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論 説

富山県農村医学研究会　鏡　森　定　信

湯治の効用からみた現代の健康課題

１．はじめに

　青森市街から八甲田方面に向かって森を分け

行って、たどり着ける「酸ケ湯温泉」は今でも湯

治客の往来が絶えない。７ 月の雪深い時季に筆者

が訪れた時には、春が来るまで自炊をしながら湯

治をするという多くの人々が滞在していた。そこ

では、長期滞在する湯治客用の小部屋が並んでい

る棟がいくつもあり、炊事・洗濯場が適宜配置さ

れており、郵便局も併設された小売店や理容店な

ども繁盛していた。

　湯治のコアである入浴は、今日でいう「蒸し風

呂」が起源であり、温泉地以外では権力者あるい

は宗教的行事の「施湯」で行われる程度で、庶民

には長く縁のないものであった。戦国時代に入っ

て温泉入浴が、心身の癒しに加えて合戦時に受け

た刃傷の治癒に効能が認められたことから、各地

で温泉の開発が進んだものと思われる。江戸時代

に入り世情も落ち着くと、温泉は庶民にも広く普

及し、行楽も含めて湯治を専らとする温泉地の出

現に至った ６１７)。そのうちに、農閑期に余暇が出

来た農民などが、疲労や体の傷みを癒す場となっ

た湯治は、行楽のための利用にまで広がった。後

者の例として、例えば、宿場に指定されていた小

田原宿ではなく、箱根温泉に宿泊を希望するもの

が多く、「一泊湯治」と称して旅行ブームに応え

た温泉地も現れるようになった。

　松尾芭蕉は、加賀の山中温泉で、予定を変えて

長逗留し、不老長寿の伝説のある菊の露に頼らず

とも、山中の湯の香りで十分に長生きできそうだ

と、「山中や菊はたおらぬ湯の匂」を読んだ。また、

特定の効能を売り物にする温泉地も現れるように

なった。例えば目の効能では、新潟県の松之山温

泉や貝掛温泉がある。松之山温泉は、有馬や草津

と並んで日本の ８ 大薬湯とされており、有馬温泉

では梅毒に苦しんでいた江戸の町人が多く湯治に

訪れた歴史があり、草津温泉では今日でも皮膚病

への効能がうたわれている。

　明治に入ると、ドイツから現在の東大医学部に

招聘されたベルツ博士が、草津温泉の湯量や湯質

そして自然環境に感嘆し、日本の温泉地が国際的

な湯治場としてのポテンシャルを有することを、

医学者として喧伝した。日清・日露の戦争を通じ

て温泉地は軍人の湯治にも利用され、それは第 ７

次世界大戦でも継続された。そのような状況下で、

有名な温泉地には「温泉研究所」が次々と開設さ

れ温泉地での治療滞在を後押しした。　　

　江戸時代に定着した湯治文化は第 ７ 次世界大戦

後すぐに廃れることはなく、しばらく隆盛であっ

たが、その後の産業構造や生活様式の大きな変化、

そして医学の急速な進歩により、湯治は急速に廃

れていき、一部の温泉地のみが湯治場として残る

ようになった。

　温浴の直接作用に関する研究は枚挙にいとまは

ないが、湯治や温泉地で長期的に滞在しての効用

に関する研究は多くはない。近年の人口の高齢化

に伴って、高齢者において適切な間隔の入浴習慣

は、長期的にみて健康障害の発生の抑制につなが

るとの調査研究 ８）も出ており、湯治も含めた入

浴習慣の意義が改めて注目されている。　　

　本稿では、湯治の有する意義を現代の健康課題
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から概観し、わが国の伝統的文化である湯治を医

学的な面から論説する。

２．現代の健康課題からみた湯治

１）抗うつ作用

　お湯に浸ったときの快適な満足感は、適温

による感覚系への作用が主要なものであろう

ことには誰しも異存はないであろう。しかし、

感覚系とは別に感情系にも直接作用し、セロ

トニンの増加などに関わっているとの基礎的

研究 ９１5) や、うつ症状の改善といった心理精

神面に対する効能に関する臨床研究 6１7) も報

告されるようになった。

　温浴のうつ病への効果に関するものでは、

対象を無作為に割り振った 8 週間のパイロッ

ト的研究 6) がある。それは、ハミルトンう

つ症状チェック（HAM２D）の ６7 項目版を使

用して、その総スコアが ６8 点以上の中等度

で安定したうつ病（ICD２６５：F８７、F８８）の

外来患者を対象としたものである。９５℃、平

均 ７７ 分間、深部体温上昇の平均 ６３7℃の温浴、

そしてその後の ８５ 分間の ５３7L の湯たんぽを

使用しての保温安静を１クールとし、これ

を週 ７ 回、４週間無作為に割り振った ６7 人

（介入群）に行った。対照の擬介入群（６9 人）

には温浴に替って緑色ライトの照射を行っ

た。７ 週間後（T６) と、さらにその後 ９ 週間

は介入せずに再度検査を行った（T７；最初

から 8 週間後）。結果では、入浴 ９ 回終了の

（T６）の時点において、介入群では擬介入群

に比較して、HAM２D 総スコアが ８３６９ 点低下

しており、統計的に有意（p＝５３５８7）であった。

しかしながら、（T７）の時点（最初から 8 週

間後）では両群の HAM２D 総スコアに統計的

な有意差はみられなかった。この研究では、

それまでの先行研究から入浴による熟睡や自

律神経系への作用も想定しており、それら

の作用をみる指標として心拍変動度（Heaおが 

Raがe Vaおiabiliがけ）を検討したが、統計的に

有意のものはみられなかった。

　これに関わるものとして、マイルドに体を

温めることが、熟睡や自律神経調整作用を介

してうつ病的症状の改善につながったとの報

告がある。しかし、それらが無作為割り振り

実験に基づくもので無かったことから、擬介

入群を設けて無作為に割り振った比較実験を

行ったと筆者らは述べている。

　入浴とは別に、体温上昇を赤外線サウナで

行い、そのうつ病症状改善効果をみた報告 7)

がある。

　マイルドに体温を上昇させると、ミトコン

ドリア活性の亢進に伴い、糖代謝や快適感情

に関与する側坐核にも作用し抗うつ効果を

もたらすとの基礎研究 ９１5) の成績に基づいて、

行われたパイロット的研究である 7）。抗うつ

剤をこれまで服用したことのない中等度のう

つ病の新患者を対象に、約 ６ 時間かけて赤

外線で躯幹を平均で ８8３5℃位まで温めた後に

６ 時間ほどかけてクーリングダウンした。こ

れらの対象者にハミルトンうつ症状チェック

６7 項目について聞き取りを行い、その経時

的変化を検討したものである。対照の擬介入

群に比較して、その後 6 週に至るまで統計的

に有意にスコアの減少が続いた結果を示して

いる（図 ６ 参照）。

　これらの報告に類するものとして、軽中等

度の心不全や下肢の閉塞性動脈硬化への効果

が、国際的にも認められたわが国発の「和温

療法」がある。臨床観察に基づいてこれを提

赤 線サウ 群 
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図 1．赤外線サウナ浴によるうつ病治療
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唱した鄭 忠和博士が、その心理精神的な効

用にも言及している 8１9）。和温療法のコアで

ある 6５℃の低温サウナによる深部体温１℃

以上の上昇は、うつ的感情の軽減や爽快感を

もたらし、メンタルヘルスの改善にも有効性

を示すことを報告している。

　玉川温泉（秋田）、三朝温泉（鳥取）に見

られるような、現在の医学では治療困難とさ

れる病気の治癒を期待して、湯治を行う人も

多いが、メンタルヘルスへの効用がその背景

にあるとも推測される。

２）概日リズムの回復・維持

　睡眠と覚醒、体温、血圧、自律神経系、内

分泌系など多くの生理機能は、地球の自転な

どよる環境の周期的な変化に同調しながら

７９ 時間リズム（概日リズム）と称される時

間的恒常性を維持している。概日リズムの乱

れは生体機能の変調を介して、様々な体調不

良につながることがわかっている。昨今の疫

学研究では、増加しつつある乳がんや前立腺

がんの発生と昼夜の交代勤務者の概日リズム

の乱れとの関連も示されている ６５１６６)。生体に

は外部環境から遮断された ７5 時間のリズム

が生体時計としてあるが、これを生活リズム

である ７９ 時間に同調させている。このリズ

ムに最も強力な作用を示す光は、網膜から視

神経を通って脳に入り、視交叉上核に達した

その情報が、概日リズムで主要な働きをして

いることがわかっている ６７)。早寝早起きの

朝型で規則的な生活のリズムが基本となる湯

治は、この概日リズムに乱れがあった場合に

はその回復に作用する。また、現代の生活で

は、夜食、睡眠不足、不十分な朝食やその欠

食、日中の運動不足などの生体機能の一日の

リズムを乱す要因が多々見られるが、湯治場

で通常みられる規則正しい日程は、概日リズ

ムの回復・維持に重要である ６８１６９)。

　なかでも朝食が特に有効であること ６８１６5)、

さらには糖質が概日リズムの回復に重要であ

ること ６6) が、人を対象とした研究や分子医

学的レベルの研究から明らかになっている。

　一般的に湯治は7日８廻りといわれており、

６ 廻り目は湯あたりを予防しながら入浴回数

の漸次増加と朝、昼、夕の定期化のための 7

日間で、また湯治場での規則的な生活に慣れ、

乱れた概日リズムの回復にあてられる。その

後の ７ 週間は回復した概日リズムを維持して

体調を整えるために過ごすことになる。この

後に帰宅し、在宅生活にスムーズに移行して

いくための準備としてもう ６ 週間とって、7

日 ９ 廻りとする公的なリハビリテーション保

険給付による湯治が、ヨーロッパで広く行わ

れてきた。しかし、昨今の財政難のあおりを

受けて今日では 7 日 ８ 廻りになっている。
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図2 1 

自分 数分 肢 温冷交代浴  
早朝 心身 刺激効果 
方 クス 熟睡効果  

顔面 温冷交代浴  
フ シ 効果 加え  
顔面 ハ や 有効 

図2 2 

図 2．クナイプ療法の温冷交代浴
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　ところで、湯治での朝、昼、夕の３度の規

規則的な入浴も概日リズムの回復・維持に有

用である。それは規則正しいリズムの時間的

な恒常性の面に加えて、リズムの大きさ、例

えば深部体温の変動の振幅増大といった量的

な面からも作用している。

　ドイツが発祥で、クナイプ神父が医師会

と協力して発展させたクナイプ療法 ６7) では、

早朝に温水（９８℃位）と冷水（７５℃位）で交

互浴を行い生体機能の高揚を行っている。各

人の起床 ６ 時間ほど前の早朝に、温冷交代浴

で、一日の生体機能のリズムの調整が行われ

る（図 ７ 参照）。覚醒と睡眠や深部体温の概

日リズムづくりとその振幅増大につながり、

回復期療養を目的とした伝統的自然療法と

なっている。

　朝と夕方の入浴の違いを比較した私たちの

研究班の成績によれば、朝の入浴は、リフレッ

シュで覚醒的であり、夕方のそれはリラック

スで鎮静的でその後の熟睡につながるもので

あった ６8)。 温浴に限らず冷水浴であっても、

体温上昇期の朝のそれは、覚醒的に作用し、

夕方のそれは鎮静的に作用する傾向にあるこ

とが観察されている。

　湯治場で、これら本来の概日リズムを回復

しそれを維持することは、今日の大きなメン

タルヘルス的課題であるうつ病の治療と予防

にも有益である ６9)。

３）食育

　湯治では朝市がたったり、地元の食材を

使った調理の機会が増えたりして、食事の面

からも「地産地消」となることが多い。「地

産地消」は、食の安全面からのみならず健康

面からも唱道されており、明治時代に福井の

石塚左玄が発した「食育」では、「地産地消」

に通じる「身土不二」も強調されている ７５)。

　湯治場の食生活環境では、食材や調理法の

制限から食事の内容は和食に傾いたものにな

る。但し、一口に和食と言ってもその内容に

は時代の変遷があり、近年の研究では、昭和

5５ 年代の和食が、より健康面から適切であ

ることが証明されている ７６)。 すなわち国民

栄養調査の内容に基づいて昭和 ８５ 年代から

平成 ６５ 年代までのわが国の食事内容を再現

してマウスに与えたところ、昭和 5５ 年代の

ものが一番長寿であったとの結果が得られて

いる（図３参照）。

　また、肉よりは魚、大豆をはじめとする植

物性タンパク、海藻や発酵食品などを特徴と

する和食的な食事は、肉類や乳製品の摂取に

 

 

 

 
 

昭  昭    飼育用餌 

図３

均

命

 
 

 
 

国民栄養調査 基 い 食事 代 

図３．各年代別にみた国民栄養調査に基づく食餌とマウスの平均寿命
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偏った食事に比べて認知症予防に有効である

ことが、我が国の人集団の追跡研究で認めら

れている ７７)。　なお、認知症と食事との関

連については、肉よりは魚、野菜や果物の摂

取を重要視する点で和食とも共通のある地中

海食も、認知症予防のみならず長寿にも有効

とされており ７８１７９)、特定の疾病予防に限らず

広く医食同源の観点から、食に思いをはせう

る点で、湯治は有意義な機会となろう。

　適切な時間に規則正しく食事するのは、湯

治場の食生活の特徴的な一面である。脂肪細

胞の分化を促し新たな脂肪細胞を作り、脂肪

合成をもたらす BMAL６（ビーマルワン）が、

人の活動時間帯には少なく、夕方から深夜に

向けて上昇する。７5) これは、時間栄養学の

面からも肥満に関連するホルモンとして注目

され、夜食ではそれが増えている時間帯なの

で肥満につながるとの警鐘もみられる。実際、

同じ栄養摂取量でも夜食を避け、BMAL６ が

少なくなる人の活動時間帯のほぼ ６５ 時間以

内に食事をすますと、肥満体重が減少し、そ

の他の生活習慣病関連の検査値の改善もみら

れたとの実験的研究がある ７6)（表 ６ 参照）。

　減量、具体的には体重を５％減らすことに

よって生活習慣病の各検査値も改善すること

が観察されているので、一般に早寝早起きと

なる湯治での飲食時間は BMAL６ の少ない

時間帯にあり、減量に適した機会と言える。

しかしながら、BMAL６ の ７９ 時間リズムは、

現在の食事摂取時間を反映した ７ 次的なもの

であるとの考えもあるので、引き続きこの点

は留意しておく必要があろう。

　湯治場では、自炊が基本となっており、こ

れには長期滞在者の金銭的負担軽減という理

由もあるが、湯治利用者の病状によっては、

日々の食事内容に制限があるため、個々が自

分にあった食事を行う必要があることもその

理由である。自己の食生活を見直すよい機会

でもある。

　なお、連泊することによる食の偏りを防ぎ

ながら、滞在者のための共同炊事施設を利用

して、孤食を避けることも大切な食育である

ことは論をまたない。

　以上より、湯治は、食事の時間、内容、形

態などの面から総合的な食育の機会にもなる

と思われる。

４）コミュニテイの形成　

　湯治場では長期滞在で自炊が中心の生活な

ので、滞在者間での近所付き合いに似た交流

がみられるようになる。また、湯治場は一般

的に非市街地にあることから自然環境は豊か

（5）

測定項目 食事制限前 SD) 
12週間の 
食事制限後 SD  

変化率 有意差 

食事時間帯 時間  15.13 (1.13) 10.78 (1.18) -29% <0.01 

体重 (kg) 97.84 (19.73) 94.54 (18.38) -3% <0.01 

BMII (kg/m2  33.06 (4.76) 31.97 (4.44) -3% <0.01 

腹囲 (cm) 109.14 (11.21) 104.68 (14.79) -4% <0.05 

最高血圧 (mmHg) 127.88 (8.89) 122.76 (13.35) -4% <0.05 

最低血圧 (mmHg) 78.47 (8.74) 72.00 (10.75) -8% <0.01 

総コ ステ ー  (mg/dL) 181.42 (35.80) 168.26 (39.65) -7% <0.05 

LDLコ ステ ー  (mg/dL) 104.33 (32.30) 92.39 (37.82) -11% <0.05 

HDLコ ステ ー  (mg/dL) 47.00 (12.49) 45.47 (12.42) -3% <0.10 

グ セ イ  (mg/dL) 161.16 (87.30) 158.53 (94.24) -2% <0.10 

空腹時血糖 (mg/dL) 106.74 (18.01) 101.00 (11.60) -5% ns 

空腹時インス ン (μIU/mL) 17.68 (13.36) 14.05 (8.03) -21% <0.10 

ヘモグ ビンA1c (%) 5.71 (0.45) 5.57 (0.40) -2% <0.10 

甲状腺刺激ホ モン (mIU/L) 1.94 (0.753) 2.18 (0.872) 13% <0.10 
表

表 1．摂食時間を活動時間帯の 1５時間以内にした場合の生活習慣病関連検査値の変化
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であるが、社会文化的な施設は多くないこと

から、ややもすると日常生活が単調になりや

すい。そこで各湯治場では社会文化的な施設

の利活用に努めたり、娯楽も含めて各種の催

し物の開催など非日常的な機会を設けたり、

人々の交流の場を増やすなど様々な工夫がな

されている ７5１７7)。もちろんこのような交流よ

りは一人で静かにしているのを好む人もいる

が、友人や知人との交流のみならず、一人で

湯治する場合でも、湯治場という共同生活の

場では、人と人の繋がりが生じてコミニテイ

が形成される。このコミニテイが、人の健康

状態に良好な結果をもたらすことを支持する

調査研究はすでに多くある ７8２８５)。湯治の直接

的効用ではないが、湯治場におけるコミニテ

イの形成は、湯治の ７ 次的効用としての意義

は大きい。

　ところで最近、体温と社会的なつながり感

の関連について興味ある知見が報告されてい

る ８６)。

　すなわち、炎症性の病気を有しない人を対

象にして、深部体温を反映する口腔温を 9 時

からほぼ ６ 時間おきに ６5 時 ８５ 分まで測定し、

同時に社会とのつながり感（孤立感）の自己

記入調査（６７ 項目、5 段階評価）を行い、各

自の測定値の平均値で両者の関連をみたとこ

ろ、口腔温の高い者ほど社会とのつながり感

が大きい（孤立感が小さい）という結果が得

られというものである（図 ９ 参照）。

　但し、これは、口腔温測定とアンケート調

査が同時に行われているので、両者に関連は

あるものの、そのどちらが先かは判断できな

い。

　この実験では、体温に関連する食事や行動

は制御されているが、体温が高いと社会との

つながり感が増すのか、それとも社会とのつ

ながり感が大きいと体温が上がるのか、その

どちらであるかを決定することはできない、

すなわちその因果関係は定かではない。

　うつ病と体温の関係では、うつ病患者では

対照に比べて体温が高く ８７)、また、睡眠中

の体温低下が対照に比べて小さいく、一日の

体温変動幅も小さい ８８)といった報告がある。 

さらに、熱発を伴う炎症性疾患後には女性で

うつ傾向が増加する ８９) といった報告もあり、

体温と心理精神状態の両者は深くかかわって

いる。

　いずれにしても、湯治中は頻回の入浴によ

り体温が上昇する時間が長くなって、一日の

体温変動の差異も大きくなっており、このこ

とが感情面でどのような効用をもたらすかに

ついては、湯治の効用を社会心理学的な面か

ら考察するという、新たな視点での研究の展

開が期待される。

５）「緑」の +効用

　SDGか（Sきかがainable Deぎelopmenが Goalか；

持続可能な開発目標）の ６5 番目には、「緑の

豊かさも守ろう」が唱道されている。 生態

系の多様さの保持は、人の健康に有用である

ことから、国レベルはもちろん地方自治体レ

ベルでも様々な政策が展開されている ８5２８7)。 

　なかでも、メンタルヘルスの悪化が進行す

る現代、心理精神面からのストレス解消に

「緑」の環境の有用性が注目されている。温

泉地で露天風呂の人気が高いのも、開放感あ

ふれる中での入浴に加えて、周辺の「緑」の

効用もその一つと考えられる。 色彩心理学

的には、「緑」は他の色に比べて視覚的刺激

が少なく、心理的には鎮静・安定性を有する

（6）
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口腔温 ℃  

社会 繋 い いう感 程度 ５点満点  

図４．口腔体温と社会とのつながり感の関連

Y=５３35（p<５３５５9）
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とされている ８8)。 また、心が沈んでいると

きにはその高揚をもたらす作用もあるとされ

ており、これらのことから「中庸」の色と称

されることもある。部屋に緑色系の植物を置

いたり、窓から緑が視野に入ったりすること

が、ストレス解消に有効であるといったもの

から、園芸作業や森に入ることによって心理

的なバランスを得ることができるといったも

のまで、メンタルヘルスの面からの「緑」の

効用が種々喧伝されている ８9)。　これら心

理精神的な面に重きを置いた効用に加えて、

狭心症や心筋梗塞の有病率に対して、関連

する主要な伝統的リスク要因を調整しても、

「緑」が抑制的に作用するとの報告 ９５) も出て

きている（図５参照）。

　公園や森などの緑地が多ければ散策や運動

の機会が多くなり、ストレス解消にもつなが

る。循環器疾患の中でもストレス要因との関

連が大きい心筋梗塞や狭心症には、そのよう

な作用機序も考えられる。さらに、経済状態

や居住地の都市化の程度を調整しても、居住

地の緑化度が高いほど健康度が高い、また精

神疾患が少ないといった大規模な生態学的調

査研究もある ９６)。

　我々が行ったある事業所の調査で、温泉地

などの保養地に宿泊するような旅行の頻度

と、SF８6 問診票による心身の健康状態との

関連も分析したことがある ９７)。 この種の旅

行の頻度が年間複数回を超えるとその増加に

従って、CF８6 の心理精神的健康度は上昇し

たが、身体的健康度にはそのような傾向がみ

られなかった。断面調査なので因果関係は判

定できないが、心理精神的健康度とは関連が

みられたものの、身体的健康度とは関連しな

かったことより、メンタル面での効用を示唆

していたと思われる。

　ここで論説した「緑」の効用は、湯治の場

合では豊かな自然環境に加えて、温浴、労務

からの解放、非日常的な食事や人々との交流

などが相まっての作用（総合的生体調整作用）
９８) によるものと考えるのが妥当であろうが、

「緑」はその大切な構成要因として強調され

るべきであろう。

３．終わりに

　長期滞在の湯治は、今では一部の温泉地でしか

みられなくなっている。これまでの湯治場の歴史、

そして現存する湯治場の様態を勘案しながら、湯

治が健康面で果たしてきた役割の中から、現代の

健康課題に関わるものとして、　①抗うつ作用、

②概日リズムの回復・維持、③食育、④コミニテ

イの形成、⑤「緑」の効用を取り上げ、それらに

関わる最近の調査研究の成果を勘案しながら論説

した。現存する湯治場の維持発展だけでなく、例

えば「通い湯治」と呼ばれるような新しい温泉利

用の出現にみる如く、本稿で取り上げた事項が温

泉地での効用として、今後より一層組み込まれて

いくことを願っている。

　温泉地では、施設内においては快適な温浴や飲

食、快適で寛げる空間の工夫が求められ、施設外

では周辺の自然並びに社会文化的環境を踏まえた

仕掛けの工夫が求められる。　かつての湯治とま

ではいかなくとも、一泊 ７ 日を超える温泉地での

滞在では、それを満喫できる非日常性の工夫が必

要になってくる。その際、本稿で取り上げた事項

もその工夫に取り込まれるしかるべきポテンシャ

ルを有するものと思われる。

　温泉地において、健康増進や回復期の療養さら

には福祉増進まで視野に入れたサービスを提供す

るには、過去に隆盛を極めた湯治場が果たした役

（7）
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割を現代における健康課題から再度見直してみる

ことは、極めて意義深いものと考える。
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