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〈研究資料〉

ドイツのスポーツ組織による予防スポーツの展開
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Abstract

目的本研究資料は，ドイツのスポーツ組織によって展開されている予防スポーツの概要と特徴を
明らかにすることを目的とする．方法このために，ノルトライン・ヴェストファーレン州スポー
ツ連盟の専門スタッフに予防スポーツの認定制度についてインタビューを実施し，合わせてテーマ
に関連する文献資料を基に調査を進めた．結果及び考察ドイツの予防スポーツは，中央政府では
なく，民間のスポーツ組織の主導で進められてきた．地域スポーツクラブが提供する予防スポーツ
コースに対して，2000年に認定マーク制度が導入された．その内容が，達成目標を示す「中核目
標」と，審査基準を表す「認定基準」にまとめられている．これを機に，スポーツ組織とドイツ医
師会，疾病保険業界との間で，予防スポーツの推進に向けた協力体制が成立した．その後2010年
頃から新たな展開が見られ，認定マーク申請の一本化と，オンラインによる統一化に発展した．こ
うして，スポーツ組織のサービスプラットフォームと（2012年），法定保険会社連合の中央審査会
社において（2014年），新たな申請・審査システムがスタートした．またスポーツ組織とドイツ医
師会の間に（2012年），「運動の処方箋」の試みがスタートした．結論本調査から，ドイツの予
防スポーツが民間のスポーツ組織を中心に発展してきたこと，市民の健康増進に向けて，スポーツ
組織と医師会，保険業界が協力関係を築いてきた事情が明らかになった．
Key words: 予防スポーツ，認定マーク，地域スポーツクラブ，運動の処方箋



緒

言

あるいはストレス性障害など，座位行動の多い現代
の生活習慣に起因するものが多いことが知られてい

持続可能な社会保障体制の実現に向けて，健康促

る．そこでそうした疾患に対する予防策として，ス

進と疾病予防に大きな期待が寄せられている．健康

ポーツ・運動が持っているポテンシャルに期待が集

日本 21 （第二次）でも，国民健康づくりを進める

まり，両者の関係を明らかにする研究が各国で進ん

必要のあることが謳われている24)．

でいる2)3)21)22)．

現代の疾患は，心臓循環系疾患や筋骨格系疾患，
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しかし，これらの成果がどれほど日常のスポーツ
活動や運動に活かされているかを考えると，日本に
おいては，後期高齢者社会の到来を念頭に置いた地
域包括ケアシステムの構築についての議論は盛んで
も，スポーツ・運動を疾病予防（以下，予防はこの
意味で使用）に活かす取り組みについての議論は少
ないようにみえる19)20) ．これに対し，住民によっ
て自主的に運営されるスポーツクラブ（以下，「地
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域スポーツクラブ」と呼ぶ）を全国に展開するドイ

で進められた．内容的には，認定マークが 2000 年

ツの事情は少し異なっているようである． 1980 年

にドイツ医師会の協力の下にドイツスポーツ連盟

代から住民の健康を目指すスポーツ活動が展開され，

（DSB）によって導入された背景と制度的枠組み，

2000 年には地域スポーツクラブの提供する予防ス

その後の展開，そして 2010 年以降に認定マークの

ポーツコースに対して，その効果と質を担保する認

申請及び審査プロセスの統一化が進められるに至っ

定マーク制度が導入された．予防は通常，健康の維

た経緯を中心にインタビューした．

持と増進を目的とする一次予防と，健常状態と疾病

 文献収集

状態の中間的状態にある半健康者や低体力者の機能

インタビューと並行して，聞き取り内容の確認と

維持を目的とする二次予防，そして有疾患者や障害

補足説明のために，予防スポーツコースの認定マー

者の治癒と機能回復を目的とする三次予防（リハビ

ク制度に関連する資料の収集に努めた．特に注目し

リテーション）に区別される16) ．予防スポーツは

たのは，ドイツオリンピックスポーツ連盟（DOSB）

この意味での一次予防または二次予防を目指すス

のホームページに含まれた「サービスプラットフ

ポーツ活動ないし運動と定義することができる．

ォーム」に関するサイトと11) ，法定疾病保険連合

予防スポーツの実現に向けた 20 年に及ぶドイツ
の経験の中には，住民の健康と疾病予防のために民
間のスポーツ組織が貢献しうる可能性を探る上で参
考になる有益な情報が詰まっている．本研究は，地

のホームページに含まれた「 Leitfaden Pr äavention
（予防の手引き）」に関するサイトである15)．



結果及び考察

域スポーツクラブをベースとして展開されてきた予

 ドイツの予防スポーツコース認定制度

防スポーツコースに対するドイツの認定マーク制度

SPORT PRO GESUNDHEIT は，地域スポーツ

について，その概要と経験を紹介し，合わせてその

クラブが提供する予防スポーツコースの品質を認定

特徴を明らかにすることを目的とする．

する制度で，その統括組織である旧ドイツスポーツ



方

法

連盟（現在の DOSB ）により，ドイツ医師会の協
力の下に 2000 年に導入された．ドイツには現在，

本研究は，「順天堂大学大学院スポーツ健康科学

約90,000の地域スポーツクラブが存在し，国民の 3

研究科研究等倫理要綱実施規定」に従って実施した

人に 1 人が会員となっている．ドイツの民間ス

（承認番号順大院ス倫第30
．
122号）
方法として，インタビューと文献収集の 2 つの
方法を取った．

ポーツ組織は，全国に展開されたこの地域スポーツ
クラブを底辺として，市町村スポーツ連盟，州ス
ポーツ連盟，そして全体を統括するドイツオリンピ

 インタビュー

ックスポーツ連盟（DOSB）と，段階的な組織構造

ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州ス

を持っている． DOSB の広報冊子によれば，傘下

ポーツ連盟生涯スポーツ課の専門スタッフである

の地域スポーツクラブが提供するコースの中で約

H.G. シュルツ氏に，2018 年 5 月 6 日より計 5 回に

20,000コースが SPORT PRO GESUNDHEIT の認

亘ってインタビューを実施した．本研究では，その

定マークを受けている6)．この認定マークの有効期

うち IC レコーダーへの収録を許された2018年 8 月

限は 3 年で，その後は再審査を受ける必要がある．

6 日，8 月24日，2019年11月18日の 3 回のインタビ

認 定 マ ー ク に は ， も う ひ と つ Deutscher Stan-

ュー記録を，分析資料として利用した．インタビ

dard Pr äavention と呼ばれる認定マークがある．こ

ューはいずれも 1 時間半から 2 時間に及び，予め

れは，法定保険会社連合が代行会社の中央審査会社

伝えておいた質問事項について話を聞きながら，い

に審査をさせた結果を基に発行する認定マークであ

つでも中断して討論に移ることができる自由な形式

る．この認定マークは，予防スポーツコースの指導
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者が中央審査会社に申請する点で，スポーツクラブ

進と予防について定めた法律規定の要求に応え得る

が DOSB の窓口に申請する SPORT PRO GESUN-

スポーツコースを傘下の地域スポーツクラブで整え

DHEIT とは異なっている．他方，この認定マーク

ると共に，認定マークを導入することで他の組織が

を受けたコースに初めて参加する人にとっては，最

提供するコースと一線を画そうとしたと推察される．

初の 2 コース分（1 コースは 8 週間から12週間）の

良質の予防スポーツコースを提供する狙いは，ス

参加費用の一部または全額について保険会社から助

ポーツ活動から離れている人々に仲間と共に体を動

成を受けることができる特典がある．それゆえこの

かす楽しみを提供して，運動の必要性についての反

認定マークには，スポーツ・運動から離れている人

省と習慣を付けさせることにあったと考えられる．

を運動に誘うインセンティブになるという意味があ

それはまた，予防スポーツコースを提供する地域ス

る．中央審査会社が 2018 年に公開したデータによ

ポーツクラブにとって，「新会員の獲得」や，「提供

れ ば， 2014 年か ら 2017 年ま での 3 年 間に 約 14 万

するコースの拡張」，医師や保険会社，自治体等と

6000 件の予防スポーツコースがこの認定マークを

の「パートナー関係の構築」につながるという意味

取 得 し て い る27) ． こ の 認 定 マ ー ク の 期 限 も

3年

で，その後再審査をうける必要がある．

をも持っていたと推察される7)．
ドイツ医師会がどのような意図の下に，そうした

 認定マーク制度成立の背景

ドイツスポーツ連盟の狙いに協力したのかについ

シュルツ氏によれば， 1990 年代のドイツでは，

て，今回の調査では調べることができなかった．だ

地域スポーツクラブだけでなく，市民に生涯教育の

が市民の健康維持と予防は，予防に優る医療はない

場を提供する市民大学や，保険会社も市民の健康促

という理由からしても，医師としての職業的な目的

進を目的とするスポーツコースを提供していた．だ

に叶うことである．医師の統括団体である医師会に

がその内容と品質は一様ではなく，成果を期待でき

とって，予防に関する認定制度の成立に関わること

ないものも多く，保険会社の中には，スポーツコー

は，制度設計そのものに影響を与えることができる

スを会員獲得の手段として利用する所さえあったと

ことを意味していたと考えることができるであろう．

言われる． 1990 年代初頭に 1000 社を越えていた法

2002 年から，ドイツスポーツ連盟は州スポーツ

定保険会社がその後 10 年間に 3 分の 1 に縮小して

連盟と一部の競技団体の代表者を集めて予防スポー

しまった事情に目を向けるならば，保険会社のそう

ツコースの認定マーク制度の普及に向けた作業グ

したなりふり構わぬ行動も首肯できるように思われ

ループを形成し，半年に一度，課題解決のための会

る14)．

合を持つようになった．その会合には必ずドイツ医

こうした状況を大きく変えたのが，「 1 次予防と

師会と法定保険会社の代表者が，議決権のないオブ

健康促進」という表題の下に疾病予防の促進に向け

ザーバーの立場においてではあるが，招待されて議

て法定保険会社の活動を定めたドイツの社会法典第

論に参加した．このようにドイツの予防スポーツ

5 巻第 20 条（20 SGB V ）の 2000 年の改定であっ

は，連邦レベルにおいても，州レベルにおいても，

た．この法律規定は，法定保険会社の活動だけでな

それを担うスポーツ組織が医師会及び法定保険業界

く，旧ドイツスポーツ連盟（現在の DOSB ）を頂

と連携を取る形で展開されてきた点に特徴のひとつ

点とする地域スポーツクラブの予防スポーツ活動に

を見ることができる．

対しても決定的な影響を与えた．その結果のひとつ

 認定マーク制度の枠組みと原理

が，ドイツスポーツ連盟がドイツ医師会と協力し

1)

て，地域スポーツクラブで提供される予防スポーツ

中核目標8)は，予防スポーツコースにおいて追及

コースを特別のものとするために導入したこの認定

される，世界保健機関のヘルスプロモーションにつ

マーク制度である．ドイツスポーツ連盟は，健康促

いての現代的な理解25) に繋がる重要な目標を表し

認定マーク制度の目的と 6 つの中核目標
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ている．背景の所で言及したように，認定マーク制

環境が類似したグループ，あるいは心臓循環系疾

度はスポーツ活動や運動習慣を持たない人のライフ

患，姿勢・運動系障害，ストレス障害等の予防を

スタイルに影響を及ぼすことを予防の要点と考える

必要とするグループに合ったコースデザインにな

制度である8) ．それゆえ

DOSB の掲げる 6 つの中

核目標は，トレーニング学的な内容と，社会教育的

っている．
や安全性といったコースの品質の保証となる有資

な内容から構成されている．

格者がコースデザインと指導を担当している．

まず，疾病予防につながる要因として，トレーニ
ング学的な要因に焦点が当てられ，健康資源の強化

有資格者がコースを指導していること有効性







コースの構成が一定の条件を満たしているこ

と，リスク要因の緩和もしくは除去が目標として掲

とコース参加者数が最大15名，週 1 回開催，8

げられている．こうして，持久力トレーニングや骨

単位時間から 12 単位時間のコースといった構成

筋肉系トレーニング等による身体的健康資源の強化

条件が満たされている．

が第 1 の中核目標に，仲間と共に身体運動を行う




予防的な健康チェックが実施されること医師

ことによる心理社会的健康資源の強化が第 2 の中

が事前にコース参加者の健康チェックを行い，

核目標に掲げられた．また心臓循環系疾患や糖尿

コース参加によって健康が危険に晒されることが

病，骨粗しょう症，癌疾患等の予防につながる身体

ないようにしている．

的トレーニングによるリスク要因の緩和が第 3 の

コースの継続的な品質管理と評価が行われるこ




中核目標に，そして身体運動による筋肉や関節等の

とコース指導者が参加者にアンケート等による

痛みの除去，あるいは心的ストレスや不快感の除去

調査を行い，コースの評価を行うことで，継続的

が第 4 の中核目標に掲げられた．

なコースの改善が期待される．

第 5，第 6 の中核目標では，社会教育的な要因が




地域のパートナーと健康促進に向けた協力関係

予防のために必要なコース内容として注目されるこ

が構築されていること地域の医師，学校，幼稚

とになった．こうして，トレーニング学的な側面と

園，高齢者施設，自治体の健康課，病院等とパー

は異なって，まず日常的に摂取する栄養や，余暇の

トナー関係が築かれ，通常の活動の場を越えた生

すごし方といったライフスタイル全体の見直しや運

活の場においてもクラブ活動が展開されている．

動習慣形成への刺激をコース内容の一部として含む

3)

ことが第 5 の中核目標に掲げられた．そして最後

コース指導者の養成は DOSB が定めたガイドラ

に，予防スポーツの推進につながる運動環境の改善

インに従って実施される5)．養成コースは全国に展

が，例えばスポーツクラブとして会員指導者の養成

開された州スポーツ連盟及びスポーツ競技団体の研

に力を入れたり，運動空間や器具の整備に努めた

修所で実施される12)13) ．指導者資格の取得を考え

り，あるいはソーシャルキャピタルとなる社会的ネ

ている者にとって，養成コースが生活の場の近くで

ットワークの構築に力を入れたりすることが第 6

提供されていることは，スケジュール調整の点で大

の中核目標に掲げられた．

きな利点を持っていると見ることができるであろう．

2)

6 つの認定基準

予防スポーツコース指導者の養成

予防スポーツコースの指導者資格を取得するに

前出の中核目標を実現するには，コースデザイン

は，コース一般の指導に関わる C 級ライセンスの

としてどのような基準を満たす必要があるだろう

取得（最低120単位時間の研修）に加えて，予防ス

か．この点に関して，審査プロセスで求められる基

ポーツの専門的なプロファイルに関わる B 級ライ

準として次の 6 項目が挙げられている9)．

センスの取得（最低 60 単位時間の研修）が求めら

 コースデザインが特定のターゲットグループに


れる．ただし，健康科学を専攻に持つスポーツ大学

向けられていること年代，性別，運動歴，生活

卒業者や，体育教師，あるいはスポーツ方法論を追
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加資格として持つ理学療法士や，エルゴセラピスト

に参加しても，参加者にとっては自分の保険会社か

（精神疾患患者に対する運動療法士）
，運動療法士の

ら受け取ることのできる助成の割合が異なり，その

場合には，その資格が予防スポーツの B 級ライセ

度にコース指導者が保険会社との交渉に駆り出され

ンスに相当すると認められている．

ることになった．

4)

予防スポーツコースのコンセプト

そこでノルトライン・ヴェストファーレン州では，

予防スポーツコースをデザインするに当たって

2010 年より独自に州内の代表的な法定保険会社 7

は，標準化されたコンセプトに従うか，マスタープ

社とこの問題について話し合う作業グループが生ま

ログラムをモジュール式に組み合わせるか，いずれ

れた．ほぼひと月に 1 度の割合で，全部で 18 回の

かのやり方に従うのが通例である1)．そうすること

ミーティングが持たれ，最終的に法定保険会社 35

で，コース指導者の労が省かれ，確実に認定を受け

社 と 州 ス ポ ー ツ 連 盟 と の 間 で ， SPORT PRO

ることができるようになる．

GESUNDHEIT の認定マークの審査結果を保険会

標準化されたコースコンセプトは，確定された形

社が Deutscher Standard Pr äavention の審査結果と

で提供され，勝手に変容することは許されない．ま

してそのまま受け入れる合意書が取り交わされた．

た実施に当たっては，定められた条件に従わなけれ

これは 16 州の中のひとつの州における出来事であ

ばならないという制約がある．水中体操から転倒予

ったが，すぐに DOSB と法定保険会社連合の動き

防まで，ターゲットグループや予防分野に応じて多

に反響を呼び起こした．法定保険会社連合はドイツ

様なコースコンセプトが準備されている．

国内の疾病保険会社の 90 以上をカバーする上部

これに対し，マスタープログラムを利用するやり

団体である．スポーツ組織と100数十社を数える保

方は，ターゲットグループの様々なプロフィールに

険会社が予防スポーツの認定マークを巡って歩調を

合わせたモジュールの組み合わせと時間を調整する

合わせるようになること自体，通常なら考えられな

ことで，コース指導者の個性を活かしたデザインに

い進展であるが，その背景には 2015 年の予防法の

仕上げることが許されている1)．

成立に向けた社会の大きな動きのあったことが推測

 

年以降の展開
申請及び審査プロセスの統
一化，オンライン化
1)

背景

される．
2)

申請及び審査プロセスの統一化，オンライ
ン化

2000 年の導入後，認定マーク制度は決して常に

こうして 2010 年代に入って，予防スポーツコー

順調に発展してきたわけではない．シュルツ氏によ

スの認定マーク制度に大きな展開が見られることに

ると，先に挙げた各州のスポーツ連盟と競技団体の

なった．申請及び審査プロセスの統一化とオンライ

代表者を集めた作業グループでは，例えば移民や失

ン化である． SPORT PRO GESUNDHEIT にして

業者のような低所得者，あるいは中高年男性層に運

も， Deutscher Standard Pr äavention にしても，以

動の必要性についての意識を高め，コース参加を訴

前は審査機関による審査基準の受け取り方がバラバ

えることができるかについて，常に議論が交わされ

ラで，認定マークの授与も各機関の裁量に委ねられ

たという．

ていた．そのために，審査の公平性に対する一般の

コース参加者及びコース指導者にとって特に問題

信頼も限定的に留まっていた．それが申請窓口の一

であったのは，コース参加者の加盟する保険会社か

本化と審査プロセスの統一化，オンライン化の実現

らコース参加費用の助成を受けるために必要な申請

により，スポーツクラブがどの州のどのスポーツ組

手続きの煩雑さ，不公平さであった．保険会社の数

織に属していても，また予防スポーツコースの参加

が多く，保険会社ごとに予防スポーツコースに対す

者がどの保険会社に加入していても，同一の審査プ

る考え方が異なっていたために，例えば同じコース

ロセスと基準において審査を受けることができるよ
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いるかを簡単に調べることができるようになった．

うになったのである．
SPORT PRO GESUNDHEIT の 申 請 窓 口 は ，

 運動の処方箋

DOSB 内に 2012 年に設置されたサービスプラット

処方箋が患者にとって必要な薬について医師が記

フォームである．全国からこの共通の窓口を通し

したノートであるように，「運動の処方箋」（ Re-

て，オンラインで，共通のフォーマットに必要事項

zept f äur Bewegung ）も，患者にとってどのような

を 記入 す るだ けで ， 申請 が可 能 にな り， 審 査も

運動を行うことが問題の悪化や発現の予防につなが

DOSB で統一されたプロセスの中で実行されるよ

るかを医師が記したノートである．これは元々ベル

うになった11)．

リンのスポーツ連盟と地域医師会，スポーツ医学協
で は26) ， 法 定 保

会の間で 2004 年に始まった試みであったが， 2012

険会社 連合の委託 を受けて 2013 年に設 立された

年よりドイツ全国で展開されるようになった．現在

Zentrale Pr äufstelle Pr äavention （中央審査会社）が

は，地域の医師に必要な予防スポーツコースについ

申請の窓口となり，審査業務を代行するようになっ

ての情報を提供する相談窓口が州のスポーツ連盟内

た（2014年 1 月 1 日より）．ここでも申請は全てオ

に設けられ10) ，統一的なフォーマットの処方箋が

ンラインで，統一されたフォーマットに記入する形

準備されるまでになっている18) ．同様な試みはド

で実施され，審査結果がそのままデータバンクに保

イツだけでなく，他のヨーロッパ諸国やアメリカに

存されて，一般の利用に供されるようになった．

も拡がり4)，その実践状況に関する調査研究も現れ

Deutscher Standard Pr äavention

3)

予防スポーツコース検索のオンライン化

ている17)

これもオンライン化のひとつの例であるが，予防

「運動の処方箋」は，特に血圧値の高い人，脂肪

スポーツの認定を受けたコースに関するデータバン

値や血糖値の高い人，肥満の人，転倒や運動器官に

クは，クラブ会員を初めとする一般市民が自分の必

問題を引き起こす恐れのある人，あるいはまたスト

要としているコースをオンライン検索で簡単に調べ

レスや心理的に大きな負担を抱えた人を対象として

ることのできるデータとして利用されるようになっ

いる18) ．現在はまだ保険の点数に含まれないが，

た． DOSB 内のインターネットサイトを開くと，

「運動の処方箋」は医師や患者にとって，また患者

自分の住所を示す郵便番号と，そこから半径何 km

が参加する予防スポーツコースの指導者にとって

内で予防スポーツコースを探すか（ A ），探してい

も，種々の有益な役割を果たしうることが推察し得

る予防スポーツコースが属している分野（ B ），予

る．医師にとっては，例えば信頼できるコースであ

防スポーツコースのターゲットグループ（C）を入

ることを示す認定マークの付いた地域スポーツクラ

れる表が現れる23) ． A は 1 km ， 5 km ， 10 km ， 25

ブの予防スポーツコースを，自分の患者が必要とす

km ， 50 km の中から， B は心臓循環系，一般的な

る予防のためのコースとして推奨するための有益な

健康トレーニング，姿勢・運動系（身体各部位の筋

ツールとなり得るであろう．医師はまた，処方箋を

肉・骨関節系障害の予防・改善トレーニング），ス

通して予防スポーツのコース指導者に特別な注意を

トレスマネジメント及びレクリエーションの中から，

与えることもできるであろう．あるいは逆にコース

C は子供（6 7 歳），子供（812歳），青少年（13

指導者にとっても，処方箋はコースの経過や結果を

17 歳），成人（ 18 49 歳），成人（ 50 69 歳），成人

記入して医者に患者についての情報をフィードバッ

（70歳以上）の中から当てはまる項目を選択してい

クするために利用することもできるであろう．患者

く．その上で検索ボタンを押すと，該当するコース

にとってもまた，医師及びコース指導者との具体的

があれば，コース名，開催期間，コースを提供する

なデータに基づくコミュニケーションを通して，自

スポーツクラブの名称と住所が現れる．こうして，

分の心身状態について的確に認識し，日常的な生活

どのようなコースが自分の通える範囲で提供されて

習慣の改善に向けて明瞭な意識と知識を得ることが
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できる可能性が開かれるであろう．
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処方箋」の将来性等の個別テーマについて，さらに
掘り下げた研究を進めていくことが，今後の課題と
なるであろう．

本調査結果から，特に日本の状況との比較におい
て，ドイツの予防スポーツには次のような特徴のあ
ることが明らかになった．
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