
   

【最終報告書】 

チーム③ 中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究チーム（③-1） 
ヘルスツーリズムを活用した国民の健康づくり支援 
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1) 福岡大学 スポーツ科学部、2) 福岡大学 基盤研究機関 身体活動研究所 
3) 福岡大学大学院 スポーツ健康科学研究科、*）チーム責任者 

 
 

要   旨 
 
我が国では、がん・心臓病・脳血管疾患が死因の半分以上を占めている。これら死因では生活習慣病、

さらにはその前段階である肥満やメタボリックシンドロームを予防することが重要となる。健康づく

りのための運動の重要性・有効性は、広く認識されている。しかしながら、「どのような」運動様式で

行うべきか普及しているとは言い難い。本プロジェクトで提唱しているヘルスツーリズムプログラム

は、これまでに私たちが多くのエビデンスを構築してきたスロージョギングを取り入れた科学的根拠

に基づいた運動と管理された食事を提供し、短期合宿を介して参加者にその知識とノウハウを教示し、

自己管理期間を設けて行動変容を促す、参加者の立場に立ったプログラムである。本研究報告では、

ヘルスツーリズムプログラムを実施し一般市民ならびにランナーにおいて、減量のみならずスタミナ

の向上効果も認められている。現在は COVID-19 の流行のためにヒトを対象とした研究を実施するこ

と自体が非常に困難な状況であったため、本プログラムの結果は想定していたよりも少数ではあった

ものの、コロナ禍における身体活動制限が身体に及ぼす悪影響と、COVID-19 の流行下における身体

活動量の減少を予防改善する方法の一つにもなることが期待できる。 
 
 
１．緒 言 
近年の日本では健康志向が高まっており、健康

増進への形態は多様化している。旅行分野では、

ヘルスツーリズム（HT：Health Tourism、健康

ツーリズム）が注目されている。HT は、“楽し

みの要素”に加え“医療的な要素”を含んだ形態

であり、旅と同時に健康増進に寄与する新しい

観光形態である。この HT には医学的根拠が求

められているにも関わらず、その実証研究が乏

しいことが現状である。 
運動が健康の維持・増進に有益であることは多

くの論文で報告されており、当該研究チームで

は、老若男女が無理なく行える運動強度をニコ

ニコペースと称し、その効果について約半世紀

にわたり検証してきた。スロージョギング®（SJ）
は歩行と同等の速度で行うジョギング法であり、

誰でも無理なく行うことができ、同速度の歩行

に比べエネルギー消費量が約 2 倍高く肥満や糖

尿病の改善には有効な運動方法である。さらに

一般高齢者や低体力者では有酸素作業能の改善

が期待できることから、健康寿命の延伸に有効

であると考えられる。 
本研究では、SJ を活用した HT のプログラム開

発とその健康増進への有効性について検証を行

うことを目的とする。 
 
 
 



   

２．方 法 
対  象  者：運動習慣のない成人 3 名（男性

1 名、女性 2 名） 
スケジュール：2 泊 3 日 HT ⇒ 1 ヶ月間の自己管

理期間 ⇒ 2 泊 3 日 HT 
（2017 年度） 
対  象  者：36～70 歳の 12 名（男性 3 名、

女性 9 名） 
スケジュール：【1 期（4 名）】2 泊 3 日 HT ⇒ 1
ヶ月間の自己管理期間 ⇒ 2 泊 3 日 HT 
       【2 期（8 名）】2 泊 3 日 HT ⇒ 1
ヶ月間の自己管理期間 
 
（2018 年度） 
対  象  者：健康づくりを目的とした一般市

民 6 名 
       減量と記録向上を目的としたラ

ンナー4 名 
スケジュール：2 泊 3 日 HT ⇒ 1 ヶ月間の自己

管理期間（一般住民） 
       6 泊 7 日HT ⇒ 1 ヶ月間の自己

管理期間（ランナー） 
 
（2019 年度） 
対  象  者：一般市民 5 名（男性 2 名、女性

3 名） 
スケジュール：2 泊 3 日 HT ⇒ 1 年間の自己管

理期間（＊継続中） 
（＊HT 前後-1 ヶ月後-3 ヶ月後-6 ヶ月後-1 年後

に体脂肪率、活動量、有酸素能などの詳細な調

査を計画） 
 
 本研究は福岡大学研究倫理審査委員会の承認

を得て実施した（令和元年度実施分－課題名：

健康増進プログラムの効果検証；整理番号：

19-10-01）。すべての参加者からインフォームド

コンセントを得た。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 2 泊 3 日ヘルスツーリズムの概要（＊ランナ

ー対象の HT のみ 6 泊 7 日） 
HT の運動種目は SJ を採用し、1 時間の SJ

プログラムを 4 回/日行った（SJ プログラム：

[SJ 1 分+ walking 30 秒]×40 セット）。SJ の運

動強度は、参加者が主観的に”楽である”と感じ

るペース、もしくは運動負荷試験によって算出

したニコニコペース（最大酸素摂取量の約 50％
に相当）で実施した。HT 中の SJ 以外の活動は、

その地域の観光名所を巡るなどのツアーの要素

を取り入れ、楽しみながら活動量を増大するプ

ログラムを取り入れた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







   

の減量が可能なプログラムであることが明らか

になった。ヘルスツーリズムプログラムの参加

による短期間での効果検証では、筋肉量が比較

的維持できたことと対照的に体重と腹囲の顕著

な減少が認められた。また、ヘルスツーリズム

による短期減量プログラム後での長期間の効果

検証では、自己管理方法の習得によって体重・

体脂肪減少、筋肉量の維持において一定の効果

が認められていた。 
本プロジェクトでの HT は、身体活動量の減少

を予防改善する方法の一つになり得ると考えら

れ、HT プログラムへの参加だけでなく、参加

後の自己管理方法の習得は、身体活動量の増加

を維持し健康増進へ寄与する可能性が充分に考

えられる。 
本研究ブランディング事業を通じて、市民に本

プログラムを提供してきたが、その中で複数の

課題が得られた。例えば、短期プログラム終了

後も自主的に実践できるように、市内の近隣の

施設を利用し、参加者を増やすこと、また、短

期減量プログラム後のフォローアップを行い、

長期間の効果検証を行うことであった。 
2019 年度以前の本プログラム参加者に対する

フォローアップ期間は 2020 年度いっぱいで終

了した。そのため、2021 年度以降は新たに参加

者を募集し、本プログラムの課題であった参加

者が少ないという課題を解決する予定であった。

しかしながら、COVID-19 の蔓延によって、人

命を最優先としたためプログラムの開講を自粛

することになった。そのなかで、本プログラム

の結果は予定よりも少数となってしまったが、

コロナ禍における身体活動制限が身体に及ぼす

悪影響のほか、ヘルスツーリズムプログラムで

採用した運動方法であるスロージョギング®は、

工夫すれば室内でも実施可能な運動であること

から、COVID-19 流行下においても身体活動制

限に打ち勝つツールの一つとなり得ると考えら

れた。 
 
 

５．今後の事業成果の活用・展開 
 
スロージョギングを取り入れた短期宿泊型のヘ

ルスツーリズムでは、科学的根拠に基づいた運

動と管理された食事を提供することで、減量の

みならずスタミナ向上や生活習慣病の改善効果

など、新たなエビデンスを構築できた。本プロ

グラムの行政や企業への導入は、市民・県民あ

るいは就業者への健康増進に寄与すると考える。

また、参加者の健康増進に貢献するだけでなく、

食事を含めた観光資源との融合によって地域の

活性化にも寄与できるプログラムとなり得る。 
プログラム参加者には、科学的に担保された健

康増進とツーリズムによる満足感を提供し、プ

ログラム提供者には雇用・観光・食事等のアピ

ールが可能で地域経済の活性化を提供するパッ

ケージングとして事業展開が可能であると考え

られる。 
 
 
６．結 論 
 
私たちの研究グループでは、老若男女が無理

なく行える運動強度（乳酸閾値強度）をニコニ

コペースと称し、その効果について約半世紀に

わたり検証を行っている。本プロジェクトで取

り組んでいる宿泊型短期減量プログラム（ヘル

スツーリズム）は、ニコニコペースの運動強度

であるスロージョギング®と食事管理を行うこ

とで短期間の減量のみならず、その後の生活習

慣の是正にも改善を促すことができるプログラ

ムである。本研究ブランディング事業を通じて、

市民に本プログラムを提供でき、減量のみなら

ず、その後の生活習慣の是正にも改善を促す効

果が明らかになった。  



   

７．研究発表 
論文 

１）Hiroyuki Sagayama, Kayoko Shizuma, 
Makiko Toguchi, Hiroji Mizuhara, Yukiko 
Machida, Yosuke Yamada, Naoyuki Ebine, 
Yasuki Higaki, Hiroaki Tanaka.: Effect of the 
Health Tourism weight loss programme on 
body composition and health outcomes in 
healthy and axcess-weight adults. Br J Nutr 
119(10): 1133-1141, 2018 May. 
 
学会発表 

山本泰暉ら: 2 泊 3 日のヘルスツーリズムが身

体活動量と肥満指標に与える影響. 第 26 回西

日本肥満研究会. 2018 年 7 月. 
 
 
８．研修・講演・実技指導等 
 
【ビジネスパーソンを対象にセミナーの開催】 
 福岡大学研究ブランディング事業応援セミナ

ーとの位置づけで、『ビジネスとランニングに効

く“スロージョギング”～運動生理学の研究か

ら生まれた「走るための最強メソッド」～』と

題して、会員制ビジネス図書館「BIZCOLI」で

セミナーを開催した（2018.1.24）。スロージョ

ギングやヘルスツーリズムについて、ビジネス

パーソンへの紹介・普及との視点から講演・実

技を行った。セミナーの冒頭では「福奏プロジ

ェクト」の紹介も行い、セミナー終了後は参加

者との歓談の場を設け、個人のみならず企業等

とのタイアップの可能性を探った。 
 「 BIZCOLI （ BIZ COMMUNICATION 
LIBRARY）」は、公益財団法人 九州経済調査

協会が運営しており、「九州における知の集積・

交流・創造拠点」をコンセプトにした、ビジネ

スパーソンが集う会員制ライブラリーである。 
 一般的に想起される講演会とは一線を画し、お

洒落な環境、砕けた雰囲気の中で、歓談の場も

セットにしたセミナーを企画した点が特徴であ

り、当日は約 50 名のビジネスパーソンが参加

した（申込者名簿 54 名）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【福岡県嘉麻市を舞台にしたヘルスツーリズ

ムの展開】 
 嘉麻市、株式会社ふくおかフィナンシャルグ

ループ、福岡大学基盤研究機関身体活動研究所

の 3 者による連携・協力に関する協定を締結

（2019 年 8 月 30 日）し、「厚生労働省 実践

型地域雇用創造事業」に取り組んでいる。嘉麻

市の観光資源を活用したヘルスツーリズム商品

を開発し、嘉麻市への観光客増加と雇用の創出、

地域社会の活性化に繋げることが目的であり、

ヘルスツーリズムのエビデンスと福岡銀行のネ

ットワークを融合し、嘉麻市で展開する社会実

装事例である。2019 年 11 月 16～17 日に福岡

市内からの参加者を含む男女 14 名を対象に、1
泊 2 日型のヘルスツーリズムを開催した。その

他、スロージョギング®イベントや社会実装へ

向けての研修会等を実施している。 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【福岡県の健康づくり施策（福岡県保健医療介

護部との連携）】 
 福岡県では、県民の健康寿命の更なる延伸を

目指し、様々な分野の関係団体が一体となって、

県民の健康づくりを「ふくおか健康づくり県民

運動」として展開している。その中で、運動習

慣の定着に向け、県民運動として取り組む具体

的な運動メニューの一つとして「スロージョギ

ング®」の普及を図る取り組みが行われている。

「ふくおか健康づくり県民会議総会～日本健康

会議 in 福岡～（2019.1.25）」や「ふくおか健康

づくり県民運動セミナー（2019.8.7）」で「スロ

ージョギングの効果と実践」について講演を行

い、「食と健康増進フォーラム（2020.2.3）」で

県民の健康づくり推進にエビデンスを紹介する

など普及に努めている。 
参照）ふくおか健康づくり県民運動ホームペ

ージ 

https://www.kenko.pref.fukuoka.lg.jp/ 
 
 
９．知的財産権の出願・登録状況 
特記無し 
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