仕組みに梃入れし、

地域全体で当該施設を身近なものにしていく工夫の方向性を示唆する。 

 

④運動療法の普及には、地域の積極的な取組みと国の後方支援も求められる。時間をかけ

て培われてきた医療法第42条施設は、私たちの貴重な社会資源であるので、地域包括ケ

アシステムの構築の中でも検討されるべきであり、エビデンスの進化、地域間格差の是

正に国の役割はかかせない。 

 

➄新型コロナ対策の規制緩和が段階的に進む中、個々人が運動に対する取組み方を再考す

る機会と捉え、メディカルチェックで自身の健康状態を点検し、それに適する運動を習

慣付ける好機とすることができるかもしれない。  

 

 キーワード：運動、メディカルチェック、地域連携、アフターコロナ  
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１．はじめに 

人生100年時代と言われるようになった今日、できるなら健康で、少なくとも周囲の

厄介になることをできるだけ避けて自分の人生を全うしたいと願う人は多いことだろ

う。健康で過ごすためには、栄養、睡眠、そして運動が大切である。人口の高齢化に

伴い、生活習慣病に罹患するリスクは増大する中で、健康な人もそうでない人でも、

将来に亘る生活の質の維持・向上のためには、適切な運動が必要だとする認識が高ま

ってきている。そこで、我が国では個々人に適した効果的で安全な運動指導はどのよ

うな施設で行われるのか、どのようにすれば利用が進むのかを利用者の立場から、こ

れまでの経緯を踏まえたうえで考察してみたい。 

 

２．運動が大事だとわかってきたが…安全で効果的な運動はどこで？ 

（１）運動の必要性 

運動には様々な種類があり、その目的や種類によって効果も異なる。しかし一般に

適度な運動は身体機能の向上だけではなく、ストレスの発散や生活習慣病予防、さら

にはもの忘れなど認知機能の低下予防にもよい効果が得られるといわれている。 

そのような運動の必要性は既に広く認識され、国民の間に時間をかけて浸透してきて

いる。それは、政府が国民の生涯を通じた健康づくりを推進する国民健康づくり対策

の経緯からみてもうなずける。 

 

（２）国民健康づくり対策としての取組み 

1978年度から始まった第１次の健康づくり対策は、一次予防を重視し、多様な実施

主体による連携のとれた効果的な運動の推進を目指すなどとして、10年計画で策定さ

れたが、この計画期間に運動指導に力点を置くスポーツドクター制度 ＊２が発足した。

この流れは1988年度からの第２次健康づくり対策（アクティブ80ヘルスプラン）で運

動習慣の普及に重点をおいた施策が推進されるようになり、運動への取組みが積極性

を増している。具体的には、健康づくりのための運動所要量が策定・公表され、日本

医師会による認定健康スポーツ医制度 ＊３が開始されたのが1991年、約30年前である。 

後述する運動療法施設の利用環境が整備されていくのもこの頃であり、医学に基づ

いた運動療法 ＊４なるものが強調されてきたのもこの頃からと思われる。この流れは

2000年度からの第３次健康づくり対策（21世紀における国民健康づくり運動（健康日

本21））に受け継がれている。ここでは生活習慣病の一次予防、健康寿命の延伸を目標

に厚生労働省は次のスローガンを掲げての運動を推進している。 

「１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」と真っ先に運動を明示して

いる。これは現在の第４次健康づくり対策（健康日本21（第二次））につながっている。 
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（３）求められる医的診断 

このようにして運動の重要性は、我が国の健康づくり対策の中で一貫して強調され、

徐々に運動習慣を促す環境が整備されてきた。「あなたの運動習慣としての取組みは

何ですか」との質問にウォーキングやジョギング、あるいは体操ですと返す人は少な

くない。それらは運動習慣として望ましいには違いないが、自身にとって適度なもの

となっているのか。医学的チェックがないままの運動継続では、体の歪みの増長や痛

みの発症など却って望ましくない結果に向かう落とし穴の存在も否定できない。 

運動療法は医療機関と密接な連携のもと、患者や希望する人に対して医学的知見に

基づき個々人の状態に適する運動の指導・実践が行われる。闇雲に運動するよりも医

療機関と密接な関係にあり医的診断が得られる分、安全で安心できる運動指導を受け

られると言えるだろう。何らかの基礎疾患を抱える者にとっては、誤った運動が却っ

て健康を損ねる危険性もある。では、安全が担保された運動指導はどこで受けられる

のだろうか。 

 

３．医学的知見を融合した運動療法を提供 医療法第42条施設って何？ 

（１）運動療法施設の分類 

特定非営利活動法人日本運動療法推進機構によると、疾病予防・運動療法に関する

施設は３つに分類される。医療法第42条施設、厚生労働省指定運動療法施設、中央労

働災害防止協会登録の労働者健康保持増進サービス機関である（図表１）。 

これらの施設は1992（Ｈ４）年に法制面で環境整備が整ったことがみてとれる。 

いずれの施設においても、医療機関と連携し運動療法を処方する機関となっている。

運動療法はメディカルチェック等を含め、医学的知見に基づく運動指導が組込まれた

療法であり、メディカルフィットネスと称されることも多い。運動を安全で効果的に

継続していくためには、個人の健康状態に応じた適度な運動負荷をかけていくことが

重要になる。 

図表１  疾病予防・運動療法に関する施設 

 
出所：特定非営利活動法人日本運動療法推進機構 
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（２）危険管理レベルと利用者の健康状態からみた施設の位置づけ 

利用者は健康状態に相応な危機管理レベルを備える施設を利用することが求めら

れる。利用者の健康状態と危機管理レベルからみて、運動施設を位置付けると図表２

のようになる。 

右上が医療機関での保険診療であり医療サービス色が強く、左下が民間施設で指導

者が常駐しない運動環境など民間サービス色が強くなる。 

その中間に位置するのが運動療法施設となる。その中でも、とりわけ医療と密接な

関係にある医療法第42条施設について注目してみる。その医療法第42条施設とはどの

ようなものなのだろうか。 

 

（３）医療法第42条施設の特徴 

それは医療法人の付帯業務の一つとして運営される施設であり、医療の監視下で運

動療法の希望者と疾病予防の必然性が高い人を対象に運動指導と実践を行う施設とさ

れる。医療機関に併設され、健康運動指導士等の配備、有酸素運動機器の設置など一

定の基準を満たす施設である。利用者には個々に適した運動プログラムが提供され、

それに基づいた実践指導がマンツーマン形式で行われるのが特徴だ。 

この呼称は1992（Ｈ４）年、医療法第42条が改定されたことによって誕生した施設

であることに由来する。医療法人はこの改正によって、①有酸素運動を行える運動型

施設（疾病予防運動施設） ②温泉を利用した有酸素運動を行える温泉利用型施設（疾

図表２ 健康状態・危険管理レベルから見た運動環境 

 
出所：日本医師会健康スポーツ医学委員会資料 筆者改変 
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病予防温泉利用施設）を運営できるようになった ＊５。 

医療法第42条施設の利用者は、外来診療ではなく、運動指導のかたちで医療との接

点を持つことができるというのが大きな安心であり、利点となる。 

具体的には入院中の疾患別リハビリテーションでは、医療保険が適用されるが、一

定期間に限られるなどの制約が多い。また、介護保険に移行するにも基本的に65歳以

上を対象にするなど年齢による制約がある。いずれにせよ患者は回復と時間の経過に

よって医療から遠のくかたちになる。その過程で完治することなく不安を抱えたまま、

行き場を失うケースは少なくない。そのようなリハビリテーションなどを中断したり、

停止せざるを得なくなったりした人たちにとっては医療法第42条施設が医療との身近

な接点になり得る。単純に運動指導を得るためだけの施設ではない。また、定期健康

診断後の特定保健指導として運動の習慣化を勧奨される人が、選択する受け皿の一つ

にもなり得るだろう。 

一方で、市町村を中心に各地域で展開されている「介護予防・日常生活支援総合事

業」として、老化で体力が著しく低下する層に対してはこの医療法第42条施設の利用

を促すことは妥当な方策だろう。因みに当該施設の利用料金は施設によって異なる。

その設定は数か月単位のコースに対する受講料、月額の定額料、１回あたりの利用料、

お試し体験としての利用料など多様であり、利用しやすいように比較的低額の設定・

工夫が見られる。 

さらに、施設が、指定運動療法施設＊６として認定されていれば、その料金費用は医

療費控除の対象になる。このことからも、運動療法の普及への国策としての力の入れ

様がうかがえる。 

図表３ 神奈川県の某医療法第42条施設のケジュール例 (イメージ) 

 
出所：当該施設からの提供資料に基づき筆者作成（プール施設等でのスケジュールを除く） 
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実際に運動指導がどのような内容で構成されているのか一例をみると図表３のよ

うになる。 

 

４．運動療法施設をもっと身近に 地域ぐるみの取組みで  

利用者側から見ると、運動療法施設を活用しやすくするための課題は、まず認知度

の向上だと思われる。運動療法施設は地

域性が高い。当該施設は利用者である身

近な地域住民の暮らしの中にあるから

だ。 

にもかかわらず、まず、このような施

設の存在と機能が余り知られていない。 

認知度を高めるためには、運動療法の

普及に係る現行体制への梃入れを行い、

地域ぐるみでその推進に改めて取組む

べきだろう。そのために居住地域にある

既存の仕組みに着目したい。 

特に①中核病院や地域包括センター

など、保健・福祉機関による施設利用の案内体制、②運動療法連携パスによる利用者

への還元、③施設を支える専門スタッフの人材確保とその波及などが気になるところ

だ。 

 

（１）保健・福祉機関による周知 

既存の仕組みで着目する１つ目は保健・福祉機関による施設利用の案内体制につい

てである。 

基礎疾患を抱える人や日常生活に支障が出始めたなど、身体能力の低下を自覚する

人たちには、状態に応じた適切なケアが必要となる。そのためにはメディカルチェッ

クを受け、先ずその原因を正しく知ることが望まれる。それを知らずしての運動は状

態の悪化を招く危険性をはらむ。また異常の原因は本人の予想外にあることが判明す

ることもあるだろう。高齢者などは合併症の誘発を抑制する意味でもメディカルチェ

ックは重要だ。したがって保険診療で運動を指導する保健・福祉機関では、患者等の

状態を踏まえ運動療法施設の将来利用の可能性も見込んで、当該施設の役割等の周知

徹底をはかることが考えられる。とくに高齢者のいる世帯には、施設利用の情報が定

期健康診断の案内のように届く体制が望まれる。 

傷病に罹患し入退院する際は、将来への備えとして当該施設の存在と機能を知る機

会にもなると思われる。これは退院後の患者のフォローアップでもあり、その体制整

図表４ 神奈川県内の某医療法第42条施設 

 
出所：神奈川県某施設 提供 トレーニングルーム風景 



 REPORT 

第一生命経済研究所                                 LIFE DESIGN REPORT  ２０２０.５        7 

備は在宅復帰を促す観点からも重要である。特に、完治することなく寛解の状態で退

院に至るケースも少なくない。退院・通院する患者の状態によるところだが、その人

が適切な運動を生活に取込んでいくことは、将来に亘る心身の健康上、望ましいこと

だろう。 

大切なことは、メディカルチェックを前提に運動だけに特化しない総合的な運動指

導が求められることだ。運動療法は薬の処方を踏まえ、食事療法とセットで提供され

るのが望ましい。運動を実践できても、食事に偏りなど問題があると運動の効果があ

がりにくいからだ。服用している薬との関係も考える必要があると言われている。 

運動療法施設では利用者の抱える問題点をメディカルチェックで探りつつ、健診結

果などの医的情報を集約し、それを総合的に捉えたうえでの運動指導が可能になる。

このような効果的で安全な運動指導の利点がもっと地域の住民全体に知らされるべき

であろう。 

 

（２）運動療法連携パス 

既存の仕組みで注目する２つ目は運動療法連携パスについてである。この仕組みは

運動指導者側が運動療法施設と連携し、地区医師会を中心に運動療法を普及させるた

めの情報共有のルートを示している（図表５）。 

かかりつけ医を軸に考えると、医療法42条施設と連携することで運動指導の効果を

補強することが可能になる。その指導内容は産業医をはじめとする産業衛生スタッフ

や保険者などと共有されることで、自宅域と職域での運動指導の連携が成り立つ。利

図表５ 運動療法連携パスのイメージ 

 
出所：厚生労働省循環器病対策推進協議会 日本医師会提出資料 

      点線囲み、太線矢印、域表示、学校域内文字を筆者加筆 
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用者はこの両域にいる指導者から、運動の習慣化について干渉されるという立場にあ

り、運動指導の一貫性が高まることは望ましい。 

また、かかりつけ医と学校保健指導医との連携により生徒・学生の自宅域と学校域

との運動指導の一貫性も高まる。次世代を担う層に適切な運動指導を浸透させる効果

は、適切な運動の蓄積が生涯の健康に影響するという点で大きい。 

このように医的診断から運動を必要とする人にとっては、自宅、職場、学校の各域

に存在する運動指導者が情報を共有し、ある程度一貫した指導を行われる体制が地域

全体への運動療法の浸透を促す基盤になると考えられる。 

 

（３）専門スタッフ人材の確保と波及 

３つ目の着目点は運動療法施設での指導に従事する専門スタッフ人材の確保と施

設外への波及である。医療法第42条施設には、専門知識・技術を備えたスポーツ医、

健康運動指導士 ＊７ などの専門スタッフの配備が条件となっている。医療に従事する

人が限られ、将来の労働者層の不足が見込まれる現状では、専門人材の確保が難度を

増すのは必至だ。そこで資格対象者の養成支援や対象者輩出に関係する業種団体との

連携によって、資格取得勧奨を強化するなど、これまでとは異なる対応と人材養成支

援は推進できないものだろうか。 

運動指導士等が潤沢にいると、配備先の充実とその拡がりから利用者は運動療法に

触れる機会が増す可能性がある。運動施設の利用者は利用継続の中で、施設への満足

度が上下したり、身体機能の改善や懸念増大がみられるなど、心身状態は変化する。

利用者側にとって、その状態に応じて今後の選択のために必要な情報が得られること

が肝要である。したがって施設側が利用者に対し、相互補完的に運動施設の案内を提

供するといった運動施設間の関係構築は推進できないものだろうか。例えば、医療法

第42条施設と民間スポーツ施設の併用推奨や、施設の利用移行の案内があてはまる。

それらが円滑にいくように、地域の運動施設の特長が整理されて利用者に案内される

ことで施設活用、利便性が高まる可能性がある。地域にとっての運動療法施設の位置

づけを明確にしていくことが、住民の関心と認知度を高め、運動療法の普及を促すの

ではないだろうか。 

 

５．国・地域が一体となった国民全体の取組みに  

ここでは現在の方向性を踏まえ今後、国からの後押しも求められる側面に言及して

おきたい。 

（１）地域包括ケアシステム構築の中で 

政府は2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、
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地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を推進している。いわゆる、地域包括

ケアシステムの構築である。 

地域住民への運動療法の普及は、住民である私たちの生活の質、自立度に影響を及

ぼす健康増進と介護予防・重症化防止のサービスに位置付けられる。高齢者など身体

的弱者は、健常者と比較して傷病に罹患しやすく、回復力も弱いと言われる。その回

復力を支える運動療法を浸透させ、副次的に医療・介護費の適正化につなげることが

重要だ。医療法第42条施設はその機能をもつ貴重な社会資源と言えよう。 

地域包括ケアシステムの構築の中でもその機能が発揮されるように、社会資源の有

効活用の観点から当該施設のさらなる活用が検討されるべき段階にきているのではな

いだろうか。 

身体的弱者は精神的不安にもなりやすく、置き去りにされがちで孤立化しやすい。

身体的・精神的弱者の自立度の低下や要介護度の重症化は、本人だけでなく周囲の就

労力の低下にもつながりやすい。このような傾向を避け住民一人ひとりの自立・社会

参加を高めるため、支え合う方向で地域ネットワークの再構築が求められている。 

地域全体の活力を維持させる環境づくりには、健康でない人への運動指導にも着目

しておきたい。スポーツ振興と同様にメディカルチェックを備えた運動療法の浸透、

活用に力が注がれても良いだろう。 

これまで蓄積されてきた知見、ノウハウを活かし健康増進の実効性を高めるため、

国と自治体が一体となる対策が一層、求められそうだ。 

 

（２）エビデンスの周知と進化 

地域単独では難度が高く国からの支

援が求められる取組みは、運動療法施

設利用の効果に関するエビデンスの周

知と進化・確立だ。 

エビデンスは医療データと介護デー

タの突合が進むなど情報技術の進歩に

よってより信頼度を増すとともに、効

果をより鮮明にするとの期待が大き

い。一方で効果の測定方法も多様なセ

ンサーを導入し、その測定精度は高ま

るのは確実視されている。測定データ

の蓄積は更なる技術・技法の進化にもつながり、効果・効率の向上も期待できると考

えられている。その進化した測定技法と効果の確認が容易になれば、運動療法の加速

的な普及が期待される。 

運動療法による効果がより明確に認識されるようになれば、利用者は周囲を巻込む

図表６ 東京都内の某医療法第42条施設 

  
出所：東京都内某施設 提供 マシンエリア風景 
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施設の支援者となり得る。また、運動療法の効果に対する認識の広がりは利用者側だ

けでなく提供者側の一層の推進の力を引き出すことになるのではないだろうか。 

エビデンスの進化、周知を図る取組みは統一基準を定める等してデータの集積・活

用効率と利便性向上の観点から、地域バラバラで行うのではなく、国と一体となった

取組みが望まれる。また、運動療法の効果を実践度との比較なども含めて、何よりも

利用者個人に速やかにフィードバックされることが望まれる。それは運動療法の利用

者と指導者、双方のインセンティブにつながると考えられるからだ。 

今後、増大することが確実視される認知症、フレイル、ロコモティブ症候群など、

リハビリテーションが必要となる層への対応としても、療法効果を利用者にわかりや

すく速やかに示す技術も重要となる。そのような技術の共有・導入の側面で基盤整備

の観点から運動療法施設への支援が求められるところだ。 

私たち地域住民が、自ら運動療法の

基本やその効果について学ぶ機会・環

境も重要だ。地域の特性、資源の実情

を踏まえ、スポーツ振興と同様に効果

的で安全な運動に関する知識を得て

理解を深めていく必要もある。地域住

民は運動療法施設の利用者予備軍で

もあるからだ。 

各地域では行政側が多様な主体に

よる学習機会を促し、運動療法施設の

利用への関心を高めるとともに、利用

上の障壁を崩していくことが求められる。住民への学習機会の提供・環境づくりの推

進には、保健・福祉関係者が連携した地域の積極的な取組みと国の後押しが望まれる。 

私たちに運動療法を取込んだ生活習慣が定着したとしても、老化で身体機能が徐々

に低下することは免れず、最終的に苦痛を伴うようになる場合も想定される。そのよ

うな場合でも緩和ケアとして身体的姿勢、他動運動なども含めた、運動療法を通じて

得られる知識は援用できるはずである。 

住み慣れた地域で安心して暮らしを最後まで続けることができるように、運動・身

体に関する正しい知識、運動療法の普及は個人レベルだけでなく地域全体に促される

べきではないかと考える。 

 

（３）地域格差の是正 

運動療法を提供する施設は利用者に身近なもの、住み慣れた地域で利用できるとい

った地域性の高いものである。今般の新型コロナ対策においても、地域によって保健・

福祉資源で格差がある中で、地域なりの工夫でその課題の解決にあたる必要性が浮き

図表７ 東京都内の某医療法第42条施設 

 
出所：東京都内某施設 提供 スタジオ風景  
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彫りになった。 

現実問題として存在する地域格差をできるだけ解消し、誰でも必要に応じて運動療

法施設を利用できる体制を目指すことが求められる。そのような観点から、国として

格差是正のための地域への適切な支援、ガイドラインの提供、情報共有、資金補助な

どは欠かせない役割となる。 

 

６．おわりに 

利用者の立場としては、自身や家族の健康に対して自己完結的で短期的な判断があ

るとすればそれを見直したい。医学的知見に基づく運動指導にも触れつつ、将来の健

康を見据えて考えていく視点を持つことも大切な選択であるように思う。社会環境の

変化も踏まえ、時間をかけて改正が重ねられてきた運動療法の諸制度、仕組みを上手

に賢く利活用したいものである。 

新型コロナ対策の規制緩和が段階的に進む中、個々人が運動に対する取組み方を再

考する機会と捉え、メディカルチェックで自身の健康状態を点検し、それに適する運

動を習慣付ける好機とすることができるかもしれない。今をより生き生きと、そして

健やかに老いるために…。 

 

（ライフデザイン研究部 ごとう ひろし） 
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【注釈】 

*1 介護予防・日常生活支援総合事業：2015年の介護保険改正により、市町村が中心となって

高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援する事業。地域の実情に応じて、住民

等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体

制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目

的とする。要支援1・2の認定を受けた人と基本チェックリストで事業対象者と判定された

人を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」と在住する65歳以上の人を対象とす

る「一般介護予防事業」で構成される。 

 

*2 スポーツドクター：公益財団法人日本体育協会が、医師免許取得後４年を経過し、当協会

または当協会加盟（準加盟）団体から推薦され、講習修了後、スポーツ医学の臨床経験の

有無等について審査のうえ公認した医師。役割としては、①スポーツマンの健康管理、ス

ポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防研究等。②競技会等における医事運営なら

びにチームドクターとしてのサポート ③スポーツ医学の研究、教育、普及活動を通じた

スポーツ活動の医学的な立場からのサポートとされている。 
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*3 認定健康スポーツ医：健康スポーツ医の養成とその資質向上を通して地域保健活動の一環

である健康スポーツ医活動の推進を図るために、日本医師会が定めた講習を修了した医師。

役割としては、地域保健の中でのスポーツ指導、特定健診後の保健指導における運動指導

が重要であることから、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う。 

 

*4 運動療法：運動を行うことによって、障害や疾患の治療を行う療法。障害や疾患の治療や

予防のために運動を活用する。成人病のなかでも、生活習慣病と呼ばれる糖尿病・高血

圧・脂質異常症・虚血性心疾患等の発生の重要な要因として運動不足が明らかになってき

ている。このため、従来の薬物療法に加えて食事療法と運動療法の重要性が高まってお

り、これらの疾患も初期段階ではこの両療法の組み合わせにより正常化させることが推奨

されている。 

 

*5 医療法42条第１項には、「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。」と記され、第４号に「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。）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」（疾病予防運動施設）、

第５号に「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」（疾病予防温泉利用施設）と記されている。 

 

*６ 指定運動療法施設：厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、運動療法を行うのに適した

施設。この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際、必要とな

る健康増進施設の利用料について所得税の医療費控除が適用される。 

 

*７ 健康運動指導士とは、保健師、管理栄養士、体育系大学を卒業した人などを対象とする

健康運動指導士養成講習会を受講し、健康運動指導士認定試験に合格した運動指導の専門

家。病院や福祉施設と連携し、メタボリック症候群や生活習慣病の予防、介護予防・重症

化抑制のための運動指導を専門的に行う。 

 

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-048.html
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-068.html
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-068.html
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-029.html
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/tobacco/yt-006.html

