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 治癒効果のある鉱泉やガス、泥炭やファンゴ

（火山泥）等の泥土、沿岸地域でタラソテラ

ピーとして併用して活用されている海洋性気候

等は、その地域の特性を活かした治療手段であ

る。これらの地域特性を活かした治療手段は、

それ自体が治癒効果、症状の鎮静緩和作用、或

いは疾病の予防効果を有している。これらの効

果・効能は科学的な検証が行われ、州により医

学的治療手段として認定されている。医療的及

び環境衛生的基準については、クアオルト（療

養地）の規格に基づく規定、即ち品質のランク

付けにより定められている。物理的・化学的に

実証され、処方が可能なこれらの治療手段は、

法で定められた各種疾病、機能障害、さらには

心理的・身体的な機能や体力向上などを目的と

するクア（療養）活動の根拠となるものである。

クア活動では、これらを複合的なテラピーとし

て活用している。 

 適切で合理的な品質管理のもとに正しく行わ

れる各種のテラピーは、治療の効果・効能を有

し、最低でも個々の処置（薬物療法、心理療法、

外科的療法）のクライテリアは満たしている。

クアオルトにおけるクア活動は、プラセーボ効

果ではなく、入院患者、通院患者及びゲスト客

に実効性があることが立証されており、国民経

済、医療経済的視点からみても、便益的な意義

のあるものである（便益：効果 / 費用＋リス 

ク及びマイナスの副作用）。 

１．医療としてのクア（療養の原理） 

 

 医療としてのクアは、特定の疾病を対象とし

ない保養に比べると、適応症に対しての専門的

治療であり、特に慢性の疾病に対してのリハビ

リテーションや予防、治療として複合的に行わ

れる。場所や環境を変えたり、“生活のしか

た”を一時的に変え、特定的ではないが様々な

刺激を付加的に与えることにより、身体的・精

神的・社会的な、包括的な作用がある。適切に

判断し実行されれば、公衆衛生的な視点からみ

ても充分に効用があるものである。 

 クアの基本は、地域の特性を活かしたテラ

ピーで、その効果・効能が立証されている治療

手段でなければならない。特に、緊張させたり

緩めたりする作用のある理学療法、食餌療法

（ダイエット：食事のコントロール）、リラク

ゼーション、心理療法などがあげられる。 

 クアは、内容を明確に示し、プログラムされ、

厳密に処方されたテラピーであり、地域の特性

を活かした治療手段である。クア活動は、外来

（診断書に基づく）、診察を伴う通院、入院にお

いて行われる。その内容は、リハビリテーショ

ン、療養（治療）、予防（一次及び二次予防）

のためのものである。 
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 これに加えて、効果・効能が検証されている

治療泉（温泉）や治療効果のある気候を有した

環境がプラスに作用することで、純粋な保養効

果も期待できる。品質が保証され高いランクに

あるクアオルト（療養地）や気候療養地、海洋

療養地は、運動浴のための施設が常設されてい

る。これは、DIN規格19643*により規定された

施設である。温泉療浴地では、治療泉水を源泉

の特性を損なわずに全身浴や部分浴に利用して

いる。 

 筋肉トレーニングやエクササイズを行う方法

は、昔からクア活動の一部として行なわれてき

た。医療としてのトレーニング療法のような器

械を使った理学療法は、ツァンダーにより提唱

されてから、メカノテラピー（器械療法）とし

て、特に療養泉では定着しており、クア治療の

一部となっている。同様に、エルテルやフライ

ブルクの内科医W・ J・A・ヴェルバー（1862

年）により提唱された、治療効果のある気候の

もとで適量を処方して行なう運動も“地形ク

ア”として、クア治療の一部となっている。 

 心理療法はG・グローデックによって導入さ

れ、既にかなり前からクア治療のひとつとして

組み込まれている。飲用療法を含む食餌療法は、

かつて医療クアで重要な役割を果たしていた。

このように、医学的に治療過程に沿って正しく

処方された複合的な要素、つまり“効果の組み

合わせ”によって、充分な時間をとってテラ

ピーを行えば、共働的作用により、長期にわ

たって持続的効果を発揮する。 

 薬物は医療クアの一部ではあるが、その基本

あるいは主たる作用要素ではない。これと同じ

ことは外科的療法にもあてはまる。但し、外科

的療法は手術後の“事後治療”等の医療クアを

実施するための前提となることがある。病院で

のリハビリテーションでは、原則として治療処

置という言葉を用い、多くの場合気候療法や水

治療法は避けられる。これについて、V・R・

オットは、“リハビリテーションにおいて、地

域特性を活かした治療手段を排除するというこ

とは、クアの手段とクアオルトそのものを疑問

視しているということにつながり、問題であ

る”と述べている。地域特性を活かした治療手

段を用いないということは、多くの場合、治療

のための資源をフルには活用していないという

ことである。 

 療養泉でも自然環境の効果・効能が検証され

ており、治療効果のある気候（天候・天気）は、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 医療としてのクア（療養）の位置づけ 

 

 
* DIN規格 19043は、NO.1-NO.3に分かれ、浴場施設の水処理基準にかかわる規格である。 
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地域特性を活かした治療手段として、規格によ

り定められた治癒効果、沈静作用、或いは予防

効果が認められている。 

 

２．医療クアの生理学と病理生理学 

 

 医療クアの目的は、刺激に対する適応・順応

による再生及び体力回復である。つまり、すべ

ての身体機能系のトレーニングである。 

 

2.1. 外部からの刺激に対する一般的な適応 

 連続・反復して行われる体外からの特定の刺

激は、機能障害を改善したり正常化する作用を

持つ（ルーまたはアルント・シュルツの法則）。

このような刺激は、セリエによってストレスと

名付けられた。治療過程に沿って適切に処方さ

れ、正常な状態に修整していく休息相と刺激相

の組み合わせは、筋肉の強化に例えれば、“ト

レーニング”的適応による能力向上である。ま

た、これらはクア活動終了後も持続させること

ができる。不安定で障害を起こし、病的症状を

呈していた生体の制御システムは、適応・能力

向上により全体的に高められ、これに加えて体

外から特定の刺激を与えることで、薬物投与に

類似したセラピー効果が得られる。この効果は、

厳格な基準に基づいて実証されている。 

 

2.2. 温泉水 

 温泉水は、温度・水圧・浮力・粘性が物理的

に作用するとともに、含有成分が化学的に作用

し、薬理的な効果を発揮する。処方量の判断基

準は、適用する（患者の）体表面積、時間、イ

ンターバルと、他の刺激との併用である。専門

のクア（療養）医はこれらの判断基準に精通し

ており、基準を考慮した上でクア計画を作成す

る。 

 

 

 

2.2.1. 浴槽の全身浴と部分浴：相互に作用す

る水浸（液浸） 

 宇宙医学では、“頸下水浸”で無重力（ユー

レカ）をシミュレーションする。水温がもたら

す効果やサーモニュートラル（何時間入ってい

ても体温が変わらない温度）等の知見は、この

無重力に基づいている。サーモニュートラルと

は、34.5℃±0.5℃の範囲の温度のことをいい、

この水温で体を動かさなければ、体温は上昇す

ることもなければ低下することもない。 

 

2.2.1.1. 浴槽入浴（サーモニュートラルな全

身浴） 

 伝統的な入浴クア治療である全身浴では、流

体静力学の圧力と浮力、水温と浮力（微小重

力）、そして温度と水の成分が作用する。 

 入浴時間の処方は、通常行なわれる20分の入

浴では短かすぎる。なぜなら、30分以上の水浸

によって初めて“エビデンスとなる明白なデー

タ”が得られているからである。有効なデータ

はほとんど、適時水を補給しながら行なう 1 時

間の水浸によって得られている。 

 静脈血行のダイナミズムがすぐに改善される

とともに、組織間液の移動によって微小循環が

改善され、それにより血流が改善される。低圧

システムによって、700mlの血液が求心的に四

肢と腹部から移動することで、自律神経系・内

分泌系が影響を受ける。これは、下垂体後葉系

からの抗利尿ホルモンであるアルギニンバソプ

レシン分泌量の減少、レニン―アンギオテンシ

ン―アルドステロンを“抑制”するNa利尿

（ポリ）ペプチド分泌量の減少、およびストレ

スホルモンであるカテコールアミン、アドレナ

リン、ノルアドレナリンの低下がもたらす作用

である。 

 ホルモンを介して末梢血管の抵抗（末梢動脈

抵抗）は30％低下し、循環血液量は30％増大

する。酸素摂取量は、横隔膜の挙上と肺血流及

び肺換気の分布の変化、分布の改善により変化
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しない。動脈の血圧はわずかに下がる。一方、

心拍数の状態は相矛盾する。なぜなら、呼吸反

射、つまり“潜水反射”とベインブリッジ反射

は相反するからである。 

 全身浴は、NYHA（ニューヨーク心臓協会）

による心不全分類のⅢ度以上では、負荷が大き

くなり過ぎ絶対禁忌とされる。しかし、半身浴

は、重度の心不全でも治療として実施しても有

効であり、古い教科書で禁忌とされている呼吸

不全症については、最近の研究成果によって、

ますますその必要性が言われるようになった。

なぜなら、呼吸筋は入浴によってトレーニング

することができるからであり、すべての気管支

疾患で動脈の酸素摂取が改善されるからである。 

 静脈の不全が入浴により改善されることは明

らかであり、論理的に実証されている。という

のも、入浴はどんな圧迫ストッキングや包帯の

圧力よりも優れているからである。さらに、浮

力（アルキメデスの反重力）が自律神経系と筋

をリラックスさせ、筋痙攣を減少させ、伸展反

射を抑制し、結合組織を緩め、非炎症性の痛み

を取り除く。追加的な温熱刺激を伴わないこれ

らの鎮痛効果は、あまり知られていない。クア

治療として、反復して適用することで、脊柱や

四肢の柔軟性が改善する。 

 

2.2.1.2. 鉱泉水成分の化学的効果（ミネラル、

ガス） 

 経皮（皮膚を浸して）で適用した場合、塩水、

ヨード、硫黄、ラドン、二酸化炭素が作用する

（硫黄、ラドン、二酸化炭素は薬効のあるガス

である）。これまでのところ、これら以外のミ

ネラルには化学的な効果はないとされている。

二酸化炭素いわゆる“炭酸”、ラドン、還元状

態の硫黄は、用量・効果曲線では効果を発揮す

る。但し、適量以上の用量を処方した場合には、

毒性及び致死性を有する。 

 塩水（最低1.4％のNaCl：Na5.5g、Cl8.5g）は

浮力を増大させる。2 ～ 6 ％の濃度で皮膚は水

分を失い、角層細胞が不安定となって落屑が起

こる。溶離と同時に塩の結晶が沈着し、角質層

はより透明になる。これにより、皮膚はその後

の（尋常性乾癬などの）紫外線治療に適した状

態となる。気化熱放出が減少することにより、

筋肉骨格系疾病への適応が可能となる。これに

ついては、対照実験の実施が急務である。 

 ヨードは皮膚、動脈の血液循環と微小循環を

改善し、血圧を低下させる。対照実験はようや

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ サーモニュートラルな浸水（温浴）の治療効果と適応症 

（シュニッツア、エプシュタィン、ハルトマン） 
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くスタートしたところである。これはヨード入

り塩水についても同様である。治療法の臨床試

験は、これまでのところ行なわれていない。 

 水中で還元状態にある硫黄は、たとえガスの

状態（“硫気孔”：地肌からの天然のガスの噴

気）であっても、水 1 kgに含まれるH
2
Sが 4 

mg/kg以上の濃度で効果を発揮する。1 リット

ル当たりのH
2
Sの量が 1 mg/kg以上の濃度になる

と、申告が義務付けられている。H
2
Sは皮膚の

血管を拡張させ、血管の動きを強化し、（自覚

的な）温度無関性に作用する。さらに、皮膚の

ランゲルハンス細胞の可逆性な抑圧によって免

疫システムを調節する。また、遊離酸素基を破

壊する。これは重要な作用で、さらなる解明が

必要である。硫化水素泉は、慢性および亜急性

期の筋骨格系の“リューマチ性”疾患に効果が

あることが立証されている。硫化水素は、寄生

虫駆除と慢性の湿疹、乾癬、神経皮膚炎、脂漏

性皮膚炎などの皮膚疾患の治療で使われている。 

 ノーベル賞受賞者であり“核医学の父”とい

われるG・v・ヘベシーのグループが1960年代

に確認しているように、酸化硫黄（SO
4
）は二

酸化炭素と結合して、経皮で体内に入り、関節

軟骨に取り込まれる。この知見の臨床的な意味

については、これまで検証が行なわれていない。 

 リポイド溶性稀ガスであるラドンは、副腎皮

質の刺激によって鎮痛および消炎の作用がある。

ラドンは、対照実験での連続投与では、強直性

脊椎炎（ベヒテレフ病）とリューマチ性関節炎

の適用において、能動的な運動療法よりも優れ

ているとの結果が出ている。アルファ線である

ラドンは、身体への影響は心配ない。現在、ラ

ドンの遺伝子レベルでのリスクについて、きわ

めて感情的に議論がなされている。しかし、ラ

ドンの“メリット”は、2000年～2003年のデー

タでは、他のあらゆる治療法と比較して、リス

クと有益性においても、医療経済的にも優れて

いる点であろう。 

 経皮で投与する二酸化炭素（“炭酸”）は、徹

底的に実験が行なわれ、またガスの状態で水に

溶け込んでいるたいへん身近な成分であり、ガ

ス（“炭酸噴気孔ガス”）の状態で噴出する。二

酸化炭素は、400mg/l以上の濃度で効果を発揮

する。最終代謝産物として身体に広範囲に存在

する二酸化炭素は、経皮投与では、熱受容体の

刺激と寒冷受容体の抑制によって皮膚の熱受容

体に作用し、閉塞した状態の毛細血管を開き、

血液粘稠度を下げ、酸素乖離曲線（ボーア効

果）の右方シフトによって組織の酸素分圧を上

げると同時に、肺の機能を均質化（換気・血流

比における分布の改善）し、呼吸量を増大させ

る。つまり動脈酸素分圧が上昇する。これらす

べてが、実験と臨床において他の治療法との比

較で実証されている。静脈の緊張亢進は、理論

的にも納得のいくことであり、臨床的検証もさ

れている。 

 体熱を奪う30～32℃の冷たい二酸化炭素浴は、

心不全及び軽度から中等度の冠疾患では、外科

的治療または薬物療法の初期の段階で用いると

有効である。病理生理学的な根拠もあり、臨床

試験でもその効果が明らかにされている。 

 二酸化炭素は、古典的な“循環器治療薬”と

して、“エビデンス・ベースド・メディスン”

に基づいて臨床試験が行なわれた全ての適応症

でその有効性が証明されているが、これについ

て現在議論が分かれている。品質の基準はまだ

なく、経験知に基づいて行なわれている。二酸

化炭素は、現在のところ、その治療効果が一般

的に認知されている数少ない水治療法の一つで

ある。 

 20℃以上の単純泉（温泉、<1000mgミネラ

ル /l）と20℃以下の単純泉（冷泉、<1000mg 

ミネラル/l）は、古典的な天然泉として筋肉骨

格系の慢性的な“リューマチ性”疾患に対する

効果が経験的に証明されている。但し、この分

野でも、（誰もが認めるとおり難しい）臨床試

験が欠如している。ここで言及しておく必要が

あるのは、EUの規格では、この境界が正しく
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定義づけられていない。EUの規格では、ミネ

ラルの含有量の乏しい水がミネラル水として表

示されている。鉱泉として表示すること自体は

法律的には反論の余地はないが、内容的には全

く間違っており、ミネラル水としての表示は容

認できないものである。 

 泥炭浴やファンゴ、および泥等の泥土は、血

行不良の皮膚に熱が均等に伝わることによって

急速に作用する。対流性の熱の伝達は、分子の

固着によって遮断される。様々な泥炭層から由

来する泥は、それぞれ化学的に異なった性質を

もつ。泥炭の成分である腐植酸（フミン酸）に

は皮膚に浸透する能力がある。実験では、腐植

酸は免疫刺激作用があることが判明しており、

現在免疫力が低下する疾病で試験が行なわれて

いる。この試験では、経験的には明らかになっ

ている効果が、一部解明される可能性がある。 

 高濃度の泥土は、姿勢や運動器系の慢性疾患

では主として温熱的な目的で、急性の段階では

主として冷却的な目的で、つまり冷媒として用

いられる。 

 菌抑制、炎症抑制、収斂、細胞刺激、ホルモ

ンなどの各効果は、実験で証明されている。た

だし、膣内と腸への適用を除き、薬理効果の臨

床試験が欠如している。 

 

2.2.1.3. 運動浴（“アクアエクササイズ”） 

 運動浴は、微生物学的には透明度が飲料水の

品質を有し、温度は調整されてサーモニュート

ラルに近い状態で行われる。米国では、運動浴

の最低温度は32℃と定められている。 

 水圧は、135cmの水柱は100mm Hgに、抗重

力は90％より大きくなり、浮力により体重の

減損がある。また、空気より800倍大きい粘性

は、水中での身体トレーニングの際に付加的な

効果を発揮する。塩水やその他のミネラルは、

さらに浮力を大きくする。これらが運動浴で四

肢や脊柱の関節の可動性を改善する。従って、

適応症は筋肉骨格系の疾患である。なぜなら、

重力の負荷がかかる下肢や腰椎等の部位を保護

しながら、筋や循環器の持久力を集中的かつ効

果的にトレーニングすることが可能だからであ

る。 

 正しく適用すれば、痛みを伴わずにトレーニ

ングすることが可能である。これは、陸上では

通常は不可能であるか、または無重力に類似し

た状態をつくり出す器具（シュリンゲンティッ

シュ**）でしか行なうことはできない。 

 水中での筋力トレーニングは、追加の器具を

使用してもしなくても、そのどちらでも行なう

ことが可能であることが最新の研究により証明

されている。マック・ミラン・ハリウィックや

バート・バガズ・リングの治療、あるいはフラ

イブルク浮力療法や筋力浮力療法等の特殊な治

療は、水温を適切にコントロールする必要があ

るため、温水運動浴プールの場合にのみ有効に

行うことができる。 

 水中トレーニングの魅力はますます高まって

きている。アクアジョギング或いはアクア

フィットネスといわれるものは、中央ヨーロッ

パの温泉学のエビデンスに基づいて行なわれて

いる。 

 これらの水中トレーニングは、神経的疾病に

おいても、主として経験に基づいて取り入れら

れている。但し、科学的検証と臨床試験はやっ

とスタートしたばかりである。他国で競って導

入されているBOバスやKOバスと言われる治療

法についても同様である。 

 水中トレーニングは集中的な筋肉及び循環器

系のトレーニングであり、骨格系の負荷軽減や

神経疾患の緊張緩和については、陸上での“ト

レーニング”よりも効果的である。 

 このようなことから、歩行障害が適応症とな

る。特に複数の疾病を抱えている人の場合は、

 
** 治療ベッド上に釣り具を設定できる梁を設けて、患者の患部及び周辺を上から釣り、重力がかからない状
況にしてリハビリトレーニングを行う器具。 
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水の刺激を与えながら積極的な運動を専門療法

として行なうことが可能である。また、このよ

うな運動は高齢者の転倒防止にも有効である。

通常、陸上ではふらつきやめまいの危険性があ

るため、懸架装置を使ってしかトレーニングす

ることはできない。しかし、水が転倒防止の役

割をすること、そして泳げない人にも適してい

ることは、対照実験で立証済みである。 

 治療とコンディショニングのための補助機器

を活用した水中トレーニング用として、最近で

はフィットネスやメディカルトレーニングの分

野を対象にたくさんの水中補助機器が提供され

ている。ウォーキングマシーン、ローイングマ

シーン、ステッピングマシーン、筋トレマシー

ン等がその一例で、これらは国際的にも評価さ

れている。 

 

３．治療泉の飲用療法 

 

 飲用療法は、ミネラルを水に溶けたかたちで

サプリメントとして摂取するものである（宅配

の治療泉水は、連邦薬事局により最低濃度と適

応症の表示が義務付けられた法定の薬品である。

これに対し、ミネラルウォーターは食品であ

る）。温泉地以外のところでも、療養的な目的

をもってこれを行なうことは可能である。例え

ば、マグネシウムやカリウムはサプリメントと

して補充することが可能である。硫酸塩を多く

含む鉱泉水は、便秘では便通を促進し、胆汁の

分泌を促す。1200mg/l以上の炭酸性炭酸塩は胃

や小腸の粘膜を保護する作用があり、“粘膜保

護薬”よりも明らかに優れている。ヘリコバク

ター・ピロリ（ピロリ菌）が飲用療法によって

影響されるかどうかについては、まだ検証され

ていない。 

 多量のナトリウムの適用は血流を改善するが、

塩分に敏感に反応する高血圧症患者においては

血圧の上昇をもたらす。従って、塩化ナトリウ

ムを多く含む鉱泉水は、現在は高血圧症患者に

は用いられていない。しかし、往々にして忘れ

られてしまうのが、 1 リットルあたり100mgの

塩化ナトリウムを含む鉱泉水 1 リットルを摂取

しても、 1 リットル中に含まれる塩化ナトリウ

ムの量はわずか0.1gにすぎないという点である。

従って現在、鉱泉水、ミネラルウォーター、食

卓用ミネラルウォーター、水道水の飲用摂取に

関しては、正しい内容の規定がないということ

が問題になっている。 

 

４．水治療法 

 

 水治療法は、治療泉水ではなく、水道水や泉

水（井戸水）を使って行なわれる。クナイプ浴

とクナイプ療法クアオルト（療養地）は、気候

と大気の環境が、治療効果のある大気クアオル

トや気候クアオルトに相当する。 

 “水を使う治療”である水治療法は、一般的

には加温と冷却を目的とする温熱療法であり、

水浸ではない。温度は、組織のバイオダイナミ

ズム（膠原結合組織、滑液粘度）、代謝（生化

学反応、拡散、食作用）、神経生理（局所の自

律性緊張、知覚）、局所および全身の循環に影

響を与える。経皮での温熱療法では、皮膚の血

液循環反応を介して温度調節系が直接反応する。

そして、“冷却刺激”に対する反応として、組

織と器官を温めるために充血が起こる。集中的

かつ長時間の冷却は、局所的に代謝の低下をも

たらす。局所的に温めると代謝は促進される。 

 水治療法は、普通は水道水や河川・湖の水を

使って行なわれ、クナイプ浴やクナイプ療法ク

アオルトにおいては、中心的な治療法として適

用される。水治療法は、鉱泉浴や泥炭浴を使っ

た療法を補完する目的でも用いられる。 

 

4.1. 急性効果 

 局所的な冷却処置には、血管収縮作用がある。

そのため、組織の代謝は低下、滲出物は減少し、

疼痛も低下する。 
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 局所的な加温は、血管拡張、局所の代謝の促

進、筋緊張の低下、疼痛閾値の上昇をもたらす。

そのため、加温は、慢性的な“リューマチ性”

疾患や筋緊張においても効果がある（“頸下水

浸”が効果的である）。 

 

4.2. 療養時のような長期効果をねらった冷却

処置（“冷刺激”） 

 反復して療養時のように適用すると、主とし

て循環、代謝、自律神経系が影響を受ける。筋

骨格系に負荷をかけることなく、ポジティブな

トレーニングという意味で改善される。そのた

め、筋トレが不可能であったり実行が難しかっ

たりする患者において、これらの刺激が適用さ

れる。 

 ルーの法則に基づき、反復して冷却処置

（“冷刺激”）を適用し、段階的に機能障害に用

いると、特に低血圧と直立位が改善され代謝が

促進されるとともに"強壮作用"がある。これは、

今日の文明化された環境においては、運動不足

だけでなく温度調整の“トレーニング”不足に

よる機能障害を伴った“文明病”にも効果を発

揮する。 

 温熱刺激は、特にサウナ、蒸気浴、過熱浴等

の集中的なかたちで、温冷交替で適用した場合

にのみ効果がある。但し、温熱刺激は、温熱に

十分慣れた後で冷熱と組み合わせて適用する必

要がある。 

 温熱は、結合組織を弛緩させ、疼痛を和らげ

る。この分野でも、理論的および病理学的なエ

ビデンスに基づいて、さらに臨床試験を行なう

ことが有益であり必要でもある。 

 

総括 

 医療クアとしてこれらの刺激を反復的に適用

することは、陸上での筋肉トレーニングとは異

なり、筋肉骨格系に負荷をかけることなく、サ

イバネティクス的に自律神経系と循環系の調節

システムを改善する。同様に、刺激を徐々に周

期的に増大させながら段階的に適応させてゆく。

正しく処方されれば、約 3 ～ 4 週間後に健常な

状態となる。 

 現在、クア（療養）の期間を法律に基づいて

制限することで、医療コストを削減しようとい

う議論が盛んに行なわれているが、このような

病理生理的な原則は考慮されていない。医学的

な判断基準では、特に高血圧（緊張亢進）、起

立性障害、寝たきり症候群等が適応症として挙

げられる。 

 

５．吸入と洗浄 

 

 食塩及び（または）炭酸カルシウム水や重炭

酸塩水は、口・鼻・喉および気道全体の洗浄、

うがい、吸入に使われる。上部気道用の10～25

μの微粒子の塩化ナトリウム水（0.3～0.9％）

と下部気道用の粒径 3 μまでのエアロゾルを含

む 3 ％までの薄い濃度の塩水（ヨード塩水も含

む）は、吸入用として使われる。 

 エアロゾルの粒径、温度、濃度、イオンの構

成、適用の時間を変えることで分泌が促進され、

粘液が溶解する。喀出とせきこみが減少するこ

とは、臨床的に証明されている。気管支の抵抗

が吸入後に減少することが確かめられている。

しかし、吸入と洗浄のみの効果は明白ではない。

なぜなら、クアの最中は、能動的および相互的

に作用する他の物理療法、つまり"気管支治療"

が常に並行して行なわれるからである。 

 

６．気候療法 

 

 クアオルト（療養地）、特に温泉地や治療効

果のある気候を有するクアオルトでの滞在とは、

州による認定と効果・効能が実証された鉱泉や

空気汚染のない気候療養地に長く滞在し、頻繁

に屋外に滞留（“アウトドア”）することを意味

する。これにより呼吸の負荷が軽減される。こ

れは気候療法の重要な点である。気候への順応
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は、持続的な刺激に対する形態学的な適応であ

る（短期的には適応、中期的には調節）。森林

が持つフィルター機能（ゼノバイオテックス・

オゾンを含む）とさまざまな放射および大気条

件を有するヨーロッパの中部山地の気候は、特

定目的の治療に適しているとともに、衰弱状態

にある疾患では負荷を軽減したり、養生の効果

を持つ。 

 相互作用的効果を持つ理学療法と同様に、屋

外に滞在して気候曝露を行なう際には、特に大

気の酸素分圧と空気の湿度等、普遍的に存在す

る大気の条件に配慮しながら、正しく適用し、

適切な行動の処方をする必要がある。 

 気候曝露の方法としては、臥床クア、空気浴、

日光浴、屋外での夜間睡眠、特に“地形クア”

として行なう運動療法がある。応用生理学であ

る気候生理学とそれに基づく気象医学と生気候

学は、気候の要素が代謝、つまり神経内分泌と

免疫系、特に循環と呼吸をも活性化することを

示している。気候曝露により機能障害や疾病に

影響をもたらし、適応症に適切な刺激量を与え

た場合に改善がもたらされる。治療としての気

候曝露が医療政策的に問題となるのは、健康な

人も社会保険の給付対象外で“保養”を目的と

して気候曝露を行い、機能の改善が見られるこ

とによる。現在は、特定の疾病を抱えない健康

な人にとっては、フィットネス、“ウェルビー

イング”、バイタリティ、レクリエーション、

再生などが保養のスローガンになっている。 

 

6.1. 山岳気候療法 

 山岳の気候は、特に組織内酸素の利用と血液

の酸素運搬能力を改善する。特徴的なのは、短

期間に交感神経が活性化され、それに続いて副

交感神経緊張が亢進し、結果として脈が遅くな

り、適度な処方を行った場合には血圧が下がる

ことである。これと並行して、呼吸の換気量も

向上する。 

 

6.2. タラソテラピー（海洋療法） 

 海洋性気候の曝露（タラソテラピー）でも、

同様に、下垂体、副腎皮質、甲状腺が刺激を受

ける。北海沿岸の方が、より温暖なバルト海沿

岸よりも明らかに刺激は大きい。 

 中心となるのは、体温調節機能の改善で、同

時に寒さに対する敏感な反応が鈍化する。これ

は、古典的な意味での鍛錬・強壮法ともいえる。

ハウスダスト症候群には、高地でのテラピーが

勧められる。 

 

７．まとめ 

 

 どのような合理的な療法も、その効能が証明

されなければならない。同時に、副作用とコス

ト（最近は健康経済学と呼ばれている）も提示

されなければならない。薬物療法では、これら

の基準は厳格に満たされる。薬物療法では、因

果関係が単一であることと盲検試験が可能であ

ることから検証ははるかに簡単である。これに

対し、クアオルト医療の総合的な効果や外科、

心理療法、理学療法等では盲検試験は不可能で

ある。但し、これらの領域も生理的測定による

“臨床的”アプローチを行なうことはできる。 

 人類最古の治療形態であるこの療法は、その

効果に関してますます説明が求められる状況と

なっている。患者が主張する効果だけでは充分

ではないからである。作用因子については品質

面の認証がなされ、効果のメカニズムが広く解

明され、効果が定義され、専門的治療手段の有

効性が評価されている。しかし、複合的で包括

的な“統合的効果”が療法の価値を規定するた

めの評価を難しくしている。温泉医学と気候学

に限っては、治療による結果の品質を目標を定

めて適切にチェックすることができれば、自然

科学的、社会科学的、医学的にその効果を証明

することが可能である。これについては、ルー

の法則またはセリエのストレス学説に基づく生

理学が最適であるように思われる。 
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 環境因子、つまり水圏、岩石圏及び大気圏の

因子は、害を与える可能性もあれば、重要性を

持たない可能性もある。しかし、健康維持や治

療という意味においては有益でもある。これが

正しい理解に基づく、入院及び通院、また特に

外来患者のケアを伴うクアオルト医療である。 
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