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療法としての園芸の利用と可能性療法としての園芸の利用と可能性
Use and possibility of plants in rehabilitationUse and possibility of plants in rehabilitation

緑色植物 → 草食動物 → 小型肉食動物 → 大型肉食動物

有機堆積物→動植物→バクテリアや菌類→腐食者→肉食動物

生食連鎖

腐食連鎖

二酸化炭素 + 水 + 光エネルギー = ブドウ糖 + 酸素

光合成

人間にとって植物は，栄養，ビタミン，酸素，水資源

　食物連鎖の中で



　園芸療法の歴史

1900        　　　　　　　 1950             　　　　　　 2000

・伝統的作業療法 1902～
・生活療法 1956～

・新生作業療法 1964～

負傷兵や罹患兵の再建プログラム

アーツ･アンド･クラフツ･ムーブメント

大学で園芸療法の講義（米国）

米国園芸療法協会設立

英国園芸療法及び農業訓練協会設立

欧米で園芸療法に触れた人たちが導入

創作・表現

　　　　　
生物（命）
　　　　　

運動・行為
　　　　
　　

表現療法

　　　　
生物療法
　　　　

活動療法
　　　　
　　

芸術療法

植物療法

動物療法
　　　　
　　

　治療媒介の特性から見た園芸



芳香療法　　　Aroma therapy

花療法　　　　Flower therapy
園芸療法　　　Horticultural Th
草花療法　　　Phytotherapy
芸術療法　　　Art therapy

乗馬療法　　　Hippotherapy
ペット療法　　Pet therapy
動物介在療法　Animal A Th

植物療法

動物療法

　生命(命)を媒介とする療法

植物を育てることを中心に　植物や植物が育つ環境

植物に関連する諸活動を通して　身体や精神機能の

維持・回復，生活の質の向上を図る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山根　2002

　園芸療法の定義



園芸の療法的利用が一人ではできない人に対し　　　　　適応対象

心身の機能や生活活動がどのような状態にあるか知り　　　　評価

園芸の何をもちいるのか適切な要素を選び　　　　　　　手段選択

何を目的に行うのかを明らかにし　　　　　　　　　　　目標設定

そのために園芸をどのようにもちいるのかを考え　　　　計画立案

その対象にあわせた工夫を行い　　　　　　　　　　　　　　適合

行った内容とその結果を残し　　　　　　　　　　　　　　　記録

その効果を確認する　　　　　　　　　　　　　　　　　効果判定

こうした行為が

専門の知識や技術をもった者によって行われる　　　　　　専門性

　園芸の療法としての条件

自　然

保　健

養　生

療　養

治　療
療法

福祉

　療法の位置づけ



植　物 人　間

自然環境・時間

人・場

　　育てる

過ごす　感じる

　採る　使う

　療法としての構造

集中力　自尊心　自己制御　自信　学習能力　抽象的思考　etc.

視空間知覚の発達　　　 目と手の協調性　　　　　 言語機能

視　覚　　前 庭 覚 　固 有 覚　　触 覚 味 覚 嗅 覚　　聴　覚

姿勢の調整　筋緊張
眼球運動制御

身体図式の形成　両側の協調　運動企画

　

皮膚感覚の基礎情報 ひびき

リズム

6Y

3Y

1Y

2M

みる 　重力・運動　 筋・関節　ふれる･吸う･味わう･匂う　 きく

統合認知機能

目的的活動

情緒的安定
注意の持続

安心感

脳幹レベル

大脳辺縁系

大脳新皮質

　統合認知機能と感覚の発達　(Ayres,1979改変)



対象

　

　　

活動

　

　　

　

環境

独立栄養　死と再生

実り 栄養 色 香り 味 姿 形‥

耕す，蒔く，植える‥‥

植物の育ちを共に過ごす

みる，ふれる，かぐ，あじわう，きく
植物の恵みを受ける

食べる，創る，観る，売る‥‥

時間・天候・四季の変化
園芸が行われる場

ともに行う者

　療法としての要素

植物

育てる
過ごす
感じる
採る
使う

自然

場
人

・植物は人による好みの差が少ない

・動物などに比べて，人に緊張を与えない

・植物のある環境，植物が育つ環境が心をなごませ穏やか

　にする

・園芸活動には日常生活の基本的な機能がすべて含まれて

　いる

・植物を育てる，育ちをともに過ごすことが生活のリズム

　を呼びもどす

・育てるという行為がひとの生きる意欲を引き出す

　園芸の特性と効用



　　　　　　　安心感　安全感

心理的環境　　緊張緩和　疲労の軽減

　　　　　　　作業効率の向上

　　　　　　　温度　湿度の調節

物理的環境　　防音　防風　減音　遮音　光

　　　　　　　空気清浄

　療法としての効用－環境面

適応的発散

沈静と賦活
注意力　集中力

感覚統合機能

季節や時間の感覚

自我開放
実存的受容

達成　充足　有用

‥‥‥

　療法としての効用－精神的側面



球根の栽培

ディッシュガーデン

ハンギングバスケット

テラリウム栽培

窓辺温室

寄せ植え

小さな鉢植えや水耕栽培

浅い持ち運びのできる器で育てる

室内や窓際につるして育てる

植物栽培用のガラスやプラスティックの

器で育てる（カイワレ，もやし，クレソ

ンなど芽もの野菜も簡単に栽培できる）

病室等の窓辺を利用した移動可能な小さ

な温室栽培

いろいろな植物を容器に寄せ植えして育

てる

　園芸の利用：インドア

散歩や自然観察

コンテナー栽培

ハーブガーデン

ベジタブルガーデン

施設の内外の自然や観賞用の庭をもちい

た受動的利用

畑がない場所でコンテナーを利用．移動

式にもできる

ハーブを育てて利用する

家庭菜園のようにいろいろなものを育て

て利用する

　園芸の利用：アウトドア



　とらわれない園芸

生活の環境

園芸活動

療　　法

公園や街づくり

ヒーリングランドスケープ

コミュニティガーデン

市民菜園 家庭菜園

契約農園

セラピューティックガーデン

リハビリテーション施設

借景園芸

ワイングラス園芸　

ビタミンＣをとろう会
春を待つ会

大根の花を楽しむ会

旬を喰う会

雑草を愛でる人の集まり

畑や庭が無くても

植物を楽しみ利用

できるよ

　とらわれない園芸の例



ずぼらで　したたかな　園芸の勧め

町に出てみましょう　ただ町に出て観察してみましょう
額に汗して耕さなくていい　草抜きも水まきもしなくていい
町には　あちこちで植物が生きています
植物の生きざまを定点観察し　ときどきデジカメで記録
あなたが　しずかな命を通して発見するのは何でしょう

路上観察学会:借景園芸

ワイングラス園芸

目的：生きる希望

対象：心身の機能が低下し起き上がることもできず

　　　物事に関心がなくなった人
内容：大きなワイングラスに水を7分目くらい入れ

　　　水草を浮かべる

　　　ワイングラスに外の風景が映り

　　　水草が育つ



部屋でビタミンＣをとろう会

畑がなくてもできる　身体にいい　園芸療法の勧め

畑なんてなくていいのです
水と空気と太陽があれば　肥料もいらない何もしなくていい
種や野菜の頭や根っこから水耕栽培
食卓で育ったら　食卓で食べる　部屋の中がビタミン生産工場

花言葉
乙女の純情

大根の花を楽しむ会

目的：生活への興味や関心を取り戻す

対象：病気や障害で物事への興味関心が低下し

　　　閉じこもりがちな人

内容：大根の種をまき、花が咲くまで待つ

　　　その間セラピストは毎週大根の育ち

　　　大根をどのように使っているかなどを

　　　話しに行く



旬を食う会

目的：身体の働きの維持・改善

　　　生活への興味や関心を取り戻す

　　　身体感覚・季節感の回復
対象：病気や障害で物事への興味関心が低下し
　　　閉じこもりがちな人
　　　心身の機能が低下したお年寄りなど
内容：季節に合わせて1年を通していろいろな植物を
　　　育てて，収穫し，みんなで食べる

道ばたの草を楽しむ：雑草盆栽

お金のかからない　由諸ある　園芸の勧め

町はずれや里山を歩いてみましょう
額に汗して耕さなくていい　草抜きも水まきもしなくていい
道ばたや野道には　あちこちで植物が生きています
その植物をときどき拉致してみましょう
そして　あなたの側で一緒に生活してみませんか


