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消毒不要･厳禁+湿潤療法（いわゆるラップ療法）

現代医学は進歩の途上
消毒とガーゼによる外傷･創部の乾燥･ミイラ化･瘢痕化

自然治癒の誘導



母(89)が死ぬ２週間前まで投与された薬

1. ニューロタン 

2. アテレック 

3. バイアスピリン 

4. タケブロン 

5. 酸化マグネシウム 

6. ジャヌピア 

7. マイスリー 

8. ブロチゾラム 

9. ベルソムラ 

10. メマリー 

11. テトラミド 

12. リスパダール

⾼⾎圧症 

⾼⾎圧症 

抗⾎栓薬 

消化器潰瘍 

便秘 

糖尿病 

睡眠障害 

睡眠障害 

睡眠障害 

認知症 

うつ病 

興奮･不安

アンギオテンシンII受容体拮抗薬 

カルシウム拮抗薬 

⾮ステロイド系解熱鎮痛薬 

ヒスタミンH₂受容体拮抗薬 

胃酸中和、塩類下剤 

DPP-4阻害薬 

⾮ベンゾジアゼピン系の睡眠導⼊剤 

チエノトリアゾロジアゼピン系睡眠導⼊剤 

オレキシン受容体拮抗薬 

NMDA受容体拮抗薬 

四環系抗うつ剤 

セロトニン-ドーパミン拮抗薬

薬品名 適応症 作用機序



ドクターズ・ルール 425
アメリカの臨床医が綴った医療現場における規則・格言集

薬の数が増えれば副作用の可能性はねずみ算的に増える。 

４種類以上の薬を飲んでいる患者は医学知識の及ばぬ危険な領域にいる。 

可能なら全ての薬を中止せよ。 

不可能なら、できるだけ多くの薬を中止せよ。 

高齢者のほとんどは薬を中止すると体調が良くなる。

医師の処⽅と服薬に律儀な(コンプライアンスが良い)患者 
ほど副作⽤という医原病の被害者に成り得る

患者の理解、意思決定に基づく内服厳守 (アドヒアランス)

あまりに医療側すぎ 患者が主役

日本では



1. 現代西洋医学と近代医療の誕生の背景とその問題点 

2. 日本の国民健康保険制度の問題点 (日英比較) 

3. 心と体をつなぐ自律神経免疫学 (理論的基礎) 

4. ヨーロッパの温泉活用、特に健康保険制度 

5. 日本の温泉活用と温泉地が抱える現状と課題 

6. ドイツのクアオルト(療養地)を手本に日本型療養地
づくりの動き

本日お話しすること



近代医学の完全勝利 ---- 感染症制圧 !?

消毒法と無菌⼿術の確⽴ 

疫学・分⼦疫学 

サルファ剤とペニシリンに始まる抗⽣物質 (→ 多剤耐性菌) 

ワクチン (→ 有効性･安全性に問題があるワクチン：⼦宮頸がん、インフルエン
ザ、ロタ、ヒブワクチンなど、⽶国では0〜6歳まで合計36回のワクチン接種があ
り、接種事故が起きても製造責任が免責される。メガ・ファーマのボロ儲け⼝) 

抗ウイルス薬 (抗HIV薬、抗ヘルペスウイルス薬 → 有効性に問題がある薬：
タミフル、リベンザなど) 

リバースジェネティックス (→ ⼈⼯ウイルス等の⽣物化学兵器へ転⽤可能)



石炭酸噴霧による 無菌手術 1866～

ロンドン 科学博物館

1877年の無菌手術風景



疫学の誕生 1854年
コレラの集団発生  ロンドンSOHO地区



ジョン・スノウによる疫学の始まり

1854年コレラの集団発生地図Cholera & John Snow’s Pump

Pub JOHN SNOW



WHO 天然痘の根絶宣言 1980
種痘接種による徹底的なワクチネーション ワクチンが有効



米国におけるポリオの症例数

セービン経口 
生ワクチン導入

ソーク 
不活化ワクチン導入

10万人に１人

ワクチンが有効



日本におけるポリオの症例数

生ワクチン導入

ワクチンが有効



ペニシリンに始まる抗生物質の開発 1928～1942～

2009  BBC 4 製作ドラマ

フレミング教授フローリー教授 ヒートリー博⼠

ロックフェラー財閥からの資⾦援助



英国における結核死亡率（女性）

抗生物質 
ストレプトマイシン導入

BCG

抗生物質が有効



英国における猩紅熱の死亡率

ペニシリン 
抗生物質の登場

溶血性連鎖球菌感染症

消毒が有効



英国における麻疹の死亡率

ワクチン開始

衛生状態改善が有効

はしか

はしかウイルス感染症



英国における壊血病と麻疹の死亡率 (20世紀)

ワクチン開始

壊血病 
ビタミンＣ 
欠損症

麻疹

栄養状態改善が有効

はしか



機械論=細胞･分子･遺伝子･ゲノム解析などの要素還元主義 

臓器別･部位別専門分野の医学 (木を見て森を見ず) 

ウィルヒョウの呪い (がん細胞無限増殖説) に束縛 

慢性疾患を対症療法で治療 (対極は原因療法) 

化学合成薬 (ほとんどが代謝阻害薬) の多重･長期投与に偏重 

心のありかたと病気の関連を無視･軽視 (ヒトは特に複雑系) 

体温を軽視･発熱を敵視 

再生医学に偏重 (発想が病気=機械部品の故障と同じアナロジー) 

免疫指標の白血球の分画 (顆粒球とリンパ球) 検査をしない、軽視

現代西洋医学の誤謬



ロックフェラーによる医療支配 
“近代医療”の世界制覇



現代西洋医学=近代医療誕生の歴史的背景 in USA

ジョン･ロックフェラー⼀世は⽯油事業で財をなし、税⾦対策に慈善事業団体=ロックフェ
ラー財団をつくった (1918年当時、今の価値で約30兆円相当の資産) 。次ぎに⾦融 (JPモル
ガンチェース)、そして医療⽀配・⾷糧⽀配をめざした。ロスチャイルド財団が考案した連
邦準備銀⾏FRB設⽴ (1913) に関与し、潤沢な資⾦調達に成功した。 

具体的には、主に⽯油化学製品である医薬品投与を中⼼とする「科学的な」⼿法=対症療
法で、労働者･国⺠の健康を維持することを⽬的とした。 (健康の産業化、⼈類の家畜化) 

税⾦回避の慈善事業やロックフェラー医学研究所 (1901、現ロックフェラー⼤学) 設⽴ 

1910年 ロックフェラー⼀族が実質⽀配するカーネギー財団が表向きに資⾦提供し、所
⻑が90⽇間で全⽶69医学校を調査･格付けした「フレクスナー・リポートFlexner 
Report」で、代替医療をインチキ療法 quackery とさげすみ、それらを⾏う医学校25
校を「信⽤のおけないまやかしの学校」と⾮難し、閉鎖に追いやる。 

アメリカ医師会AMAを乗っ取り、医学教育、医師免許、治療法、治療費決定権を独占 

「アイビーリーグ」(ハーバード、イェールなど) に医学部創⽴⽀援

﨑谷博征著「新・医療ビジネスの闇」

ロックフェラー財閥による米国の医療支配の歴史



“近代医療”の世界制覇への歩み
IGファルベンFarben (２次⼤戦前BASF、バイエル、ヘキストなど６社の巨⼤カルテル) はナチ
ス⽀持･資⾦協⼒･軍需産業として戦争協⼒ 

強制収容所での新薬の⼈体実験と毒ガス=チクロンＢ(IGファルベンの特許殺⾍剤) 提供 

IGファルベンの筆頭株主は、スタンダード･オイル（現 エクソン=エッソ、ロックフェ
ラー財閥、⽶国政財界の親ナチス派=反共産主義） 

IGファルベンは、スタンダード･オイルのロックフェラー⼀族に次ぐ筆頭株主 

ロックフェラー、ロスチャイルド両財団は初期のナチスに資⾦やオイルを提供。アメ
リカ外交の対ヨーロッパ戦略「共産主義に対抗するために、独裁者を援助し、育てる」
の筋書きに沿ったもの。英国⾸相チェンバレンも「共産主義の防波堤」とみなした。 

ニュールンベルク裁判でIGファルベンの役員幹部24名に有罪。その後釈放、復帰 !? 

ロックフェラー財団は、国連UN設⽴、更に傘下の世界保健機関WHOと世界貿易機関
WTO設⽴に尽⼒。WHOは、設⽴当初こそ加盟国の拠出⾦のみで運営されてきたが、
現在はその２倍近い資⾦を製薬業界から受け取っている。

﨑谷博征著「新・医療ビジネスの闇」



ノーベル賞選考への影響力行使
1910年 
1915年 
1926年 
1928年

「フレクスナー･レポート」で石油化学製品の医療応用を提唱 
山極 勝三郎　コールタールの発がん性証明 (化学発がん) 
ヨハネス・フィビケル「寄生虫原因説」ノーベル賞受賞 
野口英世　ガーナにて黄熱病で客死

ロックフェラー財閥にとって、⽯油製品であるコールタールが発がん物質であることは、極
めて不都合な事実であった。そこで、⽇本⼈研究者の⼭極の業績を潰す⼀⽅、当時ロックフェ
ラー医学研究所にいた野⼝を担ぎ上げ、サクセスストーリーとして徹底的に利⽤した。 
だが野⼝の医学上の業績は、梅毒病変部に梅毒スピロヘータを⾒つけた以外、何もない。

12⽉17⽇より全国ロードショー



メガ・ファーマ（巨大製薬企業 ビッグ･ファーマとも）

セジデム・ストラテジックデータ

世界の医薬品売上⾼ランキング10位 (2013)
ロックフェラー財閥（アフラック、モンサント、エクソン=エッソなど）



日本の医療の特徴 
その１ 

医療制度の日英比較



国民健康保険制度と介護保険制度
国民医療費　40.8兆円（2014）1.9％増、１人あたり32万円 
介護総費用　9.6兆円（2011）4.4％増 
年金　56兆円（2014）

%
国民皆保険制度発足 
      1961

医療費　56～70兆円 
介護費用　19～24兆円 
年金　60兆円

団塊の世代が 
後期高齢者になる 
2025年の予想

医療･介護･年⾦で年100兆円



救命救急医療以外の⽇本医療は７〜８割不要
出来高払い=診療報酬制度 (治すインセンティブが働かない)→ 包括払い, 人頭払いへ 

慢性疾患の対症療法 (高血圧、高コレステロール、高血糖ほか) 

投薬偏重、しかも多剤 (併用) 大量･長期処方が常習化 

抗生物質の不必要投与 (MRSAなど多剤耐性菌=スーパーバグの出現と病院内蔓延) 

検査偏重=対人口比世界一のCT･MRI 、マンモグラフィー  (腹部CT１回で20ミリシーベルト、
世界最大の医療被曝国、Oxford大学調査では医療被曝により推定される発がんは３％) 

メタボ検診、人間ドック (日本特有の検査システム、早期発見・早期治療の罠) 

がん検診と３大がん治療 (手術、抗がん剤、放射線) 

過剰な延命治療をする終末期医療 (胃ろう、中心静脈栄養、人工呼吸器、血液透析など) 

一部のワクチンと治療薬 (例：インフルエンザ、子宮頸がんワクチン、タミフル) 

向精神薬の多量･多重･長期投与 

関係学会の標準治療が医原病を生む構造 (医療裁判で負けない)

英国･豪州 
登録制度

現代日本医療の問題点 (1)



現代日本医療の問題点 (2)

⾃然治癒･⾃然療法(代替療法)の否定ないしは無視

こころと体の関連性を診ない。 

医学部では自然治癒・温泉療法を教えない。 

温泉療養は単なる民間療法なので、研究費を捻出できない。 

代替医療に健康保険適応しない。(鍼灸に一部適応。治っては困る？) 

絶食療法や食事指導しない。



英国･豪州の健康保険制度
登録制度 (包括払い、人頭払い)

経費

剰余金

GP 家庭医（登録医、⼀般医） 
⼀⼈あたりの受け持ち： 

約500世帯、1,500〜2,000⼈ 
１⽇に診る患者数：20名程度

予防 
介護との連携

住⺠の登録数に応じ予算総額
給与に上乗せ

コミュニティー病院・診療所
かかりつけ医

受診･治療 
⼆次医療に紹介



世界第５位の人員を抱える雇用主 
医師：15万人（家庭医 4.5万人、二次医療担当医 10.5万人） 
看護師：31万人 
予算：税金 (80%)、国民保険 (18%)、受益者負担 (1.2%) 
　　（日本：税金40％、企業負担20％、国民保険30％、患者負担10％） 
平均入院期間：6.9日（日本：16.9日）

1. 万人への普遍的なサービス提供する。 

2. 利用者の支払い能力ではなく、臨床的必要性に基づいた医療を提供する。 

3. 技術・専門性において高いスタンダードをめざす。 

4. すべての患者の心に届くサービスをめざす。 

5. 関連する患者・地方コミュニティ・市民全員らと、組織を超えて連携する。 

6. 納税者から得た原資を、最も高品質・効率的・公平・持続可能に活用する。 

7. NHSのサービスは、市民・コミュニティ・患者への説明責任を果たせるものである。

英国の健康保険制度

憲章



1. 市民は自分自身および家族の健康に関心を持ち、責任を持つべきである。 

2. 市民はNHS制度へのアクセス拠点となる家庭医に登録すべきである。 

3. NHSスタッフおよび他の患者へ敬意を払うべきである（暴力行為は起訴・診療拒否
される）。 

4. 自己の状況や健康状態は正確に申告すべきである。 

5. アポイントメントを守り、キャンセルは常識的に行うべきである。そうでなければ
最長の待ち時間にもなりえる。 

6. 患者は同意したならば、治療手段に従い、それが難しい場合はそれをスタッフに告
げるべきである。 

7. ワクチン接種などの公衆衛生プログラムに参加すべきである。 

8. 臓器提供に関する本人意思を表示するべきである。 

9. 受けた治療や病状変化について、副作用などの良い面も悪い面もフィードバックを
行うべきである（匿名のフィードバック手法も提供）。

市民の義務

英国の健康保険制度



日本の医療の特徴 
その２ 

医薬品に偏重
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薬剤費

116%

128%

国民医療費と薬剤費の伸び

医療費の伸び分の
40％占める

高血圧ガイドライン改訂 
(140/90)

向精神病薬 
SSRI登場 

選択的モノアミン再取込阻害薬

1999

メタボ検診義務化

厚生労働省



調剤薬局医療費の推移

全国保険医団体連合会

薬剤費

調剤技術料

指導管理料

200%に

160%に

291%に

2000～2014の15年間 医療費全体の 
約18％7.2兆円

医薬分業 
90s～
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医療費に占める薬剤費比率の国際比較

中央社会保険協議会海外調査（2008年）

%

投薬偏重の日本医療
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抗がん剤 オプジーボ®薬価
高額薬価の国際比較例

（100mg/10mlで英国を100とする）
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メーカーの言いなり
価格

*患者⼀⼈の薬価が 
年間3,500万円

厚労省幹部のメー
カーへの天下り

14.4万円 
per100mg

29.6万円 
per100mg

73万円 
per100mg

がん保険会社の利益

がんの恐怖を煽る

高価な抗がん剤で利益

%
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医薬品の輸出入額の推移

輸入

輸出

兆円

兆円

兆円

兆円

３兆1,884億円

1,260億円

４％

厚生労働省　薬事工業生産動態統計調査

巨額の貿易赤字

1,446億円

２兆3,165億円
38％増

わずか

⽇本の製薬市場は世界第２位
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医療機器の輸出入額の推移

輸入

輸出

1兆円

１兆3,685億円

5,723億円

４2％

厚生労働省　薬事工業生産動態統計調査

１兆554億円

30％増

4,534億円 26％増

大幅な貿易赤字



入院外医療費の伸び6.6兆円の内訳

全国保険医団体連合会

（2002～2014年度）
血液透析全体

患者数：32万人 (2014年) 
糖尿病性腎炎：45％ 
１人の年間医療費：500万円 
医療費：１兆6,000万円 
　　　　(医療費総額の４％)
透析大国、ドル箱



透析患者数の変遷

透析にかかる医療費総額/年 25万人 X 5～600万円=1兆5,000億円
国民医療費 約32兆円（約5％）
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年別、新規透析導入患者の原因の推移

糖尿病性腎症は漸増し、40％を突破

慢性糸球体腎炎

糖尿病性腎症
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日本透析医学会



糖尿病と関連するデータ
・糖尿病が強く疑われる⼈は950万⼈、予備軍も加え 2,050万⼈ (2012年) 

・合併症 ---- 神経障害11.8％、腎症11.1％、網膜症10.6％、壊疽0.7％ 

・失明原因の第２位 ---- 年間 約4,000⼈ 

・新規腎透析の原因の第１位 ----（糖尿病腎症）年間15,837⼈（2013年） 

・脳卒中のリスクは３倍、⼼筋梗塞･狭⼼症のリスクは３〜４倍 

・糖尿病性壊疽（閉塞性動脈硬化症ASO） 
   ・⾜の⼤切断 10,000例／年、⾜指も含めると 30,000例／年 

・年間医療費 ---- １兆2,000億円 (2012年) 

・糖尿病治療薬の市場（2014年） 
   ・糖尿病 4,357億円（⾼⾎圧 5,500億円、⾼脂⾎症 1,400億円）
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名古屋共立病院

高濃度人工炭酸泉足浴による糖尿病性壊疽の治療
足浴による糖尿病合併症の壊疽の切断回避



慢性疾患の病因論･代替療法の理論的基礎 
こころと体をつなぐ自律神経免疫学



精神・神経系

内分泌系 免疫系

身体の恒常性維持のための３大統合システム
ホメオスタシス

自律神経

時計遺伝子

Per1, Per2, B-mal I, 
Clock, Cry1, Cry2



免疫細胞　2兆個（約3％）
人の全細胞数　60兆個

骨髄

全身の免疫臓器と組織

扁桃
リンパ節
胸腺

リンパ管

脾臓

小腸の 
パイエル板 
リンパ節



自律神経免疫学の提唱者

安保 徹・新潟大学大学院名誉教授故 福田 稔・医師

福⽥・安保理論の登場



アドレナリン 
レセプター

アセチルコリン 
レセプター

交感神経末端と副腎髄質

アセチルコリン 
レセプター

接着分子を特化 
して進化

ペプチド 
ウイルス 
花粉･ダニ 
異常分子 
異常細胞

リンパ球

アドレナリン 
レセプター

貪食能を特化 
して進化

細菌
顆粒球

マクロファージ

副交感神経末端

ノルアドレナリン 
アドレナリン アセチルコリン

不完全消化の

オリゴペプチド

活性酸素入り顆粒

血流

コリンエステラーゼ

自律神経による白血球支配



胴長進化

自律神経系による臓器･器官の二重支配

脊椎進化

興奮 
闘争 
逃走 
餌取 

エネルギー消費

休息 
リラックス 
消化 
吸収 
排泄 

エネルギー蓄積

副交感神経系交感神経系

分断されている

副交感神経系交感神経系

自律神経の進化過程



骨髄(造血器)

前腎(造血器)

高濃度酸素対策

胸腺(リンパ球)の発生と進化

鰓の一部

外来抗原対策

顆粒球の進化

腸内細菌対策

大腸の発達

脱水対策
直腸

水中酸素濃度

大気中酸素濃度

40x

生物の上陸と免疫系の進化

分裂の盛んな細胞は酸素が嫌い 
酸素を使わない解糖系がメイン



交感神経優位 副交感神経優位自律神経系

良悪 悪

リンパ球

顆粒球

少 多

少多

体温（高い） 低低

筋肉以外の血流

60％ 54％

35％ 41％

健 康 病気病気

自律神経のバランスとリンパ球と顆粒球の比率

血流障害

活性酸素障害

薬の長期連用心 労過 労 運動不足 肥 満



過度の心身のストレス

交感神経優位

アドレナリンとコルチゾルの分泌亢進

疼痛、化膿、潰瘍、がん化

悪
循
環

ステロイド剤・鎮痛剤の長期使用
リンパ球減少とプロスタグランジン合成阻害

顆粒球の増多 
顆粒球による活性酸素の増加 
組織破壊と血流障害 
リンパ球の減少と免疫抑制

副交感神経刺激

治
癒

プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン

治癒への道

治
癒
反
応

ストレスの病因論

出典：usuge-measures.com



•くしゃみ、鳥肌、咳、鼻水、涙、
吐き気、誤嚥時の咳き込み、緊張
時の下痢

いやなもの反射（驚き反応）の例

一時的な 
ストレス

交感神経 
優位

副交感神経 
優位

リバウンド

•酢物、梅干し、ワサビ、辛子 
•鍼灸、漢方薬、温熱ストレス

時間の経過

自律神経免疫療法の代表的な治療法

休息、リラックゼーション、温浴
副交感神経刺激

時間の経過



医療と介護に温泉を活用する 
ドイツ療養地=クアオルトを手本に



枯渇しない日本の天然資源
「資源小国」の日本が海外にアピールできる

飲み水

ミネラルウォーター輸出

温泉

ヘルスツーリズム(滞在型療養)

温泉地数：3,100ヶ所 
源泉数：27,500



ヨーロッパにおける温泉活用の歴史

ギリシャ･ 
ローマ時代

浸かる温泉

中世

20世紀

19世紀

トルコなど中近東 及び 
オスマントルコ占領下のハンガリー
浸かる温泉

浸かる温泉復活

大繁栄の後, 急速衰退

健康保険制度による療養

十字軍遠征

21世紀

クアオルト認定制度＠ドイツ

温泉水プール＠ヘルスリゾート

飲泉

衰退
18世紀

オーストリア チェコ, ポーランド

ミネラルウォーター

全欧州

ボトリング

トルコ様式

吸入

ハマーム(蒸し風呂)

八角形 小～中型浴槽 
ドーム天井 
マッサージ

アロマ浴場
古代エジプト

上流階級 の社交場

治療用, 個浴
大衆用大浴場

中欧
西欧 ハンガリー

16～17世紀

ペットボトル

飲泉テルマエバルネア

テルメ + サウナ

ガラスボトル

陶器ボトル



古代ローマの風呂事情

首都ローマの浴場数

有名なテルマエ 
  アグリッパ浴場：最初のテルマエ 
  カラカラ浴場：収容能⼒1,600⼈（6,000〜8,000⼈/⽇） 
  ディオクレティアヌス浴場：収容能⼒3,200⼈

入浴料金

ファーガン著「Bathing in Public Roman World」

男性⼤⼈：１クォドランス（25円） 
⼥性⼤⼈：少し⾼額 
兵⼠･⼦ども：無料 
奴隷：客として⼊浴可

  テルマエ：11ヶ所（⼤規模浴場、スーパー銭湯+図書館など） 
  バルネア：942〜967ヶ所（⼩規模浴場）

パンとサーカス、それに浴場



ブダペスト・ルダッシュ温泉

湯温と湯温表示の問題

トルコ様式浴場



医学とウェルネスの融合 
多彩なプログラムの提供 
楽しみながら長期滞在可能 
地域の気候･地形の特色を活かす療養法 (地形療法、タラソテラピー他) 
行政･健康保険制度のバックアップ

欧州のヘルスリゾート･メディスンの要旨

北海道大学　阿岸祐幸 名誉教授



ドイツ国民の医療に対する基本的考え方

日本とは違って「薬で治す」ではなく、「自然治癒を引き出す」ので

あり、「薬は最後の最後」がドイツ国民のコンセンサス。 

そのため、多種多様な治療法が用意・実施されている。



ドイツのクアオルト（療養地）

分類　　総数 374ヶ所（2007年） 
　(1) 鉱泉・泥療法（温泉療法）療養地　 175 
　　　　うち炭酸泉を有する保養地 51（29％） 
　(2) 気候療法療養地　　　　　　　　　　63 
　(3) タラソセラピー療養地　　　　　　　87 
　(4) クナイプ式水療法療養地　　　　　　39　

カルルスバート

マリエンバート

www.die-neue-kur.de

http://www.die-neue-kur.de


約2000年前　　ストラスブール駐屯の古代ローマ軍がバーデン･バーデン発見 
西暦75年頃　　 バーデン･バーデンに皇帝用、兵士用、軍馬用の３つの浴場建設

ドイツにおける温泉活用と社会保険制度の歴史

1937年　　　 『クアオルトの定義』第1版（各州のクアオルト法の基本） 
2005年　　　　同上　改訂 第12版　

1881年　　　　疾病保険、災害保険(1884)、老年疾病保険制度(1889) 
1892年　　　　一般ドイツ湯治協会による第１回ドイツ湯治学術会議開催

「健康である限り、その労働者に権利を与えよ。
病気に対して手当を施せ。歳おえば扶養せよ。」

18世紀半ば　　 ヨーロッパで飲泉による治療盛んになる 
1854年            ドイツ帝国ビスマルク首相によるプロイセン法成立

中世　　　　　  入浴自体がキリスト教の教義に反することで完全に衰退



ドイツの健康保養地 クアオルト Kurort とは
分類　　　　　　　　　　　　　　総数 374ヶ所（2007年） 
　(1) 鉱泉・泥療法（温泉療法）保養地　 175　　うち炭酸泉を有する保養地 51（29％） 
　(2) 気候療法保養地　　　　　　　　　　63 
　(3) タラソセラピー保養地　　　　　　　87 
　(4) クナイプ式水療法保養地　　　　　　39　　水療法･運動療法･食餌療法･植物療法･秩序療法

基本条件 
　(1) その土地に特有な治療素材がある。 
　(2) 気候条件や景色がよい。 
　(3) 目的に沿った適切な保養・治療施設がある。 
　(4) 治療効果が医科学的に証明されている。(EBM: Evidence Based Medicine)　

環境条件 
　(1) 工場や都市公害による汚染がない。 
　(2) 騒音と交通公害から隔離されている。 
　(3) 衛生上の配慮が十分されている。 
　(4) 専門の温泉気候法医が常在している。 
　(5) 訓練された有資格の専門療法師がいる。 
　(6) その他、有機栽培農産物、建材、ゴミ処理など多くの厳しい条件をクリアーする。

北海道大学　阿岸祐幸 名誉教授



ドイツにおけるクア(保養･療養)とは

健康づくりや余暇としての保養と、健康保険適応の療養とを混同されるような
曖昧な使い方をされないように、以下の様に法律で規定している。 

クアとは、医学的な健康予防管理とリハビリテーションのための処置（ド
イツ連邦休暇法） 

クワは、医師のプランに従って、主に自然療法を何回か繰り返すことによっ
て、健康維持もしくは健康回復に役立つ（ノルトライン・ヴェストファー
レン州クワオルト法）

クワオルト研究室（上山市）　小関信行 博士

クアオルトは、保養地法のもとに州ごとに認定され、一定の条

件で公的保険制度が適用され、医療費の削減はもちろん、観光

資源としても役立っている。（十数兆円産業）



クアオルトの構成要素
テルメ（温泉施設）　　　　　一般客も利用可 

クアミッテルハウス（治療専門部門）　　患者専用の種々の治療を提供 

クアハウス（保養公会堂）　　劇場、ホール、レストラン、集会場 

クアパルク（保養公園）　　　クアガーデンも含む 

トリンクハレ（飲泉所）　　　飲用可能な泉質の場合、チェコでは豪華に発展 

クリニック・病院・研究所　　温泉専門医、専門療法士 (テラピスト) 

宿泊施設　　　ホテル、ペンション、アパートなど

クアオルトの認証と維持
学者などの多種の調査による委員会から推薦を受ける。 

２年かけて審査を受け、クアオルトという称号の認証を得る。 

５年毎に再審査を受けて、その称号を維持する。場合によっては剥奪される。

療養地: クアオルトの構成要素と認証制度



クアオルトでの療養･治療

コンセプト 現代西洋医学･医療が最も苦手な慢性疾患に対し、転地療法と種々
の療法で自律神経の正常化により、自然治癒力を引き出して、心
身を癒す。

治療法 自然療法 (自然環境や素材を活用)

生活療法 (生活全般の行為・生活リズムの正常化)

地勢 = 景観 (海岸・山・起伏・森林・植生), 海・川・湖・池・滝 
気候 (気温・湿度・標高[気圧]・降雨・降雪・風), 日光 , 空気 , 音 
温泉 (鉱泉), 鉱泥 
地産の野菜・果物 , 海産物 , 薬草 (ハーブ)

食事 
運動 (ウォーキング・水中運動・登山・森林浴・ジムほか) 
休息 , 睡眠 , リラクゼーション , ヨガ, アーユルヴェーダ 
入浴 , サウナ浴 
田園浴 (農作業・山菜採り・果物狩り・搾乳ほか), 魚釣り 
娯楽 (音楽鑑賞・観劇・カルチャークラブ・読書・カジノ? ほか)



ドイツのクワオルト(療養地)の実状



バーデン･バーデン
Baden-Baden



食塩･炭酸泉の噴泉バート･ナウハイム
Bad Nauheim





バート･クロツィンゲンクアオルト

フライブルク大学 心臓センター

温泉療養専門病院数：７

(2007年)
ベッド総数：1,420
勤務医総数：86名
各科専門医：47名

温泉療法専門医：14名

医師：95名
看護師：95名
ベッド数：250

(2004年)

人口：１万7,000人 
面積：35.7平方キロ





クアパルク（保養公園）

温泉施設･多目的療法館病院･クリニック･研究所 その他は中長期滞在用宿泊施設

クアハウス（保養公会堂）

クアオルト(療養地)における施設の構成
例：炭酸泉のバート･クロツィンゲン



温泉医(クアアーツト) 
ノイマン医師

ヴィタ・クラシカ運営会社 
経営補佐 マッツ氏



クアミッテルハウス



治療用 樽浴槽



テルメ



テルメ



水中(湯中)運動レッスン



クワパルク 
保養公園



クワパルク 
保養公園

ウッドチップ



近代的ボトリング始まる 薬局で販売される

古代ギリシャ-ローマでの飲泉と温泉入浴

0

1000 1500 2000

1973

飲泉から温泉水のボトリングの歴史
ペットボトルの実用化

ガラスボトル

陶器ボトル

王冠の発明

1892



西方独逸のカルルスバード、東方日本の長湯温泉

キャッチコピー「山の港、高原の避暑地」
昭和８年頃のパンフレット



カルロヴィ・ヴァリ Karlovy Vary 

（独語：カルルスバート Karlsbad）



テプラー川

カルロヴィ・ヴァリ



ヴジーデルニ・コロナーダ

サドヴァー・コロナーダの 
第15源泉 
Hadi 源泉

毎分２トン＠73℃



ムリーンカー・コロナーダ



サドヴァー・コロナーダ



スパカップ販売スタンド

１個：500～1,000円



スパカップでの飲泉法

食事前２時間〜１時間


100〜400mℓをチビチビと


歩きながら／座って

#10 スカルニ  

Skalní(岩の源泉)@53℃



子どもの飲泉療法



スパワッフル

１枚45円

150年の歴史、10数種類のフレーバー、日本のゴーフルに相当



マリアーンスケー・ラーズニェ Mariánské Lázně 
（独語：マリエンバート Marienbad） 1815



マリアーンスケー・ラーズニェ

飲泉所 
クロス源泉のパビリオン

ラーゼニュスカ・ 
コロナーダ



フリードリヒス・コロナーダ



ホテル　ノボ・ラーズニェ





チェコ共和国の温泉医療統計 2005

温泉療養地　　　33 市町村

民間温泉療養施設　　　68ヶ所　　21,908 床 
国立温泉療養施設　　　16ヶ所　　  3,352 床 
　合計収容能力　　　　84ヶ所　　25,260 床

1,000床以上の保養地　　　6ヶ所 
カルロヴィ・ヴァリ(カルルスバート)、マリアーンスケー・ラーズニェ(マリエンバート)、フラン
ティスコヴィ・ラーズニェ(フランチェスバート)、ヤーヒモフ、テプリツェ、ルハチョヴィツェ 
500～999床の保養地　　　22ヶ所 
499床以下の保養地　　　　 ５ヶ所

総⼈⼝: 1,000万⼈

温泉療法医　　　　　　 347名 
患者数　　　　　　308,760名 　　内訳：38％ 外国人、62％ 自国民 
うち自費支払い　　162,000名　  86％ 外国人



ハンガリーの健康保険制度での温泉療養
一般人：年１回の温泉療養 
事故･手術を受けた人：年20回, 最大40回のリハビリ治療



日本の温泉療養･温泉地の抱える課題
戦後、国の制度･医学界から単なる民間療法の一つとして無視･軽視されてきた。 
温泉療養が医療保険の適応外で、温泉病院の経営が成り立たない。 
日帰り･短期滞在が大多数で、中･長期療養型の保養地が数えるほどしかない。 
温泉保養地の品質を担保する明確な定義･基準･審査認証機関がない。 
温泉保養地としての地域の総合的土地利用計画･環境計画･振興計画がない。 
長期滞在用の多様な宿泊形態(ホテル･旅館･ペンション･自炊宿等)がない。 
囲い込み型の宿泊施設が多く、地域内の商工業連携･住民との連携が希薄。 
慢性疾患治療や予防に適応できる医学的根拠を持つプログラムがない。 
長期滞在で飽きないプログラムを提供する組織(NPO･コーディネーター)がない。 
環境面(ゴミ･汚水･町並み景観･看板･エネルギー消費)での配慮が不十分。 
車優先の温泉地が多い。 
海外客の受け入れ体制(標識案内板･Wi-Fi･通訳)が不十分である。 
化石燃料･電気依存施設などエネルギーの地産地消の努力がないか、足りない。



日本の温泉地の強み
世界一の源泉数･泉種･温泉地数を誇り、分布に濃淡はあるが全国各地に散在 

地形･風景の多様性（山岳･火山･森林･河川湖･海･島･半島･田園･干潟など） 

亜熱帯から寒帯に属し、降水量が多く、四季のある自然と生物の多様性 

地域毎に多種多様な食材と日本料理 

歴史のある神社仏閣 

祭などの地域伝統の文化やしきたり 

安全･安心な社会 

もてなしの文化



温泉クワオルト研究会
・2011年５月、大分県由布市、和歌山県田辺市、山形県上山市（３市） 
・2015年１月　発展的解消

日本クワオルト協議会
• 2015年１月設立 

•山形県上山市、大分県由布市、和歌山県田辺市、
石川県珠洲市、新潟県妙高市、秋田県三種町、
島根県大田市 

•岐阜県下呂市が参加予定 日本クワオルト研究機構
・2015年３月設立 
・各分野の専門家たちの頭脳集団 
・各地のクワオルト計画を理論･実践面でサポート

自治体のみ

学者･研究者･実践者

ドイツ式日本型クワオルト実現への全国ネットワーク



設立

2015年３月10日発足総会



日本クアオルト研究機構

　ドイツのクアオルト（健康保養地）のしくみを手本に、我が国にアレンジした日本型クアオルト
の実現をめざす多分野のノウハウを持つ学者・研究者・実践者たちが集う、専門家集団=日本クア
オルト研究機構。日本各地で、温泉・景観・農林水産物・文化などの地域資源を活用して、日本型
クアオルトをめざす自治体をソフトの面から包括的にサポート。

www.kurort.jp



クアオルト実現をめざす自治体２つの動き

竹田市クアオルト構想（H27～31年の５年間、H28年地方創生事業）

日本クアオルト協議会（６市１町）

温泉力地域協力協定グループ ---- 豊富(北海道)・玉川(秋田県
仙北市)・長湯(竹田市)   
2015.7.22発足

上山市(山形)・由布市(大分)・大田市(島根)・珠洲市(石川)・ 
田辺市(和歌山)・妙高市(新潟)・三種町(秋田) 
2015.2.30発足

日本クアオルト研究機構

提言

コンサルタント契約提言

コンサルタント契約



全国でのクアオルト推進地域の状況

青森県 
秋田県 
山形県 
山形県 
山形県 
石川県 
岐阜県 
岐阜県 
和歌山県 
大分県 
大分県

青森市 
三種町 
天童市 
西川町 
上山市 
珠洲市 
下呂市 
白川村 
田辺市 
由布市 
竹田市

青森商工会議所・青森銀行、クアの道２コース 
企画政策課 クアオルト推進室、クアの道２コース 
天童市、クアの道２コース 
西川町、クアの道１コース 
企画政策課、気候性地形療法８コース、クワの道９コース 
観光交流課、クアの道３コース 
小坂地区（湯屋･下島温泉） 
トヨタ白川自然學校 
世界遺産熊野本宮館、熊野古道 
総合政策課、クアの道３コース 
商工観光課、竹田市観光ツーリズム協会

都道府県 市町村 推進主体ほか





山形県、人口３万3000人 
市をあげてクワオルト実現に奔走中 
ドイツ式気候性地形療法ウォーキング 
ミュンヒェン大学認定８コース 
公式認定ガイド数：51名 

日常的で、60％市内、40％市外からの参加 
現在、中心部にテルメ建設の準備

ドイツ式 日本型クワオルトのトップランナー=上山市
かみのやま



上山市役所、市政戦略課 クワオルト推進室



認定コース　蔵王坊平コース



上山市内　葉山コース



大声で「ヤッホ」と叫ぶとこだまが返る---西山コース



クナイプ式水治療（寒冷刺激）



上山　クアオルト弁当
地産地消食材の季節弁当



竹田市の場合



竹田市の将来人口予測

20
10
年（
H2
2)
 

人口
：2
.44
万人
 

高齢
化率
：4
0.9
％

20
40
年（
H5
2)
 

人口
：1
.35
万人
 

高齢
化率
：5
0.2
％

広域合併

30年先 人口半減



少子・高齢化・過疎化・貧困化との闘い

市職員の削減：522名（H22合併時）　　　362名（H28）

竹田市の生き残り戦略

地域資源（炭酸泉温泉群、景観、農産物）を活用する産業振興

クアオルト構想の実現（全国の先進例）
国内外からの療養観光による収入アップ 
地域住民の健康寿命アップ 
移住者のアップ 
税収アップ

-160
30%



世界に通用する個性的な温泉地形成  

7 .

v K K

“九州アルプスから世界が見える” 世界に通用する個性的な温泉地形成  

7 .

v K K

“九州アルプスから世界が見える” 



予防・健康づくりの仕組み
「温 泉 療 養 保 健 制 度」

新規アクアスポーツの進出

世界的人気の
ウェイクボード施設

観光登山バス

自然環境を活かした
運動プログラム

外湯めぐり文化

長 期 滞 在 の 魅 力

飲泉文化

-３-



温泉療養保健制度実績

平成２６年度速報値
発行部数 １，１１５冊

申請者数 ７６０人（前年度比１１４％）

宿泊総数／平均 ３，９４９泊／５．２泊
立寄入浴数／平均 １，２２０回／１．６回

給付金額／平均 ２，２１８，５００円／２，９１９円

-４-



マイ･スパカップの普及

長湯温泉のコロナーダ



波佐見焼スパカップ 大小第１作

容量：200mℓ 
重さ：190g

容量：100mℓ 
重さ：120g



商社 地方の問屋

小売店

通常の陶磁器の流通ルート

パッケージング
配送 配送

配送

スパカップの産直ルート

発注

発注（独自絵柄デザインも可）
最小ロット数: 当面200ヶ、納品: 40日

パッケージング

スパカップの製造･流通･販売体制

在庫 在庫

中間コストと売れ残りリスクの発生

波佐見 
配送センター

受注生産

産地元卸商 消費地卸商

企画 
発注

窯 元



訪日外国人客の来日目的の順位変遷

順位 2009
(ｎ=7,495 )

2010
(ｎ=12,338 )

2011
(ｎ=6,637 )

2012
(ｎ=10,654 )

1 食事 食事 食事 食事

2 ショッピング ショッピング 温泉 温泉

3 温泉 伝統的な景観 
旧跡 ショッピング ショッピング

4 自然景観 
田園風景

自然･四季 
田園風景

自然･四季 
田園風景

自然･景勝地 
観光

5 伝統的な景観 
旧跡 温泉 歴史的･伝統的な

文化体験 四季の体感

全体（国籍無視）

出典：観光庁・政府観光局



次回, 日本でやりたいことランキング
出国者へのアンケート(複数回答)：2013年10～12月期調査

0 10 20 30 40 50

温泉入浴
日本食

自然・景勝地観光
ショッピング

四季の体感(花見･紅葉･雪等)
繁華街のまち歩き
旅館に宿泊

歴史･伝統文化の体験
美術館･博物館
生活文化体験

出典：観光庁・政府観光局
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くるめ革新懇ホームページ紹介



菅谷 昭 長野県松本市長 の日本人一般に対する診断名

“難治性 悪性 反復性 健忘症”

（医師、チェルノブイリ甲状腺がん摘出⼿術伝受者）

最後に


