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１ はじめに 

 本研究は、健康危機発生時に、効果的

かつ効率的な精神保健サービス提供を目指

し、事前の研修プログラムの開発、災害時

精神保健システムの構築を行い、この効果

を実証的に検討することを目的とする。近

年、災害時の精神保健対応は、2007年には

国連等の関係機関が共同で「緊急時精神保

健および心理的支援のガイドライン」を発

行して、統一的な方針のもとで進めるよう

に な っ た （ Inter-Agency Standing 

Committee: IASC, 2007）。わが国において

は、阪神淡路大震災等の経験に基づき、災

害時地域精神保健医療活動ガイドライン.

（厚生労働省, 平成 13 年度）が発行され、

主に行政対応に関する指針が示されている

が、わが国の事情を考慮しつつ上記 IASCガ

イドラインなども参考にした上での更新が

求められている。 

研究代表者らのこれまでの研究によれば、

第一線で住民に対応する保健師には、災害

精神保健に関する知識、準備性、自己効力

感について十分備わっているとはいえず、

研修プログラムの提供が求められている。

最近では、米国で開発された心理的応急処

置（Psychological first aid）プログラム

の 日 本 語 版 が 公 開 さ れ た が

（http://www.j-hits.org/PFA.htm）、日米

では支援体制や文化などの相違があり、日

本で使用するにあたって検討すべき課題は

残っている。 

 また、申請者らが、災害対応者を対象

とした郵送法による調査、フォーカスグル

http://www.j-hits.org/PFA.htm�
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ープ等を実施した結果、災害精神保健対応

には支援者の技法のみならず、精神保健の

サービス体制の整理が重要な課題であるこ

とが明らかになった。精神保健と、地域保

健の密接な連携は必須であるが、国、県（精

神保健福祉センター、県保健所）、市町村（保

健センター等）の役割分担は必ずしも明確

ではないのが現状である。 

本研究班では、１）地域危機発生時の精

神保健対応の具体的な方法論を検討し、こ

れらの手法が保健師らによって実施される

ように研修プログラムを開発し、２）災害

精神保健ガイドライン等を実際に運用し、

その問題点を改善するとともに、現場で活

用できるようツールを作成し、３）健康危

機発生のフェーズの各段階における効果的

な治療・ケアを保証する精神保健医療体制

を明らかにして、精神保健医療のモデルを

提示することを目的とする。 

 

２ 研究紹介 

加藤は阪神・淡路大震災以降、各種水害、

地震等の支援経験を踏まえ、自然災害後に

精神保健活動を提供する必要性について検

討を加えた。アウトリーチの重要性やスク

リーニング方法などの基本的 戦略は普及

し、地域内で対応可能な災害では、効率的

な活動が提供されている一方で、都道府県

を跨ぐ災害や、政府が想定している大規模 

災害などの広域災害への準備はあきらかに

不足している。救急医療が阪神・淡路大震

災を教訓に、 DMAT（ Disaster Medical 

Assistance Team）として包括的なシステム

を整備していることと比較すると、脆弱な

のは明らかである。DMAT は、平成 13 年度

からシステム構築のための研究が本格的に

行われ、平成 15年度から研修が試行された。

その後、改訂が重ねられ現在の研修は、「日

本 DMAT 隊員養成研修」（4 日間）と、現場

管理者になる医師のための「統括 DMAT研修」

（2 日間）が提供されている。平成 22 年 3

月時点で、養成研修を受けて日本 DMATに登

録されているのは 387 施設、703 チーム、

隊員数は約 4300名に上っており、わずか 7

年間で大きな発展を遂げている。この間、

平成 17 年の JR 福知山線脱線事故では、ブ

ロック内の DMAT が機動的な現場活動と傷

病者の搬送を行い大きな成果を挙げた。

DMATの活動は、阪神・淡路大震災後の救急

医療の大きな達成といえる。これと比較す

ると、精神保険医療対応が脆弱なのは明ら

かである。こうした現状を踏まえ、広域災

害に対応するためのシステムを提言し、全

国をいくつかのブロックに分け、コーディ

ネーターを配置し、関係者に事前にトレー

ニング機会を提供し認証を与える制度とし

て整備される必要を訴えている。精神保健

に関しては、国の防災基本計画には何ら記

載がなく、また地方自治体間で防災計画に

おける取り上げ方やガイドラインの整備状

況は大きな差があるため、制度的な対応を

検討する必要が指摘される。 

鈴木は災害精神保健医療マニュアル改訂

版を普及するために、保健・福祉をはじめ

とした行政職員を対象とした研修体制の開

発に着手した。地域精神保健および災害精

神保健領域の初期対応に関する研修プログ

ラムの開発法および効果評価法を先行研究

や公開されている資料をもとに検討し、わ

が国の保健行政で、実施可能な形での研修

様式を検討し、研修体制を構築した。プロ

グラム評価の指標を選定するために、研修
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理論を整理して、評価方法およびデザイン、

そして評価指標について検討を加え、災害

精神保健医療マニュアル改訂版の内容に基

づき、研修体制の準備を行い、研修会方式、

e-learning の二つの様式を整備した。研修

のプログラム評価の測定指標について検討

したところ、災害精神保健や平常時の精神

保健に関する対応の研修法について科学的

に効果を検証した研究は非常に限定されて

いた。日本の先行研究を参考にして、健康

危機時の精神保健対応に関する知識 4 項目、

自己効力感 3 項目を選定した。研修理論を

整理して、次年度のプログラム評価では量

的分析に加えて質的分析を行った結果を踏

まえ、研修プログラムを洗練化していくこ

とが妥当であると考えられた。災害精神保

健マニュアル改訂版に則した研修体制を構

築し、その評価には量的、質的両面のアプ

ローチをとることが妥当であり、次年度は

これらの研修およびプログラム評価を実施

する予定である。プログラム評価の指標を

選定するために、研修プログラムの理論に

ついて整理した。健康教育で多用される

KAB（知識-態度-行動）モデルと、専門研

修の開発で活用される、成人学習理論につ

いて検討した。 

中島は改訂された災害精神保健医療マニ

ュアルの普及をすすめるために、研修プロ

グラムを開発した。まず研修内容の優先順

位について検討するために、災害対応経験

のある精神保健医療専門家および地域保健

専門家(n=96)を対象にインターネット調査

を行った。そのうえで、保健医療従事者の

これらの場面への対応の準備性を高めるた

めに映像資材の開発を行った。その結果と

して、研修内容については、特に「初期対

応」、「支援者のストレス対応」領域の研修

ニーズが高かった。しかし、「災害精神保健

体制の構築」については管理者向けに研修

を行う優先度は高く、直接支援者がこれに

ついて理解することも役割分担を理解する

うえで重要であると考えられた。これらを

考慮して、モジュール形式で研修内容を構

成した。また、特に精神保健的対応が必要

な場面として、１）遺族対応、２）自殺リ

スクの高いひとへの対応が挙げられ、精神

保健福祉センターや保健所などの行政職員

らの準備性を高めるために、これらの場面

での初期対応法について、デモンストレー

ションビデオを作成した。これらを通じて、

研修プログラムでは、対象者のニーズに合

わせて焦点を当てる構成にした方が望まし

いことが明らかになった。直接支援者らに

は、「初期対応」、「支援者ストレス対応」を

中心に、管理者には「災害精神保健体制の

構築」、「支援者のストレス対応」について

重点的に取り扱うことが必要と考えられた。

遺族対応および自殺リスクの高いひとへの

対応の研修映像資材の提示によって画一的

な対応方法を押し付けることにならないよ

うに、研修参加者から意見収集を行ったり、

研修場面でも、この映像資材を議論の素材

として活用するような使用上の工夫が求め

られると考えられる。 

伊藤は健康危機発生の各フェーズにおい

て、効果的な精神保健医療・ケアを保証す

る体制のモデルを提示した。そのために災

害対応の経験豊富な精神保健専門家から情

報収集を行い、災害の種類を大型自然災害

に設定し、郡部と都市部における対応の 2

つのパターンでクリティカルパスを作成し

た。災害発生のフェーズは、数時間、数日
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間、数週間、数ヶ月の 4 つに区分し、各フ

ェーズにおけるターゲットとゴール、災害

対応を行う各組織の役割を整理した。郡部

版のクリティカルパスは、岩手宮城内陸地

震の経験を基に作成された。フェーズ 0 に

おける精神保健活動方針の決定や人的支援

の派遣調整、フェーズ 1 における医療機関

従事者や行政職員への初期対応に関する研

修、フェーズ 2 における医療機関へのアク

セスに関する地理的問題、フェーズ 3 にお

けるスクリーニング等に、課題が見出され

た。都市部のクリティカルパスは郡部版を

もとに作成され、都市部の課題として、体

制構築上の問題、精神科医療供給の問題、

外部からの支援者の統制の問題が明確にな

った。これらを通じて、大型自然災害発生

時の支援の流れについて、各フェーズにお

ける各関係組織の役割のポイントを整理し、

課題を整理した。今後は、今年度作成した

初案に、災害対応において大きな役割を果

たしている DMAT や日本赤十字社、さらにメ

ディアの対応を加えて、より災害対応の全

体像の中における精神保健支援の位置づけ

や各組織の役割を明確にしていく必要があ

ると考えられた。また、今年度作成したク

リティカルパスの初案を他の都道府県に提

示し、汎用性があるかについてフィードバ

ックを求めることで、これらの初案の標準

化を進める必要がある。 

 
３ 次年度以降の研究 
保健師、行政職員、精神保健関係者らを

対象として、今回開発した研修プログラム

の効果評価研究を行うとともに、災害対応

体制の構築に関して、特に外部からのここ

ろのケア派遣チームの在り方、および判断

に関するアルゴリズム案を作成し、この内

容の適切性について合意形成を行う。また

行政評価としてはウェブ等を活用したガイ

ドラインや情報提供を行うことによる行政

対応の変化の測定を行う予定である。 
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広域災害に対応する精神保健サービス提供システムの構築に関する研究 

分担研究者 加藤 寛  公財）兵庫震災記念 21世紀研究機構 

            兵庫県こころのケアセンター 副センター長 

     

研究要旨 

阪神・淡路大震災以降、自然災害後に精神保健活動を提供する必要性は広く認知されて

きた。アウトリーチの重要性やスクリーニング方法などの基本的 戦略は普及し、地域内で

対応可能な災害では、効率的な活動が提供されているといえよう。しかし、都道府県を跨

ぐ災害や、政府が想定している大規模 災害などの広域災害への準備はあきらかに不足して

いる。これは、救急医療が阪神・淡路大震災を教訓に、DMATとして包括的なシステムを整

備して いることと比較すると、脆弱なのは明らかである。本分担研究では、この 10 年間

の災害時の精神保健活動の内容を検討するとともに、広域災害に対応するためのシステム

として DPAS（Disaster Psychological Assistance System）の整備を提言する。これは、

全国をいくつかのブロックに分け、コーディネーターを配置し、関係者に事前にトレーニ

ング機会を提供し認証を与 える制度として整備される必要がある。このシステムによっ

て、行政単位を超えた連携と協力がスムーズに行えるようになり、大規模災害への対応が

可能となることが期待できる。 

 

 

Ａ．はじめに 

 阪神・淡路大震災以降、自然災害後に精

神保健活動を提供する必要性は広く認知さ

れてきた。アウトリーチの重要性やスクリ

ーニング方法などの基本的戦略は普及し、

地域内で対応可能な災害では、効率的な活

動が提供されているといえよう。しかし、

都道府県を跨ぐ災害や、政府が想定してい

る大規模災害などの広域災害への準備はあ

きらかに不足している。これは、救急医療

が阪神・淡路大震災を教訓に、DMAT 

 

（Disaster Medical Assistance Team）と 

して包括的なシステムを整備していること

と比較すると、脆弱なのは明らかである。

本研究では、阪神・淡路大震災およびそれ

以後の主な災害時の精神保健活動の内容を

検討し、特にコーディネート上の問題点に

ついて検討する。 

 その上で、広域災害に対応するためのシ

ス テ ム と し て 、 DPAS （ Disaster 

Psychological Assistance System）の整備

を提言したい。これは、全国をいくつかの
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ブロックに分け、コーディネーターを配置

し、関係者に事前にトレーニング機会を提

供し認証を与える制度として整備されるも

のである。このシステムによって、行政単

位を超えた連携と協力がスムーズに行える

ようになり、大規模災害への対応が可能と

なることが期待できる。 

 

B．阪神・淡路大震災後の活動：精神科救護

所とこころのケアセンター 

①精神科救護所 

 阪神・淡路大震災後の精神保健活動をふ

り返ると、二つの時期に別のモデルで活動

が行われたことが指摘できる。一つは、震

災直後から数ヶ月間に行われた「精神科救

護所」活動である。この活動は、大都市が

破壊され地域内の精神科医療資源が大きな

被害を受けた状況において、何の準備もな

いままに行われたものである。これは当初、

被災した外来診療所の機能を補完すること

を目的として行われた活動であった。被災

地が都市部であったため、精神科医療機関

の被災は外来診療所に集中していた。麻生

によれば、震災後比較的早期に診療再開で

きた診療所は約半数で、移転などによって

すべての診療所が復旧したのは、3 月に入

ってからであった。また、交通機関の乱れ

も通院の障害となり、服薬が中断した患者

は少なくなかった。これらに対応すべく、

まず神戸市長田区保健所（当時）と区内の

開業医が、保健所内で投薬可能な窓口を提

供した。その後、神戸市沿海 6 区と芦屋、

西宮、伊丹、および津名（淡路島）の計 10

保健所に「精神科救護所」が開設された。

その後の活動は、被災状況や応援態勢など

によって方向性を異にしていった。診療所

の再開が遅れた神戸市長田区のように診療

投薬を継続したところもあれば、医療機関

の復旧が早く外部からの支援も得やすかっ

た西宮市のように、保健師による訪問活動

を主体にしたところもあった。 

 精神科救護所と並行して必要性が高かっ

たのは、夜間の精神科救急医療であった。

避難所では夜間に被災者の数が増えるため

に、精神障害者の問題行動が表面化する事

例が多発した。夜間の緊急入院は震災後 2

ヶ月経っても、通常の 2 倍以上に高止まっ

たままであった。当時、兵庫県内の精神科

救急システムは、全県を一つの民間精神科

病院が輪番でカバーしており、急増したニ

ーズにはとても応えられなかった。そのた

め、行政と病院協会などが協議し、まず県

立単科精神病院の長期入院患者を民間病院

に転院させて空床を確保し、多くの救急ケ

ースを受け入れることになった。また、民

間病院の中で被災地の周辺に位置していた

3 病院を臨時の救急窓口病院に指定し、こ

こでも積極的に入院を受け入れた。これに

加えて、夜間に往診と必要時の搬送を行う

選任チームを設置し、外部からの支援チー

ムに地元関係者がナビゲーター役をする形

で対応した。この往診チームは約 80日間に

26 回往診したが、搬送入院は 5 回のみで、

安易な入院を避けることができたと評価さ

れている。 

 救護所活動は現場からのニーズに応える

形で展開されていったが、最大の問題はコ

ーディネートや組織化が遅れたということ

だった。ほとんどの地域では、現場の判断

で活動を開始した後で、入院病床の確保や

押し寄せる応援者の振り分けなどの必要性

に迫られ、追従する形でコーディネートが



7 
 

行われた。その際、行政担当者との軋轢や、

誰がどのようにコーディネートし情報を発

信するかなどの点で多くの混乱を来した。

結局、県立精神保健センター（当時）の医

師、および神戸大学精神科医局に所属する

医師が中心となり、ニュースレターを頻繁

にファックスで配信することなどをとおし

て全体の調整が行われたが、すべての精神

保健活動を掌握することはできず、多くの

課題を残した。 

 

②こころのケアセンター 

 阪神・淡路大震災後に提供された、もう

一つの精神保健活動は復興期の「こころの

ケアセンター」活動である。これは、公的

財源によって、わが国で始めて組織的に提

供された災害後の精神保健サービスである。

復興期の精神保健活動について、関係者の

多くは保健所にマンパワーを増やすことを

望んだが、財源となった基金（阪神・淡路

大震災復興基金）は、民間事業のみに使途

が限られていたために、精神保健センター

や保健所などの公的機関が資金を得ること

は叶わなかった。苦肉の策として精神科医

療に関係する民間団体が、受託して活動を

始めることが検討された。当初は、精神科

病院協会や診療所協会など、関係法人に委

託することが考えられたが、結局、精神保

健協会という任意団体が受託することとな

った。この団体は、精神科医療機関や行政、

民間企業の精神保健担当者などで構成され

る組織で、通常はニュースレターの発行や

講演会開催を年に数回する程度の活動をし

ていた。年間予算は数百万円で専従職員さ

えいない任意団体に、突然年間 3 億円もの

事業が舞い込んだのである。準備期間はわ

ずか 1 ヶ月しかなく、組織の構成も全くの

白紙だった。急遽、兵庫県の精神保健担当

課からベテランの PSW が出向することが決

められ、関係機関を招集して検討が重ねら

れた。そして、本部の他に広域の被災地に

12カ所の出先機関（地域センター）を置く

こと、当初は各地域の保健所が兼務で地域

センターの運営を行うこと、スタッフは公

募することなどが決定された。 

 当時の社会的関心の高さを反映して、定

員の数十倍の応募があったが、多くは地域

保健活動経験をほとんど持たない者であっ

た。各地域に 2 名から 4 名ほどのスタッフ

を配置し、保健所の一角を間借りしての活

動が始まった。基本的知識の研修が急いで

行われたが、実際には保健所の保健師や PSW

から指導を受けながら、地域保健活動のイ

ロハを習得しなければならなかった。また、

地域によっては保健所との連携が上手くい

かず、スタッフが短期間で去ってしまう所

も少なくなかった。その後、阪神・淡路大

震災復興記念切手の収益の一部が寄付され、

各地域センターは独立したプレハブの建物

に移動し、組織としても保健所職員の兼務

が外され独立することになったが、実際の

活動ではいかに保健所と密な連携を保つか

が重要であった。 

 全体の運営で困難だったのは、県と政令

指定都市、あるいは保健所中核市との関係

だった。それぞれが細部の運用システムが

異なるため、指示や決裁プロセスが複雑に

なるなどの問題に直面することが多かった。

特に、復興基金を拠出していた神戸市は独

自運営を主張することが多く、県と市の担

当者間で繰り返し協議をしなければならな

かった。しかし、民間団体が受託したこと
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のメリットもあった。それは、活動の柔軟

性や独立性を確保できたという点である。

たとえば、兵庫県外に作られた仮設住宅住

民や、自発的に県外に避難した被災者に対

しても、この組織は支援を行ったが、純粋

に行政組織の中での活動であったなら、こ

うした圏域を超えたサービスは不可能であ

っただろう。 

 実際の活動そのものは、基本的に仮設住

宅住民を主なターゲットとした地域保健活

動であり、保健所との連携が必須であった。

特に、地域に密着し、住民にも受け入れや

すい存在である保健師と行動をともにする

ことがきわめて重要であった。なぜなら、

災害後の精神保健活動の必要性がいくら強

調されようとも、一般住民にとって抵抗感

がなくなるものではないからである。こと

に生活再建が主な課題となり、多くの二次

的ストレスに曝される復興期にあっては、

精神保健活動をそれだけで提供しようとし

ても、ほとんど受け入れられることはない。

また、少ないマンパワーで効率的にサービ

スを提供するためには対象を絞る必要も出

てくる。したがって、 

 被災程度も大きく、生活再建の遅れた

仮設住宅住民を主な対象とする 

 アウトリーチを重視する 

 保健や福祉を担当する他の機関やボラ

ンティアと可能な限り連携する 

 心理教育とスクリーニングを主に行う 

 コンサルテーションの重視 

などが基本的な活動方針となった。こうし

た復興期におけるサービス提供上の工夫の

必要性は、過去の災害時に行われた精神保

健活動でも重要な点として、指摘されてい

るところであり、国情や文化の違いなどに

よらず、普遍的な戦略である。 

 この組織は、調査研究もいくつか行って

いるが、その中で、災害救援者の受ける心

理的影響に関する研究や、PTSD症状のスク

リーニングに関する検討は、日本ではそれ

まで行われたことのない分野のものであっ

た。 

 

 

C．阪神・淡路大震災以後の自然災害と精神

保健活動 

別に報告したように阪神・淡路大震災か

ら平成 14 年までに発生した自然災害後の

精神保健活動の実態を調査したことがある。

これは、平成 14年版までの防災白書に記載

されている自然災害を対象として、関係者

に聞き取りを行ったものである。被災地域

を含む都道府県の精神保健福祉センター、

および最も近い保健所などに問い合わせ、

災害の概要、被害状況、精神保健活動の有

無、活動の概要、その他の情報を収集した。

その結果から、精神保健活動のモデルにつ

いて検討すると、いくつかのパターンに分

類できることが分かった。まず、阪神・淡

路大震災のように被災地外から支援者が多

数訪れ、それが活動を支える場合で、「地域

外支援型」と呼べるものがあった。また、

外部専門家をスーパーバイザーとして迎え

て支援活動自体は地域内のスタッフで対応

するモデルや、地域内の精神保健福祉セン

ター等が中心となって活動する形態、そし

て、メンタルヘルス活動として独立した形

では行われなかったものの通常の保健業務

形態の中にメンタルヘルス的要素を取り入

れた形態などが見られた。これらについて

は、支援モデルを「スーパーバイズ型」「地
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域内協同型」「一般支援型」とそれぞれ分類

した。 

 調査で情報を得ることができ、何らかの

精神保健活動が実施されていた 10災害（13

災害中）に、平成 14年以降の主な災害のう

ち 9災害を加えたのが表１である。14年度

以降の災害に関しては、文献や関係者から

の聞き取りによって情報が得られたものの

みを加えている。 

 これを見ると、阪神・淡路大震災以降の

自然災害では、精神保健活動が展開される

ことが着実に増えていることが分かる。そ

して、最近の災害では外部の専門家をスー

パーバイザイーとして活用しながら、保健

所と精神保健センター、市町村の保健セン

ターなどが、早い時期から活動を始めてい

る。その際、精神的症状に関するスクリー

ニングも次第に行われるようになっており、

より効率的な活動の展開が指向されている。

以下に具体例を示す。 

 

①新潟・福島水害（平成 16 年 7 月 12 日～

13日） 

 新潟県は直後から、精神保健担当課が情

報を収集し、19日に最初の会議を開催した。

そこで精神保健や医療に関係する県内の機

関で構成される「こころのケア対策会議」

の設置が決定された。具体的な活動として

は、三条健康福祉環境事務所に拠点を置き、

専門家の派遣、啓発のための配布物作成、

および精神健康に関するスクリーニングの

実施を取り組むこととなった。さらに、新

潟市の新潟県精神保健福祉センター内にホ

ットラインを設置することも決定された。

なお、この会議には兵庫県こころのケアセ

ンターから医師と保健師が招聘され、阪

神・淡路大震災後の体験をもとにアドバイ

スを行ったほか、啓発パンフレットの作成

の援助をした。活動は 7月 23日から開始さ

れ、当初の 2 週間は地元の保健所、県立精

神保健センター、および県立精神医療セン

ターがアウトリーチを展開した。２週目以

降は被災した市町からの依頼を受けて、

PTSDおよびうつ症状のスクリーニングも行

った。この時期からは民間の精神病院が協

力する体制も取られるようになり、2 か月

間で 46名の個別相談を受理している。また、

被災者支援の重要な担い手である保育士、

ケアマネージャー、老健施設職員、民生委

員などを対象とした研修会が数多く行われ

た（平成 16年度中に計 12回）。 

 

②福井豪雨（平成 16 年 7 月 17 日～18 日） 

 福井県は早い時期から精神保健活動の必

要性を認知し、事業の必要性を国に要望し

た。そして、補助を受けることができたた

め、「『こころの元気』回復応援事業」とし

て、活動は展開された。その内容は、巡回

診察、ホットラインの設置、講演会開催や

パンフレット作成などであった。巡回相談

には、地元の保健所、市町保健センター、

民間精神病院、そして精神保健センターな

どのスタッフが従事し、延べ 175 件件の相

談を受けている。ホットラインは、福井県

臨床心理士会が担当し 7 月 22 日から 10 月

31 日の間に 59 件の相談を受けたと報告さ

れている。被災世帯向けにパンフレットが

作成され公民館や自治会を通して配布され

た。 

 

③平成 16 年台風 10 号（平成 16 年 7 月 25

日～18日） 
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 上那賀町と木沢村を管轄する徳島県阿南

保健所は、被災者の健康管理を行う立場か

ら精神保健上の問題に対しても早い時期か

ら関心を持っていた。避難所の状況から感

染症の予防とともにストレス対策が必要と

判断していた。そして、8 月 12,13 日の両

日に保健師が聞き取りの健康調査を実施し

た。用いたのは加藤らが開発した簡易な問

診によるスクリーニング質問票（SQD）であ

る。調査が出来た 120 名の中で、「イライラ

する」と訴えていたのが 40%、気分の落ち

込みが 28%、災害のことが頭から離れない

が 28%などの結果から、長期的な対策の必

要性を確認し、保健師による訪問活動の継

続、関係者への研修会などが実施された。

さらに、災害から 4 ヶ月後の 11 月末から

12月上旬にかけて、上那賀町、木沢村の住

民に対して健康調査が再度行われた。 

 

④平成 16年台風 23号（平成 16 年 10月 19

日～20 日） 

 兵庫県洲本市では、洲本健康福祉事務所

（洲本保健所）が翌 21 日から被災世帯の健

康調査と訪問相談を行った。調査は、県内

他保健所からの応援保健師を得て、9 日間

で 2231 世帯を対象とした。この調査は、被

災者の健康全般にわたるもので、慢性疾患

の管理、要介護の確認、およびメンタルヘ

ルスに関する項目が含まれていた。6 日後

には、兵庫県こころのケアセンターから精

神科医および精神保健福祉士が派遣され、

避難所や自宅でのケース対応、今後の精神

保健活動に関する企画、啓発パンフレット

の作成などに助言した。その後、地元の精

神科病院医師、および臨床心理士会を交え

て定期的に支援会議が開催された。個別ケ

ースについては、要フォロー者をリストア

ップして、在宅介護支援センターとの連携

の中で、保健師が定期的に訪問した。また、

被災地域ごとに「こころのケア座談会」と

銘打った住民向けの講演会を計 8 回開催し、

啓発を行った。 

 一方、兵庫県北部の豊岡市とその周辺地

域では、豊岡健康福祉事務所および被災の

激しかった豊岡市、出石町、但東町の保健

師が、直後から健康調査を行い、精神保健

上のニーズを抽出した。また、各避難所に

は市町職員が張り付き、必要な場合には保

健師がケアする体制が当初より取られた。

１週後からは、県立精神保健福祉センター

および兵庫県こころのケアセンターの精神

科医と PSW が、3 回にわたり現地入りし、

必要な助言とケース対応を行った。また、

住民向けおよび担当者向けのパンフレット

は早い段階で配布し、避難所でのメンタル

ヘルス講演会なども開催された。 

 

⑤新潟県中越地震（平成 16 年 10 月 23日） 

 阪神・淡路大震災以後に発生した最大の

自然災害であり、精神保健活動も活発に行

われた。その詳細については、コーディネ

ートを行った新潟県関係者が報告している

ので、ここでは阪神・淡路大震災との比較

から見える特徴を指摘したい。まず、コー

ディネートが早期から行われた点である。

上述したように阪神・淡路大震災では、被

災後の混乱の中で現場主導の活動に追従す

る形で、コーディネートが始められた。そ

の機能が発揮されるようになるまでに数週

間を要したが、中越地震の場合は、発生か

ら数日以内に新潟県は活動方針を明確に呈

示した。この背景には、地震の 3 ヶ月前に
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発生していた水害で発足していた「こころ

のケア対策会議」が、そのまま活動を拡大

できたこと、とりまとめ役であった新潟県

庁や新潟大学が被災していなかったことな

どが大きく貢献した。また、国立精神保健

センターや兵庫県こころのケアセンターな

どが、対策会議にスーパーバイザーとして

参画し、必要な助言を行っただけでなく、

活動ガイドラインや啓発資料などを提供し

たことも、活動の効率化に寄与したといえ

るだろう。その結果、計 36 にも上った外部

支援チームは、新潟県庁の指示に従い機能

的に動くことができた。降雪を前にした同

年の 12 月には外部からの支援は不要とな

り、災害後早期の精神保健活動はほぼ完了

した。 

 その後、復興期の体制として「こころの

ケアセンター」が作られたのは、阪神・淡

路大震災と同じく復興基金を財源とする以

上、他に選択肢がなかったためと理解でき

るだろう。その活動は現在も続けられてい

るので検証を待たなければならないが、都

市部と異なり活動に参加する専門職の確保

が難しかったこと、仮設住宅へのアウトリ

ーチは保健所や市町に属する保健師が担い、

センターは啓発活動を中心業務にしたこと

などの、違いがある。いずれにしても、復

興基金を財源とした場合、既存の保健シス

テムを直接強化することが難しいという点

は、再考すべきと考えられる。 

 なお、平成 19年 7月には中越地震の被災

地と一部重なった地域で、新たな地震が発

生しており、最大の被害があった柏崎市に

は新たに地域こころのケアセンターが設置

された。この時には地元の精神科病院が職

員を出向させ、マンパワーの不足を補って

いる。 

 

⑥平成 21 年台風 9 号（平成 21 年 8 月 9 日

～11日） 

 兵庫県の西端、佐用町と宍粟市を襲った

台風 9号では、県内の死者 18名、行方不明

2 名、および全壊 163 棟、床上浸水 337 棟

などの住宅被害、20億円以上の農地・農業

用施設被害を出した。全国での死者は 25名

に上っており、阪神・淡路大震災以後、三

指に入る被害となった。被害の集中した佐

用町では、町役場も浸水したために、被害

や必要な支援に関する情報が外部に伝わり

にくかった。この地域には精神科医療機関

が皆無であるために、精神保健に関する情

報もなかなか確認できなかったが、町の嘱

託医であった隣接地域の精神科病院医師が

2 日目から現地に入り、被害の深刻さと現

地の混乱を県の関係者に伝達したことをき

っかけに、支援体制が急いで整備された。8

月 14日には、県の関係者、県から派遣され

た精神科医師が現地を訪れ、地元担当者と

協議した。もともと欠如していた精神科医

療を提供するために、8 月中は精神科救護

所を佐用町に設置することに決定した。大

学病院、県立病院、および精神科病院協会

からの支援を得て、精神科医を含む医療チ

ームが活動することになった。これに先だ

って佐用町では、防疫・健康調査を 8月 12

日から 15日の期間に実施し、要支援者を抽

出した結果、精神面での要フォロー者は 73

名あることが、報告された。以上の情報を

集約し、長期的な支援計画を策定するため

に、8月 26日に連絡協議会が被災地で招集

され、9月以降も週 1，2回の頻度で医療チ

ームが継続して派遣されることとなった。
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平成 21 年 12 月まで継続され、187 名の相

談に応じ、訪問回数は役 250 回に上った。

その後も、精神保健福祉センターとこころ

のケアセンターに所属する精神科医が毎月

定期的にコンサルテーションに応じたほか、

被災者を対象としたスクリーニング調査、

および町職員を対象としたメンタルヘルス

調査も実施し、現在に至っている。平成 23

年度も継続される予定である。 

 

 

D．災害精神保健活動の課題 

 これまでに述べたように、最近の自然災

害においては、被災者を対象とした精神保

健活動が行われ、保健所と精神保健センタ

ーを主体とした活動モデルで実践されるこ

とが増えており、阪神・淡路大震災以前と

比べると明らかに進展したといえるだろう。

しかし、いくつかの課題も挙げられる。 

 第１の課題は、その地域にとって日常的

に発生する災害に対する取り組みが、いま

だ不十分な点である。地震や津波のように

突然発生し衝撃の強い災害では、被害程度

の大きさにかかわらず大きな社会的関心を

集めやすく、精神保健活動も早い段階から

始められることが多い。一方、台風などの

日常的に発生する災害では、被害が予想を

超えて大きくならなければ、積極的な精神

保健サービスは提供されない。これは、災

害の違いによって社会の受容態度が異なる

ことの反映と思われる。しかし、平成 21年

台風 9 号で経験されたように、風水害でも

直接的な恐怖体験を伴うこともある。また、

災害後の生活への影響は深刻なことが多く、

慢性的なストレス要因から精神保健上の問

題をきたす被災者も少なくない。また、新

型インフルエンザなどの感染症、口蹄疫な

どの家畜伝染病は、狭義の意味では自然災

害とは言えないが、地域社会に大きなダメ

ージを与え、保健活動を手厚く長期間にわ

たって行わなければならず、その中では精

神保健分野での関わりも重要となる。 

 第２の課題は、精神医療関係者がどのよ

うに関与するかという点である。最初に述

べたように、災害精神医学の主なテーマは、

被災者を対象とした精神保健活動に取り組

むことである。それは、医療というより地

域保健活動であるため、医療関係者が活動

に参加することは少ないのが現実である。

活動の主な担い手は、多くの場合は保健師

であり、精神保健センターの精神科医や PSW

が状況に応じて関与することはあっても、

医療現場の精神科医や看護師が参加するこ

とはむしろ稀である。しかし、新潟県中越

地震のように、大規模な支援活動が必要に

なった際には、精神科医療関係者も支援チ

ームに参加することが求められる。その場

合、一般の被災者にどのように接するか、

心理教育をどのように行うかなど、通常の

医療活動とは異なるスキルが求められるた

め、事前に研修しておくことが必要である。

同時に、日常的な災害から関与する機会を

作っておくことも重要で、地域ごとに登録

しておき、訓練やシミュレーションを行っ

ておく必要があるだろう。 

 第３の課題は、活動の質を高めることと、

スーパーバイズやコーディネートを行う専

門家を効果的に使えるようなシステムを整

備することであろう。災害はそれぞれが

個々の特徴を有し、地域保健活動もそれぞ

れの地域の特質によって展開する方向性が

異なる。しかし、災害が発生すると多くの
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場合、過去の災害の情報を得て、精神保健

活動の内容を検討する。例えば、被災者向

けの啓発資料（パンフレットなど）を作成

する際には、何らかのひな形を参考にして

作ることが多い。したがって、過去の災害

に関する情報が効率的に入手でき、適切な

助言が得られるようなシステムが整備され

れば、効果的な活動を開始することに寄与

できるだろう。また、システム作りやその

後の運営に関与するコーディネーターやス

ーパーバイザイーを、適切な時期に要請で

きる体制があればさらに効率的となる。わ

が国では、現場の要請を得て、ごく限られ

た専門家が動き出すというのが現状である。

したがって、今後は、コーディネーターを

各地域に養成し確保しておくことと、スー

パーバイザーが国などの指示によって現地

に行き、協力して活動を展開する体制を整

えておくことが、ますます重要となるだろ

う。 

 

 

E．広域災害に対する精神保健活動システム

の必要性 

 これまで述べたように、阪神・淡路大震

災以後は、幸いにも複数の都道府県に跨る

大規模災害が発生しておらず、一つの自治

体がイニシアティブを握り、精神保健セン

ターや被災地の保健所を中心として精神保

健活動を提供することが可能であった。ま

た、これまで厚生労働省を中心に、地域保

健担当者に対して数多くの研修機会が提供

されており、基本的知識が普及していたこ

とも、標準的な活動がほとんどの災害で行

われてきたことに寄与しているだろう。 

 しかし、政府が想定している首都直下型

地震、東海地震などの大規模な広域災害へ

の準備はあきらかに不足している。これは、

救急医療が阪神・淡路大震災を教訓に、DMAT

（Disaster Medical Assistance Team）と

して包括的なシステムを整備していること

と比較すると、脆弱なのは明らかである。

DMAT は、平成 13 年度からシステム構築の

ための研究が本格的に行われ、平成 15年度

から研修が試行された。その後、改訂が重

ねられ現在の研修は、「日本 DMAT 隊員養成

研修」（4日間）と、現場管理者になる医師

のための「統括 DMAT 研修」（2 日間）が提

供されている。平成 22年 3月時点で、養成

研修を受けて日本 DMAT に登録されている

のは 387施設、703チーム、隊員数は約 4300

名に上っており、わずか 7 年間で大きな発

展を遂げている。この間、平成 17 年の JR

福知山線脱線事故では、ブロック内の DMAT

が機動的な現場活動と傷病者の搬送を行い

大きな成果を挙げた。 

 DMATの運用はまず、災害対策基本法に基

づく防災基本計画に以下のような規定がな

されている。 

・国は，災害発生時に迅速な派遣が可能な

災害派遣医療チーム（DMAT）に参加する，

医師，看護師等に対する教育研修を推進す

るものとする。（16ページ） 

・国〔厚生労働省，文部科学省〕，日本赤十

字社及び被災地域外の地方公共団体は，医

師を確保し救護班・災害派遣医療チーム

（DMAT）を編成するとともに，必要に応じ

て，公的医療機関・民間医療機関からの救

護班・災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣

を要請するものとする。（35ページ） 

その上で、具体的な運用方針を「日本 DMAT

活動要領」として定めており、実際の活動
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状況を検討して、この要領は随時改正され

ている（最近の改正は」平成 22 年 3月）。 

 この要領では、身分やブロック分けなど

の運用の基本方針、研修や装備などの事前

準備の内容、初動体制、現場活動の内容な

どについて、細かく記載されている。たと

えば、災害規模に応じて派遣される派遣要

請の範囲は表２のように定められている。 

 

表２；DMAT の派遣要請範囲（日本 DMAT 活

動要領から） 

被災地域の都道府県は、以下の基準に基づ

き、管下の統括 DMAT登録者等の意見を聴い

て、必要に応じて速やかに DMAT の派遣要請

を行う。 

① 震度 6 弱の地震又は死者数が 2 人以上

50 人未満若しくは傷病者数が 20 名以上見

込まれる災害の場合：管内の指定医療機関

に対して派遣要請 

② 震度 6 強の地震又は死者数が 50 人以上

100 人未満見込まれる災害の場合 

管内の指定医療機関並びに被災地域の都道

府県に隣接する都道府県及び被災地域の都

道府県が属する地方ブロックに属する都道

府県に対しての派遣を要請 

③ 震度 7の地震又は死者数が 100人以上見

込まれる災害の場合 

管内の指定医療機関並びに被災地域の都道

府県に隣接する都道府県、被災地域の都道

府県が属する地方ブロックに属する都道府

県及び被災地域の都道府県が属する地方ブ

ロックに隣接する地方ブロックに属する都

道府県に対して DMAT の派遣を要請 

④ 東海地震、東南海・南海地震又は首都直

下型地震の場合 

管内の指定医療機関及び全国の都道府県に

対して派遣を要請 

 

また、後方支援活動（ロジスティック）に

ついても細部まで記載されており、たとえ

ば費用支弁については、災害救助法が適応

された場合とそうでない場合に分けて、そ

れぞれ定められている。こうした要領をも

とに行われる DMATの活動は、阪神・淡路大

震災後の救急医療の大きな達成といえよう。

精神保健に関しては、国の防災基本計画に

は何ら記載がなく、また地方自治体間で防

災計画における取り上げ方やガイドライン

の整備状況は大きな差がある。今後、DMAT

に準じた体制を整備していく必要がある。 

 本研究では、今後、災害後の広域精神保

健活動システムについて、その骨格、研修

内容、運用方法などについて、検討してい

く予定である。そのシステムは、現段階で

は DPAS （ Disaster Psychological 

Assistance System）と称し、図のように全

国を 5 ないし 6 のブロックに分け、ブロッ

クごとにコーディネーターを配置する。さ

らに、行政単位を超えた連携と協力関係・

役割、研修と認証、後方支援、費用支弁な

どに関して議論を重ね、整備することを目

指すこととしたい。 

 

 

F．おわりに 

 阪神・淡路大震災およびそれ以降の主な

自然災害における精神保健活動を検討した。

阪神・淡路大震災以後は、それに匹敵する

大規模災害が発生しておらず、一つの自治

体内で精神保健センターや被災地管内の保

健所を中心として、精神保健活動を提供す

ることが可能であったことが分かった。一
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方で、政府が想定している大規模災害など

の広域災害への準備はあきらかに不足して

いることを、指摘した。今後、救急医療に

おける DMAT を参考にして、具体的なシステ 

ムを早急に整備する必要性を論じた。 

 

 

 

  



16 
 

（時期） （災害） （死者数）（活動の主体）
• 平成9年 7月 出水土石流災害 21 精保C、保健所、SV
• 平成10年8月 那須水害（栃木） 6 保健所、SV
• 平成10年10月 台風10号（中国地方） 10 保健所
• 平成11年6月 6.29広島豪雨 12 精保C、保健所、SV
• 平成12年3月 有珠山噴火 0 精保C、保健所、SV
• 平成12年6月 三宅島噴火 1 精保C、保健所
• 平成12年9月 東海豪雨 7 保健所
• 平成12年10月 鳥取県西部地震 0 精保C、保健所
• 平成13年3月 芸予地震 0 精保C、保健所
• 平成16年8月 新潟、福井水害 16 精保C、保健所
• 平成16年10月 新潟県中越地震 46 精保C、保健所、専従機関
• 平成16年10月 台風23号 98 精保C、保健所
• 平成17年3月 福岡西方沖地震 1 精保C、保健所
• 平成19年3月 能登半島地震 1 精保C、保健所
• 平成19年7月 新潟県中越沖地震 15 精保C、保健所、専従機関
• 平成20年6月 岩手・宮城内陸地震 1 精保C、保健所
• 平成21年8月 台風9号 25 精保C、保健所

表1 阪神・淡路大震災後の主な自然災害と精神保健活動の方法

 
 

DPASの概念図
•ブロックごとにコーディネーターを配置

•行政単位を超えた連携

•協力関係・役割の明確化

•トレーニングと認証



17 
 

厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機発生時における地域健康安全に係る効果的な 

精神保健医療体制の構築に関する研究 

平成 22 年度 分担研究報告書 

 

災害精神保健に関する研修体制の構築および効果評価研究の予備的検討 

 

研究分担者 鈴木友理子 独）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

              成人精神保健研究部 災害等支援研究室長 

 

研究要旨 

【目的】災害精神保健医療マニュアル改訂版を普及するために、保健・福祉をはじめとし

た行政職員を対象とした研修体制を開発する。また、このプログラム評価をするために、

評価デザインおよび測定指標を検討する。【方法】はじめに、地域精神保健および災害精神

保健領域の初期対応に関する研修プログラムの開発法および効果評価法を先行研究や公開

されている資料をもとに検討した。次に、わが国の保健行政で、実施可能な形での研修様

式を検討し、研修体制を構築した。そして、プログラム評価の指標を選定するために、研

修理論を整理して、評価方法およびデザイン、そして評価指標について検討した。【結果】

災害精神保健医療マニュアル改訂版の内容に基づき、研修体制の準備を行い、研修会方式、

e-learning の二つの様式を整備した。研修のプログラム評価の測定指標について検討した

ところ、災害精神保健や平常時の精神保健に関する対応の研修法について科学的に効果を

検証した研究は非常に限定されていた。そこで、わが国で行われた先行研究を参考にして、

健康危機時の精神保健対応に関する知識 4 項目、自己効力感 3 項目を選定した。また、研

修理論を整理して、次年度のプログラム評価では量的分析に加えて質的分析を行い、研修

プログラムを洗練化していくことが妥当であると考えられた。【考察】災害精神保健医療マ

ニュアル改訂版に則した研修体制を構築し、その評価には量的、質的両面のアプローチを

とることが妥当であると考えられた。次年度はこれらの研修およびプログラム評価を実施

する予定である。 
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Ａ．研究目的 

 本分担研究の目的は、地域危機発生時の

精神保健対応の研修体制を検討し、準備す

ることである。そしてこの研修プログラム

の効果を実証的に検討するためにプログラ

ム評価のデザインを検討し、次年度の円滑

な実施に向けた準備態勢を整えることであ

る。 
 
Ｂ．研究方法 

１）災害精神保健医療研修体制の構築 

 災害精神保健および地域精神保健領域の

初期対応に関する研修体制について先行研

究や公開されている資料をもとに検討した。

先行する代表的なプログラムとして、

Mental Health First Aid 

(http://www.mhfa.com.au)、Psychological First 

Aid および Skills for Psychological Recovery 

(http://www.ptsd.va.gov/professional/manuals/

psych-first-aid.asp)について、研修様式、研

修体制を検討した。 

 また、わが国の保健行政で活用、普及で

きるように、岩手県精神保健福祉センター

所長、黒澤美枝医師にヒアリングを行い、

岩手県における研修プログラムの実行可能

性を探り、研修提供体制を検討した。 

２）プログラム評価の指標の選定 

 研修プログラムを評価するために、研修

プログラムの理論について整理した。健康

教育で多用される KAB（知識-態度-行動）

モデルと、専門研修の理論的基盤として活

用される成人学習理論を検討し、我われの

プログラムについて研修理論を整理した。

そのうえで、プログラムの評価方法や測定

指標について検討した。 

 

Ｃ．結果 

１）精神保健対応に関する研修体制の構築 

１．先行研究のレビュー 

 災害精神保健における保健従事者の専門

能力（Competency）を対象にした論文は一

般的な地域保健活動についてはいくつか散

見されるが（奥田, 2008; Tachibana, 2005）、

精神保健に限定したものはあまりない。わ

が国においては、都道府県・政令指定都市

における担当部局における組織的な準備性

（深澤ら, 2010）、保健師の災害精神保健対

応に対する準備性（鈴木ら, 2010）の記述が

あるが、その必要性は認識されているもの

の、知識・態度において必ずしも十分備わ

っていないのが現状である。これらの専門

能力を高めるために、災害精神保健に関す

る研修が求められる。欧米では地域精神保

健および災害精神保健の領域では、代表的

な研修プログラムとして以下のものが知ら

れている。 

1) Psychological First Aid (PFA) 

 かつて災害後の対応は、緊急事態ストレ

スマネジメント (Critical Incident Stress 

management: CISM)デブリーフィングとい

う、出来事の体験や情動を積極的に語らせ

る手法が主流であった(Everly GS, Mitchell 

JT, 1999)。しかし、コクランレビューでそ

の有効性は否定され(Rose S, 2003)、国際的

な災害対応ガイドラインでもこのアプロー

チは勧められていない(IASC, 2007)。それに

代わって推奨されているのが心理的初期対

応(Psychological First Aid)モデルである。米

国の National PTSD Center のチームは研修

パッケージとして災害対応従事者向けに研

修を提供している。2 日程度の研修会を開

催して実施するプログラムと e-learning 研

http://www.mhfa.com.au/�
http://www.ptsd.va.gov/professional/manuals/psych-first-aid.asp�
http://www.ptsd.va.gov/professional/manuals/psych-first-aid.asp�
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修(http://learn.nctsn.org/)の二つの様式で展

開されている。 

 この PFA は、「心理的初期対応」と銘打

っているが、特別な心理的技法を活用する

のではなく、被災者の安全・安心の確保を

することを大原則として、具体的な支援を

提供したり社会的なつながりを重視しつつ、

心理的な側面に配慮するアプローチである。

現在、PFA のプログラム評価が実施されて

おり(Allen B, 2010)、効果評価研究も行われ

ているというが（Personal communication）、

今のところはこの効果に関する実証的な研

究は発表されていない。 

 エビデンスの蓄積は十分でないものの、

「害を与えない」原則を強調し、対人支援

に関する常識的な対応をモジュール化して

伝達するものなので、災害現場では受け入

れられており、実際に最近の災害場面では

多用されている。このマニュアルの日本語

版は兵庫県こころのケアセンターから公開

されている

(http://www.j-hits.org/psychological/index.htm

l）。 

 

2) Skills for Psychological Recovery (SPR) 

 上記の PFA は災害後早期の対応に焦点

をあてている。これに対して、SPR は、災

害復興期において、中長期的に精神疾患の

診断がつくほどではないが、災害によるス

トレスによって、生活に支障がでている人

びとへ対応するプログラムである。精神保

健専門家による精神医療的な治療的介入で

はなく、地域保健従事者がこのような住民

に接するうえで、心理療法的技法（認知の

再構成など）を適宜活用して対応できるよ

うするための研修プログラムである。以下

の 6 モジュールで構成されおり、実際には

相談者のニーズに応じて、各モジュールを

単独で提供することもできる。モジュール

の内容は、１．情報収集と支援の優先度を

決める、２．問題解決技法を身につける、

３．前向きな行動を勧める、４．反応に対

処する、５．役に立つ考え方をする、６．

健全な社会のつながりを再構築する、であ

る。 

 本プログラムも PFA と同じく米国の

National PTSD Center で開発された。2009

年のオーストラリア ビクトリア州で発生

した大規模山火事後には、米国のオリジナ

ルプログラムに修正が加えられて、ビクト

リア州のプログラムとして実施された

（Forbus, 2010）。これについても、研修プ

ログラムの評価は行われているが、臨床的

なアウトカムを検討した実証研究はまだ出

版されていない。 

 

3) Mental Health First Aid (MHFA)  

 これは災害時の対応ではなく、平常時の

精神的危機状態（例、自殺関連行動、精神

病様態、パニック発作などの不安障害、物

質使用障害）にある人への初期対応法に関

する研修プログラムである。本プログラム

は、研修会での指導者研修（Training of 

Trainer: ToT）という様式と、e-learning での

自習と指導者による補講という様式で展開

されている。そして研修修了者を指導者と

して認定し、指導者はそれぞれの地域や職

域にて一般市民向けに初期対応法に関する

研修を提供することができるようになる。

本プログラムはオーストラリアで開発され

たが、最近ではオーストラリア国内はもと

より、英国、米国、カナダ、アジア諸国に

http://learn.nctsn.org/�
http://www.j-hits.org/psychological/index.html�
http://www.j-hits.org/psychological/index.html�
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も普及しており、日本語版も開発されてい

る（Kato, 2010）。 

 

 わが国において、災害時に精神保健活動

を地域保健活動と連動させて実施していく

ためには、県の精神保健福祉センターを通

じて保健職員に技術支援を提供することが

重要である。そこで、我われは、本プログ

ラムを岩手県精神保健福祉センターでの研

修として来年度試行することを想定して研

修プログラムの構成、内容、提供形式につ

いて検討した。 

 研修会場による提供形式として、保健専

門職を含む行政職員を対象とした研修会を

想定して、半日間の最大 80 名程度の集団研

修の構造を計画した。先行する研修プログ

ラム内容を参考にして、災害精神保健医療

マニュアル改訂版の内容を反映させた研修

プログラムを作成した（資料１）。具体的に

は、１）災害時精神保健システムの構築、

２）初期対応、３）外部支援のあり方、４）

支援者ストレス対応の４領域を取り扱う。 

 また、平常時に事前に研修をしても、災

害に対する意識や研修に対するモチベーシ

ョンが必ずしも高くないこともある。さら

に、災害対応時にこのような研修機会にア

クセスできると良いという意見から、災害

派遣前などに活用できる e-learning 形式を

開発した（資料２）。この e-learning プログ

ラムは、保健・医療・福祉の専門職員を対

象として、先述の研修プログラム内容の簡

略版として、視覚教材による自己学習とデ

モンストレーションビデオ視聴により、災

害対応場面への対応例を短時間に学べる形

に編集した。また、最初は閲覧は事前登録

制として開始し、受講者の反応や意見を取

り入れて修正しながら展開することにした。 

 

２）プログラム評価の指標の選定 

行動科学や健康教育の領域では、研修等

の介入の効果を説明するモデルとして、

KAB モデルが用いられることが多い。これ

は、知識 (Knowledge) を習得し、態度

(Attitude)を形成することによって、行動

(Behavior)の変化をもたらすと説明するも

のである。しかし実際には、知識を獲得し

ても、態度、行動は線形に変化するもので

はなく、現在では様々は概念や変数を介在

させた説明モデルが社会心理学領域では提

唱されている。なかでも自己効力感を介在

させるモデル(Bandura, 1997)は健康教育で

よく用いられている。先の MHFA プログラ

ムの効果評価には、前後比較、無作為化比

較試験、質的評価、実際に市民向けに研修

会を開催した際のプログラム評価など多角

的な検討が行われている。効果に関する量

的な検討では、基本的にこのような KAB

モデルに基づいて効果が検討されている。

具体的には、研修後の、メンタルヘルス・

リタラシーを測定するために、ある症例の

記述を提示して、精神疾患の問題やその介

入法に関する知識や支援への自信を尋ね、

これらで好ましい効果を得ている(Jorm, 

2010)。 

 災害時の対応に特化した研修プログラム

として、PFA では、ハリケーンカトリーナ

やイケの災害後に、支援者を対象とする研

修会を行い、受講者の支援に関する自信や

プログラムの適切性、満足度といった研修

受講者の認識を尋ね、好ましい結果を得て

いる(Allen, 2010)。 

 SPR については、指導者研修のプログラ
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ム評価が行われている（Forbes, 2010）。被

災者の支援にマニュアル形式の介入を実際

に行うことはできると思うか、実施上のた

めらいなどプログラムに対する認識や支援

への自信、プログラムの有用性の認識を前

後比較のデザインで尋ねている。 

一方、専門職を対象とした教育理論とし

て代表的なものに成人学習理論がある。成

人や専門職の学習では、学習者は既に実地

での経験を持っているのでこれらを資源と

して活用し、学習者が教育資材の開発や実

施にも関与し、学習したことを実際に適応

し、研修内容へ学習者らの意見が取り入れ

られることを期待している。このような状

況で研修を有益なもとのするためには、研

修受講者が能動的に参加できるような、双

方向的な議論と討論、事例検討、ロールプ

レイ、視覚教材の活用、参加型にするとい

った工夫が勧められている(Knowles, 1990)。

日本でもこのようなアプローチで研修を提

供しており成功を収めている取り組みもあ

る(The PEACE Project, 

http://www.jspm-peace.jp/about.html)。こ
のような理論に基づき、我われの研修は、

講義形式に加えて、視聴覚教材を提示し、

議論や討論の時間をとることによって学習

効果が高まることが考えられる。またそれ

ぞれの職場における災害時精神保健体制や

各機関との連携を具体的に考えるために、

災害時クリティカルパスを作成するといっ

た演習を加え、能動的な研修となるように

した。 

 

Ｄ．考察 

１）災害精神保健医療研修体制の構築 

 先行する災害精神保健および平常時の精

神保健に関する研修プログラムを検討した

結果、集団を対象とした研修会形式と

e-learning 形式を整備することが望ましい

と考えられた。平常時における災害精神保

健研修は、その必要性は認識されているも

のの、他の業務との関係で研修としての優

先順位は高くないと考えられる。しかし、

ひとたび危機が発生すれば災害精神保健体

制の整備やスキルが求められるので、健康

危機場面において即時に参照できるような

e-learning 版も準備していくことは必須で

あると考えられた。 

 また、わが国の保健行政で活用、普及で

きるような形にするために、これらの欧米

の取り組みの他に、岩手県において本プロ

グラムを試行する可能性を探り、実施可能

な形でのプログラム構成を検討し、１）研

修会様式、２）e-leaning の様式を開発した。

来年度には県精神保健福祉センターでの研

修として実施できるように準備を進めてい

る。 

 

２）プログラム評価の指標の選定 

プログラム評価の指標の選定にあたって、

プログラム効果に関する先行研究の方法を

検討したところ、災害精神保健に関する研

修プログラムは災害後の実施上の難しさか

ら、効果評価研究というよりもプログラム

評価という形で実証的な検討は緒についた

ばかりであることが明らかになった。この

ような状況を鑑み、我われのプログラムに

おいても、研修プログラムの洗練化、実用

化を目的としてプログラム評価および予備

的な効果の検証を行うことからはじめるこ

とが妥当であると考えられた。 

研修に関する教育理論を検討したところ、

http://www.jspm-peace.jp/about.html�
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KAB モデルは行動科学や健康教育領域に

て多く用いられているが、今回我われの研

修の対象者は保健領域の専門職であり、受

講者はそれぞれ知識や経験の蓄積があるの

で、成人学習理論に沿って、単純な知識伝

達型ではなく、彼らからの知識や経験を取

り込む形にしたほうが、研修受講者、提供

者ともに得るものは多いと考えられた。 

これらを総合して考えると、次年度は、

研修前、研修直後、研修 1 カ月後の３時点

において災害精神保健に関する知識、特に

映像教材を作成した遺族対応、災害後の二

次的ストレスやこれに基づく自殺関連行動

やトラウマ反応に関する知識や対応への自

信（自己効力感）等を、筆者らの先行研究

と比較できる形で量的に検討することから

始めることが現実的であると考えられた。

そこで、わが国で行われた先行研究を参考

にして、健康危機時の精神保健対応に関す

る知識 4 項目、自己効力感 3 項目を選定し

た。 

しかし、このような研修の効果は知識や

態度のみで測定できるものではない。また

研修受講者の意見によって研修内容の改善

が期待される部分もある。そこで、研修参

加者からの意見を自由記載で求めたり、少

人数でのフォーカスフループ・インタビュ

ーなどの質的検討を行う必要があると考え

られた。特に映像教材視聴、ワークショッ

プの効果に関しては、参加者らの現状認識、

課題に関する半構造化アンケートや面接を

実施し、質的分析を加え、さらにプログラ

ムに修正を加え、参加者らの経験、ニーズ

を反映させることを予定している。 

 

 

Ｅ．結論 

災害精神保健マニュアル改訂版に則した

研修体制を構築し、その評価には量的、質

的両面のアプローチをとることが妥当であ

ると考えられた。次年度はこれらの研修お

よびプログラム評価を実施する予定である。

プログラム評価の指標を選定するために、

研修プログラムの理論について整理した。

健康教育で多用される KAB（知識-態度-行

動）モデルと、専門研修の開発で活用され

る、成人学習理論を検討し、これらをもと

に研修理論を整理して、測定すべき指標や

方法について検討した。 

従来の精神保健領域の研修プログラムで

用いられている効果評価研究の量的な検討

に加え、質的分析を加えるなどの多角的ア

プローチをとることが妥当と考えられた。 

 

【参考文献】 

Allen B, Brymer MJ, Steinberg AM, Vernberg 

EM, Jacobs A, Speier AH, Pynoos RS. 

Perceptions of psychological first aid among 

providers responding to Hurricanes Gustav and 

Ike. J Trauma Stress. 2010 Aug;23(4):509-13. 

 

Bandura A. Self-efficacy: the exercise of 
control. W.H. Freeman, 1997 
 

Everly GS, Mitchell JT. Critical Incident Stress 

Management (Cism): A New Era and Standard 

of Care in Crisis Intervention (Innovations in 

Disaster and Trauma Psychology, V. 2) 

Chevron Pub Corp. 1999. 
 

Forbes D, Fletcher S, Wolfgang B, Varker T, 

Creamer M, Brymer MJ, Ruzek JI, Watson P, 



23 
 

Bryant RA. Practitioner perceptions of Skills 

for Psychological Recovery: a training 

programme for health practitioners in the 

aftermath of the Victorian bushfires. Aust N Z 

J Psychiatry. 2010 Dec;44(12):1105-11. 

 

深澤舞子, 鈴木友理子, 金吉晴. 都道府県

及び政令指定都市を対象とした災害時精神

保健活動に関するニーズ調査. 日本社会精

神医学会雑誌. 2010;19:16-26. 

 

IASC Guidelines on Mental Health and 

Psychosocial Support in Emergency Settings. 

IASC,2007. 

http://www.who.int/mental_health/emergencies

/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_

june_2007.pdf 

 

Jorm AF, Kitchener BA, Fischer JA, 

Cvetkovski S. Mental health first aid training 

by e-learning: a randomized controlled trial. 

Aust NZJ Psychiatry.2010 

Dec;44(12):1072-81. 

 

Kato TA, Suzuki Y, Sato R, Fujisawa D, 

Uehara K, Hashimoto N, Sawayama Y, 

Hayashi J, Kanba S, Otsuka K. Development 

of 2-hour suicide intervention program among 

medical residents: first pilot trial. Psychiatry 

Clin Neurosci. 2010 Oct;64(5):531-40 

 
Knowles, M.S. 1990 The Adult Learner: a 
Neglected Species 4th edition, Houston: 
Gulf Publishing Company, Book Division 
 

奥田博子. 【災害時に保健医療従事者は何

をすべきか 期待と現実の Gap】 自然災害

時における保健師の役割. 保健医療科学. 

2008;57:213-9. 

 

Rose S, Bisson J, Churchill R, Wessely S. 

Psychological debriefing for preventing post 

traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane 

Database Syst Rev. 2002;(2):CD000560. 

Review. 

 

鈴木友理子, 深澤舞子, 金吉晴. 保健師に

おける災害精神保健支援に関する準備状況. 

トラウマティック・ストレス. 2010;8:45-53. 

 

Tachibana T, Takemura S, Sone T, Segami K, 

Kato N. Competences necessary for Japanese 

public health center directors in responding 

health emergencies. 日本公衆衛生雑誌 . 

2005;52:943-56. 
 
Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

２．学会発表 

いずれもなし。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

いずれもなし

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf�
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf�
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf�


24 
 

資料２ 災害時精神保健 e-learning プログラム サンプル画面 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１

災害時の支援・こころのケア
総論 組織的対応総論・組織的対応

（独）国立精神神経医療研究センター

精神保健研究所 成人精神保健研究部

災害時こころのケア 研修プログラム 構成

 １．総論・組織的対応(60分）
 問題の定義、疫学

 マニュアルの内容について マ アルの内容に いて

 災害時精神保健システム、外部支援の考え方、支援者ストレス対応

 ２．初期対応(60分）

 初期対応に関するマニュアルについて

 映像資料視聴（遺族対応、自殺リスクのアセスメント）

 ディスカッション、ポイントの解説

 ３．地域の準備状況に関するワークショップ(60分）

 各地域における、災害時精神保健システムに関する連携図、役割分担
等のパス作成

2



資料１

問題の定義、疫学

3

災害後の精神的反応

1. 適応的反応、回復
• Resilience：回復のバネ力

2 異常な事態に対する正常な反応2. 異常な事態に対する正常な反応
• 一過性のストレス反応

• うつ、不安状態
• 睡眠障害
• 身体症状
• アルコールやタバコの使用増加

3. 精神疾患など精神疾
• うつ病
• 不安障害（パニック、恐怖症、PTSDなど）
• 適応障害
• 物質依存 （アルコール、カフェインなど）
• 医学的には説明のつかない身体症状の増加

4



資料１

Resistance Resilience Recovery

災害に対する人々の心理的反応のパターン

テロ

Delayed 
dysfunction

Chronic 
dysfunction

5 Norris FH, Tracy M, Galea S. Looking for resilience: Understanding the longitudinal trajectories of 
responses to stress. Social Science & Medicine. 68: 2190‐2198.2009

PTSS and PTSD

 トラウマ的な出来事＝PTSDではない。

 PTSS:症状
出来事後数週間にみられる症状は、だれにでも起こる
反応 （McFarlane, 2000)

 PTSD:疾患
出来事を体験したあと、上記症状が1カ月以上続く状態

 割合は出来事の種類、性質による （Kessler, 1995) 割合は出来事の種類、性質による （Kessler, 1995)

 PTSD診断は、トラウマ体験からの回復のプロセスが遅れている状

態 (Yehuda, 2007)

6
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精神障害に関する長期的な影響:
WHOによる一般的な有病率に関する推測

災害前
12か月有病率

災害後
12か月有病率

重篤な障害
(e.g. 精神病性障害、重症のう
つ病、機能障害を呈する不安
障害)

2-3% 3-4%

軽度・中等度の障害
(e.g. 軽度・中等度のうつ病や
不安障害)

10% 15-20%
(たいていの場合、時
間の経過とともに減少
する)する)

“通常の” ストレス反応
(障害ではない状態)

推計値はなし 大多数
(たいていの場合、時
間の経過とともに減少
する)

7

被害者の回復の２極分化

被災者

生活再建、精神的回復

家や就労の問題、新たなストレス、
取り残され感

孤立化、精神的問題、
社会適応困難

8 加藤寛. 自然災害（中長期）心的トラウマの理解とケア. 第2版より改編
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災害関連要因
被災の程度
死別体験
本人や家族の負傷
生命の危機

精神健康に影響を与える要因とは？

災害前の要因

社会経済的要因
（教育 収入 職業など）

生命の危機
家財などの経済的損失
災害時精神的反応

（パニック発作など）

性別
遺伝的要因

精神健康
悪化

災害後の要因

QOL低下（教育、収入、職業など）
転居、仮設住居の使用
日々の生活ストレス
ソーシャルサポート

規模、人数(同居人数）、親密さ
実際に受けた支援
所属感、サポートを得られる感覚

精神疾患やトラウマの経験
身体疾患の既往

身体的脆弱性
心理的要因

自己効力感、コントロール感、
自尊感情、楽天的思考

QOL低下

9

新潟中越地方の地震

 新潟中越地震(2004)
 2004.10.23. 5:56pm

 マグニチュード: 6.8 (Richter scale) 

 震度:7

 死者:68名、 負傷者： 4805名

 新潟中越沖地震(2007)
 2007.7.16. 10:13am

 マグニチュード: 6.8  (Richter scale) 

 震度:6 強

 死者:15名、負傷者：2345 名

10
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中越大震災後3年間にストレスを感じている人の割合は
どのように変化したか？
精神健康得点（K6)のカットオフポイント以上のものの割合の比較(n=3,538) 

30.0 
27.5

(%)

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 23.4 

20.1 

18.1 

8.2

11

0.0 

5.0 

5点以上 10点以上 13点以上

5.4 

2.4 

5.7 

3.6 3.4 

1.8 
3.0 

平成17年 平成18年 平成19年 全国調査(平常時）
重度ストレス(5点以上） 気分・不安障害(10点以上） 重症精神障害(13点以上）

10

12

10.0
系列1 系列2男性 女性

(%)

地域の高齢者で震災後に精神障害を抱える人はどのくらい
いるのか？ (n=447)

4

6

8

10

1.6
1 6

4.3
3.3

2.2

3.2
3.8

5.8

1.5

6.9

8.1

0

2

0.5
1.6

0 0

0.8
1.5

0 0 0.0 0.0

2週間 3年間
大うつ病

2週間 3年間
大うつ病小うつ病

地震 その他
PTSD(2週間） アルコール（2週間）

依存 乱用

2週間 3年間
自殺の危険

12
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災害時精神保健システム

13

多層的なサービス提供の組織図

精神科 精神疾患の治療全体的なサービ
精神科医、心理職、
精神保健福祉士

地域社会および家庭における

保健医療サービス

精神科
サービス

精神疾患の治療全体的なサ ビ
スの調整計画

精神保健福祉士

保健師、看護師

精神保健福祉
センターなど

一般医 ストレス反応へ
の対応

心理的応急処置
心理教育、見守り

家族、民生委員等

基本的なサービスおよび安全保障

地域社会および家庭における
サポート 自助、共助

IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. IASC, 
2007. をもとに改編

14
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精神保健関連の支援内容

 精神医療体制の確保

 ハイリスクアプローチ（個別対応）
 要援護者リストの活用
 電話相談などの窓口の活用
 保健師とこころのケアチームの連携

 ポピュレーションアプローチ（多数対応）
 こころのケアに関する啓発
 健康調査（精神健康調査も含む）

 支援者のケア、研修体制

 マスコミへの対応

災害時地域精神保健医療活動ガイドライン. 平成13年度厚生科学研究費補助金（厚生科学特別研究事業） 主
任研究者：金吉晴. http://www.ncnp-k.go.jp/katudou/h12_bu/guideline.pdf

15

異常な事態に対する正常な反応、というメッセージ
心理的/精神科的ニーズのある人への個別対応初期対応

(被災後1カ月)

精神医療保健資源の確保：診療所や人材の確保
（特にもともと医療や福祉資源が不足しているところにおいて）

ポピュレーション アプローチ
災害後の心理的変化に関する知識と対応法に関する普及啓発活動

住民、教師、保健医療職、一般医など
パンフレット、ポスター、メディア、講演などを通じて

ハイリスク アプロ チハイリスク アプローチ
ハイリスクの人の同定とフォロー
アウトリーチが基本

特に避難所や仮設住宅において
災害時要援護者に対する配慮

e.g., 障害をもつ人びと、虚弱高齢者など

16
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復興期 •災害後の二次的ストレスによる精神健康上の問題
•ライフスタイルの変化、転職、新しい生活への不適応、など
例） うつ病、不安障害、アルコール関連問題など
•地域固有の問題の顕在化

•被災者内での復興過程での格差の顕在化
•リスクとその結果としての精神的不調

ポピュレーション アプローチ

災害後の心理的変化に関する知識と対応法に関する普及啓発
活動

住民、教師、保健医療職、一般医など
パンフレット、ポスター、メディア、講演などを通じて

ハイリスク アプローチリ ク
ハイリスクの人の同定とフォロー
アウトリーチが基本：特に仮設住宅において

しかし、自宅に戻ると、ケースが潜在してしまう難しさも。
災害時要援護者に対する配慮

e.g., 障害をもつ人びと、虚弱高齢者など
災害支援にかかわった人のメンタルヘルス

被災者としてのストレス、過重労働など17

中越沖地震後の精神保健サービス

県災害対策本部
こころのケア対策班
障害福祉課
精神保健福祉センター
児童家庭課

関係機関
精神科病院協会
精神科医療機関協議会
大学
臨床心理士会
精神保健福 協会

現状分析、
対策検討

こころのケア対策会議

精神保健福祉協会
精神科看護技術協会、など
県精神保健福祉センター（議長）

市町村
災害対策本部
保健福祉業務主管課

現地コーディネーター
地域振興局 健康福祉部等

既存の精神医療の
機能を支援

こころのケアチームへの支援
市町村との連絡調整、情報収集

こころのケアチーム
医療救護チーム
保健チーム

こころのケアホットライン

災害時精神科医療体制
24時間医療被災精神科
病院支援

被災地住民

機能を支援
災害ストレスによる新
たなケースへの対応

協力

相談受診

18
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フェイズ０ フェイズ１ フェイズ２ フェイズ３ フェイズ４

発災当日 発災48時間 発災２週間 発災１か月 発災６か月

医療チーム DMAT、日赤、
派遣チーム

DMAT撤収 現地の医療資源

保健所 被災状 把握 保健師派遣 整派遣

他領域の保健医療体制との連携

県保健所 被災状況の把握 保健師派遣調整派遣

健康ニーズ調査準
備、訪問体制支援

全戸訪問実施

保健活動
（市町村）

避難所の開設
安否確認

避難所での活動 避難所地域での活動
地域仮設住宅での
活動

ハイリスク者の把握
（独居老人、高齢者世
帯など）

健康福祉ニーズ調査→訪問、継続支援
（状態把握、医療継続支援など）

市職員健康調査準備 市職員の健康調査

精神保健 状況の把握 電話相談

（精神保健福祉
センター、県）

医療資源の把握 ケアチーム派遣 ケースのフォロー

地域仮設住宅での
対策

災害弱者の把握 在宅精神障害者把握

医療ミーティングで
のレク

精神健康評価の助言 フォロー

こころのケア会議 こころのケア会議19

災害時精神保健ガイドライン改訂における
Delphi法の使用

 既存のガイドライン

「災害時地域精神保健医療活動ガイドライン」 平成13年度厚生
科学研究費補助金（厚生科学特別研究事業） 主任研究者：科学研究費補助金（厚生科学特別研究事業） 主任研究者
金吉晴. 
http://www.ncnp-k.go.jp/katudou/h12_bu/guideline.pdf

少数の専門家によって作成

その後の経験を反映する必要性

 災害時の適切な支援法
実験的な研究は実施困難（倫理的 実施 方法論的）実験的な研究は実施困難（倫理的、実施、方法論的）

 経験知の活用
一般的な専門的知識だけではなく、日本における豊富な災害
経験に基づく対応法を提示
20
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質問項目の選定

 先行文献のレビュー

 日本の自然災害後の精神保健支援経験者らのフォーカ
スグル プスグループ

 質問の4領域（95項目）

 災害時の精神保健福祉体制

 災害時こころのケアのあり方

 外部支援のあり方 外部支援のあり方

 支援者のストレス対応

 欧州のTENTSガイドラインとの比較も考慮し、TENTSガ
イドラインに含まれる項目を日本語訳した項目も含めた。
21

調査対象者および依頼方法

 災害時に活動経験のある支援者から広く意見を求める
ため、災害時に活動経験のある支援者を紹介してもらい、
調査への参加を依頼した（Snow ball technique)調査への参加を依頼した（Snow-ball technique)。
 被災地の行政職員、精神保健専門家

 トラウマティックストレス学会会員

 学校での危機介入に関わっている臨床心理士

 被災地へ派遣された精神保健専門家

 計100名

22
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改訂災害精神保健ガイドライン

 I. 災害時の精神保健福祉体制
 1. 災害精神保健計画の立案

2 初動時のこころのケア対策本部の設置 2. 初動時のこころのケア対策本部の設置

 3. 保健師の役割

 4. 保健師活動の課題

 5. 活動支援記録

 6. メディアへの対応

 II 災害時こころのケアのあり方 II. 災害時こころのケアのあり方

 III. 外部支援のあり方

 IV. 支援者のストレス対応

23

1. 災害精神保健計画の立案

 各都道府県、政令指定都市の防災計画の立案に精神
保健専門家が関与するべきである。

+ 公衆衛生的、および臨床的立場からも精神保健専門家
が防災計画に関与するとよい。

‐ 「精神保健専門家」の立場や考え方は一定していない
ので、慎重にしたほうがよい。ので、慎重にしたほうがよい。

! 関与する人は、防災計画は危機管理全般を取り扱うこと

を理解し、精神保健の専門性にこだわらない柔軟性が
求められる。
24
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 行政機関や医療機関では、災害時の勤務体制や業務
継続計画を事前に立案することが必要である。

 災害時に、平常時にできていないことを実施することは
困難である。

 平常時から、指揮系統や連絡体制、勤務体制、初期危
機介入のあり方を整備しておく必要がある。

 一方で、災害の現場では、実際には想定外の対応が多
く、計画どおりには動かない現実がある。マニュアルに
制限されずに柔軟に対応する必要性がある。
25

2. 初動時のこころのケア対策本部の設置

 初動の段階で都道府県あるいは市町村など行政が中心
となって、地域の精神保健関係者を集めた「こころのケア
対策本部」を設置し、それに基づいて対応を実施するの
がよがよい。

+ 県や県保健所が中心になって、「こころのケア対策本部」
を設置することが望ましい。

! 精神保健福祉センターや他の資源との連携の在り方を事
前に検討しておく必要がある。

! この対策本部は「こころのケア」を銘打っても、医療や保健
といった他の活動と連動して展開していく必要がある。

26
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3. 保健活動の課題

 平常時から、保健師とその他の機関の関係者間での役
割分担の明確化と日常業務における連携が必要である
（例：自殺対策連絡会などの関係者の横のつながりを活（例：自殺対策連絡会などの関係者の横のつながりを活
用）。

! 「平時にできていないことは危機時にできない。」

+ 日常業務において顔の見える関係で連携をしておくこと日常業務において顔の見える関係で連携をしておくこと
が重要である。

! 役割分担に加え、共通する役割を意識して活動を重層
化していく視点も必要。
27

地域の具体的な連携の取り組み

 地域保健医療関連
 保健医療福祉に関する研修会や連携の機会

 精神保健関連

 地域精神保健福祉連絡協議会及び担当者連絡会議、自
殺対策、ひきこもり対策、障害者自立支援、退院促進に関
する会議や研修・検討会

 子供学校関連

 教育委員会 スク ルカウンセラ との連携 特に虐待事 教育委員会、スクールカウンセラーとの連携、特に虐待事
例を通じた連携

 危機管理関連

 特定の事件事故ごとの中長期的な対応協議会、マニュア
ル作成検討会、要支援者システムに関する会議等

28
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4. メディアへの対応
 報道について、県に窓口を設定し、情報の発信を一元化

すべきである。

+ 情報発信を一元化することについては賛成の意見が多

かったが、窓口を県とするか、現地の市町村にするかは、
災害の規模による。

! 平常時からの準備として、! 平常時からの準備として、

 こころのケア活動について、事前に勉強会を開催

 こころのケア対策本部に広報担当者を設ける、など

29

メディアへの対応

 報道について、県に窓口を設定し、こころのケアに関す
る情報の発信を一元化する。

イメージが先行する報道、
プライバシーの侵害、

マスコミ対応への負担、

被災状況・安全に関する情報
心理教育やストレス対応法

そしてモデル的取り組みなど

30
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メディアとの協働：代表的なコメント
 メディアをうまく活用することも、考えていく必要があると思います。

「こうしたことを伝えてください」とこちらから積極的に伝えることで
（リソースを提供することで）、過剰な取材は減るのではないでしょ
うか。

 直接支援者は、個人情報の管理上、メディアとの緊密な協働は困
難であり、行政担当者が窓口として適任であるという意見に賛成で
あり、実際にそういう風に対応しよい結果を得た。

 対策本部でメディア担当者を定め、現場対応者も報道対応につい
て事前に打合せをしたうえで、一緒に対応するという意見に賛成で
すす。

 支援者が単独で取材に対応すると、個人の責任になるので、支援
者や被害者を守るためにも、対策本部などでの情報の一本化が必
要である。

31

4. メディアへの対応
 被災直後は被災者は無防備な状態にあるので、不必要

にメディアにさらされたり、取材を受けることがないように
配慮するべきである。具体的には避難所の入り口など配慮する きである。具体的には避難所の入り口など
に、メディアへ許可なく立ち入らないように張り紙をする
などである。

! 被災者個人にプライバシーの権利、取材応対の選択を
強調する情報提供をする。

! 事前に報道関係者と勉強会を行い、取材に関する配慮
と理解を求めルール作りをする。

32
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被災者の取材対応：具体例

 メディアに報道自粛の要請、協定締結

 定期会見

 避難所や現地のメディア対応のゾーニング

 立ち入り許可制

 避難所の自治の促進

 協定を違反したら立ち入り禁止とする

 こころのケア対策本部で情報発信を一元化して、求めら
れている情報を遅滞なく発信して混乱を避けたれている情報を遅滞なく発信して混乱を避けた。

 メディアとの研修会開催

 適切な取材方法や報道に関わる精神保健上のリスクについ
てメディアと議論する

33

改訂災害精神保健ガイドライン

 I. 災害時の精神保健福祉体制

 II. 災害時こころのケアのあり方

 III.外部支援のあり方

 1. 外部支援受け入れの判断

 2. 活動導入の仕方

 3. 外部支援こころのケアチームの活動

 4. 派遣期間

 5. 専門職ボランティア

 IV. 支援者のストレス対応
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1. 外部支援受け入れの判断

 ニーズを見極めた上で、県内外からの外部派遣を調整
する仕組みを構築するとよい。

 実際には災害の規模や特徴による。

 外部からの支援は被災後早期から入ってくるので、初期
から連絡調整を行なう仕組みを構築する必要がある。

 また、ニーズを見極める時点から外部派遣者、特にスー
パーバイズが可能なレベルの専門家が入ることで、円滑
な調整が期待できる。

35

2. 活動導入の仕方

 外部支援チームは、被災地の状況を把握してから入る
ことが望ましい。

 事前にできる限りの情報収集をすべきだが、実際には被
災地へ行ってみないとわからないことを認識し、どのよう
な状況でも対応できるようにして被災地に入ることが望
ましい。

 被災状況に関する情報は入手できなくても、その土地の
情報を持って入ることは必要であろう。
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3. 外部支援こころのケアチームの活動

 外部支援者は、現場のニーズに応じて柔軟な支援を提
供する（過去の被災地支援体験は必ずしも現在の状況
にそぐわないかもしれないことを念頭におく）にそぐわないかもしれないことを念頭におく）。

 外部支援者は、過去の支援体験は参考になるが、それ
が被災地へのおしつけになったり、被災地の支援者を無
力化したりすることにつながる可能性があることには注
意が必要である。

 外部支援者は、後続のチームや現地の支援者が引き継
げないようなことを安易に始めるべきではない。

37

 被災者に安易な投薬は行わない。複数の機関から処方
されている可能性がある。

 医療チームとこころのケアチームからの睡眠薬の二重処
方や、依存者や転売する者の存在へ、注意を喚起する
必要がある。
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 外部支援者は、一時的な介入なので、患者を抱え込まず
、地域の精神保健につなぐようにするべきである。

 外部支援者としては、いずれ自分たちが撤収することを
想定して、そして自分たちが被災地の支援者であったな
ら、外部支援者にどうふるまってもらいたいかということを
考え、支援することが重要である。

 外部支援者として少しだけ関わってあとは現地に押しつ
けてしまうことになっては、被災地が困るだけである。

39

4. 派遣期間

 支援の内容や、被災規模、被災地域の人的資源、地理
的条件により考慮すべきだが、、、

 ひとつのチ ム（同じメンバ ）は 最低1週間程度の滞 ひとつのチーム（同じメンバー）は、最低1週間程度の滞
在が必要である（前後一日の引き継ぎも含む。）

 1週間では短いとの意見もあるが、支援者のストレスと通
常の業務から離れる限度を考慮すると妥当であろう。

 1週間より短い場合には、引き継ぎや被災地職員による

オリエンテーションの頻度が膨大となり、かえって被災地
の負担が増える。

40
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改訂災害精神保健ガイドライン

 I. 災害時の精神保健福祉体制

 II. 災害時こころのケアのあり方

 III. 外部支援のあり方

 IV. 支援者のストレス対応

 1. 被災地で被災者支援にあたる組織の構築

 2. 職員の休養・休息

 3. 被災時に派遣された職員への支援

 4. 支援者のセルフヘルプ

41

1. 被災地で被災者支援にあたる組織の構築

 被災時の職員の勤務の在り方、特に休息・休養を取るこ
との必要性について組織全体が把握しておくためのマ
ニュアル作成あるいは研修を実施する。アル作成あるいは研修を実施する。

 実際の現場で充分な休息をとることは現在のところは不
可能であることが多い。

 特に市町村職員の場合は、居住地域と勤務の場所が同
じ あるため 休息 休養をとる とが 層難しじであるため、休息・休養をとることが一層難しい。

 管理職が職員の休息の必要性に関する意識を持つこと
が求められる。
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2. 職員の休養・休息

 職場として職員が休息をとるようにローテーションを組む。

あ も 在 実施が 難な が 必要ではあるものの現在の現場では実施が困難なことが
多い。

 被災地での業務が非常に多忙

 職員自身も高揚して疲れを感じにくい状態にある

 など、休養するという発想になりにくい。

 このような現状であるからこそ方策が必要である。

43

 被災地域での業務の間に、職員休養のための機会を設
ける。

 現状としては休養できない状況にある。

 管理する立場の職員にも実際に現場で働く職員にも、休
息の必要性を意識するよう促すことが必要である。

 休養できない現状をやむを得ないとするのではなく、必
要性を提唱するなど、前向きに実践していくことが求めら
れている。
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休養を取るための具体的な対策の例

 派遣中

 一定期間被災地を離れて、事務作業を行う。

 職員だけが過ごせる場所を設けて休養する 職員だけが過ごせる場所を設けて休養する。



派遣後

 確実に週休を与える

 職員にストレス対応に関するアドバイスする機会を設ける

など

45

4. 支援者のセルフヘルプ

 平常時の研修でセルフケアについての啓発、教育を十
分に行う。

 「自分自身や他者の怒りに対処する技法が重要」

 「研修というより、業務外のお付き合いレベルで始めるの
が自然かも」と、内容や形態に関する具体的な意見があ
ったった。

 実際の職場の研修で、被災者の心理的支援と救援者の
ストレスマネージメントを取り入れている例もある。
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災害時の支援・こころのケア
初期対応初期対応

（独）国立精神神経医療研究センター

精神保健研究所 成人精神保健研究部

災害時こころのケア 研修プログラム 構成

 １．総論・組織的対応(60分）
 問題の定義、疫学

 マニュアルの内容について マ アルの内容に いて

 災害時精神保健システム、外部支援の考え方、支援者ストレス対応

 ２．初期対応(60分）

 初期対応に関するマニュアルについて

 映像資料視聴（遺族対応、自殺リスクのアセスメント）

 ディスカッション、ポイントの解説

 ３．地域の準備状況に関するワークショップ(60分）

 各地域における、災害時精神保健システムに関する連携図、役割分担
等のパス作成
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改訂災害精神保健ガイドライン

 I. 災害時の精神保健福祉体制
 1. 災害精神保健計画の立案

2 初動時のこころのケア対策本部の設置 2. 初動時のこころのケア対策本部の設置

 3. 保健師の役割

 4. 保健師活動の課題

 5. 活動支援記録

 6. メディアへの対応

 II 災害時こころのケアのあり方 II. 災害時こころのケアのあり方

 III. 外部支援のあり方

 IV. 支援者のストレス対応
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精神保健及び心理社会的支援に関するIASCガイドライン

1. 問題の重要性
2. 支援の枠組み支援 枠
3. 連携
4. アセスメント・

状況分析
5. 保健領域での対応
6. 早期の回復
7. スタッフケア
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心理的デブリーフィングについて

 Critical Incident Stress Debriefingとは
– トラウマ的出来事となりうる経験をした人びと（多くは職場で）

を対象としたグル プセッションを対象としたグループセッション

– イベントについて感情的、認知的経験にグループディスカッ

ションを行う。

– グループディスカッションへの参加は任意であるが、多くの組グル プディスカッション の参加は任意であるが、多くの組

織文化おいては、強力に勧められている。

53

デブリーフィングとは（続）
 多くの場合、誤って適用されている。

 誤って用いられる場合には、有害になりうる。

 正しく適応された場合にも、有効でも有害でもない。

 被害者の中には、好むものもいるかもしれないが、何ら益と
なることはない-むしろ資源の有効活用を！

 IASCの推奨 IASCの推奨

 デブリーフィングは中止すること、スタッフケアとしても実施
はしない。

 しかし、被災者は話したいことはあるかも知れない。聴く耳
はいつももつこと。
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心理的応急対応(Psychological First Aid: PFA)
を臨床、その他の場面で使えるようにすること

 出来事に必ずしも焦点を置くものではない。
(デブリーフィングとの相違点)(デブリーフィングとの相違点)

 臨床的サービスではない。

 むしろ対人サービス職一般のこころがけ

 重要な要素

 有害性からの保護 有害性からの保護

 傾聴

 基本的ニーズのアセスメント

 仲間を組織化すること

55

心理的初期対応の目的

 疾病予防という意味での、一次予防、二次予防ではない

 衝撃を受けている人に対する、「苦痛を与えない接し方」

 混乱の中にある人に対する、「安心させる接し方」

 支援についてのコミュニケーションを円滑にする

づ 情報収集/提供、動機づけなど

56



資料１

サイコロジカル・ファーストエイドを提供する

 1. 準備

 2. 現場に入る

を提供する 3. ＰＦＡを提供する

 4. 集団への適応

 5. 落ち着いた態度を保つ

 6. 文化と多様性に対して繊細にふるまう

 7. リスクの高い人々に配慮する

 オリジナル： http://www.ptsd.va.gov/professional/manuals/psych-
first-aid.asp

 E-learning： http://learn.nctsn.org/

 日本語： http://www.j-hits.org/psychological/index.html
57

改訂ガイドラインの紹介

 I. 災害時の精神保健福祉体制

 II. 災害時こころのケアのあり方
 7. 基本的心構え

 8. 初期対応における精神保健専門家の役割

 9. 初期対応

 10. スクリーニングについて

 11. 災害時要支援者への対応

 12. 情報提供

13 これらの研修体制について 13. これらの研修体制について

 III.外部支援のあり方

 IV. 支援者のストレス対応
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7. 基本的心構え

59

7. 基本的心構え（１）

 初期対応では、被災者が安心感を得られるような対応
が望ましい。

+ 安心感としては「現実的でかつ確かであること」が重要
である。

! 具体例

 衣食住や当面の生活支援（水や食事の配布、入浴情報等） 衣食住や当面の生活支援（水や食事の配布、入浴情報等）

 具体的な問題解決につながる情報

 正確な情報

 （疑問に対する）問い合わせ先の情報

 短期間の見通しなど
60
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7. 基本的心構え（２）
 初期対応では、被災者が落ち着きを得られるようにする

ことがすすめられる。

! 落ち着きを得られるようにすることは当然であるが、実
際には困難である。

! 具体例

「衣食住の確保」 「最低限の日常生活の確保」 「メディア
にさらされないような配慮を行う」 「傾聴する」 など

! 落ち着きが得られるようにすることは大切であるが、感
情を抑圧させるのはよくない。
61

7. 基本的心構え（３）
 初期対応では共感的な態度で、具体的な支援を被災者

に提供することがすすめられる。

! 具体的な支援の例

「衣食住の確保」 「医療の提供」 「安心して過ごせる場
所の提供」など

- 実際には具体的な支援が提供できなかったり、確約で実際 具体 支援 提供 り、確約
きないこともある。

! 「共感的態度」については、共感的態度は必要だが、共
感しきれないという自覚も重要である。
62
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8. 初期対応における精神保健専門家の役割

 特に精神保健専門家として関わりが求められる場合

 精神科医療機関が壊滅している場合（治療中断者など）

自殺のリスクのある場合 自殺のリスクのある場合

 緊急な精神医療の必要性（急性ストレス反応、アルコー
ル離脱、精神運動興奮など）

 遺族への対応

 一般の被災者に対しては 専門性を全面に出す必要はな 一般の被災者に対しては、専門性を全面に出す必要はな
いという意見もあった。
「被災地域での精神科の救急医療体制が機能していれば（専門
性を前面に出すことは）必要ない」 「被災者は、「地震で心傷つ
いた弱い人間と思われたくない」という気持ちが強い。」
63

9. 初期対応
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9. 初期対応（１）

 被災者に対応する際には、誠実に対応し、広く問題に対
応しようとする姿勢で接することが重要である。

 広く問題に対応しようとする姿勢とは、

 被災者には個人差があるため、あらゆることを想定し、対
応することが必要

 「柔軟に対応する」ということ
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9. 初期対応（２）

 被災者の疑問に対して不正確な情報を伝えないように、
できるだけ確認をして伝えるように努めるべきである。

 被災地では、流言が多かったり、また被災者が不安からデマ
ゴーグに左右されやすいということがあり、情報収集や確認、
伝達は重要である。
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情報伝達にあたって留意すべき点

 地域性があるため被災地域での災害対策本部及び地域の
区長に確認をし、対応すべき。

 支援に入る前の準備が鍵のように思います。

 初期対応の被災者とのトラブルの多くは「言った」「言わな
い」ということになります。外部からの応援支援者がいる場
合はとくに、活動前のミーティングが大切です。

 事前に問われると思われる内容を調べて、連携をとって確
認し、答えるべき。
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9. 初期対応（３）
 被災者に話しかける場合には、「具合はどうですか」など

開かれた質問から入っていくほうがよい。

状 「開 れた質 「 れた質 を使 状況によって「開かれた質問」と「閉じられた質問」を使い
分けたほうがよい。

 問いかけの前に自己紹介をし、自分の所属やかかわる
理由を明らかにし、被災者をいたわる言葉をかけること
が重要である。
 話しかける目的（理由）を伝える。

 あなたと一緒にこの状況を乗り越えたいという思いを伝える。

 被災地には、いろんな人（支援者）が入っているので、同じよ
うなことばかり聞かれるというストレスも与えている可能性に
配慮する。
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ケースバイケースで開かれた質問と閉じた質問の
使い分けが望ましい。

 「開かれた質問から入るほうが良い」

 被災者は、「援助者に侵入された」という思いを抱きやすい
ので、まずはオープンクエスチョンから入るべき。

 「具体的な質問のほうがよい」

 私は保健師なので、「眠れますか」「食べられますか」「痛む
ところはないですか」等と声をかけると思います。と ろはな ですか」等と声をかけると思 ます。

 被災者はパニックになっており自分の状態を把握できてい
ないことが多いので具体的に聞くほうがよい。
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9. 初期対応（４）

 一般的には、いきなり精神的な面について問いかける
のではなく、まずは当面の心配ごと、体の状態などから
問いかけていくことがすすめられる問いかけていくことがすすめられる。

 精神的な面の話をするには、まず、状況を確認し、対応
したり、関係性を築くことが必要である。
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9. 初期対応（５）
 不安や恐怖に圧倒されていたり、呆然としている被災者には、

言語化させるより、側に寄り添うなど共感的に安心感を与え
る接し方をすることが望ましい。

 具体的な接し方の例
 目線を下げ、優しい言葉、方言も必要。
 「今ここ」は安全であることを丁寧に伝える。そのうえで、側に寄り添う。

 体を動かすこと、漸進性弛緩法・動作法など段階的に体を動かすこと
が効果があるケースもある。

 人により、又時間により違ってくると思います。まず安全・安心・安寧で
きるよう接することだと思っております

 言語的、非言語的どちらの接近も重要である。

 精神科救急対応患者のレベルであれば薬物療法など積極
的・強制的な介入も必要になる。
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9. 初期対応（６）

 ストレス反応を呈している被災者やその家族には、被災
者に見られる一般的な心理反応について説明すること
がすすめられるがすすめられる。

 個々の対応ではなく、集団でおこなったりパンフレットの配布
が望ましい。

 心理教育のもつ、反応や症状を刷り込んでしまう可能性に
ついて、慎重である必要があると思います。（とくに不安定
な時期には、平常時よりも、そうした刷り込みが起こりやす
い）

 個人を特定することでスティグマを残さないように、心理教
育はなるべく集団で行うのが望ましい。
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実施にあたっての留意点

 その被災者の状態を十分に把握したうえで行うべき。

般的な 教育 気 な 後 訪 一般的な心理教育と共に気になるケースは、後日に訪
問、面接等で確認が必要かと思います。

 説明を聞いたが覚えていないという事態が考え得るので、
やはりパンフレットやファクトシートのような、後で自分で
確認できる視覚的なツールもあった方が良い確認できる視覚的なツ ルもあった方が良い。

 「異常な事態に対する正常な反応である」の文章は大切
だと思います。
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9. 初期対応（７）
 被災者には、広くメンタルヘルスについての情報（相談窓口

や、講演会などの情報、アルコール依存症の予防や一般的
な被災者の反応についての普及啓発用パンフレット）が提供
されることが望ましいされることが望ましい。

 具体的な提案
 掲示物は色々なものが貼られて、見づらいので、個別に渡せる

リーフレットが望ましい。

 災害後は、メンタルヘルス以外でも普及啓発用パンフレットやポ
スターが提供されることが多く、ただ掲示するだけでは情報が伝
わらない。情報の提供方法・伝達方法を工夫する必要がある。

 提供するべき内容として、「相談窓口」、「災害時のメンタ
ルヘルス問題が特別なものではないということ」が重要
である。

 急性期より復興期のほうが必要な場合が多い。
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9. 初期対応（８）
 被災者にそれぞれの体験を詳細に語るように勧めることは

推奨できない。

デブリ フィングの方針を適切とする意見はほとんどな デブリーフィングの方針を適切とする意見はほとんどな
かった。
 仕事などですべきだったことができなかった経験を話しかえって

傷つく人もいた。

 逆に、「詳細に語らせること」の悪影響について伝える必要があ
ると思います。

 むしろ被災者は語りたがる人のほうが圧倒的に多かった。しかし
語りたがらない人にまで促すことは危険ではないか？語りたがらない人にまで促すことは危険ではないか？

 語りたくない人の意思も尊重すべき。

 話したい人だけでよい。強制はかえって症状を悪化させることが
考えられる。

 仕方なく発表する、発表しなければならない…、自分の番が来る
前に喘息の発作や過換気の症状を呈した人もおります。
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望ましい対応

 体験を詳細に語れる時期を待ち、語れる場作り（健康相談
等）が必要である。

 被災者から話が出れば受け答えをすべきである 地域性も 被災者から話が出れば受け答えをすべきである。地域性も
あるがこころの窓が開くのは、個人差がある。
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10. スクリーニングについて
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スクリーニングや臨床評価について

 +スクリーニング

 支援を自ら求めない人も含めて系統的にアセスメントを
することで トリア ジやケ スの発見につながるすることで、トリアージやケースの発見につながる。

 外部からの支援者との継続性のある支援をするために
は、調査票の活用は有用である。

 +臨床的判断

 調査票の使用は災害の現場では馴染まなく 調査準備 調査票の使用は災害の現場では馴染まなく、調査準備
や実施には配慮が必要である。

 日常的に地域の保健活動を通じて、地域住民の把握を
していれば、特に調査票は使用しなくてもよい。
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代表的なコメント

 調査実施する前に、支援者や実施者との信頼関係を築
き、被災者の希望等を考慮する。

 質問紙よりも面接のほうがよいという現場の意見が多い。

 目的を吟味し、調査が重複して被災者に負担をかけるこ
とはさけるべきである。

 フォローアップや支援体制を整えてから実施すべきであ
る。
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10. スクリーニングについて

 精神健康の問題が継続している人について、精神保健
専門家は専門的なアセスメントを実施すべきである。

+ 災害以前から持続している精神健康上の問題を抱えている
人には、災害時だけではなく、継続して支援していく必要があ
る。

+ 災害時のハイリスク者等の危険がある人には、アセスメント
をすべきである。す あ 。

! 「精神健康の問題が継続している人」はストレス反応が持続
している状態なのか、災害以前から続いている精神疾患や
問題なのかで判断が異なる。
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10. スクリーニングについて
 精神健康のスクリーニングはハイリスク者を把握するた

めであり、単なる調査目的で行うべきではない。

! ハイリスク者の同定と支援のために行うのが望ましい。

+ 現状把握を目的とした研究も必要なこともある。しかし、 研

究目的の調査は、住民にとって再曝露となる可能性など有害
なことがある。

! 調査の実施機関において倫理性をチェックし、利益と不利益

（個人と公共両者について）を明示したうえでの実施が必要で
ある。
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11. 災害時要支援者への対応
 学童のこころのケアは、学校現場（スクールカウンセラー含

む）や児童相談所、地域の臨床心理士会など学童期の心の
ケア担当機関と連携することが望ましい。

! 学校でのこころのケアは、県の教育委員会が主体となって、
普段対応している人が対応することが望ましい。

+ 子どもの場合、「こころのケア」を前面に出して訴えたほうがな
じみやすい。

ク カウ セ による学校 対応は あくま も心理- スクールカウンセラーによる学校での対応は、あくまでも心理
的ケアに限定される。

! 保健や医療と連携させていくことは、現状としては非常に難し
い。
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参考）多文化対応
 日本の言語理解に困難がある場合、災害時要支援者である

と見なされる。

 一般に、情報が十分に行き届かず、二次的な情報不安に陥
りやすい。また、必要な医療、援助を受けることが難しいこと
が多い。

 広報やメディアによる放送を用いて、母国語で情報提供する
ことが有益であることが有益である。

 母体となる文化によって、災害時の反応の様式が異なること
があるため、精神保健医療担当者がそうした点を理解した上
で対応する必要がある。
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12.精神健康に配慮したコミュニケーション
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12.精神健康に配慮したコミュニケーション（１）

 被災後初期からこころのケアに関する電話相談（ホット
ライン）を設置すべきである。

! 電話相談（ホットライン）はあったほうがよいとは思うが、
有用性や実際性には疑問が残る。

- 相談が多すぎて受け入れ態勢が大変ではという心配が
あるが、実際には、相談例は少ない。

! 行政やメディアは過大評価しがちであり、電話相談は、情

報提供や傾聴にとどまるという限界を知って対応するこ
とが必要である。
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 被災後の心の反応についての説明（心理教育）や、相談
や支援の機関の情報がのっているパンフレットを提供す
べきである

12.精神健康に配慮したコミュニケーション（２）

べきである。

+ 精神保健に関する心理的抵抗があるので、幅広く一般

的な心理的反応や相談機関に関する情報はあったほう
がよい。

! 被災者の状況に応じて、説明を加えたり、集会などで研

修やリラックス体験などと併せて、情報提供の方法を工
夫する必要がある。
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 初期には心理的反応は「異常な事態における通常の反
応」ととらえて対応するとよい。

12.精神健康に配慮したコミュニケーション（３）

+ 集団に対する説明の仕方としては、「異常な事態におけ
る通常みられる反応」でよい。

! 個別の対応については、病歴や平常時の問題行動の有
無を確認したり、時間経過のなかでの反応の推移を評
価したりする必要がある。価 りする必要 ある。

! 保健専門家として個別と集団へのアプローチのあり方を
分けて臨むとよい。
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 被災者には、初期の心理的反応についての情報を提供
し、基本的にはそれは正常な反応であることを積極的に
説明するべきである

12.精神健康に配慮したコミュニケーション（４）

説明するべきである。

+ 発災後1週間程度は、集団に対してはこのような説明でもよ
い。メディアやパンフレットを活用して情報提供するとよい。

! 専門家の個別ケースへの対応としては、「異常な事態におけ
る通常の反応 と理解することを積極的には勧められないる通常の反応」と理解することを積極的には勧められない。

! ケースごとに支援ニーズを見極め、その後の対処、相談に関
する説明も加えるとよい。
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参考資料

 災害時地域精神保健医療活動ガイドライン. 平成13年度厚生科学研究費
補助金（厚生科学特別研究事業） 主任研究者：金吉晴. 

http://www.ncnp-k.go.jp/katudou/h12 bu/guideline.pdfp p g jp _ g p

 自然災害発生時における 医療支援活動マニュアル.平成16 年度 厚生労
働科学研究費補助金 特別研究事業. http://www.imcj.go.jp/shizen/index.html

 心的トラウマの理解とケア.外傷ストレス関連障害に関連する研究会 金吉
晴 編集. http://www.jstss.org/info/pdf/info01_15.pdf

 IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. IASC, 2007. 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_he
alth_psychosocial_june_2007.pdf
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

健康危機発生時における地域健康安全に係る効果的な 

精神保健医療体制の構築に関する研究 

平成 22年度 分担研究報告書 

 

災害精神保健医療研修プログラムの開発 

 

研究分担者 中島聡美 (独）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

             成人精神保健研究部 犯罪被害者等支援研究室長 

研究協力者 黒澤美枝 岩手県精神保健福祉センター 所長 

 

研究要旨 

【目的】改訂された災害精神保健医療マニュアルの普及をすすめるために、研修プログラ

ムを開発する。【方法】１）研修内容の優先順位について検討するために、災害対応経験の

ある精神保健医療専門家および地域保健専門家(n=96)を対象にインターネット調査を行っ

た。そのうえで、保健医療従事者のこれらの場面への対応の準備性を高めるために、２）

映像資材の開発を行った。【結果】研修内容については、特に「初期対応」、「支援者のスト

レス対応」領域の研修ニーズが高かった。しかし、「災害精神保健体制の構築」については

管理者向けに研修を行う優先度は高く、直接支援者がこれについて理解することも役割分

担を理解するうえで重要であると考えられた。これらを考慮して、モジュール形式で研修

内容を構成することとした。また、特に精神保健的対応が必要な場面として、１）遺族対

応、２）自殺リスクの高いひとへの対応が挙げられ、精神保健福祉センターや保健所など

の行政職員らの準備性を高めるために、これらの場面での初期対応法について、デモンス

トレーションビデオを作成した。【考察】研修プログラムでは、対象者のニーズに合わせて

焦点を当てる構成にした方が望ましいことが明らかになった。直接支援者らには、「初期対

応」、「支援者ストレス対応」を中心に、管理者には「災害精神保健体制の構築」、「支援者

のストレス対応」について重点的に取り扱うことが必要である。また、遺族対応および自

殺リスクの高いひとへの対応の研修映像資材を開発したが、本資材を教示することによっ

て、画一的な対応方法を押し付けることにならないように、研修参加者から意見収集を行

ったり、研修場面でも、この映像資材を議論の素材として活用するような使用上の工夫が

求められよう。 
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Ａ．研究目的 

 震災等大規模の自然災害後に PTSD、第う

つ病などの精神障害の有病率が高まること

が報告されており、近年日本でも地域保健

の一環あるいは独立していわゆる「こころ

のケア」としてメンタルヘルスサービスが

提供されてきている 1)。特に地域保健の担

い手である保健師が精神保健に関わること

も少なくない。しかし、鈴木らの調査 2)で

は、「災害時精神保健医療ガイドライン」を

知らないものが多く（72.5%）、65%以上のも

のが対応に不安を感じていることが示され

た。保健師等災害時初期に被災者に関わる

支援者が基本的な知識を身につけ、適切な

介入が行えることが被災者の精神健康の回

復にも寄与することが考えられる。近年、

近年欧米では、Psychological First Aid 

(PFA)が被害者や被災者に安心と慰めを提

供し、現実的な支援を提供するプログラム

として推奨されるようになってきているが、

欧米とは地域保健システムや文化背景の異

なる日本では、より現場に適した形でのプ

ログラムの開発が求められている。また、

被災時にプログラムを適切に活用するため

には、平常時における有効な研修プログラ

ムの開発も重要な課題である。 

 災害精神保健医療マニュアルの改訂に伴

い、この内容を効果的に地域保健従事者に

普及する必要がある。本研究では、災害精

神保健医療に関する研修プログラムの開発

を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１）研修内容の優先順位について検討 

災害対応の経験のある、精神保健専門家、

地域保健専門家を対象に、インターネット

調査を行った。改訂版災害精神保健医療マ

ニュアルの項目を提示して、集団を対象と

した研修会（3 時間程度）において、優先

的に言及すべきかどうかについて、評定を

求めた。 

２）研修映像資材の開発 

 また、精神保健の専門性が求められる場

面について、インターネット調査から得ら

れた自由意見の内容分析を行った。そして、

研修会で活用できるような研修資材につい

て検討して、開発した。 

 

Ｃ．研究結果 

１）研修内容の優先順位について検討 

 わが国において災害対応の経験のある、

精神保健専門家、地域保健専門家(n=96)を

対象に、インターネット調査を行い、研修

内容の優先順位について検討した。 

 この結果、初期対応に関する「基本的心

構え」、「初期対応」、「初期対応における精

神保健専門家の役割」、「災害時要支援者へ

の対応」、「精神健康に配慮したコミュニケ

ーション」については優先度が高かった。

次に、支援者のストレス対応に関して「職

員の休養・休息」、「被災地で被災者支援に

あたる組織の構築」、「支援者のセルフヘル

プ」の優先度が高かった。災害精神保健体

制の構築に関しては、「メディアへの対応」、

「災害精神保健計画の立案」、「保健師活動

の課題」などが比較的優先順位が高かった。

これらは管理職のみを対象にしてもよいの

ではないか、という意見も見られた。しか

し、直接支援者も、これらの体制構築につ

いてシュミレーションすることで役割分担

などを理解することができるので、研修対

象とすべきである、とする意見もあった。 
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 外部支援のあり方については、「外部支援

こころのケアチームの活動」、「外部支援受

け入れの判断」、「活動導入の仕方」の優先

度は比較的高かったが、外部支援のあり方、

方針について定まっていないので、研修で

取り扱うには時期尚早ではないか、といっ

た懸念を示す意見もあった。 

 

２）研修映像資材の開発 

 インターネット調査から、初期対応場面

で、精神保健専門家として関わることが求

められる場合として、以下のように集約さ

れた。 

① 精神科医療機関が壊滅している場合

（治療中断者へのケアなど） 

② 自殺のリスクのある場合 

③ 緊急な精神医療の必要性（急性ストレ

ス反応、アルコール離脱、精神運動興

奮など） 

④ 遺族への対応 

 このなかで、特に災害場面での対応につ

いて具体的な対応法のデモンストレーショ

ンを提示する目的で、１）遺族対応、２）

自殺リスク者への対応について映像資材を

作成した。 

 これは、上記の場面で精神保健、地域保

健専門家に求められる具体的な対応を紹介

することを目的として作成した。対応法や

シナリオの検討にあたっては、これまでの

先行研究、文献、専門家らによる意見を集

約する目的で実施した調査結果、また

DMORT等の取り組み等を参考にした。（シナ

リオおよび解説ナレーション、解説スライ

ドは、資料１－５を参照）。 

 

 

Ｄ．考察 

１）研修内容の優先順位について検討 

 インターネット調査の結果から、改訂災

害精神保健医療マニュアルに即した研修プ

ログラムの開発には、「災害精神保健体制の

構築」、「初期対応」、「外部支援のあり方」、

「支援者のストレス対応」の 4領域につい

てカバーするが、対象者のニーズに合わせ

て焦点を当てる部分をかえる構成にした方

が望ましいことが明らかになった。直接支

援者らには、「初期対応」、「支援者ストレス

対応」を中心に、管理者には「災害精神保

健体制の構築」、「支援者のストレス対応」

について重点的に取り扱うことが必要であ

る。 

 

２）研修映像資材の開発 

 近年、地域における「こころのケア」は、

心理的側面に特化せずに、具体的なニーズ

に沿った支援をしつつ、心理面に配慮する

心理的初期対応(PFA)モデルが推奨されて

いる。原則としては PFAモデルが望ましい

が、心理的側面に留意すべき場面があると

いう専門家間の認識が明らかになった。な

かでも、災害場面で特異的な反応が予想さ

れる１）遺族対応、２）自殺リスクのある

人への対応について、保健・福祉従事者の

これらの対応への準備性を高めるために、

研修プログラムと映像資材（上記 2場面）

を作成した。 

 映像資材は、保健医療従事者のこれらの

場面への対応の準備性を高めるために作成

した。災害対応経験者や遺族支援専門家の

意見を基に作成した。しかし、本資材を教

示することによって、画一的な対応方法を

押し付けることにならないように、研修参
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加者から意見収集をしたり、研修場面でも、

この映像資材を議論の素材として活用する

ような使用上の工夫が求められよう。次年

度は、行政職員を対象に本研修プログラム

を試行する予定であり、プログラム内容の

洗練化に伴い、必要に応じて映像資材の修

正、または拡充も検討している。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

２．学会発表 

いずれもなし。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

いずれもなし 

 

＜引用文献＞ 

1)中島聡美, 金吉晴, 福島昇他: 新潟県中 

越地震における精神保健医療チームの活 

動の実態 こころのケアチームのアンケ 

ート調査から. トラウマティック・スト 

レス 4;135-144. 2006. 

2)鈴木友理子, 深澤舞子, 金 吉晴: 保健 

師における災害精神保健支援に関する準 

備状況. トラウマティック・ストレス 8;  

45-53, 2010. 
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資料１．大切な人を失った方への初期対応編シナリオ 

 

PPT2：解説ナレーション 

∙ 保健センター職員は、災害をはじめとした健康危機事案では幅広く住民の心身の健康

保持のための支援を展開します。遺体の本人確認は警察によって行われますが、この

ような場面において、精神保健・保健従事者に付き添いが求められることもあり得ま

す。以下では、そのような遺族への対応場面で、精神および地域保健専門家に求めら

れる心構え等を解説します。 

 

PPT3：被害想定のナレーション 

∙ X 年 X 月 X 日午前７時１５分、マグニチュード 7.5 の地震が発生、某市では、震度６

弱を観測しました。 

∙ この地震において、市街地において多数の建物が倒壊し、多数の死傷者や行方不明者

が発生した模様です。この直後から、人命の救助救出、医療救護活動が展開されてい

ます。 

∙ 被災地では、電気、電話、ガス、水道等のライフラインや道路等が損壊し、同時多発

的に建物火災が発生し、延焼拡大のおそれがあります。また、急傾斜地等で土砂災害

が発生し、多量の土砂により道路が通行不能となっています。 

 

PPP4:場面設定のナレーション 

∙ 犠牲者は、岩盛(いわもり)あい、13歳、宮沢中学校１年生で、バレー部に所属してい

ます。地震当日は、バレー部の練習試合があり、朝から登校していました。 

∙ 当日あいさんは夏ばてで体調不良のため、朝練に参加するのをためらっていましたが、

母親が送り出しました。 

∙ 地震により、某中学校体育館が倒壊。あいさんは救助されましたがが、死亡が確認さ

れ、某市体育館に設置された遺体安置所に移されました。 

∙ 地震後に、警察より「お宅のお子さんかもしれないので確認をしてほしい」という連

絡を母親が電話で受けました。父親は会社に出勤し、連絡がとれなかったため、一人

で確認するのが怖く、近所に住む犠牲者の叔母へ連絡し、２人で遺体安置所に駆けつ

けました。 

∙ 以下は、体育館の遺体安置所での遺族への対応において、保健センターが警察と連携

し、遺族への付き添いを行う場面です。 
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PPT5:登場人物（最初にテロップで顔と役割を説明する） 

∙ 母親 

∙ 叔母（母親の妹） 

∙ 警察官 

∙ 保健センター職員 2名 

 

１．導入と関係づくり 

１ 警察官から遺族に、精神保健福祉センターおよび保健所職員を紹介する。 

 「ご家族対応チームの方です。ご家族からの相談に対応し、支援をいたします。」 

２ 精神保健福祉センターおよび保健所職員が自己紹介する。 

 「保健センターの山岸です。」「中村です。」 

３ 警察官から、対面に立ち会ってもらってもいいか聞き、遺族は承諾する 

 「このお二人に、お子さんとの対面に立ち会ってもらってもよいでしょうか。もし、立

ち会ってほしくなければ断ることもできます。」 

 

PPT6:解説ナレーション 

∙ 状況の確認として、本件の一般的状況、そして、警察から遺体の状況について事前に

遺族に説明されているかを確認します。もし、遺族へ説明がされていない場合には、

警察に説明してもらうようにします。 

∙ 支援者は、家族にとっての役割が分かるように自己紹介をします。ここで、こころの

ケアを前面に出す必要はありません。信頼関係を築くように努めます。 

∙ 家族・面会者に、保健センター職員の付き添いについて了承を得たうえで、対応にあ

たります。同時に、付き添いを拒否することもできることも伝えます。 
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２．遺体との対面 

１ 警察官が遺体のそばに遺族を案内する：警察官、遺族、家族対応者の順に。 

２ 家族は、遺族が対面するのを、体一人分程度離れて見守る。 

３ 叔母が「あいちゃん」と呼びかけ、遺体にすがりつく。 

４ 母親は、ショックのあまり、遺体にふれ、なでるようにした後、脳貧血で崩れ落ち 

る。叔母は取り乱し、状況について質問を始める。 

５ 「隣に移りましょう」と警察官がうながす。 

６ 対応者が母親を支えながら椅子のある所に移動。二人を椅子に座らせる。 

 

PPT7:解説ナレーション 

∙ 遺族は遺体と対面して、最初は激しい反応（興奮、叫び声、嘔吐、失神、周りの人を

叩く等）を起こすことがあります。これらは、時間とともに落ち着くことが多いです。 

∙ 遺族が対面するのを、支援者は、体一人分程度離れて見守ります。 

∙ また対応上の注意として、死亡が確認された人について話をする時には、「死んだ」で

はなく、「亡くなった」という表現を用います。また、亡くなったひとを「遺体」「故

人」と呼ぶのではなく、名前で呼びます。 

∙ そして、遺族に状況説明をする場合には、立ち話ではなく、落ち着いて話せる場所に

移ってから行います。 

 

３．状況説明と支援 

１ 警察官、椅子に座った二人のななめ側に座る。対応者は遺族の横にしゃがむ。または

よりそうように立つ。 

２ 叔母、困惑、怒りの状態で質問する。 

「いったい何が起こったのか？なぜこんなことになっているのか？」 

⇒県警から説明 

「病院に運ばれたのか、治療はなされたのか？苦しんで亡くなったのか」 

「なぜ病院から連絡してくれなかったのか？」 

「学校の先生はいないのか、避難誘導はなされたのか？」 

「なぜ、ここ（遺体安置所）なのか、納得がいかない・・・」など 

⇒対応者説明 

３ 母親、自責、泣き崩れる。叔母、黙る。 

「ごめんね、ごめんね。お母さんが部活休んでいいよって、言ってたら。今朝、休んでい

いよって、言ってあげてたら・・・」 

「私が悪い、私が悪い、あいちゃん・・・」泣き崩れ、脳貧血の状態に。 

４ 対応者が背中に手を回して支える。さする。血圧測定。 
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PPT8:解説ナレーション 

∙ 遺族の心理的反応は様々であり、一例として、悲しみ、怒り、号泣、震え、過呼吸、

茫然自失、応答しない、感情や感覚の麻痺、冷静に見える等があります。 

∙ ここで重要なのは、支援者は、家族の感情を解しようとし、その気持ちに共感を示す

ことであり、支援者の同情を示すことではありません。 

∙ ですから、無理に言語化させたり、感情を表出させるようなことはせずに、非言語的

な支援や身体面でのケア等を通じて、安心できるような環境をつくったり、遺族の不

安に寄り添うことが重要です。 

∙ ただし、遺族の身体に触ることは、驚いたり不快に思う人もいるので、事前に同意を

得る等の注意が必要です。 

 

４．遺族のニーズに沿った支援 

ご家族の状況を見ながら、他に連絡する人の有無を確認し、必要に応じて代行。 

以下のようなやりとりを想定するが、遺族の心情にそった対応を心がける。 

 

対応者  「今、ご連絡をしたい方はいらっしゃいますか？」 

叔母  「賢次さんには？」 

母  ここに来る前に電話したけど、つながらなくて・・」 

対応者  「お父さんですか？」 

叔母  「はい」 

対応者  「よろしければ、こちらで連絡しますか？」 

叔母  （母親の方を見て）「はい、お願いします。」 

対応者  「わかりました。」 

警察官  「あいさんですが、ご自宅までどのようになさいますか？ 

  どなたかに車をお願いできますか？」 

母  「主人に連絡が取れてからでもいいですか？」 

警察官  「はい、よろしいですよ。」 

対応者  「大丈夫ですか？突然の大変な出来事で、今はどうしてよいか分からな 

        い状態かと思います。後からでもよろしいので、お困りのことについて 

        は、ご相談してくださいね。」こころのケアのリーフレットを姉に渡す。 

 

 

 

 

 



79 
 

PPT9:解説ナレーション 

∙ 遺族が混乱や動揺、麻痺、情緒的に圧倒されているような状態から落ち着くタイミン

グは様々です。これらの感情は、一定期間続く可能性を伝えます。 

∙ そして、遺族が安心や落ち着きを得られるように、支援者は共感的な態度で、具体的

な支援を申し出ることが有用です。この時点では、精神的な問題よりも、現実に直面

している問題への支援が役に立つことが多いです。 

∙ ただし、急性期には遺族のニーズが明らかでないこともあります。そのような場合に

は、後日、相談に応じることができるように相談窓口が記載されたパンフレットなど

を渡して、情報提供するとよいでしょう。 

∙ また、遺族は直後には混乱していることが多いので、支援者の名前や連絡先を覚えて

いないこともあります。パンフレットを渡す際には、対応者の名前や連絡先を記入し

ておくとよいでしょう。 
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資料２．遺族対応編ナレーション 

① 冒頭（両方共通） 

 ● 保健センターの仕事の説明……タイトル～保健センター外観後（1：07：11～） 

    「保健センター職員は、災害をはじめとした健康危機場面では、幅広く住民の心

身の健康保持のための支援を展開します。このビデオでは、様々な場面におい

て精神および地域保健専門家に求められる心構えなどを解説します」 

 

② 被害想定 

 ● 震災被害想定テロップ後の説明テロップに合わせて（1：39：14～） 

    「某年某月某日、午前 7時 15分。マグニチュード 7.5の地震が発生。某市では、

震度６強を観測しました」 

 

 ● 震災の様子後のテロップに合わせて（2：01：16～） 

「この地震において、市街地では多数の建物が倒壊。多くの死傷者や行方不明者

が発生しました。地震直後から人命の救助救出、医療救護活動が展開されてい

ます」 

 

 ● 震災の様子後のテロップに合わせて（2：24：27～） 

    「被災地では、電気、電話、ガス、水道などのライフラインや道路などが損壊し、

同時多発的に建物の火災が発生し、延焼拡大のおそれがあります。また、急傾

斜地などで土砂災害が発生し、多量の土砂により、道路が通行不能となってい

ます」 

 

③ 場面設定 

 ● テロップに合わせて（3：08：25～） 

「犠牲者は岩盛あいさん、13歳。宮沢中学校 1年生で、バレー部に所属していま

す。地震当日は、部活の練習試合があり、朝から登校していました」 

「当日、あいさんは夏バテで体調不良のため、朝練に参加するのを戸惑っていま

したが、母親が送り出しました」 

「地震により、某中学校体育館が倒壊。あいさんは救助されましたが、死亡が確

認され、某市体育館に設置された、遺体安置所へ移されました」 

 

 

 ● 遺体安置所～登場人物説明の映像に合わせて（3：37：16～） 

「地震後に、警察からの、お宅のお子さんかもしれないので確認をしてほしい、と

いう連絡を母親が電話で受けました。父親は会社に出勤し、連絡がとれなかった
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ため、一人で確認するのが怖く、近所に住む、犠牲者の叔母へ連絡し、二人で遺

体安置所に駆けつけました」 

「このデモンストレーションは、体育館の遺体安置所での遺体確認の場面において、

保健センター職員が警察と連携し、遺族の付き添いを行なう場面です」 

 

④ シーン１ 解説 

 ● ポイント①「状況の説明」のテロップに合わせて……（4：54：09～） 

「状況の確認として、亡くなった時の一般的状況、そして、警察から遺体の状況に

ついて、事前に遺族に説明されているかを確認します。もし、遺族への説明がさ

れていない場合には、警察に説明してもらうようにします」 

 

 ● ポイント②「自己紹介」のテロップに合わせて……（5：11：16～） 

「支援者は、家族にとっての役割が分かるように、自己紹介をします。ここで、こ

ころのケアを前面に出す必要はありません。信頼関係を築くように努めましょう」 

 

 ● ポイント③「対応の際の付き添いの確認」のテロップに合わせて…（5：45：17～） 

「家族・面会者に、保健センター職員の付き添いについて了承を得たうえで、対応

にあたります。同時に、付き添いを拒否出来るという選択肢があることも伝える

ようにしましょう」 

 

⑤ シーン２ 解説 

 ● ポイント①「遺族の反応～」のテロップに合わせて……（5：11：16～） 

「遺族は遺体と対面して、最初は激しい反応…興奮、叫び声、嘔吐、失神、周りの

人を叩くなどの反応を起こすことがあります。これらは、時間とともに落ち着く

ことが多いです」 

 

 ● ポイント②「遺族との距離」のテロップに合わせる……（7：07：18～） 

「遺族が対面するのを、支援者は体一人分程度、離れて見守ります」 

 

 ● ポイント③「言葉の注意」のテロップに合わせる……（7：54：28～） 

「また、対応上の注意として、死亡が確認された人について、話をするときには、

“死んだ”ではなく、“亡くなった”という表現を用います。また、亡くなった

人を“遺体”“故人”と呼ぶのではなく、名前で呼ぶようにしましょう」 

 

 ● ポイント④「状況説明」のテロップに合わせる……（8：15：15～） 

    「そして、遺族に状況を説明する場合には、立ち話ではなく、落ち着いて話せる



82 
 

場所に移ってから行ないます」 

 

⑥ シーン３ 解説 

 ● ポイント①「遺族の反応」のテロップに合わせる……（10：04：21～） 

「遺族の心理的反応は様々であり、一例として、悲しみ、怒り、号泣、震え、過

呼吸、茫然自失、応答しない、感情や感覚の麻痺、冷静に見えるなどがありま

す」 

 

 ● ポイント②「共感」のテロップに合わせる……（10：23：17～） 

「ここで重要なのは、支援者は、家族の感情を理解しようとし、その気持に共感

を示すことであり、支援者の同情をしめすことではありません」 

 

 ● ポイント③「安心出来る～」のテロップに合わせる……（11：43：06～） 

「ですから、無理に言語化させたり、感情を表出させるようなことはせずに、非

言語的な支援や身体面でのケアなどを通じて、安心出来るような環境を作った

り、遺族の不安に寄り添うことが重要です」 

 

 ● ポイント④「遺族の体に～」のテロップに合わせる……（12：00：28～） 

「ただし、遺族の身体に触れることは、驚いたり、不快に思う人もいるので、事

前に同意を得るなどの注意が必要です」 

 

⑦ シーン４ 解説 

 ● ポイント①「具体的な支援の申し出」のテロップに合わせる…（14：11：26～） 

   「遺族が安心や落ち着きを得られるように、支援者は共感的な態度で、具体的

な支援を申し出ることが有用です。この時点では、精神的な問題よりも、現

実に直面している問題への支援が役に立つことが多いです」 

 

 ● ポイント②「感情が落ち着くタイミングについて」のテロップに合わせる 

                               （14：52：17～） 

「遺族が混乱や動揺、麻痺、情緒的に圧倒されているような状態から落ち着く

タイミングは様々です。これらの感情は、一定期間続く可能性を伝えます」 

 

 ● ポイント③「パンフレットなどの～」のテロップに合わせる…（15：56：16～） 

「そして、急性期には遺族のニーズが明らかでないこともあります。そのような

場合には、後日、相談に応じることが出来るように相談窓口が記載されたパン

フレットなどを渡して、情報提供すると良いでしょう」 
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 ● ポイント④「パンフレットへの～」のテロップに合わせる…（16：15：06～） 

「また、遺族は被災直後には混乱していることが多いので、支援者の名前や連絡

先を覚えていないこともあります。パンフレットを渡す際には、対応者の名前

や連絡先を記入しておくと良いでしょう」 
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資料３．復興期の電話相談シナリオ 

 

PPT11:状況設定、登場人物紹介のナレーション 

相談者は Aさん、40 代女性、仕事はパートに就いています。 

家族は夫、夫の両親、子供（長女中 3、次女小 5、長男小 2）の 7人家族です。 

この地域で起こった大型地震を経験して、避難所で生活し、その後自宅の修理や環境整備

をし、自宅に戻りました。被災から 6ヶ月以上経過してからの相談ですが、復興からの取

り残され感、不安、焦燥感、自責感が続いています。 

そこで、精神保健福祉センターのこころの健康相談窓口に電話しました。 

 

人 物 台 詞 メ モ 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

１．導入・関係づくり 

「はい、精神保健福祉センター心の健康相談です。」 

 

「あの・・相談と言うか、なんと言うか、話を聞いて欲

しいのですけれど！そちらで聞いてくれるのですか？」 

 

「はい、お聞きいたします。ここへのお電話は初めてで

すか？」 

 

「はい・・、そうです。あの、前に市の広報で見て・・。

災害後の・・なんか、ストレスの相談とか受けると出て

いたので。」 

 

「この間の、地震によるご相談ですね。」 

 

「どこの誰に話しても、なんとかなることでもないかも

しれませんが、なんかね、気持ちのやり場がなくなって

しまいました。」 

 

「やり場のないようなお気持ちでいらっしゃるんです

ね？」 

 

「はい・・。」 

 

２．相談内容の整理 

 

 

強い口調 
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相談員 

 

 

 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

Aさん 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

「地震にあったこと、そのものも大変だったと思いますし、

お住まいのことや気持ちのことも落ち着くのに時間がかか

ることがありますからね・・。ご自宅の被害などはいかがで

したか？」 

 

「幸いなことに、自宅の被害はありませんでした。物が

落ちたり、倒れたり・・、あ、玄関のガラスは壊れまし

たけど。」 

 

「ご自宅の被害はそれほどではなかったのですか？」 

 

「まあ、少ないといえば少ないですけど・・」 

 

「ご自身やご家族にお怪我はありませんでしたか？」 

  

「それは大丈夫でした。」 

 

「ご自宅の被害などはそれほどでもなかったようです

が、他にも心配なことがあるようですね。」 

 

「はい、xx 地区なので、避難所に避難し、この前、自宅

にもどりましたが・・」 

 

「はい。ご自宅に戻られて？」 

 

「ええ、戻れて、よかったと皆さん言いますよね。でも、

私は、何がいいんだか、わかりません。避難しろと言わ

れて、避難して、戻れと言われてもどって・・・。 

 

「戻りたくなったのですか？」 

 

「いえ、ずっと仮の住まいにいるのも、家族、皆がスト

レスでしたので・・・。夫の両親は早く戻りたかったよ

うです。」 

 

「そうですか。あなたはあまり戻りたくなかったのです
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Aさん 

 

 

 

 

 

 

 

相談員 

 

 

 

 

Ａさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

 

 

Ａさん 

 

か？」 

 

「はい、私も子どもも自宅にいると、なんだかこわくて、

じっとしていられないんですよ。思い出すこともあるし、

また地震が来たらどうしよう、今度は家がつぶれるかも

しれないとか、そういう考えが頭にわきおこってきて、

どうしようもなくなります。避難所から自宅の片付けに

来ていた時もそうでした。」 

 

３：精神・身体面、日常生活に関するアセスメント 

「地震から 6 ヶ月経過していますが、一日中、そのよう

な状態ですか？そのように感じていたら怖くて不安な気

持ちになりますよね。では、毎日、家事や仕事などこな

していくのも大変ですよね？夜は眠れていますか？」 

 

「夜は眠れています。でも、ハッとして目が覚めたり、

そのあとなかなか眠れなかったり・・・。仕事に行って

いる間は、家から離れているせいか、張り切れるし、大

丈夫で・・・、一日中、苦しいわけではないです。家に

いるときとか、誰かが地震の話をしたときとか・・・な

んか落ち着かなくなって、イライラして・・・。自分は

だめだな・・・って。みんな地震を体験して、同じなの

に、私だけが、なにかをひきずってて・・、そういう感

じがして」 

 

「誰もわかってくれないような、孤立したようなそうい

う気持ちになるのですね？」 

 

「はい、車の運転中、急に泣きたくなったりして、・・」 

 

「そうですか。よく眠れないこと、イライラすること、

落ち着かない感じがあるのですね？食欲はいかがです

か？」 

 

「なんとか家族の分を作り、自分も食べていますよ。食

べるのは大丈夫ですね。」 
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相談員 

 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

 

 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

 

 

Ａさん 

 

 

 

 

「そうですか。ご家族はご主人と、ご主人のご両親と、

あとは子どもさんかな？何人家族ですか？」 

 

「子どもが 3人なので、7人家族です。」 

 

「大家族ですね。子どもさんは小さいのですか？」 

 

「中 3と、小 5と、小 2です。」 

 

「子供さんについて心配なことはないですか？」 

 

「はい、今のところはなんとか・・。」 

 

「他のご家族については？」 

 

「夫が疲れているようで、お酒飲んで寝るようになった

ことくらいかな。仕方ないことだと思いますけど・・。

仕事が忙しくて残業が続いていて・・、話したくてもね、

遠慮してしまって。」 

 

「そうですか。ご主人に少し話せるとお気持ちは楽にな

りそうなのですか？」 

 

「話せば、聞いてくれますが、私のせいで疲れさせてい

るみたいな気がして、自分でなんとかしないと、夫が倒

れてしまったら、大変ですから・・・」 

 

「あなたの方が先に倒れてしまいそうではないですか？

体調はどうですか？だいぶね、お疲れだと思います

が・・・」 

 

「もともと体は丈夫で、病気はしたことないです・・。

でも頭が痛くなったり、疲れがとれなくて、だるくて、

それでイライラして、子どもを怒ってしまうことが増え

ましたね。」 
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相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

 

 

相談員 

 

 

 

 

Ａさん 

 

 

 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

 

 

「些細なことでも、気になったり、イライラが起きる状態で

すか？神経が敏感になっているような？」 

 

「そうですね。小さい音などにもハッとして、地震だっ

て、頭がカ～っとした感じになったり。やっぱり、私、

おかしいのでしょうか？普通じゃないってことです

か？」 

 

「いいえ、大丈夫ですよ。おかしいということはありま

せんよ。地震にあわれてから、ずっと張り詰めて頑張っ

てきたのですから、普段と違う状態になることは、当然、

おこることですよ。」 

 

「そうでしょうか・。そういってもらえると少しほっと

します。みんながね、普通にやれているのに、何で私

は・・・って・・」 

 

４．支援リソースの確認 

「どこかにそういうお気持ちは相談されたことはありま

すか？」 

 

「いえ、市の担当の方が気にかけてくれるのですが、聞

いてもらうよりも、説明されることが多くて、イライラ

してしまい冷静に話せなくなるから・・。」 

 

「どこにも相談したり、話したりすることができなかっ

たのですね？お友達とかには？」 

 

「職場の人と、後は避難所で一緒だった人には、電話で

気持ちを聴いてもらっています。でも、話した後は、ま

た自分が嫌になってしまい、どうどうめぐりです・・。」 

 

「そういう状態がつづいていると、お話してくださった

こと以上に本当はつらかったり、ご自分を責めたりされ

ているのではないですか？Ａさん、もしかしたら、いな
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Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

 

 

 

Ａさん 

 

 

 

 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

 

 

相談員 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

 

Ａさん 

 

 

相談員 

 

くなってしまったほうが・・とか死んで楽になった方

が・・などと考えることはないですか？」 

 

「・・・はい、あります。･･死んだ方がって・・そうい

う考え浮かんできて・・。正直に云いますと、頭から離

れないときもあります。」 

 

「お気持ちをよく、話してくださいましたね。ありがと

うございます。それほど苦しい・・そういうことですよ

ね。あの、今までにね、実際に死のうとしたとか、具体

的に方法まで考えたことはないですか？」 

 

「いえ、したことはないです。具体的に考えたことです

か・・、車を運転しているときに、このまま川に落ちた

らとかは思いますけど。実際にはできないです。事故に

遭いそうになって、ハッとしたとき、やっぱり死ねない

なって、泣けてしまいましたけど」 

 

「そう（死ねないと）伺ってほっとしました。」 

 

「そうですね、あとは母親のこともあるので、80 歳で、

一人暮らしなんですよ。私しか子どもがいないので、私

がいなくなると母も大変になるので・・・。」 

 

「お母さんがお一人暮らし・・。お父さんは？」 

 

「私が中学の頃に亡くなりました。」 

 

「若いころにお亡くなりになったのですね。御病気です

か？」 

 

「いえ、あの、自分で・・・死にました。それから母がうつ

病になって・・。」 

 

「大変な状況がおありだったのですね。」 

 



90 
 

Ａさん 

 

 

相談員 

 

 

 

Ａさん 

 

相談員 

 

 

 

 

「母は苦労した人なので、心配はかけたくないし、私が世話

をしたいと思っています」 

 

「わかりました。お母さんのためにも今のご自分の状況

から、すこしでも元気に、前向きになれたらね、そうお

考えですよね？」 

 

「はい、そうです。ほんとに、そうです。」 

 

「はい、いろいろ聞かせていただいて、ありがとうござ

いました。Ａさん。Ａさんは、地震のあとから、今まで、

ずっと頑張ってこられました。その頑張りによって、ご

家族が自宅に戻り、子ども達も、旦那さんも生活が続い

てきました。Ａさんは、ご自分でも話していましたが、、、、 

 

 

 

解説ナレーション 

PPT12：１．導入・関係づくり 

∙ 最初は相談者のペースにあわせて傾聴します。多くの場合、はじめから相談内容は整

理されているわけではないので、まずは話を伺います。 

∙ その中で、被災者の不安や反応について受け止め、共感を示し（妥当化）、通常の範囲

であれば、心理的反応をすべて症状や病理とみなさない（ノーマライズする）ことが

重要です。 

 

PPT13：２．相談内容の整理 

∙ まずは、被災状況、家族の安否などの事実確認を行います。 

∙ 感情的な体験については、掘り下げるようなデブリーフィングのアプローチはとらず、

共感を示します。 

∙ また、現在の心配事に焦点をあてます。 

∙ そして相談してくれたことを労い、その気持ちを受け止めます。 

 

PPT14：３．精神・身体面、日常生活の評価 

∙ そして、現在の精神症状について、例えば、うつ、不安、トラウマ反応、アルコール

依存など、幅広く評価します。 

∙ また、過去の精神疾患やトラウマ体験について確認します。 
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∙ 状況に応じて、自殺のリスク、つまり、自殺念慮、具体的な計画、過去の自殺企図、

などを尋ねます。 

∙ そして、食欲、睡眠パターンや、日常生活の過ごし方などが症状によって支障が出て

いるかを確認します。 

 

PPT15：４．支援リソースの確認 

∙ 他の相談機関への相談の有無を確認し、もし必要があれば医療機関などの専門機関を

紹介します。もし可能であれば、相談先を具体的に一緒に考えると良いでしょう。 

∙ そして、家族やその他大切な人や組織などのつながりについて、ソーシャルサポート

を確認します。 

∙ また、セルフヘルプに関する情報提供をします。 

∙ 必要があれば、継続的な支援を申し出ます。 
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資料４．復興期の電話相談ナレーション 

 

① 冒頭（両方共通）……遺族対応編で収録したものを使用する。 

 

  「保健センター職員は、災害をはじめとした健康危機場面では、幅広く住民の心身の

健康保持のための支援を展開します。このビデオでは、様々な場面において精神およ

び地域保健専門家に求められる心構えなどを解説します」 

 

② 場面設定 

● 1枚目のテロップに合わせて（1：37：24～） 

    「相談者はＡさん、４０代女性。仕事はパートに就いています。家族は夫、夫の

両親、子供…長女中３、次女小５、長男小２の 7人家族です」 

   

 ● 2枚目のテロップに合わせて……（1：54：07～） 

    「この地域で起こった、大型地震を経験して、避難所で生活し、その後、自宅の

修理や環境整備をし、自宅に戻りました。被災から 6ヶ月以上経過してからの

相談ですが、復興からの取り残され感、不安、焦燥感、自責感が続いています。 

     そこで、精神保健センターの“こころの健康相談窓口”に電話しました」 

 

⑧ シーン１解説 

 ● ポイント①「相談者のペースに～」のテロップに合わせて……（3：23：10～） 

「最初は相談者のペースに合わせて傾聴します。多くの場合、はじめから相談内

容は整理されているわけではないので、まずはじっくり話しを伺いましょう」 

 

 ● ポイント②「不安や反応を～」のテロップに合わせて……（3：39：21～） 

「その中で、被災者の不安や反応を受け止め、共感を示し、通常の範囲であれば、

心理的反応の全てを病状や病理とみなさない…ノーマライズすることが重要で

す」 

 

⑨ シーン２ 解説 

 ● ポイント①「事実確認」のテロップに合わせて……（4：45：16～） 

「まずは、被災状況、家族の安否などの事実確認を行います」 

 

 ● ポイント②「感情的な体験～」のテロップに合わせる（4：56：00～） 

「感情的な体験については、掘り下げるようなデブリーフィングのアプローチは

とらず、共感を示します」 
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 ● ポイント③「現在の心配事に～」のテロップに合わせる（5：12：20～） 

「また、現在の心配事に話の焦点をあてます」 

 

 ● ポイント④「相談してくれたことを～」のテロップに合わせる（5：17：08～） 

    「そして、相談してくれたことをねぎらい、その気持を受け止めます」 

 

⑩ シーン３ 解説 

 ● ポイント①「現在の精神症状～」のテロップに合わせる（10：37：07～） 

「現在の精神症状について、例えば、うつ、不安、トラウマティック反応、アル

コール依存など、幅広く評価します」 

 

 ● ポイント②「過去の体験や～」のテロップに合わせる（10：52：03～） 

「また、過去の精神疾患やトラウマ体験について確認します」 

 

 ● ポイント③「普段の生活の～」のテロップに合わせる（11：05：12） 

  「食欲、睡眠パターンや、日常生活の過ごし方などが症状によって影響されてい

るかを確認します」 

 

 ● ポイント④「状況に応じてのリスク～」のテロップに合わせる（12：12：16） 

「状況に応じて、自殺のリスク、つまり、自殺念慮、具体的な計画、過去の自殺

企図などを尋ねます」 

 

 ● ポイント⑤「相談内容、アセスメント～」のテロップに合わせる（14：54：18） 

    「これまでの相談内容、アセスメントのまとめについて、相談者と確認します。

心理的な反応や症状、支援リソースについて、心理“教育的”な情報提供を行

います」 

 

⑪ シーン４ 解説 

 ● ポイント①「相談機関について」のテロップに合わせる（16：30：05～） 

「他の相談機関へ相談しているかどうかを確認し、もし必要があれば、医療機関

など、必要な専門機関を紹介します。可能であれば、相談先を具体的に一緒に

考えると良いでしょう」 

 

 ● ポイント②「ソーシャルサポートの～」のテロップに合わせる（16：46：29～） 

「そして、家族やその他の大切な人や、組織などとのつながりについて、ソーシ
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ャルサポートを確認します」 

 

 ● ポイント③「情報提供」のテロップに合わせる（16：54：24～） 

「また、セルフヘルプに関する情報提供をします」 

 

 ● ポイント④「継続的な支援の～」のテロップに合わせる（17：42：12～） 

「必要があれば、継続的な支援を申し出ます」  
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資料５．映像、解説スライドのサンプル 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

健康危機発生時における地域健康安全に係る効果的な 

精神保健医療体制の構築に関する研究 

平成 22年度 分担研究報告書 

 

災害精神保健体制に関する行政評価研究 

 

研究分担者 伊藤弘人  独）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

   社会精神保健研究部 部長 

研究協力者 黒澤美枝 岩手県精神保健福祉センター 所長 

      加藤寛 兵庫県こころのケアセンター 副センター長 

      深澤舞子 独）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

   成人精神保健研究部 協力研究員 

 

研究要旨 

【目的】健康危機発生の各フェーズにおいて、効果的な精神保健医療・ケアを保証する体

制のモデルを提示する。【方法】災害対応の経験豊富な精神保健専門家から情報収集を行っ

た。災害の種類を大型自然災害に設定し、郡部と都市部における対応の 2 つのパターンで

クリティカルパスを作成した。災害発生のフェーズは、数時間、数日間、数週間、数ヶ月

の 4 つに区分し、各フェーズにおけるターゲットとゴール、災害対応を行う各組織の役割

を整理した。【結果】郡部版のクリティカルパスは、岩手宮城内陸地震の経験を基に作成さ

れた。フェーズ 0 における精神保健活動方針の決定や人的支援の派遣調整、フェーズ 1 に

おける医療機関従事者や行政職員への初期対応に関する研修、フェーズ 2 における医療機

関へのアクセスに関する地理的問題、フェーズ 3 におけるスクリーニング等に、課題が見

出された。都市部のクリティカルパスは郡部版をもとに作成され、都市部の課題として、

体制構築上の問題、精神科医療供給の問題、外部からの支援者の統制の問題が明確になっ

た。【考察】大型自然災害発生時の支援の流れについて、各フェーズにおける各関係組織の

役割のポイントを整理し、課題を整理した。今後は、今年度作成した初案に、災害対応に

おいて大きな役割を果たしている DMATや日本赤十字社、さらにメディアの対応を加えて、

より災害対応の全体像の中における精神保健支援の位置づけや各組織の役割を明確にして

いく必要があると考えられた。また、今年度作成したクリティカルパスの初案を他の都道

府県に提示し、汎用性があるかについてフィードバックを求めることで、これらの初案の

標準化を進める必要もある。 
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Ａ．研究目的 

災害時の精神保健対応に関して、各組織

が実施した対応について報告した文献は多

数見られるが（1-9）、災害への対応全体の

なかにおける各組織の動きや、組織間の連

携、時間経過とともに変化する役割等につ

いて、概要をまとめたものは不足している。

災害時の精神保健対応については、災害対

応にあたる全ての組織において共通認識を

作り、連携をとることの重要性が、これま

での災害対応への反省から強調されてきて

いるところであるが（10）、各自治体におい

て必ずしも災害対応への準備が整えられて

いるとは言いがたく（11）、平時においても

多忙な業務のなか、なかなか災害対応への

準備、他の組織との調整に労力や時間を割

けないというのが現状であろう。 

このような現状において、各自治体の災

害時の精神保健対応への準備性を高めるた

め、災害対応の全体と各組織の動きをまと

め、これを各組織で共有可能なものとする

ことがまず必要だと考えられる。これによ

り、平時における災害対応への準備、また

災害時の混乱のなかで各組織の役割を整理

し、組織間で連携をとることが、促進でき

ると考えられる。 

そこで本分担研究においては、健康危機

発生の各フェーズにおいて、効果的な精神

保健医療・ケアを保証する精神保健医療体

制を整理して、そのモデルを提示すること

を目的とした。今年度はそのはじめとして、

多様な災害のうち日本において頻度が高く、

よって経験の蓄積のある大型自然災害を選

び、災害対応全体のなかの精神保健対応に

焦点をしぼって、郡部版および都市部版の

クリティカルパスを作成した。 

Ｂ．研究方法 

災害対応の経験豊富な精神保健専門家か

らの情報収集という方法をとった。郡部版

のクリティカルパスの作成には、岩手県精

神保健福祉センターの黒澤美枝所長から、

都市部版のクリティカルパスの作成には、

兵庫県こころのケアセンターの加藤寛副セ

ンター長から、協力を得た。 

１）調査票の作成 

災害の種類を大型自然災害とし、郡部に

おける対応と都市部における対応の 2 つの

パターンを想定した。 

災害発生のフェーズは、重点が置かれる

対応の種類により、災害発生から救助がく

るまでの数時間、救出・救助・救急が中心

となる数日間、保健医療が中心となる数週

間、福祉が中心となる数ヶ月の 4 つに区分

した。各フェーズにおける、ターゲット（起

こりうる事態）とゴール、災害対応を行う

組織として、精神保健対策本部（本庁、精

神保健福祉センター）、保健所、市町村、医

療機関、医療チーム、こころのケアチーム

の役割を明記することとした。 

２）精神保健専門家からの情報収集 

まず、郡部における災害対応の経験のあ

る、岩手県精神保健福祉センターの黒澤美

枝所長へ、上記の調査票をもとに、各フェ

ーズにおけるターゲットとゴール、各組織

の役割の記述を依頼し、郡部版クリティカ

ルパス案を作成した。加えて、岩手県精神

保健福祉センターの経験をもとに、県の精

神保健福祉センターの視点から、災害時の

精神保健対応に関わった各組織の役割と問

題点、課題を提起した。 

次いで、先に作成した郡部のクリティカ

ルパス案をもとに、都市部において災害対



99 
 

応の経験のある、兵庫県こころのケアセン

ターの加藤寛副センター長へ、都市部版の

災害対応について記述を依頼し、クリティ

カルパス案を作成した。加えて、兵庫県こ

ころのケアセンターの経験に基づき、郡部

と都市部の相違点について課題を抽出した。 

 

Ｃ．結果 

１）郡部版クリティカルパス案の作成 

１．災害経験について 

2008 年 6 月 14 日、マグニチュード 7.2

の岩手宮城内陸地震が発生した。この地震

により、岩手県内では南部地域が被害を受

けた。本災害の特徴は、同規模の地震と比

較して、建物被害が少なく土砂被害が多大

な点であった。この災害への対応として、

岩手県精神保健福祉センターは、保健所や

保健センターが実施する精神保健活動の調

整や後方支援にあたった。「災害時地域精神

保健医療ガイドライン」（12）と、岩手県精

神保健福祉センターが作成した「岩手県災

害時こころのケアマニュアル」（13）に基づ

き、支援が行われた（14）。 

郡部版のクリティカルパス案は、この災

害当時の岩手県の精神保健活動に関する報

告書（15,16）や日誌等の資料レヴューに基

づいて作成された。作成された郡部版のク

リティカルパス案（岩手版クリティカルパ

ス）を表 1 に示す。また同時に、岩手県精

神保健福祉センターの視点から例示された

活動の問題点や課題点を紹介する。 

 

２．フェーズ 0 

救助がくるまでの数時間から数日の間、

各現場において起こりうると想定されるの

は、精神不穏（パニック）である。この時

期に認識した問題は、精神保健活動方針の

決定と、人的支援の派遣調整に関する点で

あった。 

具体的には、県外専門チームからの人的

支援派遣の打診を、県内において現場アウ

トリーチや情報収集がなされない段階で、

断った点等である。このため岩手県は、本

庁の担当部署の事務分掌に、災害時の心の

ケアを定める等の改善を行った。円滑な現

場の連絡調整のためには、情報の報告様式

の準備を工夫することや、訓練への参加を

さらに要する。また災害発生時、精神保健

活動の方針を決定するための知識や経験が

不足していたため、平時から関係機関へ、

精神保健に関する研修を継続する必要性も

明らかとなった。 

 

３．フェーズ 1 

 救出・救助・救急が主となる数日の間、

主な活動場所は救護所や遺体安置所となる。

この間に起こりうることとしては、精神障

害者の症状の悪化に加え、 ASD (Acute 

Stress Disorder)、悲嘆反応、またスタッ

フの惨事ストレスによる急性反応がある。 

岩手宮城内陸地震発生後のこの期間、岩

手県では、保健所の保健師が、事故で負傷

した 2 団体に関して情報収集を行った。岩

手県精神保健福祉センターは、事例の後方

支援にあたった。これらの活動を通じて、

医療機関から患者が転出する前に、心理面

を含めたアセスメントや情報提供がなされ

ていれば、地域によるハイリスク者の同定

やその後のフォローがスムーズになると考

えられた。これを可能にするには、まず、

医療機関従事者が、ASD やサイコロジカル

ファーストエイド等の知識を学ぶ機会が必
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要であろう。また阪神淡路大震災等の経験

より、行政職員が遺体や遺族に対応するこ

とを求められることも想定されるため、日

常的にこのような経験のない行政職員へ、

初期対応のシミュレーションの機会を提供

することが求められる。 

 

４．フェーズ 2 

保健医療が中心となる数週間において、

主な活動場所は、避難所、自宅、医療機関

となる。この期間は、精神障害者の服薬中

断の問題に加え、避難所や相談窓口での適

応 障 害 、 PTSD (Posttraumatic Stress 

Disorder)を含む不安障害、アルコールの問

題などの事例が顕在化する時期である。ま

た、スタッフの疲労の問題も顕在化してく

る。 

この期間、岩手県精神保健福祉センター

は、多くの関係機関と共に、様々なシチュ

エーションへアウトリーチを行ったり、そ

の調整を行ったりした。活動の中で、ケア

アクセスの確保や地理的移動の困難を再確

認した。 

まず、避難所等における精神保健活動は、

感染症や栄養管理などの一般保健活動の現

場レベルの調整主体が確立して初めて可能

になる。岩手宮城内陸地震における活動で

は、地域毎にその主体が異なっていたため、

精神保健福祉センターによる後方支援の進

め方も多様となった。 

次に、医療機関へのアクセスの問題があ

った。岩手宮城内陸地震の際には、医療機

能は保持されていたものの、多くの区域に

は精神医療資源がなかった。このため混乱

の中、医療保護入院の対象者を、100km 離

れた病院へ搬送する調整を行った事例があ

った。また、PTSD患者の治療は、内科医に

より行われた。このような地域では、普段

から保健活動に従事する地元の行政の支援

者と、都市部から応援にきた支援者の間に、

精神医療機関へ紹介する対象者やそのタイ

ミング、連携というイメージの共有化が難

しい場合があった。 

またこの時期、複数の支援者の精神不調

が明らかになり、心のケア班が対応した。

この同定と連携については、心のケア班よ

りむしろ産業保健スタッフによる関わりが、

長期的なフォローや労務管理の観点からも

効率的だと考えられた。 

 

５．フェーズ 3 

福祉が主となる数か月以降は、主な活動

場所は仮設住宅等に移る。フェーズ 3 に入

ると、うつ病や自殺等も活動のターゲット

になる。岩手県では岩手宮城内陸地震の際、

地域単位で精神医学的スクリーニングを実

施した。しかしながら、被災現場で調査管

理をすることは難しく、地区によっては、

十分に回収を得ることができなかった。ス

クリーニングは、住民健康診査や各種公的

調査に、平時の段階から組み込まれている

方が効率的だと考えられた。 

また岩手県は、被災前から自殺率が高く、

医療従事者が少ないという地域特性を有し

ている。したがって精神医療機関へ紹介す

る対象者は、不眠等の軽症者ではなく、自

殺の危険性が高い重症者が主となる。この

振り分けを可能にするには、支援者が、自

殺リスクの評価と、見守りを継続するのか

専門治療へつなぐ必要があるのかを見極め

るスキルを持つことが必要である。しかし、

平時において、精神保健スクリーニングの
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フォロー事例や未遂事例を扱うケア会議や

モニタリングをする習慣のない地域も少な

くない。このような地域が被災した場合、

支援者が心のケア介入を行ったとしても、

適切にフォローすることは容易ではないと

考えられた。 

 

６．災害時の地域精神保健医療活動に関す

るアンケート調査から 

岩手県精神保健福祉センターは、岩手宮

城内陸地震被災 7カ月後の平成 21年 1月に、

支援活動に関わった保健・福祉関係 12機関

92人を対象に、活動の評価を目的としたア

ンケート調査を実施した（15）。調査内容を、

「精神保健医療活動の体制」、「精神保健医

療活動の連携」、「被災住民への精神保健医

療活動」、「今後の課題」の 4項目 16 問と自

由記載とした。 

この調査で指摘された点は、以下の通り

であった。支援者が「円滑に活動ができた」

と評価した項目は「安否確認・健康調査」

が最も多く 53％であった。「できなかった」

または「どちらでもない」と回答した上位

3項目は、「外国人への心理教育的情報提供

（65％）」、「災害時精神保健に関する職員研

修（63％）」、「他部署との連携（62％）」で

あった。また、「課題があり今後の対策とし

て最も重要である」と指摘されたのは、「組

織内の役割分担（55％）」、「組織間の連絡調

整（55％）」で、過半数を超えた。 

自由記載には、「引き継ぎがうまくいかな

かった」、「人員が不足した」など、従来の

災害活動でも指摘されてきた内容がみられ

た。また、岩手県らしいコメントとしては、

「三陸沖津波を想定するイメージが強く、

内陸地震の対応イメージがわかなかった」、

「避難所では不満の訴えが少なかった」、

「健康教育の集まりが悪かった」、「地域の

中で「ゆい」の精神があるため、行政と民

間団体との連携は支障をきたすことはな

い」、「県外から来た支援者の口調（早口）

や文化的背景が異なったため、協議が難し

く心理的に疲れた」などがあった。 

 このアンケート調査は、限られた支援者

を対象としたものであり、当然地域活動の

全体像を捉えたものではない。疲弊や混乱

などの困難な状況の中で、地域単位で意味

のある精神保健を含めた評価が可能なのか、

今後工夫の必要があると考えられた。 

 

７．総合活動報告会から 

岩手県精神保健福祉センターは、被災 8

カ月後、「災害時の支援活動及び心のケアに

関するシンポジウム（総合活動報告会）」を

開催した（16）。報告会には、阪神淡路大震

災や新潟中越沖地震で実際に活動したアド

バイザーを招いた。参加者 78 人のうち 40

人から、災害時の支援活動や報告会に関す

る、86件の意見や感想を得ることができた。 

肯定的記載内容としては、「平時の準備を

する上で実際の体験の話を聞くことができ、

とても伝わった」、「リアリティがあった」、

「思いが伝わった」等が 24件みられた。一

方、「自分だけではない」、「初めて知った自

分が恥ずかしい、申し訳ない」や、「活動の

話を聞いて、涙がでそうになった」、「胸が

いっぱいで涙がでた」、「ショックだった」

という記述も見られた。報告会で、時間を

超過して発表者が個々の思いを発言した傾

向に対して、時間配分の在り方を指摘する

コメントも 8件あった。 

災害後の報告会や会議は、継続支援や活
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動の検証のために不可欠である。また、現

場からのメッセージをダイレクトに伝え、

他地域の職員の災害準備性を高める可能性

も有する。しかしながら、検証内容が実行

力をもつには、被災活動で生じた支援者の

葛藤や不良になった人間関係が修復され、

支援者のコンセンサスが得られる状況にな

ることが前提である。こうした点から考え、

報告会等の主催者は、グループ対応的な進

行（転移、普遍化、カタルシス、トラウマ

反応等）や、支援者のメンタルヘルスをふ

まえた会の持ち方を、事前に検討しておく

必要があると考えられた。 

 

８．まとめ 

岩手宮城内陸地震における精神保健活動

について、主に岩手県精神保健福祉センタ

ーの視点から課題を検討した。 

災害時に、ケアを要する者の同定とその

アクセスを確保するためには、被災地内部

および外部の専門従事者や現場の意見をふ

まえながら、早期の段階からケア方針を検

討することが必要である。クリティカルパ

スは、自己目的化すると非効率的になるが、

混乱した状況における連携や共有化のため

の一つのツールとなりうる。地域の実情に

応じた検討をするためには、さらに、当地

域における活動の前提となる状況を確認す

るオリエンテーションの準備をしておかな

ければならない。例えば、地域分析の情報

（被災前の、地域資源の連携状況や支援ス

キル等）、公衆衛生に関する情報（地域特性、

岩手の例では四国に匹敵するほどの県土、

冬期の寒冷環境下での集中力の保持や体調

管理のコツ等）の確認である。 

 災害は、地域ケアの弱点に多くの人が直

面する機会であり、住民の助け合いや精神

的結束が高まる機会でもある。このような

経験やエネルギーを日常の精神保健活動に

どのように生かすことができるかという視

点も、岩手県には必要であると考えられた。 

 

２）都市部における課題 

 都市部における大型自然災害発生時の精

神保健対応に関するクリティカルパス案は、

岩手版クリティカルパスを基にして、都市

部における災害対応の経験豊富な専門家に

より作成された（表 2）。また、これに加え

て、都市部における課題が提出された。 

都市部で大型自然災害が発生した場合に

問題となる点として、１．体制構築上の問

題、２．精神科医療供給の問題、３．外部

から流入する支援者の統制の問題、の 3 点

が指摘された。 

 

１．体制構築上の問題 

 体制構築上の問題として、本部機能を担

う組織が被災した場合の問題、政令指定都

市や保健所政令市が存在する場合の問題、

都道府県をまたぐ広域的な災害の場合の問

題の 3点に整理できる。 

 まず一つめの課題として、本部機能を担

うべき都道府県庁が被災した場合、どの組

織がどのような権限で災害対応の全体をコ

ントロールするのか、という問題が整理さ

れていないということがある。例として、

阪神・淡路大震災の際、兵庫県庁も神戸市

役所も被災しており、これらが機能を回復

するまでは現場がそれぞれ独自に対応して

おり、その後、県精神保健センター（当時）

と大学病院医師がコーディネートを始めた

という経験がある。 
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 次に、被災都道府県内に、政令指定都市

や保健所政令市が含まれている場合、シス

テムが複雑になるという問題がある。例え

ば阪神・淡路大震災の際は、神戸市は独自

のやり方を継続し、兵庫県との関係調整が

とても難しかったという経験がある。 

 三つめとして、都道府県をまたがる広域

的な災害が起こった場合に、各都道府県に

おける災害対応の全体をまとめる機能をも

つ組織やその仕組みについての議論がなさ

れていないという問題がある。 

 

２．精神科医療供給の問題 

 統合失調症などの狭義の精神障害者が、

災害により治療中断となった場合や、避難

所などのストレスの多い環境下における不

適応をおこした場合など、精神科医療によ

る対応が必要となるケースが発生してくる。

そのため、精神科救急システムを強化した

上での運用や、投薬を継続するための精神

科救護所の設置などの対応が必要になる。 

 

３．外部から流入する支援者の統制の問題 

 管理体制の整備が後手に回る場合、郡部

と比較するとアクセスのしやすい都市部に

は、外部から多数の支援者が独自に入る可

能性がある。外部から大量の支援者が被災

地へ入り、各支援の調整がなされないまま

に独自に支援が始められた場合、本部が支

援の全体を把握し統制することは非常に困

難となる。これを統制するためには、被災

地外に情報を集約し、発信する体制を作っ

ておく必要がある。 

 

Ｄ．考察 

大型自然災害発生時の支援の流れについ

て、各フェーズにおいて重点が置かれるべ

き対応とそれに対する各関係組織の役割の

ポイントを整理した。また、郡部および都

市部における災害対応の際の課題を明らか

とすることができた。 

今後の本分担研究の課題としては、今年

度作成したクリティカルパスの初案は、災

害時の精神保健対応に焦点を絞ったもので

あったが、これに、災害対応において大き

な 役 割 を 果 た し て い る DMAT (Japan 

Disaster Medical Assistance Team)や日本

赤十字社の活動、さらにメディアの活動を

加えて、より災害対応の全体像の中におけ

る精神保健支援の位置づけや各組織の役割

を明確にしていく方向での改訂が必要であ

ると考えられた。また、今年度作成したク

リティカルパスの初案を他の都道府県へ回

覧し、フィードバックを求めることで、こ

れらの初案の標準化を進める必要もある。

また、実際に自治体の災害対応への準備性

を高める上では、特に災害経験のない都道

府県職員へ回覧し、実際にこれにより災害

対応がよりスムーズとなるかどうかについ

ての意見を求めることも重要だと考えられ

る。その際には、これらのクリティカルパ

スに加えて、より詳細な説明を加えるため

の資料も必要となるだろう。 

 

Ｅ．結論 

災害対応の経験豊富な精神保健専門家ら

の支援を受け、大型自然災害発生時の精神

保健対応に関するクリティカルパスの作成

を行った。郡部版と都市部版の 2 パターン

が作成され、それぞれにおける課題も明確

となった。 
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Ｆ．研究発表 

１．論文発表 準備中 

２．学会発表 準備中 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

１．特許取得 なし 

２．実用新案登録 なし 

３．その他 なし 



106 
 

表１ 大型自然災害時の精神保健対応クリティカルパス案 【岩手版】 
フェーズ フェーズ 0 

（救助がくるまで：数時間、数日） 
フェーズ１ 

（救出・救助・救急：数日） 
フェーズ ２ 

（保健医療：数週間） 
フェーズ ３ 

（福祉：数か月） 
各現場 救護所、遺体安置所 避難所、自宅、医療機関 仮設住宅 

ターゲット（または
おこりうること） 

・精神不穏（パニック） 
 
 

 
・精神障害者の症状悪化 
 
・ASD 
・悲嘆反応 
・スタッフの惨事ストレスによる
急性反応 

 
 
・服薬中断 
・適応障害、不安障害、PTSD等 
・アルコール関連障害 
・スタッフの疲労の問題の顕在化 

 
 
 
 
 
 
・うつ病、自殺 

ゴール 自助・互助による静穏化 ハイリスク者の同定、連携 
治療 

ハイリスク者の同定、連携 
治療 

ハイリスク者の同定、連携 
治療 

本部（本庁、精神保
健福祉センター等） 

・情報収集と発信 
・精神保健活動方針の決定（精神科救
急システム調整、精神科救護所設置の
要否、ケアプランの確認等） 
・人的支援（外部・内部）の派遣要請
と調整 

    
・活動の評価、継続支援内容の検討、活
動報告会の開催 

保健所 
 

・精神保健福祉医療資源の被災状況や
避難所などの保健体制の確認、ハイリ
スク者に関する情報収集、本部への人
的支援の派遣要請と調整 

 

 
 
・ケア会議、研修会、連携会議の企画 
・スタッフの心のケアチェック、健康管
理室等との調整 

・人的支援の終了時期の検討 
・精神保健通常業務の再開 

市町村 
 

・精神保健福祉医療資源の被災状況や
避難所などの保健体制の確認、ハイリ
スク者、要援護者に関する情報収集、
本部への人的支援の派遣要請と調整 

 
 

 
 
・ケア会議、研修会、連携会議の企画 
・スタッフの心のケアチェック、健康管
理室等との調整 

・人的支援の終了時期の検討 
・精神保健通常業務の再開 

医療機関 ・各機関における情報収集、連絡、精
神保健活動方針の決定 

 

・精神医療の実施 
・連携会議への参加 
・スタッフの心のケアの検討  

 

医療チームまたは
心のケアチーム 

・派遣準備 
 

・ファーストエイドの実施、情報
提供、精神科救急業務 

 
 
・精神保健相談（訪問、窓口）、医療や 
情報提供の実施、ケア会議、研修会の参
加 

 

保健チーム ・派遣準備 
 

・ファーストエイドの実施、情報
提供 

・精神保健相談（訪問、窓口）、健康教育
や情報提供の実施、ケア会議、研修会の
参加 
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表 2 大型災害時の精神保健対応クリティカルパス案 【都市部版】 
フェーズ フェーズ 0 

（発災当日） 
フェーズ１ 

（救出・救助・救急：数日） 
フェーズ２ 

（保健医療：数週間） 
フェーズ３ 

（福祉：数か月） 
各現場 避難所、遺体安置所 避難所、自宅、医療機関 仮設住宅 

ターゲット（また
はおこりうるこ
と） 

・精神不穏（パニック） 
・情報の氾濫 
 

精神科医療に関する問題（精神障害者
対策） 
・精神障害者の症状悪化（服薬中断、
環境への不適応） 
・未治療の精神障害者の顕在化 
精神保健に関する問題（既往のない被
災者対策） 
・ASD 
・悲嘆反応 
・惨事ストレスによる急性反応 
（救援者） 

 
福祉施設（作業所など）の機能低下 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・PTSD、適応障害 
・うつ病、自殺 
・複雑性悲嘆 
・アルコール関連問題 
・身体化障害 
・疲弊による心身の問題顕在化 
（救援者） 

ゴール 自助・互助による静穏化 適切な精神科医療の提供、 
ハイリスク者の同定、連携 

適切な精神科医療の提供 
ハイリスク者の同定、心理教育 

ハイリスク者の同定、心理教育、専門的
治療への導入 
福祉施設の機能回復 

本部（本庁、精神
保健福祉センタ
ー） 

・本部機能をどこに置くかの決定 
 

・連絡調整会議の招集 
・都道府県と政令市間の連携確認 
・災害対策本部との連絡調整 
・精神科救急システムの強化 
・精神科救護所設置の要否判断 
・人的支援（外部・内部）の派遣要請
と調整 

・情報収集と発信 
 

・活動結果の検証 
・支援継続か終了かの検討 
・長期的体制が必要な場合はその整備 

都道府県保健所 
政令市保健所 
 

・精神保健福祉医療資源の被災状
況確認 
・避難所などの保健体制の確認 
・ハイリスク者に関する情報収集 
 

・本部への人的支援要請と調整 ・連携会議、研修会などの企画 
情報の集約 
・スクリーニングの企画実施 
・スタッフへのサポート、ストレスチ
ェック、健康管理室等との調整 

・人的支援の終了時期の検討 
・精神保健通常業務の再開 
・地域内の医療機関、関係団体（医師会
など）との連携強化 

市区町 
 

・精神保健福祉医療資源の被災状
況確認 
・避難所などの保健体制の確認 
・ハイリスク者に関する情報収集 
 

 
 
 
 
本部への人的支援の派遣要請と調整 

 
・ケア会議、研修会、連携会議、事例
検討会の企画 
・スタッフへのサポート、ストレスチ
ェック、健康管理室等との調整 
 

・人的支援の終了時期の検討 
・精神保健通常業務の再開 

医療機関 ・各機関における情報収集 
 

所属協会（精神科病院協会など）への
連絡 
所属協会としての活動方針の決定 
 

・連携会議への参加 
・スタッフへのサポート、ストレスチ
ェック 

・通常業務の再開 

精神科医療チーム
またはこころのケ
アチーム 

・派遣準備 
 

・精神科救急業務 
・精神科救護所活動 
・一般被災者へのアウトリーチ（心理
学的ファーストエイドの実施）、情報提
供 

 
 
・精神保健相談（訪問、窓口）、 
・一般被災者へのアウトリーチ（心理
学的ファーストエイドの実施）、心理
教育 

 

保健チーム ・派遣準備 
 

・情報収集 
・感染症対策などの一般的保健活動 
・心理学的ファーストエイドの実施、
情報提供 

・精神保健相談（訪問、窓口） 
・心理教育や情報提供の実施 
・スクリーニング 

 
 

メディア ・正確な生活情報発信の検討 ・抑制的報道の検討 ・心理教育的メッセージの報道 
・具体的取り組みの紹介 

・ポジティブな報道の追加検討 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
健康危機発生時における地域健康安全に係る効果的な精神保健医療体制の構築に関する研究 
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