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SuIIlmary

This paper assesses the present stams of JaPanese horticulMal therapy as evidenced trough

articles concemillg practical research in several related flelds. Such research ttcles have increased

gradually since the late 1990s.□ 危 obiect市es Of most researches were with respect tt dle elderly.

Most of the articles were published in he Joumal of the Japanese Society of PeoPle‐ Plant Relation‐

ships,with a few in otter,medically related,joumals.Most of the frst authors belonged to medi‐

cal ields or agriculMa17horticulttral ields.Alhough horticultural tterapy is an interdisciplin叩

fleld, dlere are only a few collaborative researches conducted by rescarchers in various difFerent

Flelds, There are few researches conducted by hOrticulmal tteraPists who collaborated witl re―

searchers h dle medical ield or agricultura1/horticulMal ields.These results suggest the follow‐

ing Possible lhes of development for horticultural therapy a■d its research i l)collabOrative re‐

searches among mterdisciPlhary nelds,such as medical,agnculttra1/horticulttral and welfare agcn‐

cにs should be promoted,2)the reSearch results should be collcctcd and published for ali to share

across the different fleld of sttdy,and 3)hortiCulttre tlerapistt should find means tt PttciPate h

dlese researches.
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はじめに

日本では 1990年代になると園芸療法に対する関心

が急速に高まり,研 究会の設立,図 芸療法の海外視

察,短 期の園芸療法研修など実践的な試みも始まって

図芸療法の啓蒙が進んだ。

MttuOら (2004)は,日 本における図芸療法に関す

る資料を分析 し,「1991年から1995年頃の図芸療法

導入期は,ほ とんどが園芸療法の紹介や入門的内容で

あったが,次 第 に園芸療 法 の説明的な報告 とな

り,19 9 7年頃から実践発表 も掲載され,日 本に園芸
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療法が定着しつつあることを示唆している」と述べて

いる。実際,1990年 代後半には福祉施設や病院で

芸療法を目指 した活動が始まっていた (者

登坂,2002)。

2000年 代になると,い くつかの大学 ・

教育を行う学校で囲芸療法に関する科目,課 程,学 科

が開講され,園 芸療法に関する資格制度を独自に制定

する団体も現れた (藤原,2003;兵 庫県立淡路景観園

芸学校ホームページ,2005;全 国大学実務教育協会ホ

ームページ,2005;llPO法 人日本国芸療法士協会ホー

ムベージ,2005;日 本国芸療法普及協会ホームベー

ジ,2005)。 なかでも2002年 に設立された兵庫県立淡

路景観園芸学校園芸療法課程は,ア メリカ園芸療法協
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