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馬 介 在 療法の科学的効果

関西福祉科学大学での取り組みを中心に一

倉 1亘弘彦 1- 3) ・北 岡友紀 1) ・大)11 尚子 1)

{要旨}馬介在療法の効果について検討し，以下の

結果を得た。

l 学生 48名を対象に精神作業負荷(コンピュー

ター化クレッペリン試験)を 2~3 時間実施して精

神疲労を誘発し，その後 20分間の乗馬に伴う疲労

回復効来をクロオスオーバー法にて検討したとこ

ろ，疲労感，気分の落ち込み，意欲，イライラ感，

不安，活力，体調の 8項目の自覚症状は乗馬

群がコントロール群と比較して統計学的に有意に

剖復していることが確認された (3元配置分散分析，

p<O.oo1) 0 

2. 精神作業疲労を誘発した学生 10:tを対象に乗

馬と歩行(有酸素運動)の回復効果の比較を行った

ところ，疲労感，活力，緊張，意欲の 4項目は歩仔

だけでも有意な改善がみられたがい<0.05) ，気分

の溶ち込み，イライラ，不安，体調の悪化などの症

状については有酸素運動だけで、は改善がみられず，

来lJJでのみ有意な回復効果がみられた(p<0.05)。

3. l:J;Jrll誌により疲労を誘発した学生15名を対象に

1m復効果をi食言せしたところ，コントローノレ鮮 (11=8)

は全く変化が見られなかったが，乗馬群 (n=7) で

は乗馬直後に疲労感，イライラ感，気分の落ち込み

が有意に改善 (p<0.05) ，不安感，意欲において

改善傾向がみられた (p<O.l) 0 しかし，精神作業

に伴う疲労とは異なり，その後室内で休息していて

も211寺間後には断11民後と変わらないレベルまで、想化

した。

4. 女性 6名，男性 5名の男女 11名を対象に，安

治時，歩行H寺ならびに常歩(なみあし)，速歩(は

やあし)，駈歩(かけあし)の騎乗時における心拍

鍛素消費量:を計測したところ，常歩乗馬も有酸

になっていることや，速歩乗馬や駈歩乗馬は

1) I刃向協和上科学大学長it淡福祉ιT~}~~j

(Hirohiko Kurats山田， Yuki Kitada， NaolくoOkawa) 

2) Jir:r;工大らさ大九三 f~:tfJ;:ミむと三|二命科学:研究科

~1) 大阪市立大学医学郊疲労クリニカノレセンター

最大運動負荷に匹敵するような激しい運動である

ことが判明した。

5. 馬介夜療法を希望した 9名の不登校児と引き

こもり状態の 5名の成人(計 14;:包)を対象として，

馬介在療法(2.5時間/1ゴX5週)を実施したところ，

臨床症状評価で気分の落ち込み，イライラ感，不安

感，緊張の項目において有意な改替が認められた

(p<O.OOl)。また，臨床心理士による観察でも

表情が明るく，柔らかくなっており，メンタルヘル

スの向上がみられた。加速度脈波の河波数解析によ

る自律神経系の評価では， LF/HF比が有意に低下し

(p <0.05) ，脈拍の揺らぎも有意に増加しており

(p<O.OOl) ，常歩騎乗は交感神経系の緊張を緩

和し，自律神経系のバランスを改善させる効果があ

ることが明らかになった。アクティグラフによるIIffi

[1民・党隈リズム解tfi'では日中の活動量が噌えて，夜

間睡眠時の中途覚醒が減っている傾向がみられた。

はじめに

文部科学名?の調査報告によると，平成 18年度に

病気で休職した公立の小中高校などの教職員は，前

年度に比較して 638人消えて 7655人みられ，この

内うつ病などのメンタルヘルス障害による休戦が

4，675人 (61%) と最多で，前年茂に比べて 497人

期加しており，いずれも過去最多を吏新したという。

また，労働者健康状況誠査報告(平成 19年)をみ

てみても仕事や職業生活に関して強い不安，悩

み，ストレスがあるJとする労働者の割合は約 58%

にも上り過去 1年開にメンタルヘルス上の理由

により連続1か月以上休業又は退職した労働者がし、

るJとする卒業場の割合も約 8%にも上る。したがっ

て，今やメンタルヘルスI;:trf答は生活習慣病と間様に

誰もが遭遇する可能性がある病態であり，健全な社

会を維持するためにメンタルヘルス対策が重要な

課題の 1つとなってきている。

0369-52，17/11/¥'500/1 ，論文IJCOPY
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最近，我々が大阪府民 1，219名を対象に普段

の疲れに対して，どのようなことをしていますか?

また，それは効果があると思いますか ?J という

アンケート誠査を行ったところ，多くの入が疲れた

時には沼や日本茶，コーとーなどを利用していたが，

その効果を自覚している人は 1割にi雨たず，ほとんど

疲労回復効果は期待できないという結果で、あった九

一番多くの時民が効果を感じていたのは入俗である。

仕事をして疲れた晩に，ゆっくりと風呂に浸かると

筋肉の凝りがほぐれ，疲れが軽減するというのは多

くの人が寂々実感しているところであろう。なお，

利用している頻農は少ないが，実践しているヒトの

半数以上が疲れが回復すると感じている手法とし

ては，笑い，アニマルセラピー，指A，マッサージ，

漢方薬，音楽などがある¥)

アニマノレセラピーとは，動物を介して人の治療を

行うものの総称であり，日本においては犬や猫など

の愛らしし、小動物が用し、られており，無邪気な小動物

と接することにより，心のいらだちゃ不安，人への

恐怖などの症状が癒されるという。最近では老人

ホームや学校などでも広く利用されるようになって

きており，師事にも無関心で、あった人が物事へ取り

組む意欲が回復するなどの効果が認められている 2，:ll。

アニマルセラピーの中でも大動物である馬との

触れ合い在介した潟介在療法については，古代ギリ

シャ時代から負怒した兵士の身体機能回復に乗馬

療法が用いられていたとしづ O 文献を識べてみると，

馬介寂療法は脊髄損傷，脳性マヒ，多発性硬化症

などの神経・筋疾患などに対して主に用し、られてき

ており，リハピリテーションをロ的とした運動機能

の回復;こ一定の効果がみられているい6) メンタル

<疲労の程度の評価>
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P<O.OOl 
γ何一一寸

tí~ 1 号 (20 11 /，手)

ヘルス商への効果についても，家i室内暴力を受けた

子供たちの精神面の改善iこ潟介在療法が有効で

あるとする報告i)もみられる。しかし，馬介在療法

が日常生活におけるストレスや精神作業に伴う

疲労に対してどのような効果を与えているのかに

ついて科学的に検証した報告は少ない。そこで¥

本稿では関西福祉科学大学をや心に共同研究とし

て行ってきた馬介在療法効果の検証結果について

紹介したい。

健常者の精神作業疲労に

対 す る 馬 介 在 療 法

(ホースセラピー)の効果

関西福祉科学大学の学生 48名を対象に， 2日関連

続で精神作業会荷としてコンピュ…ター化したク

レッベリン試験を 2~3 時間実施して精神疲労を誘

発，その後下記 2つの条件による疲労詔復法をクロ

オスオーバー法にて実施した(被験者 48名中，乗

馬の評価試験に参加できなかったものが 4名，コン

トロールとして行ったドラム缶休息の評価試験に

参加できなかったものが 2名あり，粂馬の評価試験

は 44名， ドラム缶休息(コントロー/レ)の評価試

験は 46名にて実施した) 0 

① 20分間牧場内を潟に梁って散策(常歩(なみあし)

運動，主にひき馬乗潟)

②牧場内のテラス(見晴らしや風通しが良い場所)

に設置したドラム缶に 20分間またがって休息

自覚的な疲労の変化については，①精神作業負荷

前，②精神作業負荷直後，③20分間の乗潟後，もし

くはドラム缶に 20分間またがって休息後，③患内

において i時間休息後，⑤屋内にて 2時間休息後，

70.0 
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50.0 
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0.0 

Pく0.001
γ一一一勺

負荷前負荷夜後 $1ス?時間後 2時筒後 負荷詰Ij負務夜後世スヲ 1持関後 2待問後

官室後 E霊後

桑罵群(11=44) コントロール群(ドラム缶)(nご 46)

関 l 総事11作業負荷に伴う疲労j惑の変化と粂馬とドラム飴休息、による回復
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の三¥.5 1Ei:1， visual analog scale (V AS) を用いて，疲

労!乱気分の落ち込み，不安感，緊張，イライラJ乱

活力，脱力感，頭痛・頭重感，意欲，体制の程度を

100点満点で数依化し，評価記録を行った。

!な]1に精神作業負荷による疲労感の変化とその後

乗馬群とコントロール群の回復の程度を示してい

るが，精神作業負荷により乗馬l札コントロール群

ともに統計学的に有意に疲労J誌の増加がみられる

(p< 0.001)。その後の閥復については，来潟i作は

ら疲労感は精神作業負荷前とほぼ同様の

レベルまで経減しい<0.001)，居内での休息 11時

間後， 211寺間後ともに軽j成したりと撞が維持されたっ

-)J，コントロール群で、はテラスに設置されたド

ラム缶に 20分間またがって休息直後から疲労感の

(p<O.Ol) はみられているがその程度は軽度

であり，屋内での休息、 111寺!前後， 2時間後とu寺|叫が

経過するにしたがって疲労感の軽減が大きくなっ

同の疲労の回復程度を3元配置分散分析によ

り解析したところ，乗馬群における疲労感の同信が

コントロール群と比較して統計学的に有意に大き

いことが縫認されたい<0.001)。

<気分の務ら込みの程度>
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inl圭

桑馬群(11=44)
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コントロール群(ドラム缶)(11=46)

i凶翁 2 'h村払附i1tjf合イ村十

耳采采EヒdijjとiドJラム伝休息息、lにこよる回?復友

気分の落ち込みJ惑の変化についても，精神作業負

荷により附群ともに憎悪がみられる(罰 2) (p< 

0.001)。その後の恒li友は，来jおMは乗馬直後から

負荷前よりも低いレベルまで改悲し (p<O.OO1) ， 

庭内での休息、 111寺院後， 2時間後ともに軽減した状

態が維持された。一方，コントロール群ではドラム

缶に 20分間またがった休息直後には有意な改善は

みられなかったが，屋内での休息 111寺部後， 2時間

後に気分の落ち込みJ誌の経減が認められた (p<

0.001)。両群の気分の落ち込み感の回復は，来潟

群における疲労感の問復がコントロール鮮と比較

して統計学的に有意に大きいことが確認された (3

元配置分散分析， p<O.OO1)。

<意欲の裂j支>

P<O.OOI 
P<O.OOI r一一，pく0.001
「一一--， r一一一一一一一'-"iPく0.001
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主義馬群(11=44)
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負荷前負荷ia後 空スウ 1苦寺院後 Z時間後

直後

コントロール群(ドラム缶)(11=46)

i主I3 :tWtrl' i1":!i己負荷にfl'う芯:欲の低ドと染防と
ドラム缶インド，むによる1，"1fhl:

次に， ，意欲の変化についてみてみると，精神作業

負荷により雨群ともに意欲は有意に減少している

(1認め い<0.001)。その後の路復は，乗馬群は

乗馬直後から負荷前よりも高いレベルまで改苦=し

い<0.001) ，屋内での休息 1時間後， 211寺間後と

もにほぼ維持された。一方，コントロール鮮では屋

内での休患、日時間後までは有意な意欲の匝復がみら

れず， 211寺間後に漸く意欲の改善が認められている

(p<0.005)。意欲のi五円安は， 1玄|をみても明らかな

ように乗馬鮮の回復がコントロール群と比較して
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有意に大きいことが確認されている (3元配置分散

分析， p<O.oo1)。

なお，上述の 3項目以外のイライラ感，緊張，不

安，活力，体調の 5項畏も精神作業負荷による増悪

と休恵、による回復がみられたが，来潟群がコント

ローノレ群と比較して統計学的に有意に回復してい

ることが確認された (3元記置分散分析，p<O.oo1)。

精神作業付加による疲労時

における乗馬と有酸素運度

(歩行)との効果を比較検討

我々は，乗馬の運動生理の検討(後述)において

特に技術を要しない常歩乗馬も有酸素運動になる

ことを報告討してきたが，一般に有酸素運動はスト

レス解消や気分の爽快感につながることが良く知

られており，上述の乗潟の癒し効果が烏との触れ合

いによって生まれる乗馬特有の効果であるのか，そ

れとも単に乗馬に伴う有酸素運動による効果であ

るのかは暁らかで、なかった。そこで，精神作業負荷

に伴う疲労を対象として，常歩乗馬と歩行(ほぽ同

等の有酸素運動)との疲労閥復効果の比較検証を

行った。

関西福祉科学大学の学生 10名を対象に，クレッ

ペリン試験(30分)と鏡に映った文字を写す作業(30

分)を 2間ずつ(計2時間)行い，精神作業負荷に

伴う疲労状態を誘発し，その後 20分間乗馬をした

場合と予 20分間の有駿素運慶(歩行)をした場合の

疲労回復‘効果を VASを照いて 10点満点で比較した。

その結果，疲労感は乗馬に眠らず，歩行による有

酸素運動だけでも に回復することが判明した

(1玄J4) 。また，活力の程度，緊張の程度，意欲の

程度など、の症状も歩行だけで、有意、な改哲三がみられ，

このような疲労際連症状の閥復には有酸素運動だ

けでも効果がみられることが篠認された。

しかし，疲労;こ伴う気分の落ち込み，イライラ，

不安，体調の悪化などの症状については有酸素運動

だけで、は改善がみられず，粂馬でのみ有意な回復効

果がみられた(隈 5，表1)。このことは乗馬には

有酸素運動の効果に加え，潟との触れ合いを介した

疲労関連症状の改善効果があるものと患われる。
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直後穫後後 後
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lZ14 有員長素運動委託荷と粂路負荷による疲労感の変化
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図 5 有酸素運動負荷と粂潟負械による

イライラ皮の変化
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p<0.05 
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70.0 
60.0 
50.0 
40.0 
30.0 
20.0 
10.0. 
0.0 

く疲労の程度の評価>有認を議運動と粂，\!~の比較

有酸素連動 乗馬

疲労j支 ②(p <0.01) ⑧(p <0.01) 

気分の溶ち込み皮 e(p <0.01) 
いらいら俊一 e(p <0.01) 
活力 e(p <0.02) 重量ゃく0.01)
不安感 e(p <0.05) 

緊張 e(p <0.05) 
窓鋭 e(p<0.05) ⑧(p <0.001) 
体調 e(p <0.01) 

e:有意主主が見られた攻防

表 l

1時間後 2時間後タスク
直後

乗馬群(11=7)

断限後

pく0.01

…r一一一一1

阪眠前

1時間後 2時間後タスク
直後

コントロール群(ドラム缶)(11=8) 

断眠;こ伴う波労感の変化と来潟と
ドラムfui木息、によるi立!1fi

断自民後阪眠言Ij
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乗馬直後には疲労感が精神作業負荷前とほぼ陪様

のレベノレまで軽減したが (p<O.o1) ，精神作業負

荷に伴う疲労とは異なり屋内での休息1時間後には

有意に増悪し (p<0.05)， 2時間後には断眠負荷後

とほぼ陪様のレベルまで悪化したい<0.05)。

一方，コントロール群ではテラスに設置されたド

ラム缶に 20分間またがって休息しでも有意な疲労

感の軽減はみられず，庭内での休息 1lH'y間後， 2時

間後とも疲労感の軽減はみられなかった。

なお， urrll民負荷により!l見力j\L~， Y舌力，体調，イラ

イラ感は両群ともに有意に上回患がみられ (p<0.05)，

乗馬群では不安感，気分の落ち込みが増悪傾向 (p

<0.1) ，コントロール群で、は気分の落ち込み，脱

力J惑も有意な増惑がみとめられたい<0.05)。

疲労感以外の百!復効果については，乗馬直後はイ

ライラ感，気分の溶ち込みが有意に改善 (p<0.05)，

不安感，意欲においても改善傾向がみられたがい

<0.1) ，疲労感と同様に室内での休息 1U寺間後に

は増悪傾向がみられ， 2時間後にはすべての症状が

断|波後と変わらないレベルまで悪化した。

阪 6

上述の検討にて，精神作業負荷に伴う自覚的な疲労

|実Jiili症状の回復には，馬との触れ合いを介した馬介

在療法が有効で、あることが明らかになってきた。この

ことは日常の社会生活でみられる多くの精神作業

を介した慢性的な疲れやストレス関連病態の治療

や予防に馬介在療法が有効である可能性を示唆し

ている。しかし，最近は過重労働に伴う過労死やメ

ンタルヘルス障答が注目されてきており，このよう

な過重労働に伴う病態には睡眠時間の減少が深く

かかわっていると考えられている。そこで，馬介在

療法が過重労働に伴う病態にも有効であるのか否

かを調べる予備調査として日の銭rr眠に伴う疲労

に対する馬介在療法の効果について検討を行った。

関西憾社科学大学の学生 15名を対象として，夕

食と入浴をとらせた後，翌朝までI睡眠をとることな

くトランプなどのゲームを行し、疲労を誘発，その後

k述の精神作業負荷の実験と同様に|ご記2つの条件

による疲労回復を調べた。

① 20分間牧場内を馬に乗って散策(常歩(なみあし)

運動，主にひき馬乗馬)

②牧場内のテラス(見晴らしや風通しの良い場所)

したドラム缶に 20分間またがって休息

なお，断11民負荷は体調不良に結びつく可能性があ

り，今関は倫理的な配慮より精神作業負荷の検証の

ような 213連続のクロスオーバー法ではなく，単純

な 21洋間比較として検討した。

!玄16に断11民による変化を示しているが，乗馬，/1平，

コントロール鮮ともに疲労感の増惑がみられている

(p< 0.01)。その後の回復については，乗馬群は



に質問したり，会話をすすめ，実際にそうした知識

を利用するというプロセスを踏むことで，ソーシヤノレ

スキルの向上もみられた。

また，アリス .w.ボープ (1992)による自尊心

尺疫を使用して価したところ，ホースセラピー前

には，全般，家族，社会に対しての自尊心(自分を

大切にする気持ち)が健常児と比較し明らかに抵下

していたが，ホースセラピーの参加後は，全般，家

族に対して改善の傾向がみられた。

3.加速度脈波の賠波数解析による自律神経系の評価

生理学的検査として行った加速度脈波の周波数

解析による自律神経系の評価では，馬介在療法を行

うJ誌に評仮した被験者 14名の成績は交感神経系の

緊張が健常者に比較して上昇している修、向がみら

れたが，常歩騎乗の前後の変化を検討したところ馬

に騎乗 1時間後には LF/HF比が有意に低下し (p<

0.05) ，脈拍の揺らぎも有意に増加しており (p<

O. 001) ，常歩騎乗は交感神経系の緊張を緩和し，

自律神経系のバランスを改善させる効果があるこ

とが明らかになった(図 7) 2) 

(2011fT三)

乗馬の運動生理

服部縁地粂潟センターの協力のもと，女性 6名，

男性 5名の男女 11名を対象に，安静時，歩行u寺なら

びに常歩(なみあし)，速歩(はやあし)，組歩(か

けあし)の続采時における心拍数と酸素消費量ーをと計測

したところ，それぞれの結果は安静時:83.0土8.3/ 

分， 262こと79ml/分， 歩行時:98.3土 13.4/分， 537 

土84ml /分，常歩乗馬時:103. 1土11.7/分， 603ごと

132 ml /分，速歩乗馬時:145.2二tl7.7/分， 1，279 

土305ml /5'J， 歩乗馬u寺・ 163.1土12.8/分， 1， 516 

ごと385ml /分であり，常歩来罵も歩行と

運動になっていることや， ;t返歩釆馬や駈歩来里~Iま最大

i翠ffiJJ負荷{こ匹敵するような激しい運動であること

が判明した 8，針。
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図 7

我々は，大阪府教育委員会と服部総地乗馬セン

ターの取り;:旦みにおいて，不登校，引きこもりの子

どもたちのやには馬との触れ合いを介して社会復

帰できている場合があることを知り，厚生労働科学

研究(子ども過程総合研究事業)の咋!で潟介在療法

を希望した9名の不登校児と引きこもり状態の 5名

の成人(計 1'1名)を対象として，馬介在療法 (2.5

時 IヨX5逓)の効果を検討したところ，し、くつか

の客観的な効巣を見出し報告してきているので，

そのサマリーをここでも紹介する 8)。

1. VASによる自覚症状評価

上述の VASをど用いて疲労感，気分の落ち込み，

イライラ感，不安感，緊張，意欲，活力，体議などの

程度を評価したところ，気分の務ち込み，イライラ

感，不安感，緊張の項尽において，騎乗前と騎乗後

で統計学的に有意な改善が認められた (P<O，001) 0 

2. 臨床心理士による全体説察

参加した 14例，すべての症例でホースセラピー

の施行に伴い以前に比較して，表情が明るくなる，

家庭での会話が士替える，日常生活における行動量が

噌加するなどの改善が認められた。

臨床心理士による臨床心理学的考察では，メンタ

ルヘルスの向上とともに対人コミュニケーション

スキルの向上が認められ，交通機関を使って一人で

来場する，東i!!f;に関してインストラクターやスタップ
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4 アクティグラフによる行動量，睡眠・覚醒1)ズム

の評価

今回検討できた症例数は5名と少なく有意差検定

は行うことはできなかったが，騎乗プログラム

絡が始まる前の 3日開と，プログラム終了後からの

3 IJ 11:]でザFfilliした結果を見てみると， 1ヨr:!Jの活動 ld;

が地えて， It1J主党醒が減っている傾向がみられた。

また，被験者の睡眠時泊をみてみると，平均約 9n寺

聞のu垂眠をとっていたが，ホースセラピー参加後で

は11出版時間の減少，活動時間の増加傾向がみられた。

ニtc
4ヨ 察

お介在療法について調べてみると，これまでは主

に脊鎚損{払 IlìtH~:マヒ， 多発十悦性1止:硬化;古症111走iE巨などの+村11村!

;筋yi市7百;疾J患志などがみられるド隙奈:害写者に対してリハビリ

テ一シヨンとしての機能司訓11*ωi線ゴ来:を目的に)月I~れし、られて

きた l---(}則へ馬にまたがつて常f歩ぷなどの逆運-動をすると，

j操q魚史り j返互し骨t担控!註2や{付体イ本〈幹f部;司沼I日:をl前j五諒i有J後，i左[己i右， JこTに動かす

ことになり， 1対111i:itljのリハビリ効来とともにJJ日幹が

刺激され機能回復市11線を促進させる効果があると

いう。また， [=1然に自分自身のバランスをとること

による自律神経系機能の改苔効果もJ切符されている。

我々は， jjj との触れ合いを介した.1.1~介在療法は上述

のリハビリテーション効来とともに， ，IJ，jのぬくもり

を1]'(接自分の!日Lで感じながら大動物で、あるjゐを自 11]

にJ虫色ることができることによるメンタルヘルスの

機能改詩効果もみられることにえ'~ ICjし，健常者にお

ける精神作業疲労や不主主校・引きこもりに対する民

介在療法の効果について検討を進めてきた。本稿では

こ才しまでに怯]jJ可柘'Ifll:科学:大"jさをゆ心に1iってきた

出介在療法に関する知凡をまとめて紹介している

が，まず現代社会の疲労やメンタルストレスのj以前

の1つとなっている精神作業関連症状に対する効果

を調べた結果では， 20分間牧土号内をJ%にまたがって

(主にひき馬采，馬)した場合は，昆111';ーらしや風

通しの良し、牧場内のテラスに設置したドラム(ji'に

20分間またがって休息した場合と比較して，有意に

疲"j!il乱気分の落ち込み，不安感，緊張，イライラ

!氏活力，意欲，体調の程度の自覚症状が改する

ことが明らかになった。

また，このような自党症状の改-出が来日手に伴う ;{1

によるものであるのか，それとも乗馬特有

の効果で、あるのかを調べたところ，疲労J氏 活力の

程度，緊張の程度，意欲の程度なとやの症状は乗馬に

限らず，歩行による有酸素運動だけで、も有意にllilf反

していたが，気分のi等ら込み，イライラ，不安，体

調の悪化などの症状は歩行による有酸素運動では

有意な改怒がみられず，馬との触れ合いを介した采

潟でのみ改善がみられることも宇IjIYJした。

ノト動物である犬や紡を利用したアニマルセラ

ピーでは，動物と触れ合うことにより総し系の神経

伝達物質であるセロトニンや報酬系の神経伝達物

質であるドーパミンなどの脳内代謝に改苔が起き

ている可能性がュ考えられているが，馬との触れ合っ

た学生もInJ慌に「気分が楽になったJ，心が癒さ

れたj と述べているものが多く，このような脳内代

謝に改善が起きている可能性が考えられる。また，

馬にまたがって常歩運動しているとすごい!

生きている自動車に来ーっているみたしリと評するも

のもみられ，民のぬくもりを)J凡で感じながら大動物

である民を思いのままに動かすことにより，ターし、か

けていた自 よみがえり，意欲の|立11亙につながっ

ている可能性も考えられる。

次に，今上!の社会で、~延している慢性波労には，

1'lftrjl 作業にfl' う心身の波労以外にi必 ih~労働に伴う

11長眠時間の減少(不11氏)の関与が大きいと考えられ

ている。そこで，潟介在成法が不11民などの抵11民

に伴う疲労にも布効であるのか百かについて， I:fJrl以

後の疲労を対象に調べてみたところ，コントロール

のドラムおにまたがっての休息では全く疲労回復

効果がみられなかったが，乗馬直後にはコントロー

ルと比較して疲労感，イライラ l\i..~，気分の落ち込み

が有意に改怒，不安感，意欲も改}f子傾向がみられた。

したがって，乗馬にはこのような断11民に伴う波労に

対しでも一ー定の効来がみられる。

しかし， I折11民に伴う疲労に対する効果は柏村i作菜

負荷に伴う疲労とはWJらかに呉なり， ZRl誌の後に室

内で休息していても lil手間後には明感傾向がみられ，

2 時間後には元の:伏r~までJEL化した。このことは，

|可じような疲労感を感じる病態で、あっても，その疲労

J惑を引き起こした涼|玄|によって生体内で引き起こ

されている変化は異なっており，断H氏後の疲労関iili
J主~Kには馬介在僚法による効~~は{認めて A時的な

ものであることを示唆しており，来馬を疲労回復手法

としてJ1Jし、る場合にはその対立ととなる病態や効果

を週刊l午しておく必要がある。
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次に，乗馬の運動生理については一般に，乗潟は

歩いたり走ったりしているのは馬であり，騎手はj単

に潟にまたがってバランスを取っているだけであ

り，あまり運動にはなっていないと思われがちであ

る。しかし，馬上で騎手は上下，前後，左右に揺ら

れている体を絶えず一定に保つため，背骨の腐りに

ある傍脊柱筋や腹筋，背筋，大腰筋などの館肉を動

かしている。そこで，乗馬に伴う騎手の運動生理を

調べてみたところ，常歩騎乗は歩行と向等の存酸素

運動であり，速歩や駈歩は最大運動負荷に匹敵する

ような無酸素運動になっていることが確かめられ

た 8)。このことは，糖尿病や高指取症などの生活習

慣病の予防としてもひき馬乗潟が有効であること

を示唆している。このような成績を講演会などで紹

介していると，有酸素運動が必要であれば，何も粂

馬ではなく自分で公国などを歩けば良いとの意見

を頂くことがあるが，乗馬をしていると気がつかな

いうちに時間が過ぎ去っていることが多い。疾病の

予防問的にて有識素運動を取り入れるためには，そ

の運動を継続して行うそチベーションの維持が必

要であり，乗馬はこの観点からも優れていると思わ

れる。なお，スポーツとして乗馬を行うためにはか

なり練習して乗潟技備を習得するが必要があるた

め敬遠されがちであるが，有酸素運動で、あることが

確かめられた常歩騎乗はひき馬で行ったものであ

り，全く特別な技術は必要としていないため誰でも

参加が石J能なものであるο

最後に，不登校児と引きこもり成人を対象に行っ

た検証では，自覚的な症状の改善とともに臨床心浬

士による緯察におけるメンタノレヘルスの向上，自律

神経バランスの改善，中途覚醒の減少など効果が碓

され，常歩騎乗による馬介夜療法の効果を科学的

に検証する Iつの手がかりが得られた 8)。馬介夜療

法の効果については，これまでの障害者に対するリ

ハビリテーションとしての機能訓練を隠的とした

ものい6)以外にも，最近は家庭内暴力を受けた子ど

もたちにおける精神間の改善効果 7)や広汎性発達障

の児童に対する効果 10，11)などもみられように

なってきており，メンタルヘルスや脳機能の改善効

果が明らかになってきている。

残念ながら，今回ホースセラピーを実施すること

ができたのは少数例であり，まだまだ客観的ないく

つかの指標において有意な変化を確認することは

難しかったが，今後さらに症例数を場やして検討す

ることにより，潟介在療法の神経・内分泌・免疫系

にl子える影響などを検証することが可能になると

考えている。このような取り組みにより馬介在療法

の科学的な効果が明らかになれば，多くの施設でも

公的な支援を受けることが可能となると思われ，日

本中の粂馬施設において馬介夜療法が取り入れら

れ，不登校，引きこもりで、闘っている人々が身近な

施設で治療を受けることのできる日が来ることを

願ってやまない。
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次に，乗馬の運動生理については一般に，乗潟は

歩いたり走ったりしているのは馬であり，続弓三は単

に馬にまたがってバランスを取っているだけであ

り，あまり運動にはなっていないと忠われがちであ

る。しかし，馬上で騎手は上下，前後，左右に揺ら

れている体を結えず一定に保つため，背骨の贈りに

ある傍脊柱筋や腹筋，背筋，大腰筋などの筋肉を動

かしている。そこで，乗馬に伴う騎手の運動生理を

調べてみたところ，常歩騎乗は歩行と向等の有酸素

運動であり，速歩や随歩は最大運動負荷に匹敵する

ような無酸素運動になっていることが確かめられ

た 8) このニとは，糖尿病や高脂血症などの生活習

慣病の予防としてもひき馬乗馬が有効であること

を示唆している。このような成績を講演会などで紹

介していると，有般素運動が必要で、あれば，何も乗

馬ではなく自分で公園などを歩けば良いとの意見

を頂くことがあるが，乗馬をしていると気がつかな

いうちにH寺間が過ぎ去っていることが多い。疾病の

予防目的にて有酸素運動を取り入れるためには，そ

の運動を継続して行うそチベーションの維持が必

要であり，乗馬はこの観点からも優れていると忠わ

れる。なお，スポーツとして乗馬を行うためにはか

なり練習して乗馬技術を習得するが必要があるた

め敬遠されがちであるが，有駿素運動で、あることが

確かめられた常歩騎乗はひき潟で、行ったものであ

り，全く特JJIJな技術は必要としていないため誰でも

参加が可能なものである。

最後に，不登校児と引きこもり成人を対象に行っ

た検証では，自覚的な症状の改善とともに臨床心理

てとによる観察におけるメンタルヘルスの向上，自律

神経ノfランスの改善，中途党醒の減少など効果が確

認され，常歩騎乗による馬介在療法の効果を科学的

に検証する lつの手がかりが得られた 8)。潟介在療

法の効果については，これまでの障害者に対するリ

ハビリテーションとしての機能訓練右目的とした

もの iト 6)以外にも，最近江家庭内暴力を受けた子ど

もたちにおける精神屈の改善効果i)や広汎性発達障

の児童に対する効果 l<J， lりなどもみられように

なってきており，メンタルヘノレスやJlì~機能の改善効

果が明らかになってきている。

残念ながら，今回ホースセラピーを実施すること

ができたのは少数例であり，まだまだ客観的ないく

つかの指標において有意な変化を確認することは

難しかったが，今後さらに症例数を増やして検討す

るニとにより，鳥介在療法の神経・内分泌・免疫系

に与える影響などを検証することが可能になると

考えている。このような取り組みにより馬介在療法

の科学的な効果が明らかになれば，多くの施設でも

公的な支援を受けることが可能となると思われ，日

本中の粂潟施設において馬介在療法が取り入れら

れ，不登校，引きこもりで図っている人々が身近な

施設で治療を受けることのできる日が来ることを

願ってやまない。
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