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Summary
We want to make use of the knowledges of the pharmaceutical botany, pharmacognosy and Japanese oriental
“Kampo” medicine for horticultural therapy as pharmacist by all means. We introduce a trial to incorporate
“Yakuzen” which is a form of medicinal cooking based on theories of Oriental medicine in horticultural activities
program. In this report, we will reveal the significance of taking up horticultural therapy in pharmaceutical
sciences. In addition, we built a hypothesis that horticultural therapy was useful for “the disease of vegetable
system: splanchnon” (lifestyle-related disease such as hypertension, diabetes, functional gastrointestinal disorder,
cancer), and verified it from literatures.
Keywords : alternative medicines, biological rhythm, horticultural therapy, lifestyle-related disease,
vegetablesystem: splanchnon
代替医療，園芸療法，生活習慣病，生体リズム，植物性器官

はじめに
近年，食生活や運動（不足），睡眠，喫煙，飲酒な
どの生活習慣が発症の原因となる疾患（高血圧，脳卒
中，糖尿病，機能性消化管障害，認知症など）が増え
て来て，生活指導まで含めて薬剤師にスキルミックス
（多職種協働）やチーム医療への貢献が求められるよ
うになってきた。「調剤・監査・投薬」といった従来
の薬剤師業務だけで自己完結するのでなく，患者の病
態，生活環境を考慮したうえで医師，看護師，栄養士，
作業療法士（園芸療法士を含む）などの多職種の専門
家と協働で薬物治療や栄養・生活指導などの相談に対
応できる能力が，調剤薬局，病院，老人ホーム，デイ
ケア施設，在宅などの場所で必要とされるようになっ
てきた。
我々はこれまで，植物を共通のテーマに，薬剤師の
新たな臨床業務の開拓に向けて漢方医学，生薬学，薬
用植物学の知識を，園芸療法に役立てる方法を模索し
てきた。その一つが園芸活動プログラムへの薬膳の導
入である。テーマ自体は，すでに 10 年以上前に薬学
者の正山征洋（2002）によって提案されていたもので
ある。
2016 年 4 月 15 日受付．2016 年 6 月 15 日受理．

園芸療法は「植物を育てる」ということのなかで実
践されるものである（松尾，2006；小浦，2013）。一
方，薬膳は東洋思想に基づくものであり，
「旬」の食材，
体質や症状にあわせた漢方構成生薬から成る料理であ
る。そこで，スキルミックスやチーム医療の一環とし
て，薬剤師が医師，栄養士，園芸療法士と一緒になっ
て薬膳を取り入れた園芸活動プログラムを実践するこ
とは意義があることと思われた。
しかしながら，薬学領域の教育や研究活動の中に園
芸療法の存在意義を明らかにさせることは難しい。薬
学部では，漢方医学，生薬学，薬用植物などの植物が
含有する有効成分の薬理作用に基づいた臨床医学を学
ぶことはあるが，園芸療法のように植物を観察したり
育てたりすることに重点を置いた療法を学ぶことはな
い。その理由の一つとして，園芸療法が「療法」とうたっ
ているのにも関わらず園芸療法と病気の予防，治療，
リハビリテーションとの関係について記載している論
文が少ないことが上げられる。そこで，園芸療法以外
にも植物と触れ合うことと人間の身体の反応を記載し
ている論文を収集して園芸療法の有用性を予備的に検
討してみた（あるいは推測してみた）。すると，植物
を見たり育てたりすることである種の疾患の病態が改
善されたり，その病態の進行を予防できるかもしれな
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園芸療法を薬学領域の中で取り上げる意義（試論）
１）「植物性器官」という用語の復活
最初に，「動物性器官」（Animal System: organon）
の 対 に な る 言 葉 で あ る「 植 物 性 器 官 」（Vegetable
System:splanchnon）とは何かについて述べてみたい。
「植物性器官」あるいはそれに類似した用語は，古代
ギリシャの時代から使われてきたようだが，現在では
ほとんど用いられなくなってきた（三木，1992）。現
在，
「植物性器官」を支配する自律神経を「植物性神経」
と呼んでみたり，重い脳障害を起こしたのち，「呼吸」
や「循環」などの機能だけを残して生存し続ける状態
を「植物状態」と呼んだりすることでかろうじてその
用語の存在を推測できるだけである。しかし，他の代
替医療と区別し，園芸療法の療法としての意義を述べ
るためには，再度この「植物性器官」という用語に目
を向けなければならない。
植物と動物を端的に定義すれば「植わったもの」と
「動くもの」である。植物は植わったままで水を土か
ら「吸収」し，それらを「循環」させて太陽エネルギー
を使い二酸化炭素と反応させて生命の源（栄養）を自
ら作り上げ，同時に酸素を「排泄」する。一方，動物
は自ら生命の源を得ることができないので，植物（餌）
を「感覚」に関与する器官で認識してそれを筋肉に「伝
達」して「運動」し捕食しなければならない。しかし，
動物の体にも植物と見做しえるものがある。
人間を含む動物の体は，第１図と第１表に示すよう
に発生学的に動物の「動く」ということに関係する「受
容」・「伝達」・「実施（＝運動）」の機能を司る「背側」
にある体壁系の「動物性器官」（感覚系，神経系，運
動系）と，植物にもある「吸収」・「循環」・「排泄」の
機能を司る「腹側」にある内臓系の「植物性器官」
（消化・
呼吸器系，血液・脈管系，泌尿・生殖系）の二種の器
官群に大別される（三木，1982, 1989，1997）。すなわち，
消化・呼吸系の胃腸，肝臓，膵臓，気管支，肺と，血液・
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いということに気が付いた。植物を介在するからには，
必ずそれに適した疾患というものが必ずあると思って
いた。ある種の疾患とは，「植物性器官」に関連する
ものである。そこで我々は，＜園芸療法あるいは植物
に関係する療法（森林セラピーなど）は「植物性器官」
と関連する疾患（高血圧，脳卒中，糖尿病，機能性消
化管障害，癌などの生活習慣病）に特に有用である＞
という仮説を立てて証明しようと思った。生活習慣病
に対して薬剤師がどのように対応していくかは新薬開
発も含めに薬学において最も重要な課題の一つになっ
ているので，この仮説が証明されれば，園芸療法を薬
学領域の中で取り上げる意義についても明らかになる
と思われる。基礎理論編である本稿では，この仮説の
有用性を証明するため内外の学術論文や資料を集めて
詳細に検討する。

Fig 1.

Animal System : organon and Vegetable System :
splanchnon ．
Shigeo Miki(1982)．
第1図． 動物性器官（体壁系）
と植物性器官（内臓系）．
三木成夫（1982）．
Table 1. Comparison of Animal System : organon and Vegetable
System : splanchnon．
第1表． 動物性器官と植物性器官の比較．

解剖

動物性器官

植物性器官

体壁系（背側に位置する）
感覚器（目・耳・鼻・舌・皮膚），
脳・神経，筋肉，骨等

内臓系（腹側に位置する）
胃腸，心臓，血管，肝臓，膀胱，腎臓，
子宮等

機能

受容・伝達・実施（運動）

吸収・循環・排泄（生殖）

動物と植物
との関係

動いて食物を捕る

植わったまま栄養物を合成する

疾患

緑内障，てんかん，パーキンソン病，
アルツハイマー病，統合失調症，
関節リウマチ，アトピー性皮膚炎等

高血圧，虚血性心疾患，脳卒中，糖尿病，
機能性消化管障害，癌（肺，胃，子宮）等

「こころ」と
「あたま」

脳の大脳新皮質は精神の表出に
関与 （「あたま」の象徴）

心臓を代表とする諸臓器と求心性神経，
脳の大脳辺縁系は心情の表出に関与
（「こころ」の象徴）

脈管系の脾臓，骨髄，心臓，血管と，泌尿・生殖系の
腎臓，膀胱，子宮などが植物と類似した機能をもつと
いうことで「植物性器官」といわれていた。ただ，こ
れらの器官も簡単な構造をもつ無脊椎動物から複雑な
脊椎動物へ分化（進化）していく過程で，「動物性器
官」の著しい支配を受けるようになるので単に受動的
な「吸収」・「循環」・「排泄」を担う器官ではない。例
えば，胃・小腸・大腸といった消化管や血管には「動
物性」である平滑筋が存在するし，心臓も横紋筋に類
似した心筋を有する。すなわち，脊椎動物以降の動物
では「植物性器官」は「動物性器官」である筋肉（平
滑筋，心筋）や神経によって取り囲まれ，目や耳など
の感覚器官とも連絡をもつようになり，外界の変化に
対して敏感に反応する能動的器官になっている。
「植
物性器官」を取り巻く（あるいは臓器の一部になった）
平滑筋や心筋（植物性筋肉）を支配する神経（植物性
神経と呼ばれる自律神経）は，血管系にまつわりつき
ながら全身に分布する交感神経とそれ以外の主として
内蔵に分布する副交感神経に分けられる（内臓諸臓器
の機能を調節する遠心性神経だけでなく内臓諸臓器の
情報を中枢に伝える求心性神経をも含む）。さらに，
「植
物性器官」の運動や分泌機能を調節する自律神経は脳
幹に存在する視床下部や大脳辺縁系の活動の影響を受
けることになる。「植物性器官」の機能は，内外の環
境の変化に対応できる自律神経系によってコントロー

ルされているが，大脳新皮質が関与する「意志」でコ
ントロールすることはできない。すなわち，我々の「意
志」で，心臓の鼓動や血管や消化管の運動をコントロー
ルすることはできない。
動物にとって「吸収」・「循環」・「排泄」の機能を担
う「植物性器官」のうち，「循環系」の中心は心臓で
ある。心臓は，消化管から吸収した栄養物を体の隅々
まで運ぶ中心的臓器である。植物にとっては何か。植
物にとって心臓に相当する器官は太陽である。根から
吸収した水や養分はたとえ数十ｍの大木の木でも尖端
の葉にまで届いている。毛細管現象だけでは説明でき
ない。水の凝集力を基に太陽が尖端の葉にエネルギー
を与え水分を蒸散させているから，吸収した水は尖端
まで届くのだろう。解剖学者であり発生学者でもある
三木成夫（1925 － 1987）は，人間を含めて，「植物性
器官」を有する動物はいわば太陽を体の中に取り入れ
た生命体（小宇宙 ;microcosm）であると言っている。
２）動物の「植物性器官」は太陽系の「リズム」に同
調する
植物は，自然（宇宙）の「リズム」と同調しながら
生きている。宇宙の「リズム」には，太陽を中心に考
えれば，地球の自転・公転に基づく昼夜の交代（「日
リズム」
；24 時間）と四季の移り変わりの「年リズム」
（365 日）がある。植物は，太陽の光を浴びて，そし
て太陽系の「年リズム」に合わせ，芽生え，成長，開花，
結実する。多くの植物は，ツキミソウの花が必ず夕方
開くように，毎年定まった時期に開花・結実する。さ
らに「日リズム」では太陽の方角に向く花，太陽の高
さと関係して花を開く植物などがある。一方，動物の
体内にある「植物性機能」を司る臓器も，植物と同じ
ように太陽系の「リズム」と同調しながら機能してい
る。例えば，動物の中には「年リズム」の影響を受けて，
「魚の回遊」や「鳥の渡り」のように「性の相（＝繁
殖）」と「食の相（＝捕食）」を交互に行きかうものが
いる。人間でも，
「春」と感じれば「春情」が，また「秋」
と感じれば「食欲」あるいは「メランコリックな気分」
が喚起される。動物がどのようにして日照時間から季
節を知るかは，最近季節性繁殖行動との関連でそのメ
カニズムが明らかにされている。日照時間が長くなる
と下垂体隆起葉から甲状腺刺激ホルモン（TSH；春
モルモン）が分泌され，それが刺激になって繁殖活動
が開始されるという（中尾ら，2008）。
動物は，植物と同じく「年リズム」とは別に体内に
約 24 時間の「概日リズム（circadian rhythm）」を刻
む（「体内時計」
）。この「体内時計」は１日の明暗サ
イクルに同調する。人間では網膜に入った光情報は脳
の視床下部にある視交叉上核に伝達されると神経路や
液性因子を介して 24.2 〜 25.1 時間の「リズム」を生
じる。人間は，昼行性の動物なので太陽が昇り始める

時に目覚め，日中は活動し，太陽が沈むと眠る生活が
本来の姿であるとされている。すなわち，人間を含む
動物もまた太陽系の「リズム」に同調して「睡眠・覚
醒」を繰り返す。
「体内時計」は心臓，血管，肝臓，肺，消化器官な
どの末梢の臓器にも存在し，血圧，脈拍，体温，ホル
モン分泌などの重要な生理現象にも約 24 時間の「概
日リズム」が存在する。しかし , 各臓器に存在する「末
梢時計」は視交叉上核の「中枢時計（マスター時計）」
によってコントロールされている。
「体内時計」はぴったり 24 時間ではないので，人間
で昼と夜の変化がなく時間のわからない部屋で長時間
好きなように寝起きさせると，時間がどんどん「ズレ」
て「睡眠・覚醒」の昼夜の逆転が起こってくる（フリー
ラン）。このとき，
「体温リズム」などの他の「リズム」
もまた「睡眠・覚醒リズム」とは異なった位相で「ズ
レ」てくる。
これら「ズレ」を通常の生活環境下で 24 時間の「生
活リズム」に合わせることを「同調」といい，
「同調
因子」として光，気温，食事，運動，睡眠，24 時間
周期の社会的環境が上げられている。このうち，光は
最も強力な環境同調因子である（錦戸・野出，2014）。
人間の一日の通常の決まった時間に起きて，決まった
時間に寝るという「生活リズム」に同調させるには朝
方の光が有効という（橋本ら，2007）。すなわち，毎
朝明るい光は眼に入ることが，視交叉上核を刺激し「中
枢時計」をリセットする。逆に，動物実験ではあるが
真夜中の光が「体内時計」を狂わしてしまうというこ
とも知られている（鵜飼ら．2008）。
「概日リズム」より短い「リズム」としては，数十
分から数時間の周期の「ウルトラディアンリズム」
（ultradian rhythm），秒単位の心臓の拍動や呼吸，脳
波がある。ヒトの睡眠に関して言えば，深い睡眠状態
を示す NREM（Non-Rapid Eye Movement）睡眠と
それに続く浅い睡眠状態を示す REM 睡眠までを１つ
の睡眠周期（約 90 分）として，１夜の睡眠ではこの
周期が４〜５回繰り返される（合計 6〰7.5 時間睡眠）
はよく知られている（堀，2000）。覚醒時にもこの「リ
ズム」が残っていて，講義に集中できるのは 90 分く
らいで，それ以上は集中しにくいのもこの「リズム」
で説明できるのかもしれない。
３）「植物性器官」の機能障害は生活習慣病を引き起
こす
それゆえ，夏季冷房による冷えすぎ，冬季暖房によ
る暑すぎ，昼夜逆転の生活，あるいは外に出ず家の中
に引きこもったりするなど太陽系の「リズム」と「ズ
レ」た生活をおくれば，季節感を失ったり，昼夜の一
日のサイクルが乱れ，「植物性機能」を司る臓器は変
調をきたす可能性がでてくる。実際に，室外温度差
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による自律神経失調症（いわゆる冷房病など）を発
症したり，昼夜の労働が逆転するシフトワークや生
活習慣の乱れによる睡眠不足や入眠困難，中途覚醒，
早期覚醒などの睡眠障害が，「植物性機能」を司る臓
器と関係する高血圧，脳卒中，虚血性心疾患，糖尿
病，機能性消化管障害（機能性胃腸症，過敏性腸症候
群 “irritable bowel syndrome; IBS” ），癌などの疾患
を引き起こしたりする可能性が指摘されている（宋・
西野，2008；永井・苅尾，2009；錦戸・野出，2014；
与田ら，2015）。エビデンスを基にいえば，米国にお
いて，6 年以上シフトワークで看護婦を勤めている
と，1.38 倍の虚血性心疾患の相対危険度が増すという
（サンプル数 79,109 人；Kawachi ら，1995）。勤務年
数の長い女性看護師に乳癌が多いことも知られている
（Schernhammer ら，2006）。25 〜 74 歳の正常血圧者
4,810 人に対して 8 〜 10 年の追跡調査を行ったところ，
647 人が追跡期間中に高血圧を発症し，1 日当たり 5
時間以下の睡眠が高血圧発症の有意な関連因子であっ
たとされた（永井・苅尾，2009）。これらの発症メカ
ニズムとして，睡眠障害が交感神経系活性の上昇と覚
醒時間の延長を引き起こし，心理的なストレスに長時
間晒されることが引き金になっていると指摘されてい
る。同様に米国において，一般住民を対象にした大規
模臨床（1,709 人）でも１日の睡眠が６時間未満のも
のは，６〜７時間の睡眠を得ているものよりも糖尿病
罹患率が２倍高まることが報告されている（Yaggi ら．
2006）。また，米国の一般住民 2,269 人を対象にした
調査で，13.5% に睡眠障害を認め，そのうち IBS 症
状のある者が 33.3%，機能性胃腸症の症状のある者が
21.3% いるという報告もある（Vege ら，2004）。女性
IBS 患者 82 人の睡眠障害と消化器症状，心理的スト
レスとの関係について検討した研究では，重度の睡眠
障害を持つ女性はより強い消化器症状を持つことが認
められ，例えば，ある夜の睡眠障害が高度であるほど
翌日の消化器症状がより強くなるという（Jarrett ら，
2000）。さらにポリグラフ（脳波）を用いた研究にお
いて，女性 IBS 患者（サンプル数 36 人）は睡眠の質
の低下と同時に REM 睡眠潜時（入眠時より REM 睡
眠が出現するまでの時間）の短縮と，重度になるにつ
れて %REM が有意に高値になることを報告している
（Heitkemper ら ,2005）。
わ が 国 で の 報 告 は す く な い が， シ フ ト ワ ー カ ー
17,649 人（40 〜 59 歳の男性）を対象にした調査で
は，シフトワーカーは日中のみの労働者に比べ虚血性
心疾患による死亡の相対危険度は有意に高く，日中労
働者の 2.32 倍であったと報告されている（Fujino ら，
2006）。また，5 人に 1 人は睡眠障害であるとされて
いて，特に若い世代は深刻であるという。睡眠を指
標にした大学生の生活実態を調査した研究があるが，
それによれば 24 時以降に就寝している学生の割合が
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80% を超え，平均睡眠時間も 5 時間以下が 31% であっ
た（3 人に 1 人）。24 時以降に就寝する理由としては，
就寝する前にメディア（テレビ，パソコン，携帯電話，
ゲーム機器）を利用することが挙げられていた。その
結果として，睡眠不足になり寝坊して学校を欠席した
とか，授業に遅刻したと答えた学生が 60% 以上いた
（サンプル数 35；松本・佐藤，2014）。まさしくこれ
らの学生たちは，生活態度を改めないかぎりは高血圧，
虚血性心疾患，糖尿病，機能性胃腸症，IBS などの疾
患発症の予備軍たちである。
逆に，太陽系の「リズム」に合わせて生活するとか，
あるいは朝日を浴びながらの水やりなど屋外の植物に
触れながら生活（あるいは労働）すれば，「植物性機
能」と関係する疾患の発症を予防してくれるかもしれ
ない。例えば，わが国で農業をする人，趣味で農業を
する人，農業をしない人の健康状態を比較した調査報
告（サンプル数 5210）があるが，これによれば農業
従事者は非従事者に比べ，肥満度を示す BMI（Body
Mass Index）には差がないものの高血圧患者，糖尿
病患者（男性），高脂血症治療者の危険因子の保有率
で低い傾向にあったという（農林水産省，2016）。ま
た，ガーデニング作業の健康への効果を検討した国外
の調査報告書によれば，滞在型市民農園の利用者に対
して意図的に過度のストレスを与えた後に被験者を２
グループに分け，一方にはガーデニング（14 名）を，
もう一方には室内で読書（16 名）をさせたところ，ガー
デニングのグループは読書のグループに比べストレス
時に上昇するコルチゾール濃度が実験後に大幅に低下
し，ポジティブな気分の回復も早かった（農林水産
省，2016）。すなわち，ガーディンイングは読書より
も高いストレス回復効果があるという結果が得られて
いる。森林環境における健康への効果を検討した報告
によれば，森林セラピーを施すと，交感神経の活動が
抑制され血圧と脈拍が低下したり，ストレスホルモン
である尿中アドレナリンと血中と唾液中のコルチゾー
ルが減少したりして，ストレス軽減やリラックス効果
が得られるという。さらに，2 泊 3 日の森林セラピー
がフィトンチッド（phytoncide）を介して直接免疫系
に作用し，NK（natural killer）活性と NK 細胞数を
上昇させること，およびその効果が 1 か月持続するこ
とを明らかにした（李，2007；李・川田，2011）。す
なわち，森林セラピーには癌・感染症予防が期待され
る。実際に，各都道府県の森林率と癌の標準化死亡比
（SMR:standardized mortality ratios）の関係を解析し
た結果では，各都道府県の肺癌，乳癌，子宮癌，大腸
癌の SMR と森林率との間には有意な逆相関が認めら
れ，森林率の高い地域に住む住民の癌死亡率が低いこ
とが明らかになっている。
園芸療法に関しても，循環器系の疾患及び糖尿病に

対する研究が国外で論文になっている（Wichrowski
ら，2005；大竹ら，2008）。ニューヨーク大学医学部
によって行われた心臓リハビリテーション入院患者
に，園芸療法の身体と精神的効果を検証した研究で
ある。107 人の心臓リハビリテーション入院患者に対
して，約半数が園芸療法を行い，他の半数が患者教育
クラスに参加した。２つのグループとも介入前と後で
POMS（Profile of mood states）にて気分の具合を測
定し，パルスオキシメーターにて心拍数を測定したが，
園芸療法を受けたグループの介入前後の変化は，有意
の POMS による気分の具合が良くなり，心拍数も減
少した。一方，患者教育クラスに参加したグループは，
介入前後の POMS と心拍数の変化が見られなかった。
この結果は，園芸療法が，心臓リハビリテーションに
て効果的な介入であることを示唆するものである。ま
た，初期糖尿病患者を対象にした研究では，患者（男
女９名，平均年齢 56.9 歳）に薬物治療以外に約３か
月間園芸活動（月２〜３回，１回約 1 時間）を実施し
たところ，ストレス軽減効果と一緒に糖尿病の指標と
なるグリコヘモグロビン（HbA1c）の値の減少が認
められたという。
また，入院患者に植物を見せるだけでも治療効果が
得られたという報告もある。米国で胆嚢手術後の入
院患者を，窓から木々の緑が見えるグループ（サン
プル数 23）と煉瓦塀が見えるグループ（サンプル数
23）に分けて健康回復の程度を検討した調査研究があ
る。それによると，窓から木々の緑が見えるグループ
では鎮痛剤投与を要求する回数が少なく，退院も早く
なったという（Ulrich,1984）。これと同様の研究とし
て，公園内の室内休憩所で５分間安静状態を保った後
に室外の芝生地へ移動して椅子に座り５分間安静状
態を保った時の身体と精神効果を検証した実験があ
る（岩崎，2008）。それによれば , 芝生地にいるだけ
で（あるいは芝の緑を見るだけで），高血圧の人に対
しては血圧と脈拍を下げる効果があること，低血圧の
人に対しては血圧と脈拍を維持あるいは上げる傾向が
あることがわかった。またストレスで上昇する唾液ア
ミラーゼが低下する傾向が認められたという。ゲーテ
（J.W.von Goethe;1749-1832）は『色彩論』という著書
の中で，「我々の眼は緑色の中に現実的満足と安らぎ
を見出す。いつもいる部屋の壁紙に緑色が選ばれるの
はこのためである」と述べている（ゲーテ，2001）。
一方，主として「動物性器官」の障害と関係するて
んかん，パーキンソン病，認知症などの神経・筋の疾患，
統合失調症やうつ病などの精神疾患，骨粗鬆症や関節
リウマチなどの骨・関節疾患に対して園芸療法を行う
ことや植物に触れることで効果が得られたという報告
は少ないかほとんど見当たらない。効果が認められた
という例として，長野県の介護検診受診者（65 歳以

上）のうち，農作業をする 8,512 人としない 1,965 人
を対象に運動機能とともに生活の満足度や自分が役に
立つ人間かどうかといった精神状態を訪ねた調査研究
がある（農林水産省，2016）。それによると，農作業
をする人はしない人と比べて，運動機能だけでなく精
神状態（80 歳以上）においてもネガティブな回答が
少なかった。同様に，朝市活動に参加している 60 歳
以上の農作業従事者に主観的健康感を尋ねた調査結果
でも，「うつがある」と答えた回答者は一般の高齢者
に比べて少なかった（徳山，2011）。これらの結果は，
高齢者において農作業をする人の方がうつ病を発症す
る率が少ないことを示唆しているのかもしれない。う
つ病は生活習慣病と密接に関係し，疫学研究のメタ分
析結果から生活習慣病との高い合併・並存率とその
場合の死亡率の上昇が確認されている（伊藤・大森，
2014）。うつ病と生活習慣病は互いに影響を及ぼし合っ
ている。農作業は生活習慣病の発症予防を通じてうつ
病になりにくくしているのかもしれない。また，デイ
サービスを利用する高齢者のうち，認知機能の低下が
疑われる 6 人に対して，周 1 回，３ヶ月間の園芸療法
を行ったところ，認知機能の指標である Mini-Mental
Scale Examination (MMSE) の数値が３ヵ月後に上昇
傾向（6 人中 5 人）を示したという（豊田ら，2010）。
同様に，施設に入所している軽度・中等度の認知症高
齢者（65 歳以上）20 人に園芸活動プログラムを実施
したときにも認知機能の改善が認められている（増谷・
太田，2013）。認知症も生活習慣病と関係する（秋下，
2014）。特に，高血圧や糖尿病といった血管性危険因
子を有すると認知症への移行リスクが高まる。アルツ
ハイマー型認知症の患者は全般的な脳の萎縮（顕著な
のは海馬）や側頭葉及び頭頂葉から後部帯状回，前頭
葉連合野の血流が低下することが知られている（羽生
ら，1995）。園芸療法は , 前頭葉の脳血流量を改善す
ることが知られているので（安川・藤原，2007），豊
田らや増谷・太田が示している認知機能改善効果の結
果は，生活習慣の改善とともに園芸活動による脳血流
の増大が関与していたのかもしれない。関節リウマチ
患者（2 名）に対する園芸療法の効果を検討した報告
もあるが（齋藤・岩崎，2007），これはリウマチの病
態の改善を見ているというよりは園芸療法に抗ストレ
ス効果が認められることにより，リハビリ作業が苦痛
でなくなりリハビリ体操よりも長期間継続可能になる
というものであった。また，統合失調症患者では園芸
作業療法前後で変化が殆どなかったという報告もある
（館内ら，2004）。
データが少ないので明らかなことは言えないが，多
分うつ病，脳卒中，認知症などの生活習慣病と関係す
る疾患以外の，「動物性器官」の障害と関係する疾患
には代替医療において，ウマやイルカ及びイヌなどの
ペットを使った「動物介在療法」の方がより有効と思
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われる。この療法は，現在，麻痺を伴う神経障害，脳
性麻痺の後遺症，虐待などによる外傷後ストレス障害
（Post-TraumaticStress Disorder;PTSD），自閉症，統
合失調症などに応用されている（木之下ら，2008；川
添ら，2009；吉田，2015）。
このように，これまでに蓄積されたデータは，前述
した＜園芸療法あるいは自然の中で植物に触れ合うこ
とは「植物性器官」の疾患（高血圧，脳卒中，糖尿
病，機能性消化管障害，癌などの生活習慣病）に特に
有効に作用する＞という仮説を支持するものであるか
もしれない。多分，太陽系の「リズム」に歩調を合わ
せて植物と触れ合うことによって，「植物性器官」が
本来の「リズム」を取り戻すのであろう。そして，こ
れが多職種協働の中で深刻な社会問題にもなっている
生活習慣病に立ち向かう薬剤師あるいは薬学を学ぶ者
に「園芸療法」の重要性を唱える根拠でもある。
今後，さらに沢山のエビデンスが集積されることに
より，この仮説が立証されていくことを期待する。（続
く）

摘要
我々は薬剤師として是非とも薬用植物学，生薬学，
漢方医学の知識を，同じ植物を使う園芸療法に役立て
たいと考えている。今回は、薬膳を園芸活動プログラ
ムへ組み入れる試みについて紹介する。本稿は、理論
編として園芸療法を薬学領域の中で取り上げる意義に
ついて明らかにする。また，＜園芸療法は「植物性器
官」の疾患（高血圧，脳卒中，糖尿病，機能性消化管
障害，癌などの生活習慣病）に特に有用である＞とい
う仮説を立てて文献的に検証した。
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