
著名なクアオルト（療養地）では、通院者の

予防処置について、コンパクト・クア（集中療

養）として包括的で且つ学際的な治療が行なわ

れている。コンパクト・クアのコンセプトは、

従来の通院による療養におけるクアオルト独特

の治癒手段（例えばモール、塩、炭酸、その他）

を用いた理学療法的な予防処置を、タイトなス

ケジュールで明確に構築された手法により保健

と疾病克服のための自助として行なうものであ

る。このクア（療養）の効果と効率のアップを

目指す本質的な手法の骨子は、同じまたは類似

の疾病を有する患者を15人迄の患者グループと

してひとまとめに扱うことである。クアドク

ター（療養医師）、スポーツセラピスト、心理学

者、食事アドバイザー、さらに宿泊業者とクア

管理局の学際的なチームワークにより、身体状

況をサリュートジェネシス＊の立場により活性化

してゆくこととしている。

コンパクト・クアは、通院クアの新しい形式

として、1990年バード・ピルモントでホリス

ティックセラピー・コンセプトを基本として開

発されたものである。これは、人間の身体的・

スピリッチャル的・精神（心理）的能力を強化

し、サリュートジェネシス＊をベースとして個人

の可能性を掘り起こし、健康回復を図るもので

ある。

具体的には、認定を受けたクアオルトにおい

て、入院による継続的なリハビリテーションの

長所と通院による予防処置を組み合わせて行な

われる。宿泊施設は個人的に選択でき、患者の

高い意欲のもとに、理学療法、スポーツ療法、

食事療法、心理療法、さらに行動療法や医療的

な指導が組み合わせて行なわれるのである。

コンパクト・クアの原則

１．セラピー（治療）のコンセプトが、同じ或

いは類似の疾病状況にある患者の症状に対

応したものであること

２．多様な要素を統合したホリスティック（包

括的）なセラピーコンセプトであること

３．最大15人のバランスのとれたグループで、

グループ指導により加療が行なわれること

４．リンケージシステムが学際的な内容である

こと（図１参照）

コンパクト・クア（集中療養）

著者：W.シュトライヒヤー／A.ヴェネモーザー
翻訳：福岡　孝純／谷本　都栄
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＊訳者注：社会学者アントノフスキーが提唱した考え方で、病気に繋がる要因を特定することに焦点を当てていた

従来の病理志向とは違い、何故人々は健康でいられるのかという健康の起源に焦点を当てた健康生成志向をとる。

健康生成論の中核となるのが「SOC（コヒアランス感覚）は自身の持つ健康資源を有効に活性化させる能力であ
り、SOC能力の高低が人々の健康促進を左右するひとつの要因になっている」という仮説であり、本人の主観
的・社会的健康意識が重要であるとしている。
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医師による処置を提示する

１．最低週２回は医師と患者との面談により継

続的な指導を行う

２．患者の予防医学的動機にもとづいた行動

３．グループダイナミクス的な目標決定は医師

の協力のもとに行なわれる

４．常時（規則的に）行なわれる療養の内容の

チェック

症状に適応した加療の遂行

コンパクト・クアの適応症は、現在の時点で

は以下に示すようなものである。

高血圧症、非炎症性関節症、周辺性関節症、

体重過多、閉塞性気道疾患、心臓のリハビリ

テーションと予防、慢性の炎症性腸疾病、便秘、

尿失禁、退行性脊柱疾病、慢性の背部疾病、慢

性の耳鳴症、糖尿病、ストレス過多症、人工補

装具（義肢、義歯、義眼）の装着の準備、線維

種性筋肉痛、機能性胃腸疾病、婦人療養（慢性

疾病）、老人病のリハビリテーション、老人病の

予防、動脈の血行障害、機能性心循環器衰弱、

メタボリック・シンドローム、偏頭痛、慢性的

頭痛、パーキンソン病、ベーチェット病、慢性

の多発関節炎、骨粗鬆症、慢性の静脈機能不全

（閉鎖）症、皮膚疾病、神経性皮膚炎など

ここでは、適応症の全てを羅列しているわけ

ではない。この他に、既往症または随伴症につ

いて、適応症であるかはもちろん配慮される。

症状に適応した加療の遂行は、患者にとってそ

の症状を正しく認識することになる。また、自

分の体力、即ち患者の能力や可能性を正しく提

示することは、患者が身体的・精神的にバラン

スを取り戻すためにも必要なことである。

質的�レ�ベル�が�保証�さ�れ�ている�グルー�プ�リ�ーダー�の�ワーキ�ン�ググループ� 

ヘルスプロモーション（健康増進）�

深化� 
－�グルー�プダ�イ�ナ�ミ�クス� 
－�コ�ミ�ュ�ニケーシ�ョン� 

深化� 
－�知識� 
－�交流�セ�ミ�ナー� 
－�ヘルス�プロモ�ーシ�ョン� 

評価� 

深化� 
－�機能的�ト�レ�ー�ニング� 
－�地形�ト�レ�ー�ニング� 
－�姿勢姿勢（脊柱）修正�
－�自己暗示�ト�レ�ー�ニング� 

修正�
・�治療�の�目的� 
・�治療�の�内容� 
・�宿舎�の�快適性� 
・�療法士�のやり�方� 
・�食事� 

フィードバック�

医師� 療法士�
患者� 

クア（療養）とゲスト（患者）のアドバイザー�

図１　学際的なリンケージシステム



多領域を統合したホリスティックなセラピー

（治療）コンセプト

統合的なセラピーのコンセプトは、適応症に

対応するために次の条件を満たしていなければ

ならない。

・温泉療法及び水治療法の種々の形式、気候療

法

・動的及び静的な運動療法やエクセサイズによ

る療法で、種々の体操や病人体操を含む

・理学療法の補足的処置

・食事及びダイエットセラピー

・休息及び積極的弛緩（リラックス）

・予防行動的処置

コンパクト・クアの実行にあたっては、以下

の前提を満たす必要がある。

・療養の期間の決定（3～4週間）

・詳細な治療計画、それぞれの療養期間と特別

な適応症に対応したものが含まれる

・予防行動に関する一覧と活動頻度、クアオル

トにおけるアドバイスとケア活動一覧

・適応症に関する処置に絞った患者参加セミ

ナーの内容の決定

・クアオルトで健康に留意した食事が提供され

ていることの確認

・療養計画において質の高い予防処置を行なう

医師の指名や、医師でないセラピストや専門

職の決定

バランスの取れたグループでの加療

コンパクト・クアの実行にあたり、適応症に

より患者のグループ分けをする際に事後に

チェックできる組織がなければならない。グ

ループは最大でも15名以内で、どのグループも

クアの期間中、適応症に応じて資格を有したグ

ループ指導者によりケアされなければならない。

クアの全期間中を通して患者のグループはバラ

ンスが取れている必要がある。

グループ指導は自立した治療要素としてとらえ

る

グループ指導は、クアのグループ患者にとっ

て、主観的にグループダイナミクス的に高めら

れていくクア・プログラムのプロセスを遂行し、

継続するときのカタライザー（触媒）的機能を

果たすものである。その一方で、グループ指導

は患者一人ひとりが作業活動量について客観的

な認識を得てフィードバックをし、内容を確認

できるプロセスをもたらす。これによりコンパ

クト・クアのコンセプトをさらに正確にするこ

とができるのである。特に重要なのは、グルー

プリーダーがグループとの間に信頼関係を築き

あげるということである。信頼関係により、安

全にクアのプロセスを進めることができる。こ

れによりサポートは自立したセラピー的価値を

もたらすものとなる。患者の質問に対して誠実

なコメントを加えることによっても、このよう

な信頼関係は築かれていく。

人間関係－療養客／患者－グループ指導者－グ

ループ

コンパクト・クアの参加者は、例え本人が慢

性的に過大なストレス（人生の重荷）があった

り運命的ダメージがあったりしても、身体的、

霊（魂）的、精神（心理）的に自分でコント

ロールできるように努める。これらの状況では、

人間は絶望に追い込まれたり、孤立に陥ってし

まうことがよくある。人間は過大なストレスに

継続してさらされると、主観的に不安感や抑う

つ感、孤立、痛みをもつ状況となる。そして、

そのまま放置すれば患者は思考力を失い、最終

的には目的とする行動を行なうことができなく

なる。グループの指導者は、この悪魔のサイク

ルを打ち破る共同作業を創り出すことが可能で

ある。つまり、目的とする行動を上手に体験さ

せる能力を開発することが大切である。

つまり決意させること、「私は何か行動をし、

私は何かをするために自由に決断することが確
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実にできる」というようにリードする必要があ

る。これにより本来のQOL（生活の質）を再構

築することができるようになる。従って、コン

パクト・クアにおける健康増進は、単に何かを

するという決意だけでなく、私たちは共にグ

ループのなかで行動していくという決意を引き

出すのである。これにより、自分のQOLを改善

するチャンスが与えられる。

プラス思考のグループ体験達成の基礎は、次

のとおりである。

１．多かれ少なかれ明らかに悩みによるストレ

スを有している類似のサークルに目標を与

えていくこと

２．グループ内での個人的な対話により、オー

プンに体験交流ができる可能性があること

３．不安感、孤立感、抑うつ感を解消していく

こと

４．「生活の質」保全委員会がセラピーの目的、

セラピーの内容を確定し、行なわれたセラ

ピー活動について定期的に評価し、互いに

内容を調整・決定していくこと（図３参照）

グループ指導者がスピリチャルな領域に与える

影響の可能性

ここでは“自己の価値観”や“自分感覚”が

大切である。グループでの会話で、参加者（患

者）は、本人が他の人に助けを求めたり聞いた

りするときに自尊心（自敬）が働く。グループ
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図２　多領域を統合したホリスティックなセラピーのコンセプト（骨粗鬆症の事例）



の参加者は、本人の身体的及びスピリチャルに

我慢できる負荷の範囲がどのくらいかを学び、

その範囲なら毎日少しずつ喜びをもって行動す

ることができ、それにより生きることに幸福と

喜びを感じることができることが分かる。グ

ループの参加者は、健康のために必要な時間を

確保するということを学ぶ。そして、自ら自己

の人生を構築していくことに責任をとることを

学びとる。

グループ指導者が身体的な領域に与える影響の

可能性

例えば背中に痛みをもつ患者が、定番通り次

のような領域で解決をはかった。筋力、筋持久

性、バランス能力、可動（柔軟）性、歩行の確

実性、コーディネーション、骨折回数、骨密度

などである。これらについて、グループ内で、

痛みの発生、痛みの克服について本人と何度も

相談の時間を設け、背中の矯正教室、運動療法、

心理学などの相談サークルのなかで本人の体験

的知識を深めさせ、そしてそれらを治療に応用

させることが可能である。

クア（療養）とゲストのアドバイザー

コンパクト・クアのオーガナイズの責任は、

本来はクア管理局にある。クアオルトにおける

クアとゲストのアドバイザーは、クアの客が個

人的に最初に接触するところである。また、ア

ドバイザーは、客がクアオルト滞在中にもケア

を行なう。特に、クアとゲストのアドバイザー

には以下の業務がある。

・コンパクト・クアの勧誘

・クアドクターや療法士に関する患者への情報

提供

・安定したグループづくり

・規則的に行なわれる「生活の質」向上サーク

ルへの招待

クア（療養）のアフターケア

クアのアフターケアは、クアを行なっている

最中でも患者の到達したレベルに応じて常に行

なわれる。クアが終了すると、クア患者は、ク

アの最中に学んだヘルスプロモーション（健康

増進）やセルフケア（自助）の考え方を毎日の

生活を過ごすなかでうまく取り入れるように動

機づけられている。この動機づけは、目的を

絞ったクアのアフターケアに利用でき、これを

継続させることができる。クアのアフターケア

の枠組みでは、特に日常生活において健康増進

に寄与する生活様式に関する質問が多い。例え

ば、慣れ親しんだ食事やリラックス、ストレス

解消や充分な健康体操、運動療法などが問題と

なる。これらに対応した行動アドバイスでは、

例えば糖尿病患者の場合、クアドクターと患者

とを仲介することなどがある。クアの終了に関

して、クアドクターは健康な生活様式のアドバ
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図３　「生活の質」保全委員会



イスをし、またこれに対応した患者の地域での

解決策（例えば疾病保険の活用）＊などについて

も紹介する。

患者と共働して創りあげた日常におけるクア

活動のアレンジと継続計画は、加療に関与して

いる医師によって報告書に書き加えられ伝達さ

れる。これにより、長期間にわたりクア効果の

アフターケアが行なわれていくのである。

著者：

W.シュトライヒヤー（ピルモント州立浴場）

1653

31798 Bad Pyrmont

E-mail: streicher@staatsbad-pyrmont.de

A・ヴェネモーザー博士.

Am Reiserfeld 15

94072 Bad Füssing
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＊訳者注：疾病保険とは、日本の健康保険と同じものを指す。


