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健康寿命延伸産業における品質評価について 
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本資料においては、健康寿命延伸産業における品質評価の考え
方について、運動指導サービスを例として、以下の事項について整
理している。 

 

1. 市場規模・品質評価の現状 

2. 品質の定義のイメージ 

3. 品質評価基準の考え方 

4. 品質認証の仕組み 



サービス領域における市場規模と品質評価の現状 

○健康寿命延伸産業を構成する各種サービス等における、現状市場規模と品質評価・認証等の
有無を下表に整理した。フィットネスクラブの市場規模は3,000億円に迫るが、サービス自体の
品質評価・認証の取組は存在しない。 

  サービス 現状（市場規模、利用者数、品質評価・認証の有無） 

健康管理 
全般 

・健診・人間ドック 
・保健指導 

・電話健康相談 

・カウンセリング 
・禁煙指導 

・特定保健指導の対象者は国保除き300万人程度（2011年度、厚生労働省、平成23年度特定
健康診査・特定保健指導の実施状況（速報値）について） 

・一人当たり1～2万円の単価として市場規模は300～600億円 

・特定健診・保健指導の手引、実施基準等を厚生労働省が策定・公開 

・EAP市場規模は推計48億円（2010年度、日本EAP協会HP、EAP相談機関の活動実態調査 
2011年12月、（株）シード・プランニング調査報告より） 

・EAPについては、産業医科大学COA方式メンタルヘルスサービス機関機能認定あり 

運動・ 
スポーツ 

・運動指導 
・スポーツ等メニュー
提供 

・フィットネスクラブの市場規模は2,944億円、会員数は292万人（2012年度、経済産業省、特定
サービス産業動態月報、平成24年11月分） 

・健康運動指導士等の人的資格は存在 

栄養管理 

・栄養指導 
・栄養・ダイエット情報 
・配食サービス 

・栄養指導のみの市場規模は不明 

・在宅向け配食サービスについては、約850億円（2012年度、食品宅配市場に関する調査結果 

2013、矢野経済研究所） 
・ （一社）シルバーサービス振興会が介護サービス事業者に対し、在宅配食サービスをシルバ
ーマーク認定制度の一つとして設置（2014年2月1日現在、HP上の登録事業者なし） 

リフレッシ
ュ 

・温泉療養 

・エステティック 

・エステティック市場は3,400億円（2011年、弊社推計） 
・日本エステティック機構の認証が存在 

その他 
生活支援
等 

・旅行支援 
・移送・外出サポート 
・家事支援 

・旅行自体の市場規模は1兆4,000億円（2011年、弊社推計）、旅行支援については、不明。 

・家事代行サービス市場は811億2,200万円、見守りサービス市場は143億3,400万円（2013年
版住まいと生活支援サービスの実態と将来展望、矢野経済研究所） 

金融 

・民間医療保険 

・がん保険 

・民間医療保険の契約件数は2,778万件、契約高は約4兆円、がん保険は2,054万件、約2兆円
（2012年度、社団法人生命保険協会、生命保険の動向） 

・金融庁による認可による管理 

健康寿命延伸産業における各種サービスと現状市場 
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運動指導サービスにおける「品質」の定義のイメージ 

本来備わっている特性（そのものを識別するための性質）の集まりが、要求事項（明示され
ている、通常、暗黙のうちに了解されているもしくは義務として要求されている、ニーズ又は
期待）を満たす程度 
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JISQ9000：2006「品質マネジメントシステム－基本及び用語」における「品質」の定義 

① 運動指導サービスがエビデンスに基づく疾病予防等の機能を有すること 

② 運動指導サービス提供全体における安全性が担保されていること 

③ 運動指導サービスの設計・開発・提供に至る一連のプロセスにおいて、PDCAサイク
ル等により、品質維持・管理・改善に向けた取組みがマネジメントされていること 

運動指導サービスにおける「品質」の定義のイメージ 

 運動指導サービスについて利用者が期待する特性としては、そのサービスが疾病予防
などの健康寿命を延伸させうる機能を有することと解釈できる。 

 健康寿命を延伸させうる機能を有する運動指導サービスを顧客期待に沿って提供する
ために必要な、安全性担保、品質マネジメントも含め、健康寿命延伸産業における運動
指導サービスの「品質」をここでは以下のように定義した。 



品質評価基準の考え方 
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品質認証事例 品質の捉え方 評価対象 品質評価基準 

特定保健用食品 食品に対し、安全性等含めた効能に対する医
学的エビデンス（の担保）を「品質」として評価 

商品 エビデンス 

栄養機能食品 食品に含まれる栄養成分に対し、効能の医学
的エビデンス（の担保）を「品質」として評価 

商品 
（栄養成分） 

エビデンス 

運動型健康増進
施設認定マーク 

施設に対し、・設備・人材・医療連携・指導など
施設において提供されるプログラム含めた全体
が基準を満たしていることを「品質」として評価 

施設 設備 
応急措置 
人材 
医療機関連携 
プログラム 

エステティック
サロン認証 

店舗に対し、法令等遵守、顧客対応、教育、安
全・衛生管理、技術等の組織運営プロセス全体
が基準に適合していることを「品質」として評価 

施設（店舗） 関連法令・業界自主基準遵守 
顧客対応 
教育管理 
安全管理・衛生管理 

Information 
Standard 
（英国） 

法人に対し、法人の発する個々の情報提供結
果が保証されていることを「品質」として評価 

法人 提供プロセス 
情報のエビデンス 
PDCA（フィードバック・論評等） 

○健康寿命延伸産業において、既に存在する品質認証事例における品質の捉え方、評価対象、
品質評価基準（主要部分）は下表の通り。 

○運動指導サービスの品質評価の対象については、①提供される個々サービスの評価、②個々
サービスを提供する施設の評価、③法人等の組織の評価の3通りの評価対象が考えられる。 

先行事例における品質評価対象・品質評価基準 



参考：品質認証制度と品質評価基準（1/2） 
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品質認証事例 品質評価基準 

特定保健用食品 前提：保健機能成分（関与成分）を含んでおり、 
１．食生活の改善が図られ、健康の維持・増進に寄与する事が期待できるものであること 
２．食品または関与する成分について、保健の用途の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること 
３．食品または関与する成分の適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること 
４．食品または関与する成分が、添付資料からみて安全なものであること  
５．関与成分について以下の事項が明らかにされていること 
  ア：物理学的、科学的及び生物学的性状ならびにその試験方法 
  イ：定性及び定量試験方法 
６．同種の食品が一般的に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものではないこと 
７．まれに食べられているものではなく、日常的に食べられている食品であること 
８．食品または関与成分が、専ら医薬品として使用されるものではないこと 

栄養機能食品 栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学
的・栄養学的に広く認められ確立されたものであり、１日当たりの摂取目安に含まれる栄養成分量が、国
が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができる。但し、定めら
れた注意喚起表示等を適正に表示しなくてはならない。 

運動型健康増進施
設認定マーク 

１．有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置 
  （トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備） 
２．体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置 
３．生活指導を行うための設備を備えていること 
４．健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置 
５．医療機関と適切な提携関係を有していること 
６．継続的利用者に対する指導を適切に行っていること（健康状態の把握・体力測定運動プログラム） 



参考：品質認証制度と品質評価基準（2/2） 
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品質認証事例 品質評価基準 

日本エステティッ
ク機構の認証 
 
１．エステティッ
クサロン認証 
 

１．エステティック関連法令（不当景品類及び不当表示防止法・消費者保護法・特定商取引法等）を遵守
しているか ※特定商取引法は特定継続的役務提供サロンのみの遵守事項 

２．業界自主基準を遵守しているか 
３．消費者相談窓口・担当者を設置しているか 
４．教育管理がきちんとなされているか 
５．安全管理・衛生管理（機器・技術サービス）がきちんとなされているか 

※ 個々のエステティックサロンの商品・エスティックサービスの質を保証するものではなく、また、
エステティックサロンの経営内容を保証するものではない。 

２．エステティッ
ク機器認証 
 

１．電気用品安全法に規定された基準に適合しているか 
２．機器分類ごとに規定した機器基準に適合しているか 
  ※各企業から製造・販売される商品を対象に、試験検査し認証する 

３．エステティ
シャン試験制度認
証 
 

１．エステティックの基本的知識と技術を有しているか 
２．エステティシャンとしてのホスピタリティーマインド（おもてなしの心）を保持しているか 
３．エステティック業に関連の深い法令を理解し、遵守の精神を保持しているか 

Information 
Standard 
（英国） 

ヘルスケアの情報が信頼に足るものであり、同時にその組織内部の過程の品質についても保証されたもの
であることを以下の６つの原則から評価する 
１．情報の提供……………高品質な情報を提供するための定義済みの、実証されたプロセス 
２．エビデンスソース……最新の、適切な、バランスのとれた、信頼できるエビデンスソース 
３．ユーザーの理解………ユーザーに関する理解と情報のユーザーテスト 
４．最終結果………………最終チェックリストに照らし合わせた最終結果 
５．フィードバック………批評、苦情、偶発事件などに適切に対処 
６．論評……………………事前に予定された正規の基準に沿った成果とプロセスの論評 



運動指導サービスの品質評価基準のイメージ 

○健康寿命延伸産業領域における品質評価・認証事例から、運動指導サービスの品質評価基
準、及び整備すべきドキュメント等を下表のとおり整理した。 

○ここでは、運動指導サービスの品質評価を、疾病予防等の機能を有するサービスが、安全性
等配慮された適切な設備・人材配置等に基づいた施設等により、適切な組織全体のマネジメン
トのもと提供されることを評価する、「組織全体の品質評価」と仮定している。 

提供されるプログラム自体のエ
ビデンスに基づき有する機能 

経営理念、資金的な継続性・安
定性、コンプライアンス 

人的リソース（人材育成・研修、
資格・試験等） 

建築・消防・衛生面の諸法規、業
界指針等の遵守 

エビデンス 

安全性 

品質 
マネジメント 

品質の定義 品質評価基準のイメージ 

（必要に応じて）医療・介護との
連携 

提供されるサービスに対する安
全面での配慮・管理 

サービス提供に至る一連のプロ
セスにおけるPDCA等品質維持・
改善に向けた取組 

品質担保のために整備すべきドキュメント等のイメージ 

プログラムの拠り所となる論文、ガイドライン等 
• 例：公益財団法人健康・体力づくり事業財団の健康・体力づくりと運動に

関するデータベース等 

経営理念の事業活動における浸透度・関連性、財務諸表等による
健全性の提示、個人情報保護方針策定・運用 

「プログラム指導マニュアル」、「顧客対応マニュアル」「指導
者育成マニュアル」等の整備、研修制度、資格認定制度等の活用 

関連法規、指針等への遵守を示すドキュメント整備、監査（検
査）結果の提示（施設型・人材提供型で異なる） 

医療との連携プロセス手法 
• 例えば、経済産業省事業において（一社）日本規格協会が調査した、医療

連携プロセス標準等 

「安全管理マニュアル」、「事故対応マニュアル」、「危機対応
マニュアル」等の整備 

JIS Q 9001等に基づいた品質マネジメントシステムのドキュメン
ト整備・運用 7 



品質認証の仕組み 

品質認証対象・方法・体制 

○品質認証の対象としては、個々の商品・サービスを対象としたもの、施設、組織を対象としたも
のが存在 

○認証方法は、第三者認証または自己認証が存在し、第三者認証の体制としては、認定・認証
分離型、認定・認証一体型がある。 

○品質評価基準の策定者としては、認定機関や、その他（国・公正・中立な有識者組織等） 

認定機関 

サービス
(提供者) 

認証機関 認証機関 

サービス
(提供者) 

サービス
(提供者) 

サービス
(提供者) 

認証機関 

サービス
(提供者) 

サービス
(提供者) 

認定機関 

サービス
(提供者) 

サービス
(提供者) 

サービス
(提供者) 

・評価の信頼性の担保：大 
・認証手続きの煩雑さ：大 
・スキーム維持費用等の負荷：大 

・評価の信頼性の担保：中 
・認証手続きの煩雑さ：中 
・スキーム維持費用等の負荷：中 

・評価の信頼性の担保：小 
・認証手続きの煩雑さ：小 
・スキーム維持費用等の負荷：小 

認定・認証分離型 認定・認証一体型 第三者策定基準参照型 

第三者認証 自己認証 

第三者が事業者またはサービス等に対して、客観的な立場から品質認証評価
を行い、その結果に基づき第三者機関が認証を与える方法 

事業者等自身が、一定の基準適合
であることを公開する方法 

品質評価基準 

参照 

宣言 
第三者策定 

自己 
評価 

自己 
評価 

自己 
評価 
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