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ウエルネスウォーキングとは 

• ウエルネス理論に基づいたプログラムで、ノル
デイックウォーキングや健康ウォーキング、まち
歩きなどの要素を取り入れた新しいウォーキン
グスタイルです。 
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ウエルネスウォーキングとは 

• 自分の人生には自分で責任を持つことを知り、より
幸福でより充実した人生を送るために、自分の現在
の生活習慣（ライフスタイル）を点検し自分で変えな
ければならないことに気づき、これを変革し続ける。 

• ドイツの健康保養地で行われている「気候性地形療
法」を活用し、心拍のコントロールをしながら健康的
に楽しく歩く。 

• そこに住んでいる人々との暮らしぶりと地域の自然
や歴史を直接体験することで、地域住民が元気にな
り、地域住民の健康寿命を伸ばす。 



ウエルネスウォーキングの特徴 

• ウエルネスウォーキングでは、ウォーキング前後
で血圧測定をしている。 

• 参加することで自分の現在の生活習慣（ライフ
スタイル）を点検し自分で変えなければならな
いことに気づき、行動変容を目的としている。 

• 毎回オリエンテーションで歩くことの健康効果
についてお話をしているのが特徴である。 

 

 



登山 
ノルディックウォーキング 

ジョギング 

まち歩き 
史跡めぐり 
自然観察 

 
   健康ウォーキング 

上山・熊野 

ウエルネス 
ウォーキング 

ツ
｜
リ
ズ
ム 

ス
ポ
｜
ツ 

健康志向 楽しさ 

ウエルネスウォーキング概念図 

 



ウエルネスウォーキングの歩き方 
①開始前後に、血圧測定、心拍数測定 （見える化） 

・心拍数は、15秒間の心拍数を測定し、4倍して1分間の心拍数
を確認する。 

②歩行前の準備運動（ストレッチ） 

③一定リズムの歩行 3ｋｍ程度 

④目安とする心拍数(当初160-年齢) 

・歩行時の目安とする心拍数は、運動の初期では、160-年齢を
基本とする。 

⑤〈冷〉への対応と確認 

⑥参加者内での交流促進 

⑦腕浴 

 

 
 



ウォーキングの効果 

10年以上群馬県中之条町の65歳以上の全住民である5000人を対象とした長期研究 

その人の体力に応じ 
た中程度の活動が欠 
かせない 

平均1日8000歩 
中程度の運動20分 

1日のうち中強度程 
度の活動がしっかり 
出来ていた人は、病 
気になりにくく、また 
やりすぎてもよくなか 
った。 
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森林植物園×ウエルネスウォーキング 



食×ウエルネスウォーキング 

• タニタ食堂と共同開催 

• ガストロノミーウォーキング 

• その地域特有の「食」、「自
然」、「文化・歴史」すべてを
ウォーキングによって、一度に
「体感」できる新たなツーリズ
ム。 

 



ポートピアホテル×ウエルネスウォーキング 

• 神戸ポートピアホテル×六
甲健康保養地研究会の
共同企画 

  

• ガストロノミーウォーキング 

 

• ウエルネスペシャルランチ 

 

• 神戸医療産業都市 

 



日本酒×ウエルネスウォーキング 

• 福寿との共同企画 

• ガストロノミーウォーキング 

• ノーベル賞の乾杯で使用さ
れている「福寿」の酒蔵や近
隣の酒蔵を巡り、「蔵の料
亭さかばやし」で地元の旬
菜をはじめ、こだわりの自家
製豆富や蕎麦とともに蔵で
しか味わえない原酒を楽し
む。 

 



朝来市で進めている“健幸づくり” 

• 身体の健康だけでなく、市民の皆さんが生き
がいをもって安心安全に暮らすことができる朝
来市にしたい。 

• “健康長寿の実現” 

• “健康寿命の延伸” 

• “生きがい寿命の延伸”を目指して、市民の皆
さんと一緒に健幸づくりの仕組みをつくってい
きたい。 

• 市内のウォーキングコースなどの調査 
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朝来市の検証でわかったこと 

• 身体的な活性を目的とする場合、高低差のあ
る強度の強いウェルネスウォーキングから高低
差のない平地のウェルネスウォーキングに移行
するプログラムが適している。 

• 精神的な活性度等を引き出す等の目的にお
いては、高低差のない平地のウェルネスウォー
キングから高低差のある強度の強いウェルネ
スウォーキングに移行するプログラムの方が有
用ではないかと思われる。 

 



和歌山県九度山町地域包括ケア 

• 和歌山県九度山町 

• 人口4641名 

• 65歳以上1895名 

• 21年から自主活動グル
ープが始まる 

• 11ケ所：230名活動 

• 活動参加者が10％を
超えると介護認定率が
低下する。 

• 26.2％⇒22.5％（3.7％↓） 



九度山町の検証でわかったこと 

• 九度山町では、自主運動教室に参加できない自宅に引き
こもりがちで体力に自信のない方を中心として、健康サロ
ンを運営している。 

• 運営は、自主活動グループのメンバーが担当し、またサロン
に参加した方の中で運動への意欲や元気回復が見込まれ
た方は、自主活動グループに誘いこむようにしている。 

• 自主活動グループの育成が65歳以上の住民の約10％を
超え始めると要介護認定率の低下が期待できると推測す
る。 

• 歩くことの大切さを意識した健康教育を行うことで、普段
から歩くようになった。 

 



エレガーノ摩耶検証 

• 転倒予防歩行ポールプログ
ラムによる入居者の身体機
能変化や転倒可能性の低
下予測を行い、プログラム
の有用性の検証 
 

• 第1回調査 2018年9月19日 
• 第2回調査 2018年11月21日 
• 第3回調査 2019年2月20日 

 
• ウォーキング指導は9月～2月 
  （6回実施） 
• 平均年齢 男85.3歳 女79.5歳 

 
 

体幹２点歩行動揺計 



エレガーノ摩耶検証でわかったこと 

• 今回のプログラムの実施により、筋肉量が増加し、歩行時の
着地の衝撃は、右足は減少し、膝への負担か有意に減少し
左右の脚力のバラツキが均衡化された。また、前後動揺比が
向上したということで、つまずき系転倒の予防効果が改善し
た。歩行の前後幅も減少し、上部体幹が無駄な加減速をしな
いで等速で動けるようになり、上部体幹においても、歩行の
改善ができたと推察される。 

• しかしながら、プログラム実施に対して、回数を重ねると飽き
が発生した可能性があるので、今後のプログラムにおいて、飽
きのこない工夫を行い、改良していく必要があるものと思われ
る。 

• これらのことから、今回のプログラムの実施により、身体機能
変化や転倒可能性の改善効果があったと推察される。 

 



熱中症による救急搬送者の推移 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

26年 27年 28年 29年 30年 

18468 

28016 
25228 25930 

45781 

新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 

資料：消防庁救急企画室 



熱中症を発症するメカニズム 

炎天下、高温・多湿だと 

体温が上昇する 

体温を下げるために汗をかきますが 
蒸発しにくく、体に熱がたまっていきます 

体温を下げようと、さらに多くの汗をかき 
体の水分やナトリウムが失われていきます 

熱中症が起こる 
脱水症状、筋肉のけいれん、脱力感、吐き気、めまいなど 



外気温だけではなく、運動によって体内で
発生する熱も熱中症の原因に 

• 運動時は、全身の筋肉が動かされ、体内に大量の熱が発生
し、体温が上昇しやすい状態になる。 

• 運動時は多量に発汗されるため、脱水症状を起こしやすくな
る。また、高温・多湿の環境では、汗が蒸発しにくく、体温が
下がりにくくなる。 

• 運動時は、体温を下げるためにたくさんの汗をかきますが、水
分補給を怠ると脱水症状が起こりやすく、熱中症の危険性が
高くなる。 

• 気温が24℃を超えるころから熱中症での死亡事故が増えは
じめるという報告がある。 

• 真夏だけでなく、梅雨の合間や梅雨明けに気温が急上昇した
日なども注意が必要。 



高齢者は暑さに気づきにくく、体温調節や
発汗機能が低下している 

• 暑さを感じにくくなる：室内が高温・多湿になった場合でも気づ
きにくい傾向がある。 

• のどが渇きにくくなる：水分の摂取が遅れてしまい、脱水症状を
起こしやすくなる。 

• 体温の調節機能が低下する：体温を下げるために働く脳の反
応が遅くなりがちである。 

• 体内の水分量が少ない：成人が体重あたり55～60％の水分
量であるのに対し、50～55％まで減少する。 

• 発汗機能の低下：発汗量が低下しているため、体温が下がりに
くくなっている。 

• 薬の服用による影響：加齢や持病により、尿量を増やす薬、汗
を抑制する薬を服用しているケースが多くみられる。 
 



日ころから軽い運動をするように
心がけて体力をつけましょう。 

• 熱中症は、体が暑さに慣れず、汗をかいて体温を調節する機能
がうまく働かない人ほどかかりやすくなる。 

• 予防のためには、普段から軽い運動を行い、汗をかきやすい体
作りをするようにしましょう。熱中症は5月ごろ増えはじめるので
、そのころから運動をスタートするのが理想である。 

• おすすめは運動強度が軽く、簡単に始められるウォーキング。毎
日20～30分、少し早足で、じんわり汗をかく程度に歩く。2週
間程度続けると、体が暑さに慣れて、汗をかきやすくなる。      

• 暑さが厳しくなる季節にかけては、早朝や夕方にウォーキングタ
イムを設定するようにしましょう。その際は木陰の多いルートを
選ぶ。日中の気温が高い時間帯に行うのは、かえって熱中症を
引き起こす危険が高いので、絶対にやめましょう。 
 


