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ご 挨 拶 
 

医療制度の展開という視点から見ると、日本は全国

津々浦々まで医療の光が行き亘っている国の一つだ

と思います。    

このような状況が可能になった一因として、明治９

(1876)年の来日以来 26 年間の長きにわたり、現在の

東京大学医学部の内科担当教授として教鞭をとり、多

くの医師を育成し、医療の近代化を計ったベルツ博士

のご功績が大きいと思います。    

博士はまた温泉治療の専門家として、群馬の伊香保

温泉と草津温泉に大変な関心を持ち、惚れこみました。

そしてドイツのバーデン・バーデンやチェコのカルロ

ヴィ・ヴァリのような温泉保養地を思い浮かべ、伊香

保や草津を整備・体系化することを提唱しました。 

 そこで、ベルツ博士の医学的な功績を振り返り、か

つ関係の深かった群馬県の温泉を取り上げ、パネル展

を企画しました。ごゆっくりご観覧下さい。 

 

平成２９年６月 ぐんま日独協会会長   

    鈴木 克彬   
        



第第第第一部一部一部一部    日本日本日本日本近代医学の父近代医学の父近代医学の父近代医学の父    

ベベベベルルルルツツツツ（（（（Erｗin von Bälz））））博博博博士士士士    

１１１１    ベルツベルツベルツベルツ略年表略年表略年表略年表                 
1849184918491849    （寛永２）（寛永２）（寛永２）（寛永２）年年年年    

1866186618661866    （慶応２）（慶応２）（慶応２）（慶応２）年年年年    

1869186918691869    （明治（明治（明治（明治 2222））））年年年年    

1872187218721872    （明治（明治（明治（明治 5555））））年年年年    

    

1875187518751875    （明治（明治（明治（明治 8888）年）年）年）年    

1876187618761876    （明治（明治（明治（明治 9999））））年年年年    

1878187818781878（明治（明治（明治（明治 11111111））））年年年年    

1880188018801880（明治（明治（明治（明治 13131313））））年年年年    

    

1884188418841884（明治（明治（明治（明治 17171717））））年年年年    

1885188518851885（明治（明治（明治（明治 18181818））））年年年年    

1889188918891889（明治（明治（明治（明治 22222222））））年年年年    

1890(1890(1890(1890(明治明治明治明治 23)23)23)23)年年年年    

1891(1891(1891(1891(明治明治明治明治 24)24)24)24)年年年年    

1896(1896(1896(1896(明治明治明治明治 29)29)29)29)年年年年    

1900(1900(1900(1900(明治明治明治明治 33)33)33)33)年年年年    

1902(1902(1902(1902(明治明治明治明治 35)35)35)35)年年年年    

1905(1905(1905(1905(明治明治明治明治 38)38)38)38)年年年年    

1907(1907(1907(1907(明治４明治４明治４明治４0000))))年年年年    

1908190819081908((((明治４明治４明治４明治４1)1)1)1)年年年年    

        

1913191319131913（大正（大正（大正（大正 2)2)2)2)年年年年    

1935193519351935（昭和（昭和（昭和（昭和 10101010））））年年年年 

ビーティヒハイム・ビッシンゲンに生まれるビーティヒハイム・ビッシンゲンに生まれるビーティヒハイム・ビッシンゲンに生まれるビーティヒハイム・ビッシンゲンに生まれる    

チュービンゲン大学医学部に入学チュービンゲン大学医学部に入学チュービンゲン大学医学部に入学チュービンゲン大学医学部に入学    

ライプツィヒ大学で内科臨床を修めるライプツィヒ大学で内科臨床を修めるライプツィヒ大学で内科臨床を修めるライプツィヒ大学で内科臨床を修める    

ライライライライププププツィツィツィツィヒ大学の内科に勤務ヒ大学の内科に勤務ヒ大学の内科に勤務ヒ大学の内科に勤務    

日本人留学生相良元貞を治療し日本との縁ができる日本人留学生相良元貞を治療し日本との縁ができる日本人留学生相良元貞を治療し日本との縁ができる日本人留学生相良元貞を治療し日本との縁ができる    

東京医学校内科教師招聘を受諾東京医学校内科教師招聘を受諾東京医学校内科教師招聘を受諾東京医学校内科教師招聘を受諾    

東京医学校内科教師となる東京医学校内科教師となる東京医学校内科教師となる東京医学校内科教師となる（（（（27272727 歳）歳）歳）歳）    

新潟に新潟に新潟に新潟に 恙恙恙恙
つつが

虫病虫病虫病虫病
むしびょう

の診療に行く途中、伊香保・草津に立ち寄るの診療に行く途中、伊香保・草津に立ち寄るの診療に行く途中、伊香保・草津に立ち寄るの診療に行く途中、伊香保・草津に立ち寄る    

『『『『日本鉱泉論日本鉱泉論日本鉱泉論日本鉱泉論』』』』出版出版出版出版    政府は温泉治療を指導するべきと説く政府は温泉治療を指導するべきと説く政府は温泉治療を指導するべきと説く政府は温泉治療を指導するべきと説く    

伊香保温泉をモデルに理想的温泉地の在り方を示す伊香保温泉をモデルに理想的温泉地の在り方を示す伊香保温泉をモデルに理想的温泉地の在り方を示す伊香保温泉をモデルに理想的温泉地の在り方を示す    

川中温泉に関する論文川中温泉に関する論文川中温泉に関する論文川中温泉に関する論文『『『『持続温浴について持続温浴について持続温浴について持続温浴について』』』』をドイツで発表をドイツで発表をドイツで発表をドイツで発表    

「「「「蒙古斑蒙古斑蒙古斑蒙古斑」」」」ととととの命名の命名の命名の命名    

花夫人との間に長男トク誕生花夫人との間に長男トク誕生花夫人との間に長男トク誕生花夫人との間に長男トク誕生    

草津に温泉保養地づくりを目指す草津に温泉保養地づくりを目指す草津に温泉保養地づくりを目指す草津に温泉保養地づくりを目指す    保養サナトリウム建設の構想保養サナトリウム建設の構想保養サナトリウム建設の構想保養サナトリウム建設の構想    

「「「「ベルベルベルベルツツツツ水水水水」」」」を作るを作るを作るを作る    

草津の時間湯を研究した論文草津の時間湯を研究した論文草津の時間湯を研究した論文草津の時間湯を研究した論文『『『『熱水浴療論熱水浴療論熱水浴療論熱水浴療論』』』』発表発表発表発表    

勲一等瑞宝章を受勲一等瑞宝章を受勲一等瑞宝章を受勲一等瑞宝章を受章章章章    

東京帝国大学東京帝国大学東京帝国大学東京帝国大学（（（（勤続勤続勤続勤続 26262626 年年年年））））退官、その後宮内省侍医を務める退官、その後宮内省侍医を務める退官、その後宮内省侍医を務める退官、その後宮内省侍医を務める    

勲一等旭日大綬章勲一等旭日大綬章勲一等旭日大綬章勲一等旭日大綬章を受章を受章を受章を受章    夫人とドイツに帰国夫人とドイツに帰国夫人とドイツに帰国夫人とドイツに帰国（（（（56565656 歳）歳）歳）歳）        

東京大学構内銅胸像建立東京大学構内銅胸像建立東京大学構内銅胸像建立東京大学構内銅胸像建立    ドイツドイツドイツドイツ熱帯医学会会長熱帯医学会会長熱帯医学会会長熱帯医学会会長    

伊藤博文の要請で皇太子診察のために再度来日伊藤博文の要請で皇太子診察のために再度来日伊藤博文の要請で皇太子診察のために再度来日伊藤博文の要請で皇太子診察のために再度来日    

ベルツ賞基金としベルツ財団設立ベルツ賞基金としベルツ財団設立ベルツ賞基金としベルツ財団設立ベルツ賞基金としベルツ財団設立    

8888 月月月月 31313131 日日日日シュシュシュシュツツツツットガルトにて心臓病のため死去ットガルトにて心臓病のため死去ットガルトにて心臓病のため死去ットガルトにて心臓病のため死去(64(64(64(64 歳歳歳歳))))    

草津にベルツ記念碑建立草津にベルツ記念碑建立草津にベルツ記念碑建立草津にベルツ記念碑建立    
出典：黎明期の近代医学・薬学‐日独交流出典：黎明期の近代医学・薬学‐日独交流出典：黎明期の近代医学・薬学‐日独交流出典：黎明期の近代医学・薬学‐日独交流 150150150150 周年記念出版‐：ベルツ博士と草津周年記念出版‐：ベルツ博士と草津周年記念出版‐：ベルツ博士と草津周年記念出版‐：ベルツ博士と草津    

ベルツ日本文化論集などベルツ日本文化論集などベルツ日本文化論集などベルツ日本文化論集など    



２．明治初期ドイツ医学導入事情 

 江戸時代の西洋医学は、一括して蘭学といってい
たが、実際の医師の殆んどはドイツ人であったとい
われている。その中でもケンペル（1651～1716）と
シーボルト（1796～1866）が有名で、そのドイツ人

医師達は蘭学として高水
準の医療技術を日本人医
師に教えるとともに、意
欲ある多くの若者達に藩
校や塾で西洋事情等を紹
介している。 

    明治の初め、日本の医療制度の導      
入元については薩摩・長州・土佐は     
イギリスを推薦し、旧幕府系はフラ
ンスを推薦したといわれている。し
かし実際の導入は肥前鍋島藩出身の
相良知安（1836～1906）が、オラン
ダ出身のフルベッキ等の助言を得て
「江戸時代の名医はすべてドイツ人、
医学はドイツから学ぶべき」と主張
し、その案通り、ドイツ医学の導入
が決まった、といわれている。 

実際に明治４年、お雇い外国人医師
として、ドイツ人のミューラー軍医少佐とホフマン
軍医大尉が来日し、日本の医療制度及び医学につい
て、当時の学問所で教鞭をとっている。 
  

【【【【相相相相良良良良    知安知安知安知安】】】】

【【【【ケケケケンンンンペルペルペルペル】】】】 【【【【シーボルトシーボルトシーボルトシーボルト】】】】    

【フルベッキ】【フルベッキ】【フルベッキ】【フルベッキ】    



３．日本医学確立への功績 

        ・・・ベルツ（内科）とスクリバ（外科) 

         全生涯を日本医療発展のために・・・ 

 多くの研究者の見解とし
て、日本近代医学・医療の
発展は、両博士の薫陶によ
って、“深い根が大地に打ち
込まれた”といわれている。 

 ベルツが明治 9（1876）
年、スクリバが明治 14(1981) 
年来日以降、彼らの意により日本人医師・教授が続々
と誕生し、その教授たちがその後の日本各地に設け
られた大学医学部、医科大学の指導者となって後継
者を育成し、日本医学の近代化の道筋を日本全国に
つけることが可能となった。 
 
 両博士は、他のお雇い外国人が 2～3年で帰国して

いるのに対し、日本人女性を伴侶とし、 

生涯を日本医学発展のために尽力した
功労者である。 

                        

    

    

    
【【【【ベルツ花ベルツ花ベルツ花ベルツ花】】】】    【【【【ベルツベルツベルツベルツ（（（（左左左左））））とスクリバとスクリバとスクリバとスクリバ（（（（右右右右）】）】）】）】 【【【【スクリバスクリバスクリバスクリバ    ファミリーファミリーファミリーファミリー】】】】

【【【【ベルツとスクリバの胸像ベルツとスクリバの胸像ベルツとスクリバの胸像ベルツとスクリバの胸像（（（（草津町）草津町）草津町）草津町）】】】】    



４．天皇家や高官の別荘地との関係４．天皇家や高官の別荘地との関係４．天皇家や高官の別荘地との関係４．天皇家や高官の別荘地との関係        

ベルツの推奨で、皇室はベルツの推奨で、皇室はベルツの推奨で、皇室はベルツの推奨で、皇室は明治明治明治明治 23(1890)23(1890)23(1890)23(1890)年年年年伊香保に伊香保に伊香保に伊香保に、、、、
明治明治明治明治 27(18927(18927(18927(1894444))))年年年年葉山に御用邸を持つようになった。葉山に御用邸を持つようになった。葉山に御用邸を持つようになった。葉山に御用邸を持つようになった。    

                                        

    
東東東東    

    
    

    
東東東東宮医務顧問となったベルツが宮医務顧問となったベルツが宮医務顧問となったベルツが宮医務顧問となったベルツが嘉仁親王嘉仁親王嘉仁親王嘉仁親王（（（（後の大後の大後の大後の大
正天皇正天皇正天皇正天皇））））の健康不安の健康不安の健康不安の健康不安対策に対策に対策に対策に転地保養を勧めた。また転地保養を勧めた。また転地保養を勧めた。また転地保養を勧めた。また
親王が御病気の折には昼夜を問わず献身的に治療親王が御病気の折には昼夜を問わず献身的に治療親王が御病気の折には昼夜を問わず献身的に治療親王が御病気の折には昼夜を問わず献身的に治療
を施したことなどに感謝して明治を施したことなどに感謝して明治を施したことなどに感謝して明治を施したことなどに感謝して明治 38(38(38(38(1905190519051905))))年に政年に政年に政年に政
府は府は府は府は勲一等勲一等勲一等勲一等旭旭旭旭日大綬章日大綬章日大綬章日大綬章を授けた。を授けた。を授けた。を授けた。    

    

    

    

                                                                                                                                                                    

    
有栖川宮熾仁有栖川宮熾仁有栖川宮熾仁有栖川宮熾仁
あ り す が わ み や た る ひ と

親王は親王は親王は親王は皇室の御用邸とは別に皇室の御用邸とは別に皇室の御用邸とは別に皇室の御用邸とは別に葉山別葉山別葉山別葉山別
邸を作り、嘉仁親王もそこを訪れている。邸を作り、嘉仁親王もそこを訪れている。邸を作り、嘉仁親王もそこを訪れている。邸を作り、嘉仁親王もそこを訪れている。    

    

    

    

【【【【勲勲勲勲 1111 等旭日大綬章等旭日大綬章等旭日大綬章等旭日大綬章】】】】    

【【【【元老院議長・参謀総長の有栖川宮元老院議長・参謀総長の有栖川宮元老院議長・参謀総長の有栖川宮元老院議長・参謀総長の有栖川宮】】】】 【【【【嘉嘉嘉嘉仁仁仁仁親王親王親王親王】】】】    

【【【【ベルツベルツベルツベルツへの旭日大綬章への旭日大綬章への旭日大綬章への旭日大綬章推薦状推薦状推薦状推薦状】】】】    【【【【ベルツベルツベルツベルツへのへのへのへの叙勲議案書叙勲議案書叙勲議案書叙勲議案書】】】】    

【有栖川宮葉山別邸】【有栖川宮葉山別邸】【有栖川宮葉山別邸】【有栖川宮葉山別邸】    

【【【【葉山御用邸葉山御用邸葉山御用邸葉山御用邸】】】】    【【【【伊香保伊香保伊香保伊香保御用邸跡御用邸跡御用邸跡御用邸跡】】】】    



第二部 群馬とのかかわり 

１．伊香保温泉 

ベルツ博士と伊香保温泉との最初

の出会いは、明治 11(1878）年頃のこ 

とであった。伊香保温泉に関わりを 

持った点について紹介。 

             

(1) 『日本鉱泉論』 

    ベルツは伊香保温泉が気に

入り、その状況を基に『日本鉱泉論』を著

した。温泉療法の長所を持つ伊香保温泉を

中心に、日本における温泉地の改善点を提

示。明治 13(1880)年に内務省に提出して

いる。                               

内容： 
①長所＝温泉療法の３要素をすべて 

満たしている。 
（気候療法・浴泉療法・飲泉療法）                            

 ②短所＝道路狭隘・温泉導水の粗悪・ 
上水道の不備・不潔・ 
消火施設の不備・医師の不在。                

 ③医療的利用に関して、浴療法の適応症、飲泉の適 
応症を示す。 

④温泉地改良の必要から温泉取締委員制度の設置 
を力説。 

【伊香保温泉石段街】【伊香保温泉石段街】【伊香保温泉石段街】【伊香保温泉石段街】    【河鹿橋】【河鹿橋】【河鹿橋】【河鹿橋】    

『日本鉱泉論』『日本鉱泉論』『日本鉱泉論』『日本鉱泉論』    

（木暮金太夫氏蔵）（木暮金太夫氏蔵）（木暮金太夫氏蔵）（木暮金太夫氏蔵）    



 

(2) ベルツ指導の飲泉療法 

 伊香保温泉での飲泉療法は、明治初め、
ベルツ博士が日本鉱泉論を発表して度々
伊香保の地に足を運んだ頃に始まり、彼の
指導の下で飲泉所が造られた。 

飲泉量：空腹時ゆっくりと１～３杯  

（症状によっては３～４杯） 

適応症：胃弱・貧血症・慢性  

消化不良・門脈閉塞   

症・便秘等。 

 

(3) 伊香保御用邸 

 宮内省の侍医となったベルツ博士の進言により、

明治 23(1890)年に建設された伊香保御用邸には、毎

夏皇族方が盛んに訪れるようになった。 

 昭和 20(1945)年３月～９月、東久邇

宮成子妃殿下の疎開を最後に伊香保御

用邸は幕を下した。     

 

（4）その他 
ベルツの進言によ

り伊香保温泉では医

師常駐、温泉公園（八

千代公園）、墓地移転

等が実現した。 

群馬県のマスコット【群馬県のマスコット【群馬県のマスコット【群馬県のマスコット【ぐんまちゃんぐんまちゃんぐんまちゃんぐんまちゃん】】】】    

【伊香保御用邸跡碑】【伊香保御用邸跡碑】【伊香保御用邸跡碑】【伊香保御用邸跡碑】    

【伊香保御用邸の図】【伊香保御用邸の図】【伊香保御用邸の図】【伊香保御用邸の図】

【伊香保飲泉所】【伊香保飲泉所】【伊香保飲泉所】【伊香保飲泉所】

29292929----100002100002100002100002    



  

２．草津温泉 

(1) 地名の由来と歴史 

独特の硫黄成分の強い温泉の匂い 
“臭い水”→“くさうず”→“草津” 
古くは日本武尊が草津を発見という伝説がある。 

(2) ベルツの草津初来訪 

明治 11(1878)年、第一印象でチロ
ル地方の保養地に似ていると思った。
草津とその温泉の効能を高く評価し
世界に広く紹介、日記の中でもチェコ
のカルロヴィ・ヴァリにも匹敵する温
泉地と述べた。 

(3) ベルツの草津大保養地構想 

“時間湯”の研究が新しい草津の開発への夢をか 
きたてた。明治 24(1891)年、草津の高原地帯に
33,000m2222 の土地を購入、本格的な欧州型温泉保養地
の開発に心を砕いたが、ベルツの意欲は草津の人々
から理解を得られず、明治 29（1896）年、草津町議
会はベルツの温泉引湯の出願を許可しなかった。 
ベルツは激怒、以後 7 年間草津を訪れることはな

かった。明治 37 (1904) 年、ベルツは世代交替後の
草津の若手に支えられ再び草津に入り開発を企画し
たが、後継者と望みを託していた中島守信医師が日
露戦争で戦死、ベルツ自身も翌明治 38（1905）年に
帰国することになり、博士による草津の世界的大構
想は夢と消えた。 

【チロル地方【チロル地方【チロル地方【チロル地方】】】】    



 

(4) 時間湯 

ベルツの関心を引いた時間湯は、草津に江戸時代
より行われてきた入浴方法。 
湯もみで約 51～95℃もある
源泉を 48℃程度の入浴可能
な温度まで下げ、湯長の命令
で 3分間入湯後、一斉に上が
る。これを一日 4回繰り返し
て草津温泉の効能を享受す
る。彼はこの入浴方法の合 
理性を明治 29（1896）年、『熱水浴療
論』で世界に紹介した。 

(5) 草津町の海外姉妹提携都市 

♨♨♨♨ ビーティヒハイム・ビッシンゲン    
(Bietigheim-Bissingen ドイツ) 
※ベルツ生誕の地 

♨♨♨♨ ノイシュティフト 
(Neustift  オーストリア） 
※チロル州のスキーリゾート 

♨♨♨♨    スノーイ リバー 
(Snowy River オーストラリア） 

※北緯と南緯の 36 度線の交流 
♨♨♨♨    カルロヴィ・ヴァリ 

(Karlovy-Vary  チェコ)  
※ヨーロッパ随一の高級保養地 
 

        

【草津【草津【草津【草津のののの湯もみ風景湯もみ風景湯もみ風景湯もみ風景】】】】    

【【【【カルロヴィ・ヴァリカルロヴィ・ヴァリカルロヴィ・ヴァリカルロヴィ・ヴァリ】】】】

【【【【ビーティヒハイビーティヒハイビーティヒハイビーティヒハイム・ビッシンゲン】ム・ビッシンゲン】ム・ビッシンゲン】ム・ビッシンゲン】    

【【【【ノイシュティフトノイシュティフトノイシュティフトノイシュティフト】】】】    



 

３．川中温泉 
    

    

    

    

    

興味をもったべルツ博士は
自ら川中温泉に赴き、⻑時間
入浴をして、まったく不快で
はないことを確かめた。穏や
かな泉質なので、体温・脈拍
は正常のまま。湯あたりせず
食欲も変わらない。    

    

日本に古くから伝わる温泉療法の医学的効用を解
明しようとしていたべルツは、川中温泉での観察と
体験を「持続温浴について」（1884188418841884 年）という論文に
まとめ、ドイツで発表した。これは、日本の温泉治
療を近代医学の立場で眺め、ドイツの学会に報告し
た最初のものである。    

    
＊当時の宿は昭和 10101010 年の豪雨で流され、ベルツが滞在したという記録は残っ

ていない。現在、川べりの一軒宿が営業している。龍神温泉（和歌山）、湯
の川温泉（島根）と並ぶ日本三大美人の湯のひとつ。    

  

【川中温泉】【川中温泉】【川中温泉】【川中温泉】＊    

川床から湧き出す湯は 33333333℃。湯治
客は、食事とトイレの時間以外は、
数週間浸かり続けるという。⻑時間
の入浴は害はないのだろうか？    



４．群馬の研究者 

☆木暮 金太夫 氏（旧名敬）（1929～2004） 

 伊香保町生まれ。前橋医学専門学校（現、群馬大

学医学部）卒、医学博士。東京大学物療内科非常勤

講師、日本温泉科学会会長、日本温泉協会会長を歴

任。温泉医学の傍ら 50 年にわたり温泉資料の収集を

行い、日本の温泉文化をたどろうと試みる。 
著書：『ベルツ博士と群馬の温泉』（共著 1990） 
『錦絵にみる日本の温泉』（2003） 

☆中澤 晁三 氏（1921～2003） 
 草津町生まれ。草津温泉観光協会会長。温泉史の
研究家として知られる。昭和 36 年草津ベルツ協会を
創設しビーティヒハイム・ビッシンゲン市との姉妹
都市締結に尽力。夢のある温泉都市、火山と緑と眺
望に焦点を当てた「草津温泉都市構想」なる夢を持
つ。日本ロマンティック街道の提唱者。 

著書：『ベルツ博士と群馬の温泉』（共著 1990） 
『草津温泉の療養史とベルツ博士』(論文 1968) 

 

☆☆☆☆沖津沖津沖津沖津    弘良弘良弘良弘良    氏氏氏氏（（（（1933193319331933～～～～2011201120112011））））    

 草津町生まれ。ベルツ記念館初代館長。ベルツ博
士に心酔。日独交流の草津ベルツ協会の会長として
活躍。草津温泉の歴史・風俗に詳しい。ベルツ記念
館では来館者にわかりやすいと評判であった。 
著書：『ベルツさん』（2002） 
『ベルツ博士と草津』（2003） 
『草津温泉』（共著 2009） 



第三部 温泉の基礎知識

１．温泉とその成り立ち

(1) 温泉とは（温泉法第2条）

①地中より湧出する時の温度が①地中より湧出する時の温度が①地中より湧出する時の温度が①地中より湧出する時の温度が２５２５２５２５℃℃℃℃以上以上以上以上の「お湯」の「お湯」の「お湯」の「お湯」

②水素イオン、総硫黄、重炭酸ソーダなど②水素イオン、総硫黄、重炭酸ソーダなど②水素イオン、総硫黄、重炭酸ソーダなど②水素イオン、総硫黄、重炭酸ソーダなど１９の物質１９の物質１９の物質１９の物質

の内の一つ以上が規定以上含まれているものの内の一つ以上が規定以上含まれているものの内の一つ以上が規定以上含まれているものの内の一つ以上が規定以上含まれているもの

（詳細は別資料を参照ください）（詳細は別資料を参照ください）（詳細は別資料を参照ください）（詳細は別資料を参照ください）

上記のうち一つ以上に当てはまるものを温泉という。上記のうち一つ以上に当てはまるものを温泉という。上記のうち一つ以上に当てはまるものを温泉という。上記のうち一つ以上に当てはまるものを温泉という。

(2) 温泉の成り立ち

温泉の誕生温泉の誕生温泉の誕生温泉の誕生

火山火山火山火山地地地地
上上上上

地地地地
下下下下 化学物質化学物質化学物質化学物質

マグママグママグママグマ
圧圧圧圧地下水系地下水系地下水系地下水系

熱熱熱熱

【【【【火山性温泉火山性温泉火山性温泉火山性温泉】】】】



２．温泉の種類・特徴（群馬の温泉）

泉泉泉泉 質質質質 特特特特 徴徴徴徴 （カッコ内は県内の代表的温泉地）（カッコ内は県内の代表的温泉地）（カッコ内は県内の代表的温泉地）（カッコ内は県内の代表的温泉地）
群馬県温泉協会の群馬県温泉協会の群馬県温泉協会の群馬県温泉協会のHPHPHPHPから抜粋から抜粋から抜粋から抜粋

単純温泉単純温泉単純温泉単純温泉 ・柔らかい肌触り、すべすべした感じ・柔らかい肌触り、すべすべした感じ・柔らかい肌触り、すべすべした感じ・柔らかい肌触り、すべすべした感じ
（水上・谷川・湯檜曽・片品・宝川・川場・（水上・谷川・湯檜曽・片品・宝川・川場・（水上・谷川・湯檜曽・片品・宝川・川場・（水上・谷川・湯檜曽・片品・宝川・川場・
老神）老神）老神）老神）

二酸化炭素泉二酸化炭素泉二酸化炭素泉二酸化炭素泉 ・炭酸の泡が体に付着、飲泉で爽やかな喉・炭酸の泡が体に付着、飲泉で爽やかな喉・炭酸の泡が体に付着、飲泉で爽やかな喉・炭酸の泡が体に付着、飲泉で爽やかな喉
越し越し越し越し
（妙義・下仁田・猿川）（妙義・下仁田・猿川）（妙義・下仁田・猿川）（妙義・下仁田・猿川）

炭酸水素塩泉炭酸水素塩泉炭酸水素塩泉炭酸水素塩泉 ・無色透明、肌をなめらかにする効果・無色透明、肌をなめらかにする効果・無色透明、肌をなめらかにする効果・無色透明、肌をなめらかにする効果
（磯部・鹿沢・八塩・塩ノ沢）（磯部・鹿沢・八塩・塩ノ沢）（磯部・鹿沢・八塩・塩ノ沢）（磯部・鹿沢・八塩・塩ノ沢）

塩化物泉塩化物泉塩化物泉塩化物泉 ・海水に似た成分、皮膚に付着した塩分が・海水に似た成分、皮膚に付着した塩分が・海水に似た成分、皮膚に付着した塩分が・海水に似た成分、皮膚に付着した塩分が
発汗を抑制発汗を抑制発汗を抑制発汗を抑制
（梨木・川原湯・磯部・高山・小野上）（梨木・川原湯・磯部・高山・小野上）（梨木・川原湯・磯部・高山・小野上）（梨木・川原湯・磯部・高山・小野上）

硫酸塩泉硫酸塩泉硫酸塩泉硫酸塩泉 ・無色あるいは黄色み、飲むと苦味。通称・無色あるいは黄色み、飲むと苦味。通称・無色あるいは黄色み、飲むと苦味。通称・無色あるいは黄色み、飲むと苦味。通称
「傷の湯」「傷の湯」「傷の湯」「傷の湯」
（伊香保・四万・法師・沢渡・（伊香保・四万・法師・沢渡・（伊香保・四万・法師・沢渡・（伊香保・四万・法師・沢渡・猿ヶ猿ヶ猿ヶ猿ヶ京・上牧・京・上牧・京・上牧・京・上牧・
尻焼・霧積・湯宿・川中）尻焼・霧積・湯宿・川中）尻焼・霧積・湯宿・川中）尻焼・霧積・湯宿・川中）

含含含含鉄泉鉄泉鉄泉鉄泉 ・鉄の酸化で茶褐色。飲用で鉄分を補給・鉄の酸化で茶褐色。飲用で鉄分を補給・鉄の酸化で茶褐色。飲用で鉄分を補給・鉄の酸化で茶褐色。飲用で鉄分を補給
（（（（万座・五色・伊香保）万座・五色・伊香保）万座・五色・伊香保）万座・五色・伊香保）

硫黄泉硫黄泉硫黄泉硫黄泉 ・硫化水素による・硫化水素による・硫化水素による・硫化水素による独特の独特の独特の独特の臭い臭い臭い臭い。。。。
（（（（草津・草津・草津・草津・万座・万座・万座・万座・川原湯）川原湯）川原湯）川原湯）

酸性泉酸性泉酸性泉酸性泉 ・・・・殺菌作用。肌への強い刺激性。殺菌作用。肌への強い刺激性。殺菌作用。肌への強い刺激性。殺菌作用。肌への強い刺激性。
（草津・（草津・（草津・（草津・万座）万座）万座）万座）

放射能泉放射能泉放射能泉放射能泉 ・微量の放射能は人体に良い（県内にない）・微量の放射能は人体に良い（県内にない）・微量の放射能は人体に良い（県内にない）・微量の放射能は人体に良い（県内にない）



３．温泉の利用法
♨かけ湯・かぶり湯♨かけ湯・かぶり湯♨かけ湯・かぶり湯♨かけ湯・かぶり湯

♨むし湯（箱蒸し・蒸気浴・岩盤浴・砂湯）♨むし湯（箱蒸し・蒸気浴・岩盤浴・砂湯）♨むし湯（箱蒸し・蒸気浴・岩盤浴・砂湯）♨むし湯（箱蒸し・蒸気浴・岩盤浴・砂湯） ♨飲泉♨飲泉♨飲泉♨飲泉

♨吸入♨吸入♨吸入♨吸入 ♨鉱泥浴（♨鉱泥浴（♨鉱泥浴（♨鉱泥浴（ぺぺぺぺロイド浴）ロイド浴）ロイド浴）ロイド浴）

♨動♨動♨動♨動水圧水圧水圧水圧による利用による利用による利用による利用
水流の圧力を加えることで、マッサージ効果と温熱効果を高める。水流の圧力を加えることで、マッサージ効果と温熱効果を高める。水流の圧力を加えることで、マッサージ効果と温熱効果を高める。水流の圧力を加えることで、マッサージ効果と温熱効果を高める。

かぶり湯（草津、時間湯）かぶり湯（草津、時間湯）かぶり湯（草津、時間湯）かぶり湯（草津、時間湯） かけかけかけかけ湯湯湯湯

浴槽外浴槽外浴槽外浴槽外
１．打たせ湯・滝湯１．打たせ湯・滝湯１．打たせ湯・滝湯１．打たせ湯・滝湯
２．圧注浴（空中圧注）２．圧注浴（空中圧注）２．圧注浴（空中圧注）２．圧注浴（空中圧注）
３．潅注（シャワー浴）３．潅注（シャワー浴）３．潅注（シャワー浴）３．潅注（シャワー浴）

浴槽内浴槽内浴槽内浴槽内
１．気泡浴１．気泡浴１．気泡浴１．気泡浴 ４．渦流浴４．渦流浴４．渦流浴４．渦流浴
２．泡沫浴２．泡沫浴２．泡沫浴２．泡沫浴 ５．ジャグジー５．ジャグジー５．ジャグジー５．ジャグジー
３．圧注浴（水中圧注）３．圧注浴（水中圧注）３．圧注浴（水中圧注）３．圧注浴（水中圧注）

泥は熱伝導が泥は熱伝導が泥は熱伝導が泥は熱伝導が
低く、熱の放散低く、熱の放散低く、熱の放散低く、熱の放散
を防ぎ、保温効を防ぎ、保温効を防ぎ、保温効を防ぎ、保温効
果を発揮果を発揮果を発揮果を発揮

蒸気・霧の吸引は喀痰の粘りを蒸気・霧の吸引は喀痰の粘りを蒸気・霧の吸引は喀痰の粘りを蒸気・霧の吸引は喀痰の粘りを
下げ喀出を助け呼吸器に良下げ喀出を助け呼吸器に良下げ喀出を助け呼吸器に良下げ喀出を助け呼吸器に良

足浴足浴足浴足浴
腕浴腕浴腕浴腕浴

【【【【日本とドイツの例日本とドイツの例日本とドイツの例日本とドイツの例】】】】

♨全身浴・半身浴・部分浴♨全身浴・半身浴・部分浴♨全身浴・半身浴・部分浴♨全身浴・半身浴・部分浴



4. 4. 4. 4. 温泉（地）の利用形態温泉（地）の利用形態温泉（地）の利用形態温泉（地）の利用形態

温泉保養地温泉保養地温泉保養地温泉保養地
（健康増進・（健康増進・（健康増進・（健康増進・
疾病予防）疾病予防）疾病予防）疾病予防）

近代医療の補完代近代医療の補完代近代医療の補完代近代医療の補完代
替療法の場替療法の場替療法の場替療法の場

（呼吸器疾病・代謝（呼吸器疾病・代謝（呼吸器疾病・代謝（呼吸器疾病・代謝
性疾患・運動器疾性疾患・運動器疾性疾患・運動器疾性疾患・運動器疾
患・皮膚疾患他）患・皮膚疾患他）患・皮膚疾患他）患・皮膚疾患他）

温泉（地）

休養の場休養の場休養の場休養の場

休養効果休養効果休養効果休養効果 療養効果療養効果療養効果療養効果

保養効果保養効果保養効果保養効果

♨温泉での過し方には３つの♨温泉での過し方には３つの♨温泉での過し方には３つの♨温泉での過し方には３つの『『『『養養養養』』』』がある。がある。がある。がある。

１．休養効果１．休養効果１．休養効果１．休養効果：：：： ２～３日の滞在で、日頃の疲労を回
復させ、心身のリフレッシュを図る。

２．保養効果：２．保養効果：２．保養効果：２．保養効果： 数週間、温泉地に滞在。体内リズム
を修復させ、体調を整える効果が期待される。ヨー
ロッパでは古くから行なわれてきた利用形態。

３．療養効果３．療養効果３．療養効果３．療養効果： 薬物療法の発達した今日でも、温泉
のもたらす種々の症状改善効果は、治療薬の一時
的軽減、休薬、ひいては患者の日常的生活動作（Ａ
ＤＬ）の改善をもたらし、補完代替療法としての温泉
療法の有用性を示している。



第四部
ドイツの温泉利用の紹介と日独比較

１．温泉に対する考え方・感じ方の比較

大項目 小項目 ド イ ツ 日 本

温泉療法

社会保険
温泉療法医の
処方箋で給付

給付制度無し

温泉療法医
の存在

疾病治療温泉場
に常駐

常駐無し

温泉場 各地に存在
湯治客・湯治場は
稀になった

利用期間
長期滞在
（数週間）

長期滞在は稀に
なった

種類
入浴・飲泉・吸入・
泥浴等多数

入浴主体

入浴指導
温泉療法医が温
泉の種類を指定

特に無し

休養・保養 全般 期間を除いて大差なし

その他

入浴温度 微温浴 高温浴

水着着用の
有無

着用（サウナでは
着用無し）

着用無し

屋外風呂
内湯と外湯が
つながっている

内湯と外湯（露天）
の分割が多い



２．クアオルト（Kurort）って何？

♨♨♨♨ クアオルトとは：

ドイツ語でドイツ語でドイツ語でドイツ語でクア（クア（クア（クア（Kur)は「治療、療養、保養のための滞在」は「治療、療養、保養のための滞在」は「治療、療養、保養のための滞在」は「治療、療養、保養のための滞在」、、、、

オルト（オルト（オルト（オルト（Ort)は「場所」は「場所」は「場所」は「場所」を意味する。を意味する。を意味する。を意味する。

ドイツのクアオルトには、自然の治療薬を活用する病院ドイツのクアオルトには、自然の治療薬を活用する病院ドイツのクアオルトには、自然の治療薬を活用する病院ドイツのクアオルトには、自然の治療薬を活用する病院

や治療施設があり、そこでの療養には医療保険が適用さや治療施設があり、そこでの療養には医療保険が適用さや治療施設があり、そこでの療養には医療保険が適用さや治療施設があり、そこでの療養には医療保険が適用さ

れる。れる。れる。れる。

大きな保養公園や交流施設、景観形成や環境保全など大きな保養公園や交流施設、景観形成や環境保全など大きな保養公園や交流施設、景観形成や環境保全など大きな保養公園や交流施設、景観形成や環境保全など

様々な条件を備えた様々な条件を備えた様々な条件を備えた様々な条件を備えた「地域」「地域」「地域」「地域」で、法律によって国が認定すで、法律によって国が認定すで、法律によって国が認定すで、法律によって国が認定す

る。る。る。る。

♨♨♨♨ クアオルトの数・利用者：

ドイツ国内にはドイツ国内にはドイツ国内にはドイツ国内には2007年現在、年現在、年現在、年現在、374か所のクアオルトか所のクアオルトか所のクアオルトか所のクアオルトが認が認が認が認

定されている。定されている。定されている。定されている。

2010年の統計では、利用者数は年の統計では、利用者数は年の統計では、利用者数は年の統計では、利用者数は1952万人で、宿泊数は万人で、宿泊数は万人で、宿泊数は万人で、宿泊数は

1億億億億273万泊。万泊。万泊。万泊。平均平均平均平均1人人人人5.26泊。泊。泊。泊。

♨♨♨♨ 認定された称号と数：

温泉療法温泉療法温泉療法温泉療法 ：：：：

鉱泥浴療法鉱泥浴療法鉱泥浴療法鉱泥浴療法 ：：：：

海洋療法海洋療法海洋療法海洋療法 ：：：：

気候療法気候療法気候療法気候療法 ：：：：

クナイプ療法クナイプ療法クナイプ療法クナイプ療法 ：：：：

※※※※複数の認定を受けているクアオルトもある。複数の認定を受けているクアオルトもある。複数の認定を受けているクアオルトもある。複数の認定を受けているクアオルトもある。

認定書認定書認定書認定書

153か所か所か所か所

91か所か所か所か所

56か所か所か所か所

68か所か所か所か所

68か所か所か所か所



３．クアオルトの構成

〇〇〇〇テルメ（温泉施設）：テルメ（温泉施設）：テルメ（温泉施設）：テルメ（温泉施設）： 患者、一般人の利用できる中患者、一般人の利用できる中患者、一般人の利用できる中患者、一般人の利用できる中
心施設。心施設。心施設。心施設。

〇〇〇〇クリニック・病院・研究所：クリニック・病院・研究所：クリニック・病院・研究所：クリニック・病院・研究所：温泉医、治療士常駐。温泉医、治療士常駐。温泉医、治療士常駐。温泉医、治療士常駐。
〇〇〇〇クアミッテルハウス（治療専門施設）：患者専用の治クアミッテルハウス（治療専門施設）：患者専用の治クアミッテルハウス（治療専門施設）：患者専用の治クアミッテルハウス（治療専門施設）：患者専用の治

療施設。療施設。療施設。療施設。
〇〇〇〇クアハウス（保養公会堂）：クアハウス（保養公会堂）：クアハウス（保養公会堂）：クアハウス（保養公会堂）： 劇場、ホール、カジノ等。劇場、ホール、カジノ等。劇場、ホール、カジノ等。劇場、ホール、カジノ等。
〇〇〇〇クアパーク（保養公園）：クアパーク（保養公園）：クアパーク（保養公園）：クアパーク（保養公園）： 遊歩道、川、遊歩道、川、遊歩道、川、遊歩道、川、池、庭園、林等。池、庭園、林等。池、庭園、林等。池、庭園、林等。
★トリンクハレ（飲泉所）：★トリンクハレ（飲泉所）：★トリンクハレ（飲泉所）：★トリンクハレ（飲泉所）： 敷地内に点在敷地内に点在敷地内に点在敷地内に点在
★宿泊施設：周辺にはホテル、★宿泊施設：周辺にはホテル、★宿泊施設：周辺にはホテル、★宿泊施設：周辺にはホテル、

ペンション、アパート等のペンション、アパート等のペンション、アパート等のペンション、アパート等の
宿泊施設が配置されて宿泊施設が配置されて宿泊施設が配置されて宿泊施設が配置されていいいい

る。る。る。る。

○○○○



４．クアオルトの実例

(1) バート・ヴェーリスホーフェン（クナイプ療法）

【【【【植物（ハーブ）療法植物（ハーブ）療法植物（ハーブ）療法植物（ハーブ）療法】】】】

【【【【セバスティアン・クナイプセバスティアン・クナイプセバスティアン・クナイプセバスティアン・クナイプ】】】】

クナイプ療法発祥の地、クナイプ療法発祥の地、クナイプ療法発祥の地、クナイプ療法発祥の地、19世紀世紀世紀世紀

末にドイツで確立された「総合的な末にドイツで確立された「総合的な末にドイツで確立された「総合的な末にドイツで確立された「総合的な

自然療法」を実践。自然療法」を実践。自然療法」を実践。自然療法」を実践。水療法・植物水療法・植物水療法・植物水療法・植物

療法・運動療法・食事療法・規則療法・運動療法・食事療法・規則療法・運動療法・食事療法・規則療法・運動療法・食事療法・規則

正しい生活正しい生活正しい生活正しい生活の５分野の総合で構成の５分野の総合で構成の５分野の総合で構成の５分野の総合で構成

される。される。される。される。

クナイプは、人が本来持っている自然の力に着目し、クナイプは、人が本来持っている自然の力に着目し、クナイプは、人が本来持っている自然の力に着目し、クナイプは、人が本来持っている自然の力に着目し、
その力を引き出すために考え出したのが、この５つのその力を引き出すために考え出したのが、この５つのその力を引き出すために考え出したのが、この５つのその力を引き出すために考え出したのが、この５つの
柱柱柱柱((((要素要素要素要素))))。。。。

【【【【大浴場大浴場大浴場大浴場((((水療法）水療法）水療法）水療法）】】】】 【【【【森林浴森林浴森林浴森林浴((((運動療法）運動療法）運動療法）運動療法）】】】】

【【【【水療法水療法水療法水療法】】】】 【【【【大食堂（食事療法）大食堂（食事療法）大食堂（食事療法）大食堂（食事療法）】】】】



(2) バーデンバーデン

シュヴァルツバルト（黒い森）の麓にある世界シュヴァルツバルト（黒い森）の麓にある世界シュヴァルツバルト（黒い森）の麓にある世界シュヴァルツバルト（黒い森）の麓にある世界

でも有数の高級温泉保養地。地下でも有数の高級温泉保養地。地下でも有数の高級温泉保養地。地下でも有数の高級温泉保養地。地下2000200020002000ｍｍｍｍから湧きから湧きから湧きから湧き
出す出す出す出す68℃68℃68℃68℃の温の温の温の温泉水がカラカラ浴場やフリードリッ泉水がカラカラ浴場やフリードリッ泉水がカラカラ浴場やフリードリッ泉水がカラカラ浴場やフリードリッ
ヒ浴場に提供され、様々なセラピーに利用される。ヒ浴場に提供され、様々なセラピーに利用される。ヒ浴場に提供され、様々なセラピーに利用される。ヒ浴場に提供され、様々なセラピーに利用される。

この保養地のシンボルとして有名なクアハウスこの保養地のシンボルとして有名なクアハウスこの保養地のシンボルとして有名なクアハウスこの保養地のシンボルとして有名なクアハウス
ではパーティではパーティではパーティではパーティ、、、、コンサートコンサートコンサートコンサート、、、、舞踏会などが行われ舞踏会などが行われ舞踏会などが行われ舞踏会などが行われ、、、、
カジノもこの中に含まれるカジノもこの中に含まれるカジノもこの中に含まれるカジノもこの中に含まれる。。。。

】】】】

【【【【フリードリッヒ浴場フリードリッヒ浴場フリードリッヒ浴場フリードリッヒ浴場】】】】

カ

カジノ

【【【【カジノカジノカジノカジノ】】】】

【【【【トリンクハレ（飲泉所）トリンクハレ（飲泉所）トリンクハレ（飲泉所）トリンクハレ（飲泉所）】】】】

【【【【カラカラ浴場カラカラ浴場カラカラ浴場カラカラ浴場】】】】

【【【【クアパーク（保養公園）クアパーク（保養公園）クアパーク（保養公園）クアパーク（保養公園）】】】】

【【【【バーデン・バーデンの風景バーデン・バーデンの風景バーデン・バーデンの風景バーデン・バーデンの風景】】】】



結 び

現在、日本では湯治場としての活用はほとんど現在、日本では湯治場としての活用はほとんど現在、日本では湯治場としての活用はほとんど現在、日本では湯治場としての活用はほとんど

見られなくなりました。ドイツのクアオルトは、歴見られなくなりました。ドイツのクアオルトは、歴見られなくなりました。ドイツのクアオルトは、歴見られなくなりました。ドイツのクアオルトは、歴

史と伝統に裏付けられたクアが根付いています。史と伝統に裏付けられたクアが根付いています。史と伝統に裏付けられたクアが根付いています。史と伝統に裏付けられたクアが根付いています。

百年以上昔、ベルツ博士は日本を愛し、草津百年以上昔、ベルツ博士は日本を愛し、草津百年以上昔、ベルツ博士は日本を愛し、草津百年以上昔、ベルツ博士は日本を愛し、草津

や伊香保など群馬の温泉に大きな愛着を持ちまや伊香保など群馬の温泉に大きな愛着を持ちまや伊香保など群馬の温泉に大きな愛着を持ちまや伊香保など群馬の温泉に大きな愛着を持ちま

した。ドイツのクアと日本の温泉とを重ね合わせした。ドイツのクアと日本の温泉とを重ね合わせした。ドイツのクアと日本の温泉とを重ね合わせした。ドイツのクアと日本の温泉とを重ね合わせ

て、新しい日本の温泉療養のあり方をて、新しい日本の温泉療養のあり方をて、新しい日本の温泉療養のあり方をて、新しい日本の温泉療養のあり方を『『『『日本鉱泉日本鉱泉日本鉱泉日本鉱泉

論論論論』』』』で提言し、日本の温泉を世界に紹介しました。で提言し、日本の温泉を世界に紹介しました。で提言し、日本の温泉を世界に紹介しました。で提言し、日本の温泉を世界に紹介しました。

長い歴史を持つ日本独特の温泉文化を踏まえ長い歴史を持つ日本独特の温泉文化を踏まえ長い歴史を持つ日本独特の温泉文化を踏まえ長い歴史を持つ日本独特の温泉文化を踏まえ

た上で、た上で、た上で、た上で、それぞれの温泉の特徴を活かしたそれぞれの温泉の特徴を活かしたそれぞれの温泉の特徴を活かしたそれぞれの温泉の特徴を活かした温泉温泉温泉温泉

利用のあり方を考えて見ては如何でしょうか。利用のあり方を考えて見ては如何でしょうか。利用のあり方を考えて見ては如何でしょうか。利用のあり方を考えて見ては如何でしょうか。

パネルをご覧いただき有難うございました。パネルをご覧いただき有難うございました。パネルをご覧いただき有難うございました。パネルをご覧いただき有難うございました。

★主な参考資料★主な参考資料★主な参考資料★主な参考資料 ：：：：
『『『『ベルツ博士と群馬の温泉ベルツ博士と群馬の温泉ベルツ博士と群馬の温泉ベルツ博士と群馬の温泉』』』』 木暮金太夫・中沢晁三編著木暮金太夫・中沢晁三編著木暮金太夫・中沢晁三編著木暮金太夫・中沢晁三編著 上毛新聞社（上毛新聞社（上毛新聞社（上毛新聞社（1990199019901990））））
『『『『温泉療法温泉療法温泉療法温泉療法』』』』 大塚吉則著大塚吉則著大塚吉則著大塚吉則著 南山堂（南山堂（南山堂（南山堂（1999199919991999））））

『『『『ベルツ日本文化論集ベルツ日本文化論集ベルツ日本文化論集ベルツ日本文化論集』』』』 若林操子編訳若林操子編訳若林操子編訳若林操子編訳 東海大学出版会（東海大学出版会（東海大学出版会（東海大学出版会（2001200120012001））））
『『『『ヨーロッパの温泉保養地を歩くヨーロッパの温泉保養地を歩くヨーロッパの温泉保養地を歩くヨーロッパの温泉保養地を歩く』』』』 阿岸祐幸・飯島裕一著阿岸祐幸・飯島裕一著阿岸祐幸・飯島裕一著阿岸祐幸・飯島裕一著 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店（（（（2006200620062006））））
『『『『高齢者のための温泉療法高齢者のための温泉療法高齢者のための温泉療法高齢者のための温泉療法』』』』 白倉卓夫編白倉卓夫編白倉卓夫編白倉卓夫編 ライフサイエンス社ライフサイエンス社ライフサイエンス社ライフサイエンス社 （（（（2007200720072007））））

『『『『クアオルト・クアオルト・クアオルト・クアオルト・KurortKurortKurortKurort 入門入門入門入門 気候療法・気候性地形療法入門気候療法・気候性地形療法入門気候療法・気候性地形療法入門気候療法・気候性地形療法入門』』』』
空白空白空白空白小関信行著小関信行著小関信行著小関信行著書肆犀（書肆犀（書肆犀（書肆犀（2014201420142014））））

その他の参考文献詳細は別資料参照その他の参考文献詳細は別資料参照その他の参考文献詳細は別資料参照その他の参考文献詳細は別資料参照


