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クナイプ・クア（療養）は、療養地で行われ
る典型的な医療療養、つまり居住地から離れた
場所で行なわれる“健康増進のための集中プロ
グラム”である。

クナイプ式水治療法は、療養医師が一人ひと
りの状態に合わせて作成する治療コンセプトに
基づいて行なわれる点で、同じく冷水を重点的
に用いる他のすべての“自然療法”と異なって
いる。クナイプ療法による治療の主たる目的は、
短中期的に機能を鍛錬することにあり、失われ
た生理的な体温調節能力を補うことではない。
クナイプ式治療により、短時間（数秒から数分
間）水治療法を行なっている間に冷却刺激に慣
れるだけでなく、数週間にわたって繰り返し治
療を受けることで全身的な効果を伴う機能的な
順応（交差順応）をもたらすことが可能である。
その際には、小さな面積に適用するのではなく、
連続して、皮膚のできるだけ広い面積に作用す
るような適用を首尾一貫して選択することが大
切である。

これらは、クナイプ式療法が、療養地医療だ
けではなく、それ以外の特殊な医療分野におい
ても、“自然療法”や“理学療法”と同様に重
要な療法であることを示している。

医療における自然療法

様々な専門の医療分野は、その歴史的な発展
に基づき下記のように分類することができる。

a）  古典的な器官と有機体を対象とする古典
的な領域

　　事例：
　　　・内科
　　　・耳鼻咽喉科
　　　・整形外科
　　　・婦人科
これらは、過去において医療の中核分野をな

しており、今後もそうあり続ける。

b）  治療方法に基づき新たに生まれた１）領域
　　事例：
　　　・放射線科
　　　・薬理科
　　　・物理療法科
　　　・自然療法科
これらの専門領域の特徴は、主として特殊な

方法を使いこなすことで専門医としての固有名
称と（あるいは）追加的な名称を有しているこ
とである。

また、まったく新しい分野として、下記があ
る。

c）状況対応型の領域
　　　・スポーツ医学
　　　・労働医学
　　　・航空医学
　　　・熱帯医学
　　　・療養地医学
これらの領域では、スポーツ事故の後、労働

災害の後、急性の感染症発症時、あるいは大き
な負荷がかかった後での緊急治療２）も行なわ
れるが、状況対応型の領域、特に療養地医学の
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本来の重点は予防である。したがって、中長期
的には、緊急の治療が不要な健康状態の改善を
目的とする。その際には、一次予防と二次予防
だけではなく、リハビリや三次予防措置が中心
となり、病気の発症や代替療法に重点を置くの
ではなく、むしろサリュート・ジェネシス（首
尾一貫した健康な状態をもたらすこと）と生体

“全体”の適応能力に重点が置かれる。
このようなホリスティックな措置は、単一の

療法３）の効果を自然科学的に解明することで
重要な知識を得ることはもはや期待できないた
め、正規の医療として次に伝授することができ
るかということを考えた場合、疑問がある。し
かし一方で、効果が予想される４）自然療法の
ガイドラインと同様に、処方に関する提案は歴
然として存在している。

このような治療法においては、すぐに現代の
意味における療法士のことが思い浮かぶ。つま
り、シュロート、プリースニッツ、フェルケ、
クナイプ等の、医師ではない療法士のことであ
る。中でも、セバスティアン・クナイプは、広
範囲に及ぶ効果をもたらした最大の功績者であ
る。その結果、クナイプ式療法の療養地はドイ
ツ全土に点在し、クナイプ式治療浴は全国で一
律に行なわれている。しかし、フェルケ式療法
の療養地は個別の州にしかなく、またシュロー
ト式治療の鉱泉療養も個別の州で適用されるに
とどまっている。５）

クナイプ式療法の柱

セバスティアン・クナイプ（1821年５月17日、
オットーボイレンの近くのシュテファンリート
で生まれ、76歳の誕生日を迎えた直後の1987
年６月17日にバート・ヴェリスホーフェンで死
去）。彼の履歴をみると、最初は使用人、レン
ガ職人、日雇い労働者として働いていた青年が、
どのようにして自然に対する観察眼を養って
いったのかを知ることができる。大学で神学を
勉強することを志し、1842年から勉強を再開し

てミュンヘン大学に入学した。1848年からの大
学での神学生としての生活は、屋外でフィール
ドワークを行なうようなものではなく、むしろ
図書館と自宅を往復する密室的なデスクワーク
であった。結果として、クナイプの“体はきわ
めて病弱となり”、最後には肺結核を病むに至っ
た。そこで、クナイプは健康に関する資料をか
たっぱしから調べ、1833年に出版されたヨハ
ン・ジグムント・ハーン博士（1694〜1773年）
の第５刷の著書『新鮮な水の内用・外用の適用
において経験が実証する驚異の治癒力』を見つ
けた。1849年12月、クナイプはディリンゲン
のドナウ川で自らの体を実験台に短時間の浸水
冷浴を行い、自らを実験台として病気を快復さ
せた。

この経験から、クナイプは万能な治療法とし
て身体を鍛錬することの必要性を強く確信する
ようになった。様々な形態による冷水の適用を
説くそれまでの自然療法家や同時代の他の自然
療法家とは異なり、クナイプは、温冷刺激に対
する一人ひとりの疾病素質（病気になりやすい
素因）がいかに重要であるかを認識することと
なった。そのため、クナイプはほどなくして浸
水浴に見切りをつけ、本来の冷水だけを使う水
治療法に取り組むこととなった。さらに、冷水
による治療は、患者の皮膚が温かければ温かい
ほどより大きな反応を引き起こすことが可能で
あることに気づき、事前に身体活動、特に薪割
り６）を行なって体を温めることにたどり着い
た。最終的には、温水を使って直接体を温める
ことができるより迅速な方法を導入した。クナ
イプは、これをその後に行う冷水による本来の
治療の準備とみなした。

クナイプ式交互浴は、クナイプ式温冷水治療
法の最もクナイプらしい特徴である。クナイプ
式では、炎症を起こしている組織から代償的に
熱を奪ったり（冷やす、コールドパック等）、
慢性的に炎症を起こしている関節組織に代償的
に熱を与える（温める、干草パック等）ことに
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重点を置くのではなく、体が本来持っている体
温調節機能（図１）の鍛錬に重点を置いた。腕
の交替浴等の温冷療法では、冷やすことを目的
とした冷水治療時に、その直前に組織を温める
ために行なった温水治療が無駄になってしまう
のに対し、このやり方では、活性化によって血
行が促され、その結果として代謝が促進される。
方向性の異なる治療では、温冷療法によって体
に不足している熱を代理的に補給したり、組織
から余分な熱を代理的に奪うのに対し、クナイ
プ式療法の場合は、温度感覚受容体の刺激性知
覚（刺激により誘導される知覚）を温熱生理的
に制御することに重点が置かれている。周知の
とおり、健康な人は多少の差はあれ周囲の環境
に素早く適応する素晴らしい能力を持ってい
る。適応生理学では、詳細には下記のように区
別している。
・長期的な構造適応：絶えず負荷をかけ続けた

後や、周囲環境が寒いことで脂肪量が増加し
たことによる筋肉の増加等。

・中期的な機能適応：効率的な血管壁張力の調
節等。漁師は、この働きにより冷たい水に手
をつけても、その後再び手は先端から暖かく

なってくる。
・短時間（短期間）での慣れ：我々は極めて短

時間に部屋の臭いに慣れてしまうが、部屋に
はじめて入る人は、足を踏み入れた際に臭い
のせいで一瞬後退りする。

クナイプ療法で治療が行なわれる疾患の場
合、他と比較してより簡単な治療手段を使って、
生体のいわば“さぼっている機能（制御因子）”
の目を覚まさせるだけで十分なことが多々あ
る。これにより、これらの機能に通常の働きを
行なわせるだけでなく、（いわゆる共感性の）
反応により他の関連する制御因子を喚起するこ
とが可能となる。このような、腕の交替浴など
の治療時に神経伝達される温熱刺激や冷熱刺激
に対する血管の反応は、温めなかった方の手に
も共感性の反応をもたらす。そのスケールは限
定されたものとはいえ効果がある。鼻粘膜でも
確かめることのできる、このような共感性の反
応は、クナイプ治療の鍛錬効果を引き起こす
ファクターとみなすことができる。つまり、い
ち早く反応する血管系は、反応力の低下してい
る血管系よりも、感染性の病原体に対してすば

図１：�どのような方向性の治療を行なうかによって、異なる温冷療法を用いて、短時間に広面積に刺

激を与えて効果を得たり（クナイプ式水治治療）、あるいは長時間持続して小面積で代償性の効

果（パック）を狙うことが可能である。
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やく防御反応をとるのである。そのため、共感
性の反応は、数多くの非特異的な治療効果の説
明モデルとして引き合いに出される交差順応の
初期段階であるとみなされる（図２）。

この限りにおいて、神学者であり療法士のク
ナイプは、自然科学を信奉する医師にも段々と
認知されるようになり、最近ではすっかり信頼
されているものになった（当初７）は予想に基
づいて治療の計画がなされた）。そして、治療
に関する幅広いアプローチを論議するきっかけ
にもなったのである。例えば、食事や植物性薬
剤８）による植物性機能の刺激など、他の治療
をクナイプ治療の後に続いて行なうという方法
は、そのひとつである。ここで忘れてはならな
いのは、クナイプの人を指導する天賦の能力で
ある。晩年になってまとめられた『人はこのよ
うに生活すべきである』（1893年）というガイ
ドラインは、最終的には規律療法としてそれぞ
れの治療の柱の基礎となった（図３）。このよ
うな治療におけるガイドラインを守ることが、
牧師としてのクナイプの権威によって支えられ

たことは明らかである。

療養地医療におけるクナイプ療法の適用

―　療養地医療（浴療医、療養医）
―　理学療法
―　自然療法

と呼ばれる専門領域には共通点がある。特に、
・クナイプ式温冷水治療法
・運動療法
・規律療法

は、これら３つが一体として“適用”され、初
めて機能しうる（図４）。

それぞれの領域の特異性の相違点を詳細に記
述するのは簡単ではないが、共通点を説明する
ことは容易である。理学療法は、物理的・技術
的な方法によって治療が行なわれることを連想
させる。また、自然療法は、非自然（人工）の
器具による治療と合成薬物による治療を意識的
に放棄することを推測させるとともに、その代
わりとして自然由来の手段９）の効果を入念に
観察し、解釈しようとする。“自然療法”とい

図２：�レーザードップラー血流量計を使った、腕のクナイプ式交替浴における共感性反応の尺度であ

る左手中指指頭腹面の血流量の測定。冷水浴時（10℃で強め、20℃で弱める）にも、温水浴時

（39℃）にも血流量が減少することがわかる（血管の収縮）。
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う追加的治療法において受講が定められている
教育講座のカリキュラムには、キレート薬品、
電気療法刺激電流装置、人工UV照射装置等が
教材に含まれているが、これらは、基本的に自
然界に存在する天然の制御ファクターないしは
作用ファクターよりも適用の際に処方がしやす
いという理由によるものである。

現実には、

―　自然科学をベースとする治療の提唱者と
―  自然療法をベースとする治療の提唱者と

の間の
相違点の比較は簡単ではない。図４が示すよ

うに、３つの領域の共通点は、いずれも医療行
為ではない領域と密接な関係があるからだ。い
ずれにおいても心がけるべきなのは、

・学術的な観方を徹底する一方で、

図３：クナイプ式治療の５つの柱
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図４：�３つの分野の療法には、共通テーマのエリアがある。その典型が、クナイプ式の水治療法と特
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・ 治療を行なうにあたってはできるだけ簡単
な方法でピンポイントに、しかもできる限
り大きな効果を得たいと思わせる健康経済
的な方法をとることである。

つまり、様々な方法が盛り込まれた治療プロ
グラムに則って、定められたことをしっかりと
守りながら、体内の自然な自己調節能力を向上
させようという意思を有し、意識的に治療を行
なうことである。その意味では、クナイプ式治
療のコンセプトは、療法士のクナイプ治療の経
験だけにとどまることなく、医学的にも興味深
い様々な治療方法を盛り込んだ模範的治療例の
一つといえる。

【注釈】

１）例外：外科
２）これらの緊急治療は約80％以上が対症療法

的で、薬剤等による緊急対応、短期的な緊
急置換・排泄（酸素供給等）、過剰分泌（熱
を下げる等）を中心とする現在の医師養成
の領域である。

３）これは、薬剤の効果について科学的根拠に
基づき評価を行なう研究の領域である。

４）十分な確率で予測が可能である。
５）これは、海洋沿岸の鉱泉療養地についても

同様である。
６）これが後にクナイプ式療法の柱である“運

動療法”へと体系づけられた。
７）クナイプの著書『私の水治クア―35年以上

にわたり試行』は、1894年に出版された。
８）第Ⅰ章（48頁）の解説も参照のこと。
９）この観点に基づけば、人工心臓弁やスチー

ル製膝関節が自然治療に入るか否かの議論
は必要ない。同様に、アロテラピー（合成
物質の製造に重点を置く）と植物療法（エ
キスを得ることを目的に薬草を加工する）
の区別も、治療法を差別化するための基準
というよりは、方向性の区別に過ぎない。
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