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目　　　　　的

北海道は温泉資源に極めて恵まれており､温泉は観光資

源としてはもとより､保養､地域暖房､園芸､養殖･養魚

など広範囲に利用されている1)｡

特に近年は高齢化社会の到来や余暇の増大に伴い､温泉

を保養･休養といった健康づくりに活用する気運が高まっ

ており､本道においても新たな温泉の開発に伴った多目的

温泉保養施設が普及しつつある｡また､生活環境の多様化､

社会生活の複雑化などとともに成人病､ストレス性疾患､

アレルギー性疾患等の増加も指摘されており､これら疾患

に対する温泉療法の予防･治療効果が期待される2)ととも

に､温泉の保健･医療に果たすべき役割が注目されている｡

図1　アンケート調査点分布図

しかしながら､本道温泉の健康維持･増進の分野におけ



る利用状況について調べた資料は乏しく､その効果に至っ

ては不明な点が多い｡

そこで､本道における温泉を用いた治療の実態を把握す

るため､道内各地の温泉施設にてアンケート調査を実施し

た｡その結果､ 2,528人から回答が寄せられたが､本報では

温泉を療養目的で利用している895人の回答内容について解

析し､その一般的特徴について明らかにした｡

表1　アンケート調査を実施した温泉の所在地および泉質の概要

調　査　方　法

調査対象地の選定に当たっては､調査の目的上観光地と

して有名な所は除き､また､源泉の泉質なども考慮し､道

内37カ所の温泉地47温泉施設(図1)において実施した｡

表1にはそれら温泉の泉質の概要を示した｡

調査票は付表1に示した通り､次の12項目である｡すな

わち､ 1.属性:性別､年齢､職業､ 2.利用状況:目的､動



機､形態､頻度､効果､ 3.その他:自覚症状､かかりつけ

の医師の有無､利用する温泉施設名である｡なお､調査に

当たっては､施設管理者に本調査の意義を予め説明した上

で利用者への協力依頼を要請した｡また､明らかに観光あ

るいはレジャー目的の利用者にはアンケート調査から除外

してもらうこととした｡具体的には1施設当たり調査票100

枚を配布し､一定期間後に回収する｢留め置き法｣を採用

した｡調査期間は平成7年11月から平成8年6月までとし､

主として冬期間に集中して行った｡

結果および考察

本調査は豊富温泉､雌阿寒温泉､ニセコ温泉､北湯沢温

泉､壮瞥温泉､カルルス温泉､濁川温泉､および従来から

湯治場として良く知られている菅野温泉､二股温泉､その

他公共の温泉等において実施した｡

一般に､温泉の医療面での利用は保養､休養､療養に区

分されているが3)､本調査ではこの点について回答者の混

乱を避けるため､質問票に次の補足説明を加えた｡すなわ

ち､保養:明日の活動に備えて健康増進を目的とするもの､

休養:日常生活の中で疲労あるいは過労の回復を目的とす

るもの､療養:病気療養を目的とするものと明記した｡

以下､療養目的で温泉を利用している人(895人)の一般

的特徴について述べる｡

図2　温泉療養者の年齢階級別内訳

1.属　　性

性別による内訳は男性:45.8%､女性:53.6%､不明:

0.6%であった｡また､その男女別の年齢階級別内訳は図2

に示した通りである｡男女とも70才以上が最も多く全体の

37.5%を占め､以下､ 60代:27.5%､ 50代:13.9%の順と

なり､ 50才以上が全体の約80%を占めている｡一方､職業

別内訳は図3に示した通りである｡主婦が最も多く23.8%､

農業:19.1%､無職:16.6%からなり､以下､会社員､自

営業､漁業､公務員､学生の順であった｡

図3　温泉療養者の職業別内訳

これらの結果より､温泉を療養目的で利用している人は

比較的時間的に余裕があると思われる高齢者であり､主婦､

無職の人が多いことが特徴として挙げられる｡また､農業

従事者が比較的多かったのは本調査が主として農閑期であ

る冬期間に行われたこととも関係していると考える｡

図4　温泉療養者の主な自覚症状(複数回答)

2.自覚症状

複数回答で得られた男女別の主な自覚症状は図4に示し

た通りである｡神経痛が最も多く34.0%､以下､関節痛:

29.8%､冷え症:22.7%､筋肉痛:21.9%､高血圧症:12.6

%､五十肩:11.1%､便秘:9.8%､胃腸病:9.8%､アト

ピーー性皮膚炎:8.5%であった｡すなわち､今回の調査回答

者の3人に1人は神経痛を訴えていることが明らかとなっ

た｡また､アレルギー性疾患の一つであるアトピー性皮膚

炎や糖尿病を訴えている人も比較的多いことが判明した｡



その他､女性は男性に比べて特に冷え症､便秘を訴えてい

る人が多い傾向が認められた｡

その他の疾患については表2に示した通りである｡な

お､訴えの重複率は2.25を示した｡すなわち､温泉療養者

は1人当たり2症状程の複数の訴えを有していることが認

められた｡これらは温泉を利用している人は高齢者が多い

ことから､老年病の特徴である老化に伴う運動､消化器お

よび循環器機能等の低下や調節障害等による合併症と関連

しているのかも知れない4､5)｡

表2　温泉療養者のその他の自覚症状(複数回答)

3.利用効果

これらの症状に対する温泉の利用効果は図5に示した通

りである｡自覚症状の改善を認めた人が全体の約9割に達

している点が注目される｡

図5　温泉療養者の温泉の利用効果

一般に､生体に対する温泉の効用は､含有している化学

成分の薬理作用だけではなく､温熱や静水圧等の物理的作

用､温泉地の地勢や気候､利用者の生活状態の変化､転地

による心理的効果などの総合作用によるとされている6､7)｡

その結果､これらは生体が本来持っている自然の治癒能力

に働きかけ､再生､調節､適応などの機能や能力を活性化､

あるいは増進するとされている｡したがって､先の効果は

単に温泉の浴･飲用によるものだけではなく､各種要因の

総合的な作用の結果と考えるべきであろう｡

4.かかりつけの医師の有無

温泉を療養目的で利用している人を対象に､かかりつけ

の医師の有無を示したのが図6である｡種々の訴えに係わ

る症状の程度は本調査だけからは判断出来ないが､これら

の結果から､大半の人は温泉を薬物療法や外科的療法など

の現代医療の補助的手段として利用していることが示唆さ

れる｡一方､少なくとも5人に1人は医師に頼ることなく

温泉療法を取り入れている模様である｡

図6　温泉療養者のかかりつけの医師の有無

図7　温泉療養者の温泉の選択状況

図8　温泉療養者の1カ月当りの利用日数

5.選択状況

次に､温泉の選択状況を取りまとめた結果は図7に示し

た通りである｡すなわち､利用以前に既に決めている:45.4



%､ほぼ決めている:26.1%など､大半の人は利用する温

泉を決めていることが認められた｡しかしながら､温泉を

選択するには温泉の泉質による療養効果だけではなく､温

泉地の交通の便や自然環境あるいは施設の充実度および費

用等多くの要因が複雑に関与しているものと推定される｡

6.利用頻度

1ヶ月当たりの利用日数は図8に示した通りである｡こ

の項目については選択式ではなく記入式としたためか､有

効回答率は他に比べて低かった｡図から明らかなように､

5日以内と答えた人が最も多く56.6%を占めるものの､ほ

ぼ毎日利用していると思われる25日以上と答えた人も6. 1%

あった｡

温泉療養のための必要期間6)はおおむね2ないし3週間

が適当とされているが､本調査では長期間滞在し温泉を利

用する人は鹿追町､登別市の一部の施設を除いてほとんど

認められなかった｡

7.利用方法

複数回答で得られた利用方法は入浴:94.4%､飲泉:29. 1

%､不明:5.6%であった｡無回答であった不明を考慮する

と､入浴はほぼ全員が行い､一方､飲泉している人も約30

%に達していた｡

図9は比較的多くの人が療養目的で利用している温泉施

設での飲泉の割合を示した｡これらから飲泉の割合は施設

毎に大きく畳なる事が示唆された｡

図9　特定の温泉施設をよく利用している温泉療養者の飲
泉状況

飲泉による一般的な適応症6)は泉質により多種多様に分

類されている｡特に慢性消化器病には塩化物泉､炭酸水素

塩泉あるいは酸性泉等､糖尿病には炭酸水素塩泉若しくは

硫酸塩泉､肝臓病には炭酸水素塩泉の効果が知られている｡

従来､ヨーロッパにおける温泉療法は浴泉のみならず飲泉

が併用され､むしろ､飲泉が主流をなしている傾向がある｡

一方､日本における飲泉の利用実態についてはほとんど知

られていない｡温泉の飲用に当たっては､微生物学的検査､

あるいはヒ素､フッ素など長期間飲泉すると中毒を起こす

ような特殊成分に対する注意が必要なためか､飲泉が全く

行われていない所も認められた｡一方､従来から湯治場と

して知られている鹿追町､登別市､長万部町等の施設にお

いては多くの人が飲泉している傾向が認められた｡

以上､療養目的で温泉を利用している人の一般的特徴に

ついて明らかにした｡温泉療養者はかかりつけの医師を有

する人が多いことから､その効果を必ずしも温泉単独によ

るものとすることは出来ないが､ほとんどの人が自覚症状

の改善を認めている点が注目される｡今後､かかりつけの

医師がいない温泉療養者との比較も必要と思われる｡なお､

最も興味ある温泉地あるいは泉質と療養効果の相関性につ

いて､小林8)は豊富温泉を利用した乾癖患者では､少なく

とも大学病院で実施した最適の治療に匹敵する効果を認め

たと報告している｡本調査においても乾癖を訴え豊富温泉

を特異的に利用し､効果が上がっている実態が認められた｡

したがって､今後､他の訴えに対する効能と温泉地(泉質

を含む)との関係についても､更に解析を進めて行く予定

である｡

近年､各市町村の福祉/健康づくりの一環として温泉の

開発が盛んに行われる結果､温泉が身近かなものとなり､

しかも低料金で利用しやすい傾向にある｡また､年齢の高

齢化､温泉の保健的作用に対する意識の高まり等を考慮す

ると､健康維持･増進を目的とする温泉の利用は､今後益

々増加してくるものと思われる｡

今後､温泉療法を普及し､効果をより高めるためには､温

泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが

望ましいと考える｡しかし､現実的には温泉療法医および

温泉認定医の数は極めて少ないなど7)､いくつかの大きな

問題点が指摘されている｡

要　　　　　約

北海道における温泉の医療への利用実態を明らかにする

ため､道内47カ所の施設でアンケート調査を実施した｡そ

の結果､療養目的で利用している895人の一般的特徴とし

て､以下のことを明らかにした｡

1.温泉を何らかの療養目的で利用している人の内訳は､

女性が男性に比べて僅かに多く､年齢階級別内訳は50才

以上の高齢者が全体の78.9%を占めた｡また､職業別内

訳は主婦､農業､無職の順であった｡

2.複数回答で得られた主たる訴えは神経痛が最も多く､

以下､関節痛､冷え症､筋肉痛などの順であった｡また､

アレルギー性疾患の一つであるアトピー性皮膚炎も比較

的多いことが判明した｡



3.利用効果については､自覚症状の改善を認めた人が全

体の約9割を占めた｡

4.かかりつけ医師の有無は少なくとも68.0%が有すると

答え､利用する温泉を少なくとも45.5%が決めていると

回答した｡

終わりに当たり､本調査は北海道立衛生研究所において

平成7年度より開始された｢健康科学プロジェクト研究｣

の一環として行われたことを付記し､ご協力頂いた道内各

保健所の関係諸氏および施設経営者の方々に心からお礼を

申し上げます｡
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英　文　要　約

An actual condition on the therapeutic application of

hot spring was investigated by the method of question-

naire survey in 47 facilities at 37 hot springs in Hokkaido

1995-1996. A questionnaire against 895 respondents for

balneotherapy was composed of 12 iterns, methods(bath

and/or drinking), subjective symptoms, effectiveness and

soon.

The results of analysis were follows;

1. The 45.8% of respondents were male, 53.6% were fe-

male and 0.6% were no answer; the greatest group was

in the age over 70 years(37.5%) following m the age of

60-69(27.5%) and in the age of 50-59(13.9%).About 80%

of respondents was in the age over 50; the occupations

were house wives(23.8%), farmers(19.1%) and unem-

ployed(16.6%).

2. The primary symptoms/problems by plural responses

were neuralgia(34.0%), arthritis(29.8%), cold constitu-

tion(22.7%), muscular pain(21.9%), hypertension(12.6%),

frozen shoulders(11. 1%), constipation(9.8%), gastroen-

teritis(9.8%) and atopic dermatitis(8.5%). And also, re-

spondents usually complained two or more subjective

symptoms.

3. As to the use of hot spring, the respondents answered

it to be markedly effective(19.3%), moderately effec-

tive(43.2%), slightly effective(24.5%), unchanged(5.1%)

and not effective(0.1%). About 90% of respondents rec-

ognized improvement of their subjective symptoms.

4. Sixty-eight percent of respondents had family doctor

and also 45.5% of respondents have chosen the hot

springs for their balneotherapy.

Key words: hot spring; questionnaire; balneotherapy;

Hokkaido;



付表1


