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緒　　言

　2000年代に入り，精神疾患総患者数１は300万人を
超えて推移している。これに対し，2004年に「精神保
健医療福祉の改革ビジョン」が策定され「入院医療中
心から地域生活中心へ」を基本方針に具体的施策が推
し進められた。その後，入院患者数及び平均入院日数
の減少が見られるようになった。しかし，外来患者数
は依然として増加傾向にあり，とりわけ，躁うつ病を
含む「気分障害」罹患者数の増加は近年顕著である（厚
生労働省，2015）。平成26年の「気分障害」総患者数
は111万６千人であり，平成８年からの推移を見てみ
ると，入院患者数が２万人台を維持しているのに対し，
外来患者数は41万人から108万人と2.6倍になっている
（厚生労働省，2015）。厚生労働省（2012）「労働者健
康状況調査」の結果では，「職業生活における強い不安，
悩み，ストレス」を感じている労働者は約６割を占め

ていることが報告されており，職業生活を含め日常生
活において各個人が如何に心身の健康維持・増進に努
めるか，また精神科医療においてこれをどうサポート
するかは，今後重要な課題になる。
　心身の健康を維持・増進させる有効な活動の一つと
して，農作業や園芸活動（以下「農園芸活動」）が挙
げられる。「平成24年度食料・農業・農村白書」によ
れば，市民農園等で日常的に農作業を行っている人の
多くが農作業の健康効果を実感しており，農林漁業者
が他の職業従事者よりも健康や精神の安定を得ている
としている（農林水産省，2013）。精神科医療におい
ては「精神科デイ・ケア等」２の利用を通じた農園芸
活動が挙げられ，片倉ら（2010）は，統合失調症患者，
高次脳機能障害患者，てんかん患者を含む在宅精神障
害者の社会技能の向上及び対人関係訓練として有効で
あること，舘内ら（2004）は，疾患別の特徴として，
統合失調症以外のうつ病患者等に短期的な感情・気分
の改善がもたらされることを報告した。効果的なプロ
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グラムを実施するためには，個々の患者の症状や特性
に配慮することは勿論のこと，山川ら（2006），片倉
ら（2010）が指摘するように医療従事者と農学の専門
家との協働が，重要な要素になる。
他方，外来患者の中には精神科デイ・ケア等を利用
していない者も存在する。本研究の対象者もこれに該
当する。精神科デイ・ケアの主な目的は再発・再入院
の予防であり，集団精神療法，作業療法，レクリエー
ション活動，創作活動，生活指導等が実施されている。
2006年時点では，実施医療機関数が1,337件，疾患別
利用状況をみると，統合失調症が７割以上，気分障害
が１割，その他が約２割であり，プログラム実施状況
もこれに応じる形となっている（厚生労働省，2009）。
「プログラム構造」３は，実施機関の種別や設備，マン
パワー等の外的要因に大きく影響を受けるため（岩崎
ら，2006），今後は，治療構造４の把握を踏まえた専
門性の発揮が「精神科デイ・ケア再構築」において重
要な課題になる（五十嵐，2016）。
精神科デイ・ケア等を利用していないうつ病外来患
者が農園芸活動に参加できる機会には，農山漁村の地
域資源を活用したメンタルヘルス・プログラムがある。
同プログラムの効果として水野ら（2013）は，同プロ
グラムの実施により，うつ病外来患者の短期的な寛解
状態や農山漁村の地域経済活性化が期待できると報告
した。農医連携を含むこのような多業種連携事業の効
果検証では，経済効果の把握を着地点とする経済効果
推計と，患者の治療経過を追跡した実証的研究の併行
が重要とされているが，現状では十分な蓄積がなされ
ていない（水野ら，2013）。
本研究では，うつ病外来患者が薬物治療と併行して
従事し得る健康維持・増進活動の一つとしての農園芸
活動に着目し，医療機関を介して実施される農園芸活
動が，当該対象者にどのような影響を与え得るかを，
２名のうつ病外来患者の事例を基に明らかにする。

方　　法

１．対象者および農園芸活動導入の経緯
対象者は精神科・心療内科Wクリニックに通院する
うつ病外来患者２名である。WクリニックはM市のほ
ぼ中心部に所在する。精神科デイ・ケア等の実施はな
いが，院内には「セラピールーム」が設置され，患者
に応じて音楽療法が実施される。また，クリニックで
の療法目的ではないが筆者らとの連携により農園芸活
動が市民農園で実施される場合もある。筆者らは本研
究以外に，同様の方法で，ひきこもり患者を対象に実
践的研究を行った。詳細は中本・胡（2016）を参照さ
れたい。本研究における農園芸活動の取り組みは，筆
者らが同クリニックに研究協力依頼をし，開始した。
筆者が活動参加案内と研究協力願いの文書を作成し，

同クリニックの医師が診察時に患者の適性を判断した
上でこれを患者に手渡し，参加希望を確認した。患者
からの問い合わせと申し込みは筆者が直接受けること
とし，参加希望者には活動開始前に対面して活動内容
の概要，研究の目的，方法，研究参加が自由意思であ
ること，いつでも辞退できること，結果の公表に際し
個人が特定されることは無いことを説明した。研究協
力の同意は筆者らが作成した同意書への署名を求め，
同意を得た。対象者の治療経過や現病歴については，
実施者が対象者に了承を得た上で主治医から聞き取り
調査を行った。

２．農園芸活動の実施方法および活動評価方法
１）実施方法
農園芸活動はM市の市民農園の畑で実践した。同農
園はWクリニックから山間部に向けて車で約30分の場
所に位置する。周辺には果樹畑が点在するが，活動場
所の畑から建物や民家はほとんど視界に入らない立地
にある。市民農園全体の広さは3,099㎡あり，１区画
20㎡の畑を93区画有している。畑の借用契約は２年ご
との更新で，契約期間内であれば日時に関係なくいつ
でも利用できる。農具収納庫，休憩スペース，トイ
レを設置しているほか，M市が運営する農業指導セン
ターに隣接し，職員による栽培指導も随時可能である。
本研究は農園の入り口付近の１画と，そこから５区
画ほど離れた中央に位置する畑の計２区画を使用し
た。活動は週に１回，２時間程度，実施者（学生，30
代女性，筆者）と対象者２名の３者で行うこととし，
活動日時は季節に応じて随時調整した。毎回，農園で
現地集合，現地解散とし，不参加の日は事前に実施者
に電話連絡をするよう取り決めた。実施者は共同活動
者という立場であったが，活動時における毎回の活動
計画の作成と栽培作業における指導者的役割も担っ
た。活動開始にあたって，対象者には，常時他の農園
利用者や指導センター職員が農園内で作業をしている
ことを事前に伝え，活動中の他者との交流に抵抗がな
いことを確認した。また，農園芸活動経験の程度や興
味関心の程度を事前に把握するため，「園芸活動経験・
興味調査」（山根，2003）を対面式により実施した。
同調査は「植物の栽培」，「植物の利用」，「園芸関連活
動」に関する26項目について経験の有無を記入すると
共に，興味の程度を「是非してみたい」，「してみても
いい」，「特にしたいと思わない」の３件法で自己評価
するものである。得られた情報はプログラム内容に反
映させた。
毎回の活動行程を第１表に示す。必須事項として，
①開始前の作業内容の確認，②道具の準備，③活動後
の片づけ，④対象者による評価表の記入，⑤面談，⑥
実施者による評価表の事後記入があり，具体的内容・
時間配置等は季節や植物の生育状況に合せて変更す
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る。⑤の面談では，実施者と対象者２名，あわせて３
名で行う。その日の作業に対する感想と次回活動に関
する意向を共有すると共に，実施者は④の記入内容の
確認も同時に行う。適宜，日常生活での出来事や今後
の目標についても話題に挙げ内容を補完した。また，
実施した全ての評価結果及び活動内容は，毎回実施者
が，次回活動日までに主治医に対面して報告し，実施
者は主治医から，実施者による評価に対する助言や次
回の活動における留意点についてアドバイスを受け
た。これにより，適切な援助，環境調整に努めた。主
治医は，実施者から得た情報を診察時の話題として提
供し，主治医，対象者，実施者間で情報共有を図った。

Table 1．An example of the activities.
第１表． 活動内容の一例.

 

２）評価方法
⑴対象者による主観的評価
対象者が記入する評価表は次のⅰ）～ⅳ）である。
ⅰ）実施者が作成した評価表（毎回の感想記入と体調
チェック）
対象者がその日の作業を振り返り，「楽しさ」，「爽
快感」，「達成感」，「疲労感」，「難しさ」，「植物への興
味関心」，「作業への興味関心」の７項目について５段
階評価するものである。感想記入欄，前日の睡眠時間
帯，前夜・当日朝・当日昼の食事摂取等の項目も併設
している。毎回実施するため対象者の負担にならない
よう項目設定に配慮した。活動における自身に対する
主観的評価，活動に対する嗜好の程度，率直な感想を
記入することで，活動内容をしっかりと認知すること
へと繋げる目的で作成した。５段階評価はいずれの評
価も数値が大きいほど肯定的な意味を持ち，各項目に
ついて，「５：大変ある」，「４：まあまあある」，「３：
どちらとも言えない」，「２：あまりない」，「１：全く
ない」を評価基準とした。
ⅱ）「園芸療法自己評価表」（山根，2003）
対象者が月１回，自己の作業態度や生活態度を５段
階評価する。山根（2003）の「参加の割合」，「作業内

容の難易度」，「作業の準備や片づけ」，「身体的な持続
力・集中力」，「精神的な持続力・集中力」，「作業の速
さ」，「作業のでき（正確さ・丁寧さ）」，「他者との共
同作業」，「行っている作業への興味・関心」，「今後の
参加」，「月別目標」の11項目に，新たに「道具の使い方」，
「生活のリズム」，「他者とのコミュニケーション」を
加えた14項目を設定した。ここでの「他者」には，Ａ
氏，Ｂ氏，実施者，市民農園の他の利用者，農業指導
センター職員が含まれる。評価基準は，「５：十分達成」，
「４：ほぼ達成」，「３：一応達成」，「２：やや不十分」，
「１：不十分」とした。「作業への興味・関心」と「意志・
意欲」については「５：十分ある」，「３：普通」，「１：
ない」を基準に５段階評価とし，判定不能の場合は「Ｎ」
とした。評価結果は，実施者側による対象者の月別評
価や次月の作業内容の選定に活用した他，対象者によ
る自己の振り返りと短期目標の設定に活用した。
ⅲ）POMS（Profi le of Mood States）
気分を表す65項目の言葉について対象者が過去１週
間を振り返り５段階評価し，その結果を基に「緊張—
不安」，「抑うつ—落ち込み」，「怒り—敵意」，「活気」，「疲
労」，「混乱」の六つの気分尺度を同時に測定するもの
である。各尺度の「健常」範囲は40 ～ 60点（T得点）
とされている。
ⅳ）QIDS-SR（Quick Inventory of Depressive 
Symptomatology-Self Report）
簡易版抑うつ症状尺度である。過去１週間を振り返
り睡眠や食欲等に関する全16項目を４段階評価し点数
化するものである。大項目として「睡眠」，「悲しい気
持ち」，「食欲・体重」，「集中力・判断」，「自分につい
ての見方」，「死や自殺についての考え」，「一般的な趣
味」，「エネルギーのレベル」，「精神・運動状態」の９
項目がある。点数が０－５で「正常」，６－10で「軽
度のうつ病」，11－15で「中等度のうつ病」，16－20で
「重度のうつ病」，21－27で「極めて重度のうつ病」と
設定している。
POMSとQIDS-SRは主治医の指導を受けた上で，
対象者の体調に配慮し月１回の実施を試みた。
⑵実施者による評価
実施者による評価は次の２点を用いて行う。
ⅰ)「園芸作業遂行特性評価表」（山根，2003）
実施者が対象者の認知遂行，感覚運動，心理面，社
会技能に関する18項目について毎回５段階評価する。
評価基準は，「５：大筋で問題ない」，「４：時々助言
や確認が必要」，「３：定期的な助言や確認が必要」，「２：
部分的な援助が必要」，「１：全体的な援助が必要」と
し，判定不能の場合は「Ｎ」とする。
ⅱ)「園芸療法実施記録表」
実施者が対象者について記述形式で評価するもの
で，田崎（2006）の「外観」，「話し方」，「会話の内容」，
「視線」，「表情」，「姿勢」，「道具の使い方」に，「作業」，「体
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力」，「その他」を加えた10項目の評価指標から構成さ
れる。
「園芸作業遂行特性評価表」，「園芸療法実施記録表」
の結果は，実施者が対象者の特性や変化を毎回評価し，
対象者を知り，活動内容が対象者にとって有効であった
かどうかの検討と次回以降の活動計画作成に活用した。

結　　果

１．活動内容
活動開始は200X年４月である。対象者はＡ氏とＢ
氏の２名であり，共に30代半ばの既婚女性である。両
氏に面識はなかったが，主治医から共同活動の実践が
可能であると判断され，同時に活動への参加を始めた。
活動内容は，野菜，花，ハーブの栽培作業であり，
作業内容は，「作業除草」，「耕うん」，「畝立て」，「種
まき」，「植付け」，「水やり」，「収穫」，「追肥」，「間引き」
と，支柱立て，寒冷紗，マルチ敷きを含む「その他管
理作業」の10種類であった。作業は概ね実施者が作成
した計画に基づいて行ったが，植物の生長状況，気温，
各評価結果，主治医からの助言，対象者の状況を踏ま
え，必要に応じて変更した。使用した植物は，季節や
栽培期間，栽培難易度を考慮した上で対象者らに希望
を確認し，毎回実施者が準備した。収穫物は対象者と
実施者で均等に分けて持ち帰り，状況に応じてその場
で農園の他の利用者と交換することもあった。

２．Ａ氏の事例
１）活動開始前の状況
対象者Ａ氏は，200X年の前年である200X－１年春，
家庭の事情により10年以上務めた会社を退職し，その
後すぐに転職した。約２か月後，職場でのストレスが
原因で腹痛や嘔吐，不眠等の症状が表れた。200X－
１年秋から冬の間，精神科受診への抵抗感もあり内科
受診を継続していたが，徐々に病感が高まり，200X
年初頭，Wクリニックを初回受診。初診時症状として，
微熱，吐き気，睡眠障害，混乱による服薬量の間違い，
不安焦燥感，抑うつ等の症状があったが，数か月間の
薬物治療を経て，症状に落ち着きが見られるように
なった。しかし，社会適応に向けた不安焦燥感や抑う
つ症状改善等の課題が残っていたため，薬物治療と併
行して主治医から農園芸活動への参加が提案された。
活動開始前に実施した「園芸活動経験・興味調査」
の結果では，「経験あり」の項目として，植物の栽培
の「野菜類，花」，植物の利用の「生け花」，園芸関連
活動の「苗を植える」の計４項目が該当し，各活動に
対する興味は，26項目中全てが「是非してみたい」あ
るいは「してみてもいい」に該当した。野菜，花，ハー
ブの栽培管理等，本活動で実施する作業の経験は少な
いものの，高い興味関心があることが確認された。

２）参加状況と主観的評価
第２表に参加状況，活動に対する感想記入の有無，
月別目標を示す。参加があった回と感想記入があった
回は「〇」を付してある。第16回，第31回は天候不良
等により実施していない。Ａ氏の参加回数は計34回，
「休み」は１回であった．活動期間全体を通して，上
述した10種類の作業全てを行い，35種類の植物を扱っ
た。活動後の感想では，活動を通して「気持ちが楽に
なる」，「心が静かになる」，「気分が晴れる」，除草作
業で「役に立ちたい」といった記載内容が見られた。
作業中にも同様の発言があり，自身の心情を実施者や
B氏に丁寧に話す回が頻回あった。経過として，開始
直後は活動への参加継続を第一の目標とし，活動日以
外にも水やりや除草のために農園を訪れることもあっ
た。５か月目に「サツマイモの収穫頃には卒業できる
よう…」と月別目標を設定したが，７か月目（第23回）
に「少し調子が悪い，安定していたのにショック…」
との記載があり，その間，感想記入が無い回が続き，
活動を初めて休む回が１回あった。その後，９か月目
以降は前向きな感想が記入され，第36回では１年間を
振り返り自身の変化を整理した。
POMS，QIDS-SRの実施は各９回であった。POMS
の結果は，グラフの形が「活気」尺度の低い谷型を示
し，初回月を上回った月が複数存在した。「緊張・不安」
と「抑うつ・落ち込み」で数値にばらつきが見られ，「怒
り・敵意」は一貫して低かった。 QIDS-SRの判定結
果は，初回実施月（１か月目）が15点で「中等度のう
つ病」，最終実施月（12か月目）が７点で「軽度のう
つ病」となった。「悲しい気持ち」と「精神・運動状態」
が０と３の間で極端に変化したが，最大評価値４を示
す項目はなく，全ての項目で最終月が初回月を上回る
ことはなかった。
第１図は，POMSの「活気」尺度を除くネガティブ
気分尺度の合計値とQIDS-SR判定結果を時系列で示
したものである。経過として，４，５か月目で最小値
を示し，８か月目に向け再び上昇，11か月目に再び下
降が見られ，その後はPOMSとQIDS-SRに若干の不
一致が見られる。これらの特徴を基に，POMSの結果
を３期に分けて示したものが第２図になる。灰色で色
付けした箇所が「健常」範囲である。先に述べた第２
表の記載内容を加味すると，１～５か月目では寛解状
態に向かい，６～８か月目では気分が乱れ，９～ 13
か月目で気分の不安定さと前向きさの混合状態があっ
たと見て取れる。
３）経過別に見る主観的評価
第３表は，各期において農園芸活動がＡ氏にとって
どのように位置づけられたかを確認するものである．
Ａ氏が毎回あるいは毎月５段階評価した結果を，第一
期から第三期に分け，各期において各項目の「評価割
合」（評価の合計値／最大合計値）と，各数値のばら
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Table 2．Participation times, personal impressions, and monthly objects.
第２表． 参加状況，感想記入，月別目標.

Fig .1 .  Changes in POMS subscale and QIDS-SR: A.
第１図.  Ａ氏のPOMS下位尺度Ｔ得点合計値とQIDS-SRの推移.
 z横軸はPOMS，QIDS-SRの実施月数．縦軸左はPOMS，

右はQIDS-SR.
 y「POMS下位尺度」は，「活気」以外のネガティブ感情

を反映する尺度．
 x POMSは200～300で「健常」範囲，QIDS-SRは0-5

で「正常」，6-10で「軽度のうつ病」，11-15で「中等
度のうつ病」，16-20で「重度のうつ病」，21-27で「極
めて重度のうつ病」．

Fig .2 . A’s T score of POMS during the three terms．
第２図. A氏の３期別POMS・Ｔ得点．zPOMSの実施は９回，灰色で色付けしてある箇所は「健常」範囲である．

ｚ第16，31回は雨天により実施していない．　ｙ活動開始（1か月目）は200X年４月．

   第一期 第二期 第三期
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つきを示す「変動係数」（標準偏差／平均値
×100）を示している。結果として，「楽しさ」
「爽快感」「達成感」「作業への興味・関心」「植
物への興味・関心」「今後の参加について」は，
全ての期間で評価割合が100％となり，いず
れの期間においても最高値であったことが確
認できる。「疲労感」「難しさ」「参加割合」は，
寛解に向かう期間において数値が高く，この
間，活動によってもたらされた「疲労感」や「難
しさ」を強く実感し，自身の活動参加を高く
評価していたことが推察される。寛解に向か
う期間では，変動係数に動きのある項目が多
く見られ，自己評価が他の期間と比較してよ
り多く変化したことが言える。
４）活動内容の違いで見る主観的評価
次に，活動内容の違いによる対象者の主観
的評価を確認する。方法として活動への参加
回数，行った作業の種類数，使った植物の種
類数の多寡の違いで比較する。第４表は，Ａ
氏が毎回自己評価した結果の評価割合を比較
した結果であり，第５表は，月に１回自己評
価した結果の評価割合を比較した結果であ
る。「多い回・月」，「少い回・月」の分類は，
各平均値を基準に行う。Ａ氏の平均参加回数
は2.8回／月，平均作業種類数は4.0種類／回
と6.2種類／月，平均植物種類数は4.3種類／
回と8.2種類／月である。例えば，Ａ氏の作
業種類数「多い回」には作業種類数が4.0種
類以上あった回が含まれ，「少い回」には4.0
種類未満であった回が含まれる。多寡による
違いが最も大きい項目は「月別目標」であり，
作業種類数が「多い月」で自己評価が42ポイ
ント高い。同様に，「参加割合」においても
作業種類が多い場合に自己評価が高い。参加
頻度，作業種類数，植物種類数が「少ない月」
に自己評価が高い項目も複数存在したが，そ
の他の項目については，多寡による差は10ポ
イントに収まった。
５）実施者側による評価と活動の終了
実施者が毎回実施した「園芸作業遂行特性
評価表」の結果では，18項目中17項目が全期
間を通して評価割合が80％以上に達し，全体
として，高い水準で対象者を評価できたと言
える。「社会技能」に分類される「主張・意
思表示」では評価割合が７割でやや低かった。
Ｗクリニック診察時では，毎回活動を楽しみ
にしていることや，雨天が続いた場合には活
動が中止になることを心配する発言が確認さ
れ，活動参加に前向きであったことが主治医
によって確認された。収穫物を診察日に持参

Table 3． A’s assessments in each courses of disease.
第３表． 経過別に見るA氏の主観的評価.

Table 4. Comparison of A’s assessments based on 
diff erences in the number of types of work 
and plants.

第４表. 行った作業の種類数，使った植物の種類数の多寡
の違いで見るＡ氏の主観的評価の比較．

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5. Comparisons of A’s assessments by participation times, 
type of works and plants.

第５表. 参加回数，行った作業の種類数，使った植物の種類数の多寡の違
いで見るＡ氏の主観的評価の比較.
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する日もあった。
活動終了は200X＋１年４月であり，就職活動等に
よる時間的制約を理由に活動を終了した。活動終了後
は薬物治療と併行して就職活動を実施し，200X＋２
年６月に再就職を果たした。200X＋３年に薬物治療
も終了した。
６）農園芸活動の位置づけ
Ａ氏は，社会適応に向けた不安焦燥感や抑うつ症状
の改善を目的に農園芸活動に導入した。活動期間中の
Ａ氏の症状の特徴をPOMSとQIDS-SRの結果を基に
まとめると，「怒り・敵意」が少なく，「悲しい気持ち」
や「精神・運動の状態」の高低差が大きかったが，活
動終了時期では「軽度のうつ病」という判定が示され
た。農園芸活動参加率は一貫して高く，約１年間，ほ
とんど休まず定期的に活動に従事した。継続的な活動
参加について心理的負担があったかどうかは不明であ
るが，作業中は「気持ちが楽になる」，「心が静かにな
る」といった発言や，自身の心情や状況について実施
者らに丁寧に話す回が頻回にあった。これらの特徴か
ら，Ａ氏は農園芸活動を通して，気分の安定を図り，
客観的に自分を見つめる機会を得ていたと推察される
が，症状改善の経過はPOMSの結果には十分に反映さ
れなかった。 

３． Ｂ氏の事例
１）活動開始前の状況
Ｂ氏は，10代後半から過食，嘔吐，自殺願望，動悸
の症状が出始めた。うつ病と診断されたのは200X－
７年であり，同年よりWクリニックとは別の心療内科
クリニックに継続的に通院していた。しかし，引っ越
しを機に新居に近い医療機関を希望し，200X－２年
春にWクリニックを初回受診。初診時症状として，過
食・嘔吐，吐き気，入眠障害，中途覚醒，外出時前の
動悸，抑うつ症状等があった。約２年間の薬物治療を
経て，過食・嘔吐の回数や動悸頻度が減少し，摂食・
睡眠が改善に向かう等，症状に落ち着きが見られた。
しかし，情緒不安定や動悸による外出頻度の少なさ等
の症状が依然として残っていたため，社会適応に向け
て薬物治療と併行して農園芸活動への参加が主治医よ
り提案された。
「園芸活動経験・興味調査」の結果では，園芸関連
活動の「草取り」のみが「経験あり」に該当した。各
活動に対する興味は，26項目中22項目が「是非してみ
たい」あるいは「してみてもいい」に該当し，「特に
したいと思わない」項目には「観葉植物，果樹，盆栽」
の栽培と「ハーブクラフト」の４項目が該当した。本
活動で実施する作業に関する経験は少ないものの，興
味関心は高いことが確認された。
２）参加状況と主観的評価
第２表の通り，Ｂ氏の参加回数は計13回，「休み」

は13回であった。活動全体を通して，Ａ氏と同様に10
種類の作業を行ったが，扱った植物は23種類であった。
活動後に記載した感想には，「参加したい」や「参加
できた」といった内容が多く，活動への参加自体が活
動目標となっていた。休みがあった次の回では「今日
は何日ぶりに家の外に出られたのだろう」という発言
もあった。Ｂ氏にとって活動における他者との会話は，
家庭を離れてリフレッシュする機会となっており，「Ａ
氏との会話も楽しい」という感想も見られた。経過と
して，２か月目（第７回）に家庭の問題が解決し，そ
の後「休み」は頻回にあったが，参加意欲は高かった。
最終回（第27回）では「10月ごろから前向きに参加で
きるようになった」と振り返り終了した。
POMSとQIDS-SRは各７回実施した。POMSの結
果は，グラフの形が谷型を示し，「活気」以外すべて
の尺度で回によって数値のばらつきが大きかった。
QIDS-SRの判定結果は，初回実施月（１か月目）が
15点で「中等度のうつ病」，最終実施月（８か月目）
が８点で「軽度のうつ病」となった。最大評価値４を
示す項目はなく，「エネルギーのレベル」を除き，全
ての項目で最終月が初回月を上回ることはなかった。
「集中力・判断」と「一般的な趣味」は活動後期に最
良値となった。
POMSのネガティブ気分尺度合計値とQIDS-SRの
時系列変化は第３図の通りである。２か月目を境に６，
７か月目で最小値に向かい，その後，最終月に向けて
緩やかな上昇が見られる。POMSの結果を３期に分け
て見ると（第４図），６か月目以降，ほぼすべてのネ
ガティブ尺度が「健常」範囲内に収まったことが確認
できる。第２表の結果を加味すると，１～２か月目で
気分が乱れ，３～６か月目で寛解状態に向かい，７～
８か月目で安定さに加え若干の気分の乱れがあったと
見て取れる。

３）経過別に見る主観的評価
　第６表は，Ｂ氏の主観的評価の結果を３期に分けて
見たものである。「楽しさ」「爽快感」「達成感」「作業

Fig .3 . Changes in POMS subscale and QIDS-SR: B.
第３図. Ｂ氏のPOMS下位尺度Ｔ得点合計値とQIDS-SRの推移.
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れる。 
４）活動内容の違いで見る主観的評価
第７表，第８表は活動内容の違いによるＢ氏の主観
的評価の結果である。多寡による差が最も大きい項目
は「月別目標」であり，作業種類数が多い場合に自己

への興味・関心」「植物への興味・関心」「今後の参加
について」は，全ての期間で評価割合が７割以上の高
い水準で維持され，「疲労感」「難しさ」「他者との共
同作業」「他者とのコミュニケーション」は，寛解に
向かう期間で高い。寛解に向かう期間では変動係数に
動きがある項目が多く，Ａ氏と同様，この間，自己評
価の変化が多かったと言える。他方，「参加の割合」
は寛解に向かう期間で低く，「生活のリズム」との間
では相関が見られた。Ａ氏の結果では相反する結果が
示されており，農園芸活動の参加が日常生活に与える
影響や活動の位置づけは，個別に異なることが考えら

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6．B’s assessments in each courses of disease.
第６表． 経過別に見るＢ氏の主観的評価.

Table 7. Comparison of B’s assessments based on 
diff erences in the number of types of work and 
plants.

第７表. 行った作業の種類数，使った植物の種類数の多寡の違
いで見るＢ氏の主観的評価の比較．

Table 8. Comparisons of B’s assessments by participation 
times, type of works and plants.

第８表. 参加回数，行った作業の種類数，使った植物の種類数
の多寡の違いで見るＢ氏の主観的評価の比較.

   第一期 第二期 第三期

Fig .4 . B’s T score of POMS during the three terms．
第４図. Ｂ氏の３期別POMS・Ｔ得点．
 z POMSの実施は計７回， 灰色で色付けしてある箇所は「健常」範囲である．
 y７か月目は，活動実施回の間隔とＢ氏の生活変化を考慮して２回実施した．点線が７か月目前半，実線が７か月目後半の結果である．
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評価が70ポイント高い。「疲労感」，「難しさ」，「参加
の割合」は，参加頻度，作業種類数，植物種類数が「多
い回・月」で自己評価が高く，実際の参加頻度が「多
い月」では「生活のリズム」が80％に達した。参加頻
度，作業種類数，植物種類数が「少ない月」で自己評
価が高い項目も複数存在し,「他者との共同作業」，「他
者とのコミュニケーション」,「身体的・精神的な維持・
集中力」がこれに該当する。その他に，多寡による違
いが20ポイント前後の項目も複数存在するが，参加期
間全体を通して評価割合が７割以上の高い水準を維持
した「楽しさ」，「爽快感」，「達成感」，「作業への興味・
関心」，「植物への興味・関心」，「今後の参加について」
は，参加頻度，作業種類数，植物種類数の多寡による
違いは１割程度に留まった。
５）実施者側による評価と活動の終了
実施者が毎回実施した「園芸作業遂行特性評価表」
の結果では，18項目中15項目が全期間を通して評価割
合80％以上に達した。「感覚運動」に分類される「運
動耐久性」では評価割合が５割と，最も低かった。主
治医からの情報提供により，活動に対して「楽しい」
といった感想を持っており，外出機会となっているこ
とが確認された。活動終了は200X年11月であり，家
庭の事情を理由に活動を終了した。活動終了後も薬物
治療は継続し，200X＋２年に本人から主治医に農園
芸活動を再開したいとの要望があり，同年，不定期で
４回活動に参加した。その間，並行して就職活動を実
施した。200X＋３年に再就職を果たしたが，薬物治
療は継続中である。
６）農園芸活動の位置づけ
Ｂ氏は，情緒不安定や動悸による外出頻度の少なさ
等の改善を目的に農園芸活動に導入した。症状の特徴
として「抑うつ・落ち込み」等が激しく変化し，経過
として抑うつ尺度の「集中力・判断」「一般的な趣味」
が活動後半で最良値を示した。活動終了時期では「軽
度のうつ病」判定という結果を得た。活動参加率はＡ
氏に比べ低かったが，活動への参加や活動における他
者との交流は「リフレッシュ」の機会となっているこ
とや，毎回活動を楽しみにしていることが主治医から
の情報でも確認された。これらの特徴から，農園芸活
動への参加は，Ｂ氏にとって外出に対する心理的抵抗
の少ない，他者との共同活動の機会となったと評価で
きる。また，活動参加割合と生活のリズムとの間に強
い関連が見られ，活動を通じた外出はＢ氏の日常生活
改善にも好影響を与えていたと推察する。

考　　察

以上の結果を基に，医療機関を介して実施される農
園芸活動が，うつ病外来患者にどのような影響を与え
得るかを考察し，本研究の課題を整理する。

Ａ氏，Ｂ氏の共通点として,活動開始前における農
園芸活動の経験は少なかったものの，興味関心は高く,
「楽しさ」「爽快感」「達成感」「作業への興味・関心」
「植物への興味・関心」「今後の参加について」が活動
期間全体を通して高い水準にあり，参加頻度や作業・
植物種類数の多寡による違いも確認されなかった。活
動中の言動，実施者による評価結果を加味すれば，い
ずれの回においても，参加意欲や活動に対する興味・
関心を高く持ち, 活動を通して楽しみややりがい等プ
ラスの感情を喚起させる機会を得ていたのではない
か。また，症状の違い，活動内容の違いによって主観
的評価が異なることも考えられる。「寛解に向かう期
間」では，活動後に感じる疲労感や難しさを強く感じ
ることや，作業種類数が多い月では，「月別目標」に
対する自己評価が高いことが，Ａ氏とＢ氏で共通して
確認された。しかしながら，Ａ氏とＢ氏には相違点も
複数存在し，活動から受ける影響はそれぞれ異なり，
個別に計画されたプログラムの導入，症状に応じたア
プローチといった個別対応の重要性を改めて示唆する
結果が得られた。
本研究の活動は，対象者らが通院するWクリニック
と筆者らが連携して行った取り組みであり，農園芸活
動は実施者と対象者Ａ氏，Ｂ氏の３者による共同活動
であった。Ａ氏，Ｂ氏に提供した活動内容は同一であ
り，個別対応はできていない。活動場所として市民農
園を活用したが，今後は，畑が区画分けされている特
徴を生かし個々の活動時間を確保させ，個々の作業と
共同作業とを組み合わせた，より効果的なプログラム
を検討する必要がある。その際，対象者の共同活動者
という立場にある実施者は，対象者を知り，同活動が
対象者にとって有効なものとなるよう適切な援助や環
境の調整に努める必要がある。
活動評価では，主治医，対象者，実施者間での情報
共有に努め，多様な評価指標を用いて対象者の変化を
把握した。しかし，終了後の対象者の経過に鑑みれば，
農園芸活動が対象者の症状改善に効果があったかどう
かは断定できない。対象者の治療経過における農園芸
活動の位置づけを明らかにする上では，活動前後だけ
でなく，活動以外の時間や活動期間終了後の評価も必
要である。今後の課題として，活動直後における対象
者の自己評価の負担軽減や，評価軸を活動外に広げる
等，評価の枠組みを再検討することが残された。また，
評価にあたっては対象者が通院する医療機関との協働
は不可欠である。実施者と医療機関との連携が期間限
定の特別なものではなく，継続的に実施できる体制の
整備が重要である。
精神科デイ・ケア等を利用していないうつ病外来患
者が，薬物治療と併行して農園芸活動に参加できるよ
うな環境を整備するには，患者が通院する医療機関と
市民農園等の協力が欠かせない。また，患者にとって
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有効でかつ無理のない参加を考慮したプログラムの設
計や遂行をする上で，患者の「共同活動者」である実
施者の存在も重要となる。精神科デイ・ケア等におけ
るレクリエーション的な農園芸活動は一義はあるもの
の，各参加者の個別の問題解決，症状の改善を目的と
した活動内容の構築が，今後求められよう。本研究は
その端緒であり，市民農園を活用した農園芸活動のア
プローチが今後とも継続していく必要がある。
なお，本研究で得られた知見は，うつ病外来患者（30
代・女性）２事例に基づくものであり，結果の普遍性
を得るためには，今後，対象者の範囲を広げると共に，
継続的に実験実証し蓄積させることが求められる。

摘　　要

　本研究では，医療機関を介して実施される農園芸活
動が，うつ病外来患者にどのような影響を与え得るか
を考察した。方法として，２名のうつ病患者の事例を
基に，対象者の実施経過，活動に対する対象者の主観
的評価，実施者側の客観的評価の結果を整理した。結
果として，対象者は参加意欲や活動に対する興味・関
心を高く持ち, 活動を通して楽しみややりがい等プラ
スの感情を喚起させる機会を得ていたことが確認され
たが，日常生活等への影響や持続的な効果は確認でき
なかった。活動実施過程においては，個別対応が可能
な活動環境の整備，各関係者による継続的な連携が今
後の課題として挙げられた。

注

1．総患者数とは調査日において継続的に医療を受け
ている者で，調査日に医療施設で受療していない者
も含まれている。また，「精神疾患」には，ICD-10
で「精神及び行動の障害」に分類されるものの他に，
てんかん，アルツハイマー病が含まれる。
２．「精神科デイ・ケア等」は，ショート・ケア，デイ・
ケア，ナイト・ケア，デイ・ナイト・ケアの総称で
ある。
３．デイ・ケアの治療構造の一角を担うプログラムを
指し，岩崎（2006）は，デイ・ケアの規模，登録者
数，年代，疾患，職員数，種類，機関保有設備，プ
ログラム実施内容，プログラム評価について調査を
行い，プログラム実施状況を明らかにしている。
４．精神科デイ・ケアの治療構造。空間的・時間的治
療構造を指す「外的治療構造」と，治療技法，チー

ムアプローチ，アフターケア等の「内的治療構造」
に大別されている。
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