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「療養地におけるウェルネス」

福 岡 孝 純
谷 本 都 栄

“ウェルネスを求む！”これは２００１年に発行

されたノルトライン・ウェストファーレン州の

消費者センターのパンフレットのタイトルであ

る。実際に多くの人々がウェルネスを求めるよ

うになってきている。ここでは、ドイツの殆ど

の人々が今ウェルネスという言葉から何を思い

浮かべるか？ウェルネスの想定イメージはどの

ようなものかを示す。そして、近い将来、これ

に沿うかたちで巨大なマーケットが形成される

であろうことを示す。つまり、ますます高まる

ウェルネスへの希求は、満たされた人生やより

高い生活の質（QOL）を求めるホリスティック

（全包括的）で、積極的な行動と位置づけられ

る。療養温泉地やクアオルト（療養地）は、本来

ホリスティックな健康増進を行い得る優れた場

所であるので、このウェルネス・マーケットを

その個性を活かしつつ、飛躍的に発展させるこ

とが運命づけられているといって良い。

ウェルネスのコンセプト

WHOは、第二次世界大戦後、健康について

極めて意欲的な定義を提示した。「健康とは、

疾病にかかっていないというだけでなく、身体

的・精神的・社会的に完全にウェルビーイング

の状態である」としている。即ち、健康とは、

生理的にも心理的にも社会的にも完全に良い状

況であり、単に疾病の無い状況では不十分なの

である。

ウェルネスのコンセプトの生みの親の一人

は、アメリカ人医師ハルベルト・レ・ダンであ

る。ダンは、１９６１年に行なった一連の講演を

“ハイレベル・ウェルネス”というテーマで論

じ、これを出版している。その核心は、高いレ

ベルの身体的及び精神的な健全性を保つ適切な

ライフスタイルであるとしている。１９７０年代に

トラヴィス、アーデル、ヘットラーやダンの考

え方の共鳴者たちが立役者になった。そして、

ウェルネスの概念を予防に替わる概念として、

健康なライフスタイルとして広めることになっ

たのである。

ホリスティック・モデル

正規医学の古典的な疾病モデルでは、可能な

限り普遍的に通用する閾値を生理的・心理的に

健康（正常）な状態から病理学的に病的な状態へ

の変化においても求めようと試みる。これに対

して、公表されており信頼できるウェルネス・

コンセプトでは、現在の健康（健常）状態を二つ

の可能な限りの限界値〔ウェルネス―イルネス

（病気／悪い状態）、良い健康―病的な状況〕と

の対比のなかでの連続性の中の一点として捉え

るという立場をとる。更に、ウェルネス・モデ

ルが正規医学の疾病モデルと異なるところは、

ウェルネスでは異なったレベル或いは要素につ

いても全て共通のウェルネス性に限定して論じ

ていることである。この場合に、今迄の古典的

な身体・精神・魂という三角形にこだわらず、

要素や概念の拡大を行なったり、補ったりして

いることである。代表的ともいえ、しばしば引
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用されるコンセプトでは、次に示すアメリカ・

ナショナル・ウェルネス研究所が提案している

ように、６つの次元に分類されている。

―身体的ウェルネス（フィットネス（体力）、栄

養、安全性）

―感覚的ウェルネス（性生活、人間関係）

―心理的／知的ウェルネス（創造性、情報チャ

ンネル）

―社会的ウェルネス（家族、共同体、環境）

―職業的ウェルネス（キャリア、“天職”）

―スピリチャル・ウェルネス（価値観、倫理

学）

“時間”やマルチカルチャー・ウェルネスも

独自のエッセンシャルな要素としてウェルネス

に取り入れられている。全てのコンセプトに共

通しているものは、ウェルネスがより高次の生

活の質を求めるホリスティックな人生感覚の表

現（ライフバランス）であるということである。

権限と自己の願望

既に、ダンは、身体・精神・魂の調和が本質

的な要素であると述べている。さらなる本質的

な要素としては、自己責任、身体的フィットネ

ス、健全な栄養、リラックス、精神的活動及び

環境に対する感性や高い人間としての快適性の

追及であるとしている。これは、人間が身体・

精神・魂とその周囲の環境とに依存して存在し

ていると考えられるからである。前述したアメ

リカのナショナル・ウェルネス研究所では、ウ

ェルネスを「ウェルネスとは、より良き人生の

ために、積極的に意欲をもって立ち向かい、こ

れを獲得していくプロセスである」としてい

る。

医学が健康を潜在的に脅かす要素（いわゆる

リスクファクター）について際限なくリストア

ップを続けて、これに対しての戦略（指針、殆

どが禁止事項）を提示し、どうしたらこれらに

よる脅威を回避できるのかを論じているのに対

して、ウェルネスの基本理念は、健康を増進す

る潜在的なプラスの要素を強化することであ

る。……を禁止するということが、好みという

ものを一切失わしてしまうのに対して、ウェル

ネスでは、よりよく感じることにより得るもの

を多く豊かにしていくという戦略を取り、生活

の質の向上をはかっている。この主観的に決め

られた自己責任に基づく活動は、基本的に何等

健康に対するベキ論に依存するものではない。

従って、ウェルネスが―第三者から見ると―

例えば癌患者または慢性の肺の疾病のウェルネ

ス的行動の場合、健康にマイナスに作用するよ

うな行動のようにみて取れることもあり、ウェ

ルネスが職場や公共の保健（例えば地域の健康

づくり）の場合には予防医療的な戦略となる。

しかし、いかなる場合でも、ウェルネスは自己

責任による行動と結びついている。

サリュート・ジェネシス

最近知られてきたモデルで、基本的に類似し

た考え方をもっているものに、サリュート・ジ

ェネシスがある。これは、アントノフスキーが

提唱したものである。アントノフスキーは、あ

る対象を考えた場合、外部の客観的に位置づけ

られるポジションから見ることはあまり重要で

はなく、自分自身に対する主観的な健康という

立場（了解性、克服性、適当性の要素について

同調した感覚）を有することであり、これによ

り健康力の予備を活用することができることだ

としている。

予防と健康増進

ウェルネスと予防とは、極めて類似した点が

ある。特に、積極的な、自己決定的に行動した

予防という領域は共通する。二次予防や三次予

防の領域は医学的なものであるが、以前は、一

次予防は健康増進（プラスの面を強化するも

の）がリスクを予防する（マイナスの回避）とい

う視点に立って行なわれた。ここに、この領域
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を公式に健康システムとして認知する問題点が

ある。

ドイツのウェルネス・マーケットの現状に

ついて

現在、ドイツ語圏でウェルネスとして取り上

げられているものは、基本的には本稿で述べた

領域に属するが、本来のホリスティックなウェ

ルネス・コンセプトというよりも、その周辺に

属する活動であろう。ここでは、ウェルネス

が、贅沢、美、我がまま（英語の概念の pamper-

ing＝我がまま）に流れている。或いは、生理的

な要素（フィットネス）の減少したものといえ

る。

消費文化としてのウェルネス

過剰なストレスや順応から解放し、バランス

を取ることが前面に押し出されている。“心を

揺さぶる”というスローガンは頻繁に使われて

いる（インターネットで２５０００件以上のヒッ

ト）。主として、受動的なマッサージや入浴や

パックが、香りややさしい音楽や色とりどり

（パステルカラー）の空間で行なわれ、ライティ

ングによる効果が加わる。最近はできるだけエ

キゾチックでデラックスで美的な香りのするも

のが好まれる。日常生活からの単に逃避行（非

日常の体験）である。このような供給に対する

需要は、この数年飛躍的に増大した。現在で

は、急増する独立したマーケットシェアを観光

産業のなかで確保するに到っている。これは別

に驚くべき現象ではない。休暇の傾向も、最近

では類似の目的をもったものが増大しているか

らである。非日常、リラックス、心を揺さぶる

もの、エキゾチック、である。

イベントとしてのウェルネス

休暇をまだ保養効果のあるものとして期待し

ている人々に対応して、多くの短期滞在型、商

業主義的に商品化されたプログラムが提示され

ている。即ち、楽しみ、体験、気晴らしの時

間、イベントである。このカテゴリーには多く

の商品が創出されている。ホテルでは誘客の一

環として付加的なサービスとして行ない、スパ

（デラックスなプール）を整備し、魅力を高めて

いる。

未来学者のホルクスは、トレンド解説の本の

中で、ウェルネスのテーマについてこれからの

重点は次のようになると述べている。即ち、楽

しみたいという意味の日和見的な状況であり、

自己実現、快楽追求、自己愛の世界である。つ

まり、ナルシズム的な要素を有した消費に誘導

されたマーケットである、と。ここでは、健康

は主題となっておらず、少なくとも持続する、

好ましい影響を生活の質（QOL）にもたらすも

のとは考えられない。

儀式執行の小道具

現在出回っているウェルネスのボキャブラ

リーを見ると、ひとつの共通点がある。それ

は、主として（概念中の７割～９割まで）医学的

テラピーを押し売り（喧伝）していることであ

る。しかし、これらは典型的に格好付けただけ

の外面的なセレモニーであり、イベントとして

儀式が行なわれているのにすぎない。アーユル

ヴェーダとして額に温めたオイルをたらした

り、香料の棒を中国伝統医学（TCM）の針灸術

ツボ（経路）の上で振り回したり、ど
�

ら
�

を鳴らし

た外国の音楽を一時間程体験したり、怪しげな

海草の入浴添加剤を“タラソテラピー”として

販売したりである。

考えなくてはならないのは、インドではアー

ユルヴェーダの治療技術を学ぶには、少なくと

も６年の期間が必要であるということである。

額への点滴を注文に応じてするには、全体的な

深い見識のある医療システムを省き、簡単な外

面的形式のみにしてしまうという危険性があ

る。無知極まりないのは、タラソテラピーは海

草のエキスという小道具ではなく、自然療法と
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して高い価値があるものであり、もし効能を期

待するならばその目的に沿うかたちで行い、不

要な効果の悪影響を避けるような工夫が必要で

ある。残念なことに、このような（他にも沢山

あるのだが）ボキャブラリーとして、テラピー

としてリストアップされている真似事は、実は

その本来のものはものによっては数百年も昔に

開発され、伝承され、目的にあわせ疾病のある

人（しばしば主観的に不快感を感じるような健

康状態）に適用して、これを良い方向に向ける

ことができるものなのである。テラピーという

概念は、常に２つの問い、即ち何が治療される

べきであり、どのようにしてそれが達成される

かということが原則だからである。

展望

ホルクスは、経済的には一過性のものとして

考えられるとしている。以下はホルクスのコメ

ントである。「第一世代の多くのウェルネス商

品は、主に症状に対応して出された。これらは

ウェルネスの概念を“メーカー”としてバック

グラウンドや応用領域、或いは社会的関連性を

配慮せずに安易に商品をつくり出したのであ

る。例えば、しばしば、ストレスの軽減などが

簡単な商品にもかかわらず安易に謳われてい

る。このような傾向は、この数年で飽きがくる

だろう。ウェルネスという現象はブームとな

り、随処にまた部分的な領域では不当に使用さ

れている。これは、純粋に商業主義的に利用さ

れたからである。自転車操業シンドロームとも

いえるものは、インチキなウェルネスへの過信

をさらに強化しそうである」。

これらは予測できる多くの下らない、そして

部分的には滑稽ともいえるウェルネスという概

念を利用した商品開発につながっていく。例え

ば、スーパーマーケットやガソリンスタンド

で、ウェルネス・パンとかウェルネス・シャン

プー、ウェルネス・レモネード等々で高いアル

コール類から二十日鼠の餌としてのウェルネ

ス・フードまでの広がりとなる。これは（希望

的にみて成長すればだが）、あらゆるところに

拡がる爆発的成長商品の運命ともいえる。この

ようにして、怪しげな技術的な器具が自然療法

の取扱い説明書を付けて販売され、前述した多

くのものやこの他にも多数のものが乱暴にテラ

ピーという言葉のもとに、多かれ少なかれあか

らさまに、広い健康問題を解決する商品として

厚顔化し提供されているのである。

今こそ、今後ウェルネスがどのような方向に

展開されるべきかについて明解な方向性が打ち

出されるべきである。ホルクスを引用すれば、

これからのウェルネスは、今迄のものと異なる

形式、即ちウェルネス�である。これは、現代
社会の諸問題と緊張から生み出されたニーズと

しての見解である。即ち、ウェルネスとは、人

間の希望や夢、或いは個人の損失などについて

の個人のレベルの高い達成感である。これは、

現実のモノづくりの世界の次元とは異なるもの

である。人々に新しい社会的及び認識的な能力

が必要とされるものである。

ウェルネスと社会保険

ウェルネスと現代医学は、決して２つの接点

のない異なる実在ではない。現在のウェルネ

ス・コンセプトも、その関連する殆どの本質的

な部分の構想開発に寄与したのは医者たちであ

ったのだ。原動力となったのは、昔も今も医療

システムの境界領域の体験から出発したものな

のである。これらの境界領域の問題点を正しく

分析すれば、今後のホリスティックなウェルネ

ス商品の構成要素はおのずと明らかとなるであ

ろう。

必要不可欠なものへの限定

しばしば行なわれた現代の“医療”に対する

批判点は、“個々の人間の本来のニーズに適応

していない”ということである。これは正しい

指摘である。しかし一方で、問題解決は内在的
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で難しい。なぜならば、私たちの保険システム

は、しばしば言われるように、連帯の原理によ

り成立しているからである。共同体の全ての加

盟者（会員）※は、連帯している組織へ会費を支

払って加入している。これにより連帯している

共同体の全ての会員は疾病時のリスク、大抵の

場合必須だが、そうでなければ決して支払われ

ないような法外な治療費を回避することができ

るのである。

保険機構の全ての収入を超える金額は、支払

うことができないというのが約定となってい

る。社会法規本５（SGBV）では、加入者個人の

負担は、決して“個人に最適”のものではな

く、“社会的に最適”のものであるとしてい

る。保険の加入者も提供者も次の義務を負う、

即ち保険の能力の効用があるとともに、経済的

に証明できるものでなければならない（§２

�）、保険は役に立つものであり合目的でなけ
ればならない（§１２�）、そして保険は必要とさ
れる範囲のみに限って要求されねばならない

（§２�）、即ち必要性の尺度を越えてはならな
い（§１２�）、ということである。
この規定によれば、疾病（健康）保険の支払い

規定にはない不必要でしかも有害な処置のみな

らず通常の場合での個々の患者に対しても適切

な尺度を義務付けている。適切なということ

は、必要性の評価基準を満たさない場合でも現

実に即した配慮があるということである（例え

ばフェーン現象の時の古典的な頭痛薬など）。

※ 訳者注）ここでは健康保険加入者

尺度の“客観性”

未だ配慮が行き届いていないのは、保険機構

の契約的パートナーである効能提供者（医師、

病院など）と第三者的な費用負担者（例えば疾病

保険組織）である。この費用負担者は、効能提

供者でもないし、効能の受益者でもない。これ

らの状況は、医師や病院が疾病を克服すること

を依頼されており、責任をも感じ、これに対し

てできるだけ健康と疾病の境界を一般的に通用

する法的に提示できるものとしようとすること

である。この場合、疾病ということが保険機構

に料金請求をする時の前提となるということで

ある。

論理的帰結は、医療的な問題は“客観化され

る”即ちコンピュータプログラム、核スピン断

層撮影装置（トモグラフィー）或いは部分的に極

めて高価な実験室的検査などについてもであ

る。しかし、レントゲン写真に認知されること

は、極めて特異なものであり、典型的にある特

定の疾病のみに対応した（専門的な）ことであ

り、これらの該当者の個々の要素については誰

も口を挟むことができない。従って、これらの

検査の結果としての治療の決断は、患者の個人

的な見解は全くといってよい程配慮されない。

このような処置のやり方により、医療の特定の

課題領域は完全に行なわれている。例えば、急

性の感染症（抗生物質）、生命の危機のある心臓

の神経障害（ペースメーカー）等々たくさんあ

る。しかしながら、これら以外の多くの事例に

ついては、全く客観的であるとはいえない。特

に最近問題となっているのが意識障害（体調不

全）や軽度或いは中程度の慢性の健康障害であ

る。

今後のニーズの次元

有識者により ２００１年に提出された意見書で

は、治療医学は健康に対して有能ではないとい

うことであり、これに対して予防についての潜

在的な重要性と責任性がいわれ、狭義での医療

的処置はこの領域では１０～４０％しか寄与しない

と強調されていることである。患者にとって人

生の長さと生活の質が中心に置かれるべきであ

るとしている。

この意見が現実的であるということは、既に

１９９０年にハーバード・メディカルスクールのダ

ヴィット・アイゼンベルクが行なったアメリカ

人に対するアンケートで、アメリカ人の３人に
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１人が最低年に１回は代替医療や補完医療によ

りアドバイスやサポートを受けているという結

果である。アメリカ人は９０年代の初めには既に

医療のグレーゾーンといわれている領域に正規

の保険機構に支払っている以上の治療代を支払

っている。インターネットではハウスドクター

に対して３億８０００万回アクセスしたのに対し

て、４億２０００万回も代替医療の健康づくり提供

者にアクセスしているのである。このトレンド

は最近さらに強まっている。１９９７年度はハウス

ドクター（正規医療の）へのコンタクトが横ばい

であるのに対して、実に６億５０００万回も代替医

療へのコンタクトが記録されている。

しばしば忘れがちなのは、健康状態とこれか

ら主観的に導かれる健康回復への加療は、本来

該当者自身が決めることであり、前述したよう

に、決して最初に客観的なクライテリア（評価

基準）で医師が決めるのではないということ

だ。患者は、主観的に感じた、具合が悪いとこ

ろから行動を起こすのである。従って、上位に

位置づけられるクライテリアとして一般的な生

活の質（QOL）の確保がまず大切で、その後に

疾病を特定し、疾病の処置に集中することが大

切である。

健康の目標

アメリカでは、ウェルネスを将来の中心テー

マとしてとらえ、特に目標を定めた健康プログ

ラムと経営的視点に立った健康振興を重要とし

ている。また、特にこのウェルネスは、年配者

のみならず成熟した人々にとって重要なテーマ

となるとしている。特にこれらの人々は決定的

な身体的問題を心理的、情緒的、社会的、霊的

そして知的なバランス障害として有しているこ

とが多いからである。

この方向は、１９９８年にWHOが提示したこ

とと一致する。即ちWHOは、「増大する国民

の平均年齢の増大はあらゆる国に大きな影響を

与えている。２１世紀にはどのようにして、疾病

や障害を予防或いは減少させることができるか

が最大の挑戦課題になるであろう」とし、そし

て社会が健康であること、独立している（依存

のない）こと、モビリティーのあることが極め

て重要であるとしている。

健康に加齢していく（ヘルシー・エイジン

グ）は、おそらくメガトレンドとなり、アン

チ・エイジングよりも比較にならないくらい重

要で持続されるべきものである。アンチ・エイ

ジングはまだ受動的で消費市場の枠内の問題

（例えばビタミンやホルモン等のサプリメン

ト）に過ぎない。従って、この概念では生き生

きと老いるというホリスティックなウェルネ

ス・コンセプトからすれば、ごく周辺の一部の

マーケットに過ぎないのである。

WHOが完成した ICF（国際分類機構。障害

者、健康者、療養の成果の評価基準も参照のこ

と）による分類は、これらの傾向を肯定するも

のである。これにより、生活の周辺条件と気候

がヘルシー・エイジングという目的に沿ったウ

ェルネス・コンセプトとして最適化することが

できる（ただ生きるのではなく充実して生きる

というスローガン参照）。

クアオルト（療養地）におけるウェルネス

ウェルネスのうちで、特に医療的なものは、

狭義では医療的な戦略を補うものとして位置づ

けられ、当該者にとって意義のあるホリスティ

ックな、実質のある、生活の質を希求する健康

づくり活動と考えられる。持続的な成果の前提

としては、これらのプライベートのニーズに応

じ、支払いが必要な活動に関し本質的な評価基

準をできるだけ信頼のおけるものとして構築す

ることである。特に、本人にとり分かり易く、

便利でなければならない。現在行なわれてお

り、このような要求にかなうようにみえる処置

であっても、実際に基本的な条件を満たしてい

ないものは不可である。それよりも大切なこと

は、クライアントが明らかにした希望に沿っ
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て、そこにどのようなニーズが存在し、個人に

対応した解決策が提案できるか解決の糸口が示

せるかの方が大切である。

ウェルネスセンターとしてのクアオルト（療養

地）

実はウェルネス的なものこそが今迄もクアオ

ルトのコアとなる機能であったし、勿論現在も

それは不変である。ホリスティックな内容でそ

の効果を感じ、体験できるような医療的機能が

必要である。この場合の全体性（ホリスティッ

ク）は、前述したようなウェルネスの要素を含

むものである。自然の様々な刺激の統合された

影響こそが最も重要なクアオルトのセラピーの

原理である。これは、ウェルネスの哲学にも即

し、健康母体としての身体を生体の自発的な治

癒能力をトレーニングすることにより得られる

ものである。または、回復や統合化について身

体的なレベルのみに留まらず、今迄のクアオル

トの古典的な自然療法を通じて行なうものもこ

れに帰する。ここでは、セバスチャン・クナイ

プのコメント“健康とはそれを自ら、自分自身

や環境或いは神から学んだ者のみが達成でき

る”を紹介する。あるいは、W．ブリュゲマン

が自然療法的、秩序療法について述べたことも

大切である。もしも人間がその生活の中に秩序

を取り入れようとすると、まず自己の人生を確

立する価値観を示して、自分の立場を明らかに

せねばならない。これによりその人間は自分の

人生が重要か否かの判断が可能となる。この他

には、古典的なクアオルトの重点とウェルネス

のコンセプトの共通項として、具体的な多くの

効用が浮かび上がってくる。従って、ドイツ浴

場連盟が持続的であり、且つ個人的でもある高

度なウェルネスを行なうことが可能で、これは

両者が共働して達成できるものとして、最適の

フレームを示したのは当然のことともいえる。

クアオルトにおけるウェルネスの品質保証を提

供する者としては、前段としてこれらの方向性

を示す理想が存在するからである。

趣 旨 書

クアオルトにおけるウェルネスは、ドイ

ツ治療泉連盟 e．V（DHV）の品質保証者

で、クアオルトにおけるウェルネスをあら

ゆる必要な品質を満たすものとして提供す

るものである。

DHVの解釈では、ウェルネスとは定量

化できるものではない。ウェルネスとは、

ホリスティックな健康づくりの場の提供で

あり、古典的な通院クアの理念と類似して

いる。これにより、ドイツ治療泉連盟は、

品質が保証された、クアオルトにおけるウ

ェルネスについて、以下のような概念規定

を行なう。この際に次のことは特に重要で

ある。

―医療とテラピー

―自然と文化

―運動とリラックス

―コミュニケーションと体験

ホリスティックな原理をベースとしてお

り、ドイツの浴場文化の歴史を見直すもの

でもある。今までもドイツのクアオルトで

は、常に客の一人ひとりが快適に感じるよ

うに心がけてきたのである。

以下１０箇条の中核的な条項が品質保証を

裏付けるものとして存在する。これには、

クアオルトでしかできない効能記述がされ

ている。

クアオルトの域内では、種々の機能を有

する活動のアクティブなネットワーク化が

構築されており、常に品質が検証されてい

るとともに、新しいニーズに対応した最新

鋭のものが提供されている。

クアオルトのウェルネスは、国民の健康

づくりと国民経済のために重要な役割を果

たしている。その目指すところは、予防と

健康増進である。

クアオルトのウェルネスの品質保証

クアオルトのウェルネスの品質保証は、ゲス
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トに対して通知される前提となる供給商品に対

しては、１０の中核となる条項がある。

１０の中核となる条項は、統合化され品質を

保証する。

１．クアオルトのウェルネスは、ホリステ

ィックな医学的機能による。

２．クアオルトのウェルネスは、州によっ

て認定された品質保証を自然治療手段

に対して行なっている。これらは、

土、海洋、気候、セバスチャン・クナ

イプによる理学療法である。

３．クアオルトのウェルネスは、浴場文化

の保全されているコンセプトに基づく

ものである。

４．クアオルトのウェルネスは、高度の作

業とサービスの質を保証する。

５．クアオルトのウェルネスは、クアオル

トのインフラストラクチャーのシステ

ムが健康センターと旅行センターとも

リンクし、ネットワーク化している。

６．クアオルトのウェルネスは、クアオル

トの広範な資源を活用している。そし

て、その運用には高度に訓練された人

間が携わっている。

７．クアオルトのウェルネスは、多様な文

化プログラムと結びついており、要求

の高いゲストのニーズに対応する。

８．クアオルトにおけるウェルネスは、魅

力的な景観と周辺環境の中で体験でき

る。

９．クアオルトにおけるウェルネスは、社

会的なコンタクトやコミュニケーショ

ンに関する幅広いプログラムが活用で

きる。

１０．クアオルトにおけるウェルネスは、プ

ラス思考の人生、体験、感性、楽しみ、

喜び、ライフスタイルのためにある。

ドイツのクアオルトでは、人間が全ての

活動の中心に位置する。これは、クアオル

トにおけるウェルネスでも同様である。

保全されてきた浴場文化のコンセプトに重ね

られて、特にホリスティックな医療的機能や州

によって検定された自然の治療手段や認定され

た治療手法は、クアオルトのインフラとしてコ

ンプレックスを形成し、高品質の人的資源によ

るサービスプログラムを提供する。幅広い文化

プログラムは、社会的なコンタクトやコミュニ

ケーションの理想的なプラットフォームとな

る。選び抜かれ、動機づけられたクライアント

は、魅力的な景観と周辺環境に加えて、高品質

の作業やサービスを享受しうるのである。プラ

ス思考で生き、体験し、感じ、楽しみ、喜ん

で、生活を送ることは自分ひとりの、ウェルネ

スのより高いレベルへのオーケストラの一員に

なることである。

提供されているプログラムの質は、独立した

専門委員会により規則的にチェックされる。ま

た、同様に中核となる１０の条項は、常にウェル

ネスのゲストのニーズに対応しつつ実行されて

いく。

総括

ここで述べられた種々の指標によれば、持続

する好ましい効果を生活の質に対して提供する

ウェルネス商品に関する需要は、これからの数

年も急増すると考えられる。厳格であり、遂行

可能である連盟（ドイツ治療泉連盟）により監視

されている品質保証は、クアオルトのウェルネ

スとして認知度が高いものであり、またドイツ

全土に適用されているものである。これは、プ

ライベートのクライアントにとっても自発的に

また経済的にこれらの環境が利用できることを

意味する。費用対効果の満足度は、リピーター

を増加させている。ウェルネスは、決して１回

切りの活動ではなく、成功に満ちた人生を達成

する方向性の途上のプロセスなのである。

著者：

カール・ルドウィッヒ・レッシュ教授、医学博
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