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園芸緑地資源の医学療法への利用に関する萌芽的研究
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Abstract

Recently,much attention has been paid to the use of plant―based medicines for therapeutic applica‐

tions,and interest in the methods of use and the effects of such use on people has risen.However,

acadenlic data supporting the ettcacy of such therapies is scarce as cases of study are few.Although

research has already been conducted in the planting design iaboratory concerning man and plants,

this paper focuses especially on the introduction of our ongoing study regarding the use of a plan←

based derivative for medical treatment. Our current results indicate that plants and planting de―

sign inauence electroencephalograHl(EEG)and blood now to the prefrontal cortex.It has also be―

come clear that the volatile element derived from the plant reduces the stress hormone. Our evi、

dence suggests that it is important to continue gathering medical and scientinc research in this ne、v

area of study kno、vn as “、vell―being in green space" as well as to begin targeted testing of practi―

cal application in the real worid environmentゃ

1.は じめに一緑地福祉に向けて

この分野で先導的役割を果たしている松尾 [1]は ,

園芸療法hordculturd therapyと園芸福祉horticulturd

well―beingを次のように定義している.園 芸療法は,心

身に何らかの不都合をもつ人々が専門家の支援によって

国芸の効用を享受し,よ り幸福になれるようにしようと

する手続きである.そ して,こ の手続きを支援する専門

家である園芸療法士hOrticuitural therapもtは,対 象とな

る人の心身の不都合を理解したうえで,何 をどう改善す

る必要があるのか,そ のためにはどのような園芸活動が

もっとも適切かを判断し,対 象者に合わせて工夫して実

践する能力をもった人でなければならないとする.

これに対して園芸福祉は,人 の幸福 (治療やリハビリ

テーションを含む心身の健康,人 間的成長などを含む生

活の質qualty of ttfeの向上)を 増進するために園芸のも

つ諸効用を活用することとされる。つまり,園 芸福祉は

すべての人が対象となり,自 由に園芸を楽 しむことに

よって生活の質的向上をめざす。それに対して,園 芸療

法は何らかの心身の不都合のために自分では自由に園芸

ができない人が園芸を通して心身の健康を回復 ・増進を

図ることであり,療 法としての手続きと園芸療法士の支

援が必要となる。

園芸と,い身の健康の関係について,同 じく松尾 [1]

は国芸には育てる行動と猟る行動が含まれるが,園 芸の

特徴は育てる行動にあるとする。そして,野 菜の収穫の

ような猟る行動は猟る側,つ まり人に主体があり短期的
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