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II. 農作業と健康のエビデンスに関する先行研究 

 

1. エビデンスとは 

 

人を対象として治療効果あるいは健康増進効果をみる疫学・臨床研究では、研究結果の

信頼性の目安としてエビデンス・グレーディングの考え方が用いられている。エビデンス・

グレーディングとは、いわば研究デザインに基づくエビデンスの格付けのようなもので、

米国予防医学作業部会および英国国営保健サービスは、ほぼ同じような格付けを公表して

いる。 

 

 

図表 II-1 エビデンス・グレーディングの考え方 

レベル 米国予防医学作業部会 
US Preventive Service Task Force  

Hierarchy of research design 

英国国営保健サービス 
UK National Health Service 

Levels of evidence 

I  ・RCTの系統的レビュー  
・RCT 

RCTの系統的レビュー  

RCT  

II -1  非ランダム化対照試験（nRCT） 非ランダム化対照試験 （nRCT） 

II -2  ・コホート  
・症例対照研究（後ろ向き） 

前向きコホート  

症例対照研究（後ろ向き）  

II -3  ・多重時系列分析(介入あり・なし）  
・明らかな効果を示した非対照試験  

横断研究  

ケースシリーズ  

III  ・専門家の意見  
・定性的研究、ケースレポート  
・専門委員会の報告  

ケースレポート  

専門家の意見、定性的研究  

註：レベル Iが最も信頼性が高い 

出典：http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf08/methods/procmanual4.htm  

http://www.nhs.uk/news/Pages/Newsglossary.aspx 

 

 

エビデンスの信頼性が最も高いと考えられる研究デザイン（レベル I）は、ランダム化対

照試験（Randomized Controlled Trials :RCT)の系統的レビュー である。これは、公的な

医療保健機関の発表するガイドラインの礎として用いられている。次にエビデンスの信頼

性が高いとされるのは、ランダム化対照試験（RCT)の個別研究 である。介入及び二重盲検

法（Double blind test）によるランダム化対照試験は、製薬分野等において最も確実な研究

デザインとされている。 
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エビデンスレベル II とされるのは、コホートあるいはケースコントロール（症例比較）

研究等の対照観察研究である。コホート研究においては、後ろ向き（retrospective）はバ

イアスがかかり易いとして、前向き（prospective）研究の方が信頼性は高いとみなされて

いる7。 

エビデンスレベル IIIには、定性的研究や症例報告等が挙げられている。 

 

 エビデンス・グレーディングの考え方では、ランダム化対照試験が最も信頼性が高いと

されるものの、本調査の掲げるテーマにおいては、被験者を無作為にグループに割り当て

るというランダム化の手法は想定しにくい。そこで、本調査においては、レベル II に相当

する研究デザインである、コントロールを設定した対照観察研究やコホート研究を確実な

エビデンスを持つ研究として想定する。次頁に掲げる先行研究の事例においても、可能な

限り、比較対照観察研究デザインによる事例を抽出するよう努めている。 

 

                                                   

7 Different Levels of Evidence,  

http://www.patient.co.uk/doctor/Different-Levels-of-Evidence-(Critical-Reading).htm)  
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2. 先行研究の事例 

  

事例 1 市民農園を利用する人としない人の健康状態の比較 

van den Berg, A. E. et al.（2010）“Allotment gardening and health: a comparative survey 

among allotment gardeners and their neighbors without an allotment.”  

Environmental Health vol.9:74 

 

【効果】 

市民農園を利用する人は利用しない人に比べて、高齢のグループの主観的健康感が良好、

かつ生活への満足感が高いが、年齢の若いグループでは違いはない。年齢に係わらず、市

民農園を利用する人は利用しない人に比べて活動的である。 

 

【研究の対象】 

オランダにある 12の市民農園の利用者 121名と、利用者の近隣に住む市民農園を利用し

ない者 62名。 

 

【研究の方法】 

身体的健康（全体的な健康状態、過去 14日間の身体の不調、身体的な制約、昨年の罹患

歴、医師の診療頻度）、身体活動の習慣（スポーツやガーデニング、家事や仕事で身体を 30

分以上動かす日数/週）、精神的・社会的健康（ストレス、満足感、孤独感、社交ニーズ、社

交の頻度、友人の数）についてアンケート調査を紙媒体あるいはオンラインで実施した。

全体的な健康状態および身体的な制約については SF368を用いた。 

結果は、調査対象者の年齢で 62歳を境とした 2つのグループに分けて比較した。 

 

【研究結果】 

市民農園を利用する人と利用しない人との差異は、高齢のグループにおいて明らかにな

った。62 歳以上のグループでは、市民農園を利用する人は利用しない人に比べて急な身体

の不調の訴えや医師の診療頻度が低く、主観的健康感が良好であった。また、市民農園を

利用する人は利用しない人に比べて満足感が高く、孤独感が低かった。 

しかし、62 歳未満のグループでは主観的健康感や精神的、社会的な健康について、市民

農園を利用する人と利用しない人に違いは見られなかった。 

身体活動の習慣については、年齢に係わらず、差異が認められた。週 5～7 日、1 日 30

分の身体活動（スポーツやガーデニング、家事や仕事）をする人の割合は、市民農園を利

用しない人では 62％であるのに対し、利用する人では 84％と高かった。市民農園を利用す

                                                   
8 SF36は、健康に関連した生活の質を図る尺度として米国で開発され、世界各国で活用さ

れているアンケート手法である。http://www.sf-36.jp/ 
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る人は利用しない人に比べて、年齢に係わらず活動的であった。 

 

 研究者は、本研究が自己申告によるデータであることを課題としており、将来的に活動

量は機器による計測、ストレスはコルチゾ―ル反応測定などで客観的に把握するべきとし

ている。 

 

 

図表 II-2 先行研究事例 1の概要 

項目 内容 

サンプル数 183 

被験者の特徴 市民農園を利用する人と利用しない人 

検証方法 アンケート調査 

効果の分類 身体的、精神的・社会的 

効果指標 客観的 なし 

主観的 SF36を含むアンケート 

効果の内容 市民農園の利用者は、利用しない人に比べて 

・高齢のグループでは、主観的健康感が良好で生活への満足感も高い 

（若いグループでは違いはない） 

・年齢に係わらず、活動的である 
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事例 2 農作業をする人としない人の健康状態の比較 

夏川（2010）「健康診断データに見る農村高齢者の健康状態」シニア能力活用総合対策事業

のうち農村高齢者の健康支援推進事業報告書 9-23頁 

 

【効果】 

農作業をする人としない人では、主観的健康感に違いはない。しかし、農作業をする人

はしない人に比べて、高齢のグループにおいて、運動機能（女性）や精神状態、社会的ネ

ットワークが良好な傾向にある。80歳未満のグループでは違いはない。 

 

【研究の対象】 

長野県内の介護予防検診受診者(65歳以上）10477名。うち農作業をする人男性 4127名、

女性 4385名の計 8512名。農作業をしない人男性 786名、女性 1179名の計 1965名。 

 

【研究の方法】 

介護予防検診の際に、チェックリストへの回答を依頼した。介護予防基本チェックリス

トは、運動機能、体重減少、口腔機能、物忘れ、精神状態、相談・訪問、外出に関する質

問項目からなる。 

 

図表 II-3 調査で使用した基本チェックリスト 

項目 質問 回答 

訪問・相談 友人の家を訪ねていますか はい、いいえ 

家族や友人の相談にのっていますか はい、いいえ 

運動機能 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか はい、いいえ 

椅子に座った状態から何も掴まらずに立ちあがっていますか はい、いいえ 

15分位続けて歩いていますか はい、いいえ 

この 1年間に転んだことがありますか はい、いいえ 

転倒に対する不安は大きいですか はい、いいえ 

体重減少 6カ月間で 2～3ｋｇ以上の体重減少がありましたか はい、いいえ 

口腔機能 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか はい、いいえ 

お茶や汁物等でむせることがありますか はい、いいえ 

口の渇きが気になりますか はい、いいえ 

外出 週に 1回以上は外出していますか はい、いいえ 

昨年と比べて外出の回数が経ていますか はい、いいえ 

物忘れ 周りの人から「いつも同じ事を聞く」等の物忘れが有ると言われ
ますか 

はい、いいえ 

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい、いいえ 

今日が何月何日かわからない時がありますか はい、いいえ 

精 神的状
態 

（ここ 2週間）毎日の生活に充実感がない はい、いいえ 

（ここ 2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくな
った 

はい、いいえ 

（ここ 2週間）以前は楽にできていたことが今では億劫に感じら
れる 

はい、いいえ 

（ここ 2週間）自分が役に立つ人間だと思えない はい、いいえ 

（ここ 2週間）訳もなく疲れたような感じがする はい、いいえ 
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調査結果は 5歳きざみの年齢別に分けて比較した。 

 

【研究結果】 

農作業をする人としない人では、主観的健康感の違いは認められず、事例 1 のオランダ

の研究例と異なる調査結果となっている。 

しかし、基本チェックリストの回答結果を比較すると、農作業をする人はしない人に比

べて、運動機能（女性の 75 歳、85 歳以上）、精神的状態（80 歳以上）、訪問・相談と外出

（80 歳以上）の項目においてネガティブな回答が有意に少なかった。高齢者では、農作業

をする人はしない人に比べて、精神状態や社会的ネットワークが良好な状況にあると考え

られる。 

 

 

図表 II-4 先行研究事例 2 の概要 

項目 内容 

サンプル数 10477 

被験者の特徴 農作業をする人としない人 

検証方法 アンケート調査 

効果の分類 身体的、精神的・社会的 

効果指標 主観的 ・介護予防基本チェックリスト 

・主観的健康感を関するアンケート 

効果の内容 ・農作業をする人としない人では、主観的健康感に違いはない 

・農作業をする人はしない人に比べて、高齢者の運動機能（女性）、精

神状態、社会的ネットワークが良好である（80歳未満では違いはない） 
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事例 3 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の比較 

松森堅治・西垣良夫・前島文夫・臼田誠・永美大志・矢島伸樹（2009）「農作業が有する高

齢者の疾病予防に関する検討」農工研技報 第 209号 105～115頁 

松森堅治・西垣良夫・前島文夫・臼田誠・永美大志・矢島伸樹(2009）「農業体験が有する

高齢者の身体機能の低下軽減効果の解明」中山間地域における対流に伴う教育・保

健等機能の評価法の開発 pp.9-22 

 

【効果】 

農業に従事することにより運動量が増し、高齢者の疾病予防につながる。 

 

【研究の対象】 

調査の対象は、長野県厚生連健康管理センターが実施した健康診断を 1998年あるいは

1999年とその 4年後にも受診した 65～74歳の長野県住民 5210名。 

 小型生活習慣記録機モニターを付ける実験は、61～70歳の病院職員 OB 40名を対象とし

た。 

 

【研究の方法】 

農業従事者、農家ではないが趣味で農業を実践している者、農業非従事者の 3つに分け

て健康診断データを比較した。 

また、病院職員 OB40名に依頼して小型生活習慣記録機モニターを付けて 55日間生活し

てもらい、その間の運動量を実測し、POMSによるアンケート調査を行った。55日の実験

中に農作業を 10日以上行った群(16名)と 0～9日行った群(24名)の 2群間で比較した。 

 

【研究の結果】 

 健康診断データの分析によると、農業従事者は非従事者に比べて、高血圧、糖尿病(男性

の場合)、高尿酸欠病(男性の場合)、高脂血症の比率ならびに血中脂質の値が低かった。ま

た、食生活においては、より多くの種類の食材を摂取していた。しかし、BMI については

差異が認められなかったほか、属性（性別、年齢別）や病気別によっては有意な差が見ら

れない項目も存在した。 

 モニター実測実験の結果によると、農業従事者は非従事者に比べて活動量（運動量）が

高かった。モニター実験者を対象とした POMSの結果によると、農業従事者は非従事者に

比べて、緊張・不安感ならびに混乱が低かった。活力と疲労感については、グループ間の

差は認められなかった。 
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図表 II-5 先行研究事例 3の概要① 

項目 内容 

サンプル数 5210 

被験者の特徴 65～74歳の健康診断受診者 

農業従事者/趣味農業従事者/農業非従事者の群比較 

検証方法 実測（健康診断データ） 

効果の分類 身体的 

効果指標 客観的 ・BMI  

・高血圧  

・糖尿病り患率 

・高尿酸欠症り患率  

・高脂血症治療率 

・血中脂質（高脂血症治療中を除く） 

主観的 ・食材摂取度 

効果の内容 農業従事者は非従事者に比べて全般的な傾向として 

・高血圧者の比率が低い 

・男性では、糖尿病患者の比率が低い 

・男性では、高尿酸欠病患者の比率が低い 

・高脂血症治療者の比率が低い 

・血中脂質（高脂血症治療中を除く）の値が低い 

しかし、BMI は差異なし 

図表 II-6 先行研究事例 3の概要② 

項目 内容 

サンプル数 40 

被験者の特徴 61～70歳の農作業実施者と非実施者 

検証方法 小型生活習慣記録機モニターを用いた実測とアンケート（POMS） 

効果の分類 身体的、精神的 

効果指標 客観的 運動量 

主観的 POMS（緊張・不安、抑うつ・落ち込み、怒り・敵意、疲

労、混乱、活気） 

効果の内容 農業従事者は非従事者に比べて 

・活動量（運動量）が高い 

・緊張・不安感が低い 

・混乱が低い  

しかし、活気と疲労感は差異なし 
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事例 4 ガーデニング作業の健康への効果 

van den Berg, A. E. & H. G. Custers, M.（2011）“Gardening promotes Neuroendocrine 

and affective restoration from stress. ” J. Health Psychology vol.16, pp3-11. 

 

【効果】 

ガーデニングは読書に比べてストレス回復効果が高い。 

 

【研究の対象】 

オランダにある滞在型市民農園の利用者 30名。 

 

【研究の方法】 

滞在型市民農園の利用者に対し、ストループ・テスト9により意図的にストレスを与えた

後、被験者を 2グループに分けて 30分間のガーデニング（14名）か室内での読書（16名）

に従事してもらった。実験の前、実験中、実験後に唾液中コルチゾ―ル濃度の測定および

アンケートによる気分評価調査 PANAS(Positive and Negative Affect Scales)10を実施した。 

 

【研究結果】 

ガーデニングのグループは読書のグループに比べて、ストレス時に上昇するコルチゾ―

ル濃度が実験後に大幅に低下した。また、ガーデニングのグループは読書のグループに比

べてポジティブ気分の回復も早かった。 

ガーデニングは室内で読書するよりも高いストレス回復効果を得ることができる。 

  

研究者は、ガーデニングの効果を検証するためには、室内での読書のほか運動等も対照

サンプルとして調査するべきとしている。 

                                                   
9 赤色で描かれた「黄」、青色で描かれた「赤」など、文字の意味と文字の色彩という 2つ

の情報を同時に判断させ、いずれかを答えさせる認知心理学テスト。この研究ではテスト

を 200回実施して意図的に低いスコアを示し、被験者にストレスを与えている。 
10 ポジティブな感情およびネガティブな感情を表す単語を 20個掲げ、現在の気分が当ては

まるかどうかを 5段階尺度で答えて評価する調査。 
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図表 II-7 先行研究事例 4の概要 

項目 内容 

サンプル数 30 

被験者の特徴 滞在型市民農園を利用する人 

ガーデニングと読書のストレス回復効果の比較 

検証方法 実測とアンケート調査 

効果の分類 精神的健康 

効果指標 客観的 唾液中コルチゾ―ル濃度 

主観的 PANAS（ポジティブとネガティブ） 

効果の内容 ガーデニングは読書に比べてストレス回復効果が高い 
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事例 5 ハウス内での農作業の健康への効果 

夏川（2012）「冬期間におけるビニールハウスでの農作業実施による効果に関する調査」女

性・高齢者等活動支援事業のうち農村高齢者の健康支援推進事業（健康管理活動事

業）報告書 71-89頁 

 

【効果】 

冬季のハウス内での農作業は、強い身体的負荷にはならず、活気が高まる。 

 

【研究の対象】 

冬期にビニールハウスで野菜栽培を実施したことのない高齢者 8 名。うち 5 名は農繁期

に農作業を実施。男性 2名、女性 6名。 

 

【研究の方法】 

長野県佐久市において、2011 年 11 月から 2 月の間、ビニールハウスで野菜栽培を実施

した。ハウス内での各作業工程（土づくり、種まき、水撒き、間引き、収穫）について、

バイタルセンサーによる心拍数および LF/HF 値11、活動量を測定した。また、農作業を実

施する前後で血圧の測定および POMS12 によるアンケート調査を実施した。 

 

【研究結果】 

ハウス内での農作業における心拍数と活動量は、クワを使って行う土づくりで最も大き

いものの、一方でこの作業における LF/HF値は低く、リラックス効果につながっていると

推測される。 

また、農作業前後で、血圧に変化がなかったことから、ハウスでの作業は大きな負荷を

与えていないと推測される。 

POMSによると、作業後に活気が高まる等の気分の変化が認められた。 

 

                                                   
11 LF値、HF値は心拍変動から推定される自律神経のバランスを示すストレス指標として

広く活用されている。LF値は交感神経活動（緊張状態）を、HF値は副交感神経活動（リ

ラックス状態）を反映し、LF/HF値の値が小さいほど相対的に副交感神経活動が大きくリ

ラックスした状態と想定される。 
12 POMSは、65の質問からなり、緊張、抑うつ、怒り、活気、疲労、混乱の 6つの感情の

状態を評価するアンケート調査。（POMS日本版:金子書房） 
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図表 II-8 先行研究事例 5の概要 

項目 内容 

サンプル数 8 

被験者の特徴 冬期にビニールハウスで野菜栽培を実施したことのない高齢者 

検証方法 バイタルセンサーによる実測とアンケート調査 

効果の分類 身体的、精神的 

効果指標 客観的 心拍数、LF/HF 値、活動量(kcal)、血圧 

主観的 POMS（緊張・不安、抑うつ・落ち込み、怒り・敵意、疲

労、混乱、活気） 

効果の内容 ・土づくりの活動量は大きいものの、リラックス効果もある 

・ハウス内での農作業は血圧に影響なく、大きな負荷を与えるものでは

ない 

・ハウス内での農作業は、活気が高まる 
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3. 関連する研究 

  

（１） 運動療法 

 

米国保健社会福祉省は、身体活動が健康に及ぼす効果について 1600本を超える論文レビ

ューに基づき「身体活動ガイドライン専門員会報告」13を 2008年に発表している。身体活

動は、寿命、心疾患、代謝、エネルギーバランス、骨、機能的健康（生理学的機能および

生活上の機能）、がん、メンタルヘルスに効果が認められている。その一方、怪我などの逆

効果についても指摘されている。 

 

 

図表 II-9 身体活動が健康へ与える効果 

分野 内容 論文数 

寿命 1. 身体活動と死亡率は反比例。不活発な人に比べて活発な人は死亡リスクが 30％低

い 

2. 週 2時間以上のウォ―キング(特に速歩）は、死亡率を低下させる 

3. 総消費エネルギー量と死亡率は反比例。※しかし、短時間の運動の積み重ねと長

時間の運動 1回による効果の違いは不明である 

4. 身体活動量と死亡率は曲線相関。週 1.5時間の中程度～激しい運動をする人は、

週 0.5時間の人と比べて死亡リスクは 20%低下。さらなる 20%低下には週 7.0時間の

運動が必要 

5. 身体活動と死亡率の相関は、肥満か否かに左右されない 

54 

心疾患 1. 身体活動と心疾患罹患率&死亡率は反比例。不活発な人に比べて活発な人は

30％、中程度に活発な人は 20％リスクが低下する 

2. 不活発な人に比べて、週 60分の速歩でもリスク低減効果がある。より多くの運

動はより効果的である 

3. 身体活動と脳卒中発症率&死亡率は反比例。不活発な人に比べて活発な人は 25％

～30％リスクが低下する 

4. 身体活動と末梢動脈障害リスクについては、RCT事例なし 

5. 身体活動と高血圧は反比例。1回 40分間の有酸素運動を週 3～5回実施した場合

の血圧減少効果は再現性がある 

6. 身体活動とアテローム性脂質異常症は反比例。運動による HDLコレステロール

の増加と血中中性脂肪の減少効果は再現性がある 

7. 身体活動と血管の健康(上腕動脈拡張や加齢による動脈硬化）は比例する 

8. 身体活動と心肺機能の健康は比例する 

179 

代謝 1. 身体活動は、メタボリックシンドロームのリスクを低下させる 

2. 週 150分の中程度の身体活動がタイプ 2糖尿病を予防する 

3. 身体活動は、タイプ 2糖尿病患者の大血管リスクを低下させる 

4. 身体活動は、タイプ 1糖尿病患者にも効果がある 

5. 身体活動は、糖尿病の細小血管合併症を予防する 

6. 身体活動は、妊娠性糖尿病を予防する可能性がある 

205 

 

                                                   

13 “Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report”, Department of Health 

and Human Services 2008, Washington DC: U.S. 
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図表 II-9 つづき 

分野 内容 論文数 

エネル

ギーバ

ランス 

1. 身体活動は、体重減少に比例する 

2. ダイエットの後のリバウンドを防ぐには、毎時 4マイルで 54分間のウォーキン

グ程度が必要である 

3. 身体活動は、過体重者や肥満者において、総脂肪と腹部脂肪を減少させる 

4. 身体活動のエネルギーバランス効果は、年齢や性により異なる可能性はあるもの

の、プログラム処方に影響するほどの違いはない 

5. 民族差に関するデータは不足している 

160 

骨 1. 身体活動は、骨折リスクと反比例する 

2. 身体活動は、骨密度減少リスクを低下させる 

3.  身体活動は、骨関節炎の発症リスクと関係ない 

4. 身体活動は、骨関節炎患者の症状緩和に効果あり 

5. 特定の身体活動は、筋肉量、筋力、神経筋活性を維持・増加させる 

237 

機能的

健康※ 

1. 身体活動(有酸素運動）は、中年～高齢者の機能障害を予防する 

2. 身体活動は、機能障害者の能力を向上させる 

3. 身体活動は、高齢者の転倒リスクを低下させる 

97 

 

がん 1. 身体活動は、大腸がん、乳がんのリスクを低下させる。肺・子宮内膜・卵巣がん

にも効果がある。前立腺・直腸がんとの関連はない 

2. 身体活動は、大腸がん、乳がん患者の予後を良好にする 

3. 身体活動の脂肪減少効果による肥満に伴うがんの減少、性ホルモンレベル減少に

よるホルモン関連のがんの減少、免疫能への効果、インスリン耐性の減少等のメカニ

ズムが説明できる 

287 

メンタ

ルヘル

ス 

1. 身体活動は、うつ発症リスクを低下させる。うつ患者の症状を緩和する。効果は

年齢や性にかかわらず、中レベル、高レベルの身体活動どちらも同じ効果がえられる 

2. 身体活動は、不安(anxiety)の発症リスクを低下させ、かつ症状を緩和する。効果

は年齢や性に左右されない 

3. 身体活動は、心理的苦痛（distress）の発症リスクを低下させる可能性がある。

効果は年齢や性に左右されない 

4. 身体活動は、高齢者における認知症の発症や認知力低下を遅らせる 

5. 身体活動は、睡眠の質を向上させ、睡眠障害のリスクを低下させる可能性がある 

6. 身体活動は、自信を向上や慢性疲労のリスクを低下させる可能性がある 

206 

逆の効

果 

1. 人との接触がない運動は怪我のリスクが低い（ウォーキング、ガーデニング、サイ

クリング、ダンス、水泳、ゴルフ等） 

2. 身体活動量が増えると、怪我のリスクも増える 

3. 激しい身体活動は、急性心疾患のリスクがある 

4. 怪我は、普段の身体活動量、過去の怪我の有無、器具の質、場所の安全性、安全

への意識等に左右される 

187 

※機能的健康とは、生理学的機能および生活上の機能 

出典：“Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report”, Department of Health 

and Human Services 2008, Washington DC: U.S. 

 

上記の「身体活動ガイドライン専門員会報告」に基づき、WHOは、2010年に「健康の

ための身体活動に関するグローバルなすすめ」14を発表している。身体活動は死亡率と反比

例するとし、さらに心疾患、メタボ、骨折、機能的健康、転倒、大腸がん・乳がん、うつ

の発症リスクを低下させ、体重管理にも効果があるとしている。WHOは 5歳～17歳、18

                                                   

14 “Global recommendations on physical activity for health.”WHO, 2010. 
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歳～64歳、65歳以上の年齢別 3グループに、それぞれ適した身体活動の実施を推奨してい

る。 

 

 

図表 II-10  WHOが推奨する身体活動（18～64歳、65歳以上を示す） 

分野 18～64

歳 

65歳以上 

1. 週 150分以上の中レベルの有酸素身体活動、あるいは週 75分以上
の高レベルの有酸素身体活動、あるいはその組み合わせ 

 

○ ○ 

2. 有酸素活動は 1回 10分以上 

 

 

○ ○ 

3. さらなる健康増進効果のためには、中レベルの有酸素身体活動を週
300分まで、あるいは高レベルの有酸素身体活動なら週 150分まで、
あるいはその組み合わせ 

 

○ ○ 

4. 移動に問題のある人は、バランスを強化し転倒を防ぐための活動を
週 3日以上 

 

- ○ 

5. 健筋力増加のための活動は、主要筋肉群に対して週 2日以上 

 

 

○ ○ 

6. 健康状態により推奨レベルの活動が難しい場合は、できる範囲で活
動的であるべき 

 

- ○ 

出典：WHO（2010）“Global recommendations on physical activity for health.” 

 

また、日本の厚生労働省では、身体活動が健康に及ぼす効果について 80本を超える論文

レビューに基づき「健康づくりのための運動基準 2006」を発表している。その中で、健康

づくりのための身体活動量・運動量基準値として以下を提案している。 

①身体活動量 ： 23メッツ15・時／週 

（ 強度が３メッツ以上の活動で１日当たり約 60分。歩行中心の活動であれば

1日当たり、およそ 8,000～10,000歩に相当 ） 

② 運動量 ： ４メッツ・時／週 

 （ 例えば、速歩で約 60分、ジョギングやテニスで約 35分） 

                                                   
15 メッツとは、身体活動の強さを安静時の何倍に相当するかで表す単位。座って安静にし

ている状態が１メッツ、普通歩行が３メッツに相当する（健康づくりのための運動指針

2006）。 
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（２） 園芸療法 

 

Wichrowski, M., Whiteson, J., Haas, F., Mola, A. & Rey, M. J. (2005）”Effects of 

Horticultural therapy on mood and heart rate in patients participating in an 

inpatient cardiopulmonary rehabilitation program.” Journal of Cardiopulmonary 

Rehabilitation vol.25, pp.270-274 

 

【効果】 

園芸療法は、心臓病患者の精神状態と心拍数を安定させる。 

 

【研究の対象】 

心臓病リハビリテーション科の入院患者のうち、園芸療法を受けた患者 54名、園芸療法

ではない講義プログラムを受けた患者 48名を心拍数の実測とアンケート（POMS) に基づ

き比較した。 

 

【研究の方法】 

心臓病リハビリテーション科の入院患者 107 名について、60 分間の軽作業からなる園

芸療法プログラム受講者と、60 分間のリハビリに関する講義プログラムの受講者を比較し

た。それぞれのプログラムに参加する前後に心拍数を測定し、POMSに回答してもらった。 

 

【研究の結果】 

園芸療法を受けたグループは、講義を受けたグループに比べて心拍数ならびに総合感情

障害指標（TMD: Total Mood Disturbance)16が受講後に低下し、精神状態が良好になるこ

とが示された。園芸療法のストレス軽減効果が明らかとなった。 

 

対照サンプルの比較に基づき効果を検証した本研究は、園芸療法の効果に関する客観的

なエビデンスを示す研究事例として、高く評価されている17。 

 

                                                   
16 総合感情障害指標（TMD:Total Mood Disturbance）とは POMSに 2005年に導入され

た指標であり、緊張、抑うつ、怒り、疲労、混乱の得点の合計(点数が高いほど好ましくな

い)から活気の得点（点数が高いほど好ましい）を引いて得られた値を指す。TMDの点数が

高いほど気分・感情状態が好ましくない状態を示す。（POMS日本版:金子書房） 

17 Annerstedt, A. &Währborg, P. (2011) “Nature-assisted therapy: Systematic review of 

controlled and observational studies.” Scandinavian Journal of Public Health vol.39, 

pp.371-388 
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図表 II-11 先行研究事例（園芸療法）の概要 

項目 内容 

サンプル数 107 

被験者の特徴 心臓リハビリテーション科の入院患者 

検証方法 園芸療法を受けた患者54名と講義プログラム受講者48名を心拍数の実

測とアンケート（POMS）により比較 

効果の分類 身体的、精神的 

効果指標 客観的 心拍数 

主観的 総合感情障害指標 (TMD :Total Mood Disturbance) 

効果の内容 園芸療法を受けたグループは、講義プログラムを受けたグループに比較

して 

・心拍数が受講後に低下（※心臓病患者には心拍数が重要な指標） 

・総合感情障害指標 (TMD) が低下し、精神状態が良好になる 

 

 

園芸療法の効果は、他の研究においても検証されている。Collins, C.C.＆O'Callagahan, 

A.M. (2008)18は、介護施設に住む高齢者を対象とした４週間の介入実験で、園芸療法がも

たらす身体的、精神的健康への効果を検証した。対象となった 18名はいずれも車いすや歩

行器を使用する 75歳から 102歳までの高齢者である。週１回、2時間の園芸クラスを４週

間行い、実験前、実験直後、実験の 5か月後の 3回、アンケートを実施した。測定指標は

Pearlin and Schoolerのマスタリ―尺度19、主観的健康感および幸福感についてのアンケー

トである。その結果、指標すべてにおいて効果が認められた。 

 

 

                                                   
18 Collins, C.C.＆O'Callagahan, A.M. (2008)“The impact of Horticultural 

Responsibility on health indicators and quality of life in assisted living.” 

HortTechnology vol.18, pp.611-618. 
19 1978年に Pearlin & Schoolerが発表した、自身の能力に対する肯定的評価の度合い

（Personal Mastery Scale）を測る調査手法。7項目を 4つの尺度(strongly agree, agree, 

disagree, strongly disagree) で回答する。 
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（３） 自然療法 

 

宮崎良文、李宙営、朴範鎮、恒次祐子、松永慶子（2011）「自然セラピーの予防医学的効果」

日本衛生学雑誌 vol.66 , pp.651-656 

 

【効果】 

森林の中では生理的にリラックスし、ストレス状態が緩和される。 

 

【研究の対象】 

 2005～2011 年にわたり、全国 44 か所で 12 名ずつ、計 528 名の実験を実施した。被験

者は、ホルモン周期の影響を排除するため女性は除き、すべて男性とした。 

 

【研究の方法】 

 1982年、林野庁は森林浴構想を発表したものの、その当時は森林浴の健康増進効果の評

価方法は確立されていなかった。その後生理的評価方法の進歩をうけて、2005年、林野庁

は森林セラピー基地構想を発表した。2005年以降、2010年度までに全国 44か所の森林に

おいて実験を実施してきた。 

 1つの実験は、森林とその対照として近郊の市街地の 2か所で行った。12名の被験者を 2

つのグループに分け、6名ずつがそれぞれの実験場所において 15分間の座観と 15分間の

歩行の後、測定した。初日、森林で測定したグループは翌日市街地へ、初日市街地で測定

したグループは翌日森林へ移動して実験を行った。 

測定指標は、唾液中コルチゾ―ル（ストレスホルモン）濃度、心拍変動性による交感・

副交感神経活動、収縮期血圧、拡張期血圧、心拍数を用いた。 

 

【研究の結果】 

 15分間の座観実験において、都市部に比べて森林ではコルチゾ―ル濃度は 12.4％、交感

神経活動は 7.0％、収縮期血圧は 1.4％、脈拍数も 5.8％の低下を示し、森林セラピーによっ

てストレス状態が緩和されていることが明らかになった。一方、副交感神経活動は 55.0％

上昇し、リラックスしていることが示された。 

 15分間の歩行実験においても都市部に比べて森林ではコルチゾ―ル濃度は 15.8％、交感

神経活動は 4.4％、収縮期血圧は 1.9％、脈拍数も 3.9％の低下を示し、森林内の歩行によっ

てストレス状態が緩和されていることが明らかとなった。副交感神経活動は 102.7％の上昇

を示した。 

 森林において、15分間座観あるいは歩行する森林セラピーはリラックス状態をもたらす

ことが明らかとなった。 
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図表 II-12 先行研究事例（自然療法）の概要 

項目 内容 

サンプル数 528（12名ｘ44か所） 

被験者の特徴 男子大学生 

検証方法 森林と都市において、15分間の座観実験と 15分間の歩行実験を行い、

比較する 

効果の分類 生理的 

効果指標 客観的 ・唾液中コルチゾ―ル（ストレスホルモン）濃度 

・心拍変動性による交感・副交感神経活動 

・収縮期血圧、拡張期血圧 

・心拍数 

効果の内容 森林では、都市部に比較して 

・（ストレス時に高まる）コルチゾ―ル濃度が低下 

・リラックス時に高まる副交感神経活動が高く、ストレス時に高まる交

感神経活動は抑制される 

・収縮期血圧、脈拍数の低下 

 

 

森林環境における健康への効果は、他の研究においても検証されている。李卿 （2007）20

は、35～56歳の男性会社員 12名を対象とした 2泊 3日の実験で、森林浴がもたらす免疫

機能への効果を検証した。測定指標はNK（ナチュラル・キラー）活性、NK細胞数、NK

細胞内の抗がんタンパク質（パーフォリン、グランザイム、グラニュライシン）数である。

その結果、森林浴は指標すべてにおいて上昇し、その効果は 1ヶ月後にも持続することが

明らかとなった。対照実験として一般の旅行では、NK活性、NK細胞数、抗がんタンパク

質レベルに変化は認められなかった。 

 

また、恒次祐子ほか（2011）21は、2007～2010年に 19か所で計 228名が参加して行わ

れた実験で、森林浴がもたらす心理的な効果を検証した。測定指標は主観評価22、ストレス

―リフレッシュ感調査23、POMSによる気分プロフィール評価の 3つのアンケートに基づ

                                                   
20 李卿（2007）「森林セラピーによる免疫能の向上」農林水産技術研究ジャーナル vol.30, 

pp.34-39 

21 恒次祐子、朴範鎮、李宙営、香川隆英、宮崎良文（2011）「森林セラピーの心理的リラッ

クス効果」日本衛生学雑誌 vol.66, pp.670-676 

22 主観評価は、両端に「非常に快適な」「非常に不快な」という形容詞対を配した 13段階

のスケールを用いて、被験者に印象を記してもらう方法である。 
23 ストレス―リフレッシュ感調査は 30項目、4尺度回答のアンケート調査。 
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く。その結果、森林環境は都市部に比べて快適感、鎮静感、自然感、リフレッシュ感が高

かった。また、POM によると活気は高く、一方で緊張、抑うつ、疲労、混乱、怒りは低か

った。 

森林環境のもたらす心理的リラックス効果については、他に病院屋上森林における要介

護高齢女性を対象とした研究等でも効果が検証されている（松永ほか 2011）24。 

                                                   
24 松永慶子、朴範鎮、宮崎良文（2011）「病院屋上森林が要介護高齢女性患者に及ぼす主観

的リラックス効果」日本衛生学雑誌 vol.66, pp.657-662 
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4. 厚生労働省「健康日本 21（第二次）」における効果測定項目 

  

（１） 「健康日本 21（第二次）」とは 

「健康日本 21」は、平成 12年度から平成 24年度まで、健康づくりの取組を国民や企業

等に浸透させ、健康増進の観点から理想とする社会に近づけることを目指す運動である。

その最終評価において提起された課題を踏まえ、平成 25年度以降の取組として「健康日本

21（第二次）」が平成 24 年に発表されている。全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊

かに生活できる活力ある社会を目指して、5つの基本的な方向を提案している。 

 

 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防） 

 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

 健康を支え、守るための社会環境の整備 

 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する

生活習慣及び社会環境の改善 

 

目標の設定に当たっては、現状及び課題について関係者が共通の認識を持った上で、科

学的根拠に基づいた実態把握が可能な目標を設定する必要がある。また、その具体的目標

はできる限り簡略化し、国民に分かりやすくすることが望ましい。そこで、同じ方法で長

期にわたり実施されてきた実績のある調査、例えば、国民生活基礎調査、国民健康・栄養

調査、特定健診のデータなどを活用して、目標が設定されている。 

 

 

（２） 農作業に関連する効果測定項目 

「健康日本 21（第二次）」(厚生労働省平成 24 年 7 月発表）における指標は、5 分野 57

項目が存在する。このうち、農作業が貢献する可能性があると思われる 11項目を以下に示

す。 

身体的・精神的・社会的健康のすべての分野において、調査対象者の自己申告に基づく統

計調査結果を指標として用いている。また客観的評価方法としては、血圧、歩数などの測

定のほか、血液検査などの侵襲性25のある方法も用いられている。 

  

                                                   
25 横断研究において、研究目的で採血や穿刺等を行うことを「侵襲性を有する」とする。（研

究倫理 Guide 2009 No.3 東京大学生命・倫理教育研究センター） 
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図表 II-13 「健康日本 21（第二次）」における農作業に関連する効果測定項目 

目標項目（番号） データソース 現状 目標 
健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
日常生活に制限のな
い期間の平均(1) 

国民生活基礎調
査を基に算定  

男性70.42年、女性73.62
年  

平均寿命の増加分を上
回る健康寿命の増加  

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底  
高血圧の改善（収縮期
血圧の平均値の低下）
(6) 

国民健康・栄養調
査（厚労省）  

男性 138mmHg 女性
133mmHg  

男性 134mmHg 女性
129mmHg（Ｈ34）  

脂質異常症の減少(7)  国民健康・栄養調
査（厚労省）  

・総コレステロール
240mg/dl以上の者の割
合：男性 13.8％、女性
22.0％ 
・LDＬコレステロール
160mg/dl以上の者の割
合：男性 8.3％、女性
11.7％  

・総コレステロール
240mg/dl 以上の者の割
合：男性 10％、女性 17％ 
・LDＬコレステロール
160mg/dl 以上の者の割
合：男性 6.2％、女性
8.8％（Ｈ34）  

糖尿病有病者の増加
の抑制 （13）  

国民健康・栄養調
査 （厚労省）  

890万人（Ｈ19）  1000万人（Ｈ34）※現
状が続いた場合 1410万
人と推計  

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標  
気分障害・不安障害に
相当する心理的苦痛
を感じている者の割
合の減少（16）  

国民生活基礎調
査 K6(厚労省）  

Ｋ6の合計点が 10点以
上：10.4%  

気分障害・不安障害に相
当する心理的苦痛を感
じている者の割合の減
少  

 高齢者の社会参加の
促進（就業又は何らか
の地域活動をしてい
る高齢者の割合の増
加）（28）  

高齢者の地域社
会への参加に関
する意識調査 
(内閣府）  

男性 64％、女性 55.1％  80％（Ｈ34）  

健康を支え、守るための社会環境の整備  
地域のつながりの強
化（居住地域でお互い
に助け合っていると
思う国民の割合の増
加）（29）  

少子化対策と家
族・地域のきずな
に関する意識調
（内閣府）  

つながりが強いと思う
人の割合 45.7％（Ｈ19）  

65％（Ｈ34）  

健康づくりを目的と
した活動に主体的に
関わっている国民の
割合の増加（30）  

社会生活基本調
査(総務省）  

健康や医療サービス関
連のボランティア活動
をしている割合 3.0％
（Ｈ18）  

25％（Ｈ34）  

栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社
会環境の改善に関する目標  
野菜と果物の摂取量
の増加（37）  

国民健康・栄養調
査 （厚労省）  

野菜摂取平均 282ｇ、果
物摂取量 100ｇ未満の割
合 61.4％  

野菜摂取平均 350ｇ、果
物摂取量100ｇ未満の割
合 30％  

日常生活における歩
数の増加 （41）  

国民健康・栄養調
査 （厚労省）  

20～64歳：男性 7841歩、
女性 6883歩、65歳以
上：男性 5628歩、女性
4585歩  

20～64歳：男性 9000
歩、女性 8500歩、65歳
以上：男性 7000歩、女
性 6000歩  

運動習慣者の割合の
増加（42）  

国民健康・栄養調
査 （厚労省）  

20～64歳：男性 26.3％、
女性 22.9％、総数
24.3％；65歳以上：男性
47.6％、女性 37.6％、総
数 41.9％  

20～64歳：男性 36％、
女性 33％、総数 34％；
65歳以上：男性 58％、
女性 48％、総数 52％  

厚生労働省平成 24年 7月 
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5. 先行研究のまとめ 

 

 研究事例は少なく、特にエビデンス・グレーディングの高い研究例は乏しい 

農作業と健康に関する研究、その関連として運動療法、園芸療法、自然療法に関する研

究事例を収集した。この中で、最もエビデンスが蓄積されているのは、運動療法と自然療

法（森林セラピー）である。身体活動と健康に関する研究は、RCTの研究事例が多数あり、

これら RCTの系統レビューに基づくガイドラインが公的機関より公開されている。また自

然療法（森林セラピー）では、対照実験が多数実施され、データが蓄積されている。 

一方、農作業と健康に関する研究及び園芸療法については、客観的エビデンスを検証す

る研究は非常に少ない。特に対照を設定した研究は少なく、4例あるのみであった。客観的

なエビデンスが乏しいという事実は、今後、当該テーマにおいて調査研究を開拓する余地

があることを示唆している。 

 

 

図表 II-14 先行研究の調査方法 

調査対象 研究デザイン 対照の有無 調査方法 

事例① 
市民農園利用者と非利用者 

横断調査 ○ アンケート 

事例② 
農作業実施者と非実施者 

横断調査 ○ アンケート 

事例③ 
農業者・趣味農業者・非実施者 

横断調査 ○ 健康診断 

事例④ 
ガーデニングと読書 

介入調査 ○ アンケート 
コルチゾ―ル測定 

事例⑤ 
農作業体験前後 

介入調査 
 

- 
 

アンケート 
血圧測定 

 

 

 調査方法として、アンケートが最も広く用いられている 

農作業と健康に関する研究においては、横断調査が 3 例、介入調査が 2 例ある。アンケ

ート調査、健康診断、アンケートと実測の組み合わせによりデータを収集している。その

うち最も広く用いられているのがアンケートである。アンケートは、身体的、精神的、社

会的効果のどの側面においてもデータをとることができる。 
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図表 II-15 先行研究の調査方法と検証対象 

調査対象 調査方法 身体的効果 精神的効
果 

社会的効
果 

事例① 
市民農園利用者と非利用者 

アンケート ○ ○ ○ 

事例② 
農作業実施者と非実施者 

アンケート ○ ○ ○ 

事例③ 
農業者・趣味農業者・非実施者 

健康診断 ○ - - 

事例④ 
ガーデニングと読書 

アンケート 
コルチゾ―ル測定 

- ○ - 

事例⑤ 
農作業体験前後 

アンケート 
血圧測定 

○ ○ - 

 

 

 調査対象は、高齢者に偏り気味である 

 先行研究とその調査対象をみると、調査対象に偏りが認められる。海外の研究事例は、

成人~高齢者を対象としているが、日本の研究事例はすべて高齢者を対象としたものである。  

農業と健康に関するエビデンスを集積していく際には、非農業者の農業への参加の拡大

を図るため、より幅広い者を対象とした効果の検証が求められる。一般成人や一般高齢者

を対象とした、農作業に従事することによる効果の研究は、今後、開拓すべき分野である。 

 

 

図表 II-16 先行研究と調査対象 

調査対象 若年層 成人 高齢者 

事例① 
市民農園利用者と非利用者 

- ○ ○ 

事例② 
農作業実施者と非実施者 

- - ○ 

事例③ 
農業者・趣味農業者・非実施者 

- - ○ 

事例④ 
ガーデニングと読書 

- ○ - 

事例⑤ 
農作業体験前後 

- - ○ 

 

 

 農業以外の要因を考慮した分析が必要 

 農業による健康へのエビデンスを検証するには、農業以外の要因を考慮することが必要

である。先行研究事例においては、農業グループと非農業グル―プという対照群分析をし

ているが、今後は、さらに進めて個人の飲酒や喫煙習慣や、運動習慣などのファクターを

考慮した分析をすることでエビデンスとしての価値が高まると考えられる26。 

                                                   
26  van den Berg, A. E. et al.（2010） 


