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１はじめに 
本研究では、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 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)が発行されたが、その後の経

験を踏まえた更新が求められている。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、準備性が十分備わって

いるとはいえない（鈴木、深澤、金、2010)。
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、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。

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（深澤ら、2010)。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
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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。そこで本研究では、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、保健師らを対象とした研修

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

的とした。 
 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大

震災の影響を受け、上記の研究計画は多少

の修正を余儀なくされ、将来の震災に備え

た研修プログラムの開発よりは、平成 22 年

度の等研究班の研究成果が実際の震災の後

でどのように有効に活用されたかの検証が

含められた。 
 
２ 研究成果 
 金は災害後の精神医療の概要を展望し、

災害後の精神保健医療対応の目標は一義的

には地域の精神疾患の有病率を災害前に水

準に照らして同程度に保つことと、災害と

いうストレスによって生じた新たな精神疾

患、社会不適応等の社会行動上の問題を低

減させることを指摘した。また東日本大震

災の発生を受け、医療、保健、福祉活動に

従事する職員に対して研修を行う機会が増

加し、その中で災害の精神保健医療対応に

関して重要と思われる点を考察した。スト

レス要因の区別、自然回復の尊重、介入と

支援活動の区別、時系列的な症状経過の観

察が重要と考えられた。加藤は東日本大震

災における外部支援チームのコーディネー

トに関する検討を行った。事前準備のない

状況で発生した本災害では、大きく分けて

4 つの系列から支援チームが現地入りした。

各系列間の連絡は必ずしも十分でなく、受

け入れ側の調整が機能するまでは、混乱を

来した。また、派遣する側の問題について

兵庫県チームの状況から検討した。人員、

装備、スケジュール管理、連絡体制の整備

などのロジスティック機能を誰が担うか、

および派遣チームの事前トレーニングの必

要性などが、問題点として指摘された。鈴

木と黒澤は災害精神保健医療マニュアル改

訂版の普及のために、行政職員を対象とし

た研修プログラムを開発し、前年度に作成

した研修資材を改定したうえで、研修のた

めのツールをホームページへ掲載し、1．マ

ニュアル類（災害精神保健医療マニュアル

改訂版、災害・紛争等緊急時における精神

保健・心理社会的支援に関する IASC ガイ

ドライン等）、2．研修スライド、3．災害時

の対応についてのビデオ（遺族対応編、電

話相談編）等の研修ツールをパッケージ化

した。また、研修会の試行とその評価を予

備的に検討するために、岩手県においてプ

ログラムを試行し、参加者よりフィードバ

ックを得て、プログラムの改善を行った。

その結果、本研修プログラムの内容は、東

日本大震災でも使用可能な場面設定である

という評価を得た一方で、多様かつ複雑化

したケースへの対応が現場で従事する支援

者の課題として挙げられた。中島は被災地

の精神保健を担当する行政機関への支援の

有用性およびその在り方について検討した。

そのために１）国内外の文献による大規模

災害における被災地の精神保健行政活動お

よび、その支援活動の分析、2) 新潟県中
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越地震における行政支援のあり方について

当時の行政担当者からの聞き取り、3)東日

本大震災における行政機関への支援の検討

を行い、現在、国の防災計画や災害救助法

の中に災害時の精神保健活動に対する規定

がないことから、国として被災地の精神保

健行政をどのように支援するかについては、

その都度検討されなくてはならない状況に

あることを見いだした。今後は被災地の行

政機関が十分に活動できるような人員の補

充と、行政職員のメンタルヘルスへの支援

が重要であると考えられる。また、特に災

害メンタルヘルスの専門家には中長期にわ

たる精神保健活動への助言を災害急性期か

ら継続して行うことが有用であると思われ

る。伊藤は前年度に作成した「大型自然災

害時の精神保健対応クリティカルパス」に

ついて、実際の災害対応に基づき評価を行

った。東日本大震災への対応を経験した宮

城県精神保健福祉センター職員に聞き取り

調査を行い、研究協力者が東日本大震災へ

の対応の支援にあたって、宮城県精神保健

福祉センターへ当クリティカルパスを提示

したこともあり、当クリティカルパスは宮

城県で東日本大震災の対応において実際に

活用されたことを見いだした。また宮城県

精神保健福祉センター職員への聞き取りの

結果、当クリティカルパスに示された活動

方針は理解されたが、東日本大震災は被害

が甚大であったため、フェーズ０に相当す

る部分が 2～3 週間にわたり、特にこの時期

に被災状況や保健体制に関する情報収集を

はじめ様々な課題が指摘された。 

 

３ 終わりに 

 等研究班は半全体の研究規模も小さく、

包括的な災害時精神医療対応を十分に論じ

ることは出来ないが、研修用教材、災害後

の支援のあり方とその評価方法について有

意義な結果を提示できたものと考えている。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ. 分担研究報告 
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抄録 

 災害後の精神保健医療対応の目標は一義的には地域の精神疾患の有病率を災害前に水準

に照らして同程度に保つことと、災害というストレスによって生じた新たな精神疾患、社

会不適応等の社会行動上の問題を低減させることである。東日本大震災の発生を受け、医

療、保健、福祉活動に従事する職員に対して研修を行う機会が増加し、その中で災害の精

神保健医療対応に関して重要と思われる点を考察した。ストレス要因の区別、自然回復の

尊重、介入と支援活動の区別、時系列的な症状経過の観察が重要である。 

 

１．トラウマとなる出来事の多様性 

 被災者のトラウマとなる出来事は、多様

であり、３つの系列に大別することができ

る。第 1 は、中核的な「トラウマ」の系列

に属する出来事である。この系列の出来事

には、自分が生きるか死ぬかといった死を

確信するような出来事への遭遇や、実際に

痛みや火災の熱といった被害の実体験、あ

るいは死傷者を目撃するなどがある。 

 第 2 の系列に属する出来事は、「死別と喪

失」である。家族や友人との死別だけでは

なく、自身の身体機能や共同体の喪失のほ

か、経済的なダメージや失業といったこと

もここに含めることができる。 

 そして第 3 の系列には、「現実的ストレス」

が含まれる。そもそも生活環境の変化で日

常生活を普通に送ることができないことは、

被災者にとって大きなストレスである。く

わえて避難・転宅によって、様々な情報に

接触しなければならないことは、さらに大

きな負担となる。被災者は、どのような物

的・人的支援がどこで受けられるのか、そ
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の手続きのためにはどうすればよいのかと

いった情報に触れ続けなければならない。

今回の震災では、福島原子力発電所の事故

による避難住民は金銭的に補償されること

になったが、その補償をもらうためには

100 ページ以上もの用紙に必要事項を記入

しなければならないことも言われていた。

このように様々な情報を処理しなければな

らないことは、それ事態が多大なストレス

要因であり、被災者の負担となる恐れがあ

る。 

 そのほかにも、援助を受けることに係わ

る新たな対人関係による緊張がある。支援

を受けるということは依頼や御礼、時には

辞退を申し出るためにその都度相手に謝辞

を述べなくてはならないという負担を生じ

る。同時に、被災者として注目され、同情

や好奇の対象になっているのではないかと

感じることによるストレスがある。加えて

避難所での生活にはプライバシーが保たれ

ないこともストレス要因となる。プライバ

シーの無い避難所での共同生活では、被災

者は自分の感情や苦痛を率直に話すことが

できないため、ストレス状態であっても平

気であるかのように自分を装いがちである。

このような事情を理解していないと、支援

者は被災者が実際の気持ちを理解すること

が出来ず、あたかも問題が無いかのように

表面的に誤解をしやすい。 

 トラウマとなる出来事によって生じる

「症状」のうち最も重要なものは感情であ

る。第一の系列のトラウマに伴って恐怖感

が生じることはよく知られているが、それ

だけではなく罪責感も重要である。罪責感

には、自分だけ生き残ってしまったとこと、

犠牲者を救出できなかったことによる悲哀

や自責 survivor’s guilt があるが、このよう

に文脈を理解しやすい場合だけではなく、

犯罪等の純粋な被害者であるにもかかわら

ず、なぜ自分はあのようなところを歩いて

いたのだろう等と自分を責めてしまうこと

も少なくない。そうした感情のゆえに、自

分には元気になる値打ちがないとか、助け

てもらう資格がないと思ってしまうことも

しばしばである。その反面、なぜ自分がそ

のような出来事に巻き込まれたのかが理解

できなかったり、周囲の人間が自分の気持

ちや状況を理解してくれないことへの怒り

が生じることもあり、そうした怒りはしば

しば向けるべき対象を明確に定めることが

難しい。 

被災した東北地域の人々は辛抱強いとい

われているが、行動の上では十分に抑制が

なされているものの、内心にはこうした感

情がないとまでは言い切れない。飲酒量の

増加や、家族に向けられた怒りなどが事例

報告的に指摘されていることが懸念される。

忍耐強い人びとであっても生活上のストレ

スが高まっていることには留意すべきであ

ろう。 

 またこうした罪責感や怒りの背景には、

社会的なスティグマが関係していることも

ある。被害者であるにもかかわらず、「不吉」

などのイメージが付与されたり、過覚醒な

どの症状に対して周囲から理解されないこ

とも多い。あるいは性暴力の被害者の場合
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には、本人に警戒心が足りなかったからで

はないか、不適切な行動を取っていたから

ではないかといった、責任の所在がまるで

被害者本人にあるかのような議論も一部に

見られる。加えて、もともとあった社会的

疎外が災害によって強化されたり、社会経

済的な困難による生活像の変化もスティグ

マの対象になりうる。 

 

２．トラウマ体験による症状 

 様々なストレスによる感情的な反応が生

じるなかで、被災者の状態像を精神医療の

非専門家にも理解が容易なように類型化す

ると次のようである。 

第一の類型は「現実不安型」である。生

活の見通しや避難情報への懸念がその内容

のほとんどであり、常識的に理解可能であ

ることが多い。また行動面での目立った症

状は伴わない。 

 第二は「取り乱し型」である。読んで字

のごとく取り乱しており、パニックや、過

呼吸、焦燥、動悸、発汗などを特徴とする。

なおこの類型は過覚醒を本態としており、

交感神経系の過緊張が疑われることから、

カフェインを与えないことが肝要である。 

 第三は「茫然自失型」である。「茫然自失

型」の被災者は、「取り乱し型」に比べて周

囲にその苦痛が伝達されることが少なく、

また周囲が困惑することも少ないため、援

助を適切にうけられず放置されてしまう恐

れがある。 

 いずれの類型についても、災害時に不安

になるのは自然なことでもあり、異常な状

況に対する正常な反応というべきであって、

必ずしも医学的な疾患として扱う必要はな

い。多くの場合は時間とともに、とりわけ

3 ヶ月程度で軽快する。 

 

３．PTSD の発症と慢性化の問題 

 トラウマの記憶は、本人に意思とは無関

係に想起され、再体験される。それに対し

て被災者は、できるだけ記憶に蓋をし、忘

れたいと望むことが多いが、そのような心

理的行動を回避と呼ぶ。PTSD ではトラウ

マ記憶に触れて恐怖を体験した者が、その

記憶を遮断して回避を行い、ときには解離

を生じさせるが、その防衛機制が不完全で

あるために再度記憶を想起しては恐怖を体

験するという構造を持っている。恐怖を体

験するが故に回避が強化され、回避のため

に想起が亢進するという悪循環が形成され

ていると考えられる。 

 PTSD が発症したとしても、必ずしもそ

の全てが医療的介入を必要とするわけでは

ない。National Institute for Health and 

Clinical Excellence によって 2005 年に発

行された PTSD に対する臨床ガイドライン

によれば、多くの人は治療せずともトラウ

マ体験から数ヶ月ないし数年で回復し、2

年で 50％が自然寛解するとされる。今日で

は PTSD の問題は発症ではなく慢性化にあ

ると考えられている。その理由としては、

本人の脆弱性が考えられるが、最も重要な

ことはトラウマに暴露された「強度」であ

る。心理的要因としては回避によって症状

が固定化され、維持されると考えられる。 
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４．PTSD の発症率 

 ではトラウマ体験によって、PTSDにな

る割合はどれくらいなのか。川上らが中

国・九州地方で行った調査では、DSM-Ⅳ診

断（ICD-10）でのPTSDの生涯有病率は、

男性 0.4％（1.1％）、女性 1.6％（1.9％）、

合計 1.1％（1.6％）であり、最近 12 ヶ月で

は、男性 0.1％（ICDでは 0.7％）、女性 0.5％

（0.8％）、合計 0.4％（0.7％）である i。ア

メリカにおけるトラウマとPTSDの有病率

は、Kesslerらの研究によれば一般社会の中

で男性の場合は 60％、女性の場合は 50％

が一生の間に一度は生きるか死ぬかという

場面に遭遇している。そのうちPTSDを発

症するのは、男性 8.1％、女性 20.4％であ

る ii

 PTSD の発症率は、先に挙げたような脆

弱性、トラウマ体験の回数や強度に加えて、

トラウマの性質
、、、、、、、

にも影響を受けている。

Kessler らによれば米国では災害が少ない

ため災害の体験者は 20％弱で、そのうち

PTSD を発症するのはほんの数％であるが、

レイプの場合には体験者数こそ数％である

ものの、PTSD の発症率は 60％近くあり非

常に高い。その理由はいくつか考えられる

が、災害の場合には被災者の定義が非常に

広く、軽い被災者であってもその中に入っ

てしまうために発症率が低くなると考えら

れる。他方でレイプの場合は、定義的に軽

いレイプというのはありえず、どのレイプ

も重い体験になるため発症率は高くならざ

るをえない。また、災害のほうは支援を受

けやすいが、レイプは他人にはなかなか言

えないという事情があるために、上記で述

べたような断片化された記憶の悪循環に対

して適切な整理が進まないということが考

えられる。 

。 

 

５．災害後のこころの回復とケアの時期に

ついて 

 災害後のこころの回復は、単純に時間の

経過と比例するとは限らない。オーストラ

リアの精神科医であり、University of 

Western Sydney 大学の教授でもある

Beverly Raphael によれば、被災者は災害

直後の「茫然自失期」を過ぎた後、積極的

に復興活動や他の被災者の支援に励む「英

雄期・ハネムーン期」と呼ばれる時期を迎

える。あらゆる国や日本中が協力をしてく

れて、社会の構成員すべてが力を合わせて

活動し、あたかもハネムーンをしているよ

うな気持ちになる。だが少し経つと限界を

感じ、疲労と絶望を生じやすくなり、いわ

ゆる「幻滅期」に入ることになる。それを

過ぎて現実的な再建への意欲が高まると、

次第に「再建期」に向かっていくとされる。 

 災害後のこころのケアにおいて最も大事

な時期は、この「再建期」である。東日本

大震災の被災者は、秋から冬にかけて、現

在この「幻滅期」から「再建期」への過渡

期にあり、この時期にどのような対応がで

きるのかが問われている。災害が起きると、

急性期にはこころのケアの必要性が比較的

に叫ばれるが、半年〜1 年ほど経つと忘れ

られてしまうことが少なくない。社会的関
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心が「こころのケア」に向かっているとき

には、多くの人は「英雄期・ハネムーン期」

あたりを見ているため、こころのケアが必

要な時期は過ぎ去ったかのように思われて

しまうからである。しかし実際には、復興

への盛り上がりを見せるそういった時期へ

の関心が消え去っていく頃から、こころの

ケアが本当に必要な時期が始まるのである。 

 

６．災害時の精神保健の一般指針 

 災害時の精神保健の一般指針としては、

ほとんどの被災者は急性期の症状から自然

に回復するため、多数対応としては、自然

の治療経過や回復力を尊重したり、回復の

促進要因の強化や阻害要因の除去が重要で

ある。大多数の人は自分の力で元気になる

快復力を有しているため、立ち直っていけ

るようにポジティブなメッセージを発信す

る必要がある。他方では個別対応として、

初期症状からハイリスク者を同定するため

のスクリーニングやアウトリーチ活動に加

え、被災者が受診や相談をするための動機

づけを行うことが求められる。特に、昼間

は仕事を探しに行っているため避難所には

おらず、夜に帰って寝るだけという人は、

じっくりと誰かと話をしたり、ケアに関す

る情報をもらうということが意外に少ない

ため、個別の対応が必要になる。 

 

７．「たすける」ことと「ささえる」ことの

違い―「見守る」ことの必要性 

 こころのケアはという概念は非常に広い

意味で使われているので、便宜的に二つに

分けて考えてみることが有益である。ひと

つには介入的なケアであり、本人の力の及

ばないところをたすけるための治療や福祉

がある。もう一方には本人の立ち直る力を

ささえ、手助けをするような人道的支援が

ある。 

 「たすける」介入の方は、精神だけでは

なく身体も含めての治療や、福祉・行政的

な介入などを意味する。自分の力ではどう

することもできない側面であるため、アウ

トリーチ活動といったこちらからの積極的

な働きかけが時には必要となる。ゆえに「た

すける」活動には、支援者側に相当の専門

性やエビデンスがなければならないし、支

援者が自分の行為に対する結果を見守って

いくこともそこには含まれている。 

 これに対して「ささえる」という活動は、

本人に立ち直る力があるのだが、あともう

少しの支援が必要だというときに社会・心

理的な側面から援助の手を差し伸べること

である。相談や励ましといった「ささえる」

行為は、医学や心理学的な介入ではなく、

困った人を放っておけないということを起

点にするような極めて人道的な行為である。 

 この「たすける」と「ささえる」は、相

手のためを思って支援する活動だという点

で似ているために、こころのケアの際に混

同されがちである。たとえば、効果が否定

されているにもかかわらず被災者に苦しい

気持ちを吐き出してもらおうとするデブリ

ーフィングや、専門性やエビデンスがない

にもかかわらず子どもたちに震災の絵を描

かせてこころのケアや苦難を乗り越えさせ
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ようとする行為は、「たすける」という活動

領域に踏み込みながらも、「たすける」ため

の手段にはなりえていない。 

 支援の際に、被災者にとって必要なのが

「ささえる」なのか「たすける」なのかを

知るには、まず何よりも「見守る」ことか

ら始まるといえる。「見守る」ことから相手

のニーズは見えてくるのであり、それもこ

ころのケアのひとつのかたちなのである。 
                                            
i 川上ほか、地域住民における心の健康問題

と対策基盤の実態に関する研究: 3地区の総

合解析結果、平成 14 年度厚生労働科学研究

費補助金(厚生労働科学特別研究事業) 心の

健康問題と対策基盤の実態に関する研究 
分担研究報告書、2003. 
ii Kessler, Ronald C. et al., Posttraumatic 
Stress Disorder in the National 
Comorbidity Survey, Archives of general 
psychiatry, 1995, Vol.52, pp.1048-1060. 
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東日本大震災における外部支援チームのコーディネートに関する検討を行った。事前準

備のない状況で発生した本災害では、大きく分けて 4 つの系列から支援チームが現地入り

した。各系列間の連絡は必ずしも十分でなく、受け入れ側の調整が機能するまでは、混乱

を来した。また、派遣する側の問題について兵庫県チームの状況から検討した。人員、装

備、スケジュール管理、連絡体制の整備などのロジスティック機能を誰が担うか、および

派遣チームの事前トレーニングの必要性などが、問題点として指摘された。 

 

 

Ⅰ はじめに 
  本災害では精神科領域でも多くの支援

チームが外部から入った。被災地が広範囲

で、情報が入手しにくく、交通手段が限定

されている状況の中での派遣は、送る側も

多くの困難に直面した。受け入れた側のコ

ーディネートの難しさは、これまで報告さ

れているが、派遣した側の問題点は十分に

検討されていないので、ここでは兵庫県と

して派遣した際の状況と課題について、検

討する。 
 
Ⅱ 派遣の実際 
１）派遣決定とチーム構成 
 阪神・淡路大震災を経験した兵庫県は、

その後も多数の災害や事故に見舞われてき

た。2001 年以降の主なものを列挙すると、

明石歩道橋事故（2001）、台風 23 号（2004）、
JR 福知山線脱線事故（2005）、台風 9 号

（2009）などがある。これらの事例では、

被害規模、被災者の住む地域状況などに応

じて精神保健活動を行っており、県庁の担

当課（障害福祉課）、県立精神保健福祉セン

ター、およびトラウマ関連障害の専門機関

である兵庫県こころのケアセンターが、地

元保健所と協力して活動してきた。マンパ

ワーが不足する場合は、神戸大学医学部精

神神経学教室、県立光風病院、および県精

神科病院協会などに要請し、人員確保に努

めた。また、他地域の災害支援にも積極的

に取り組んでおり、新潟・福井水害（2004）、
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新潟県中越地震（2004）、能登半島地震

（2007）、新潟県中越沖地震（2007）で、

支援チームを現地入りさせている。これま

での事例では、まず県庁担当課とこころの

ケアセンターの職員が先遣隊として現地入

りし、ニーズを確認した上で、派遣の規模

や期間を決定し調整していた。 
 
２）初動 
 今回の東日本大震災では、過去の事例と

は比較できないほどの大規模災害であり、

長期に支援チームを派遣しなければならな

いことは自明であった。しかし、情報は絶

対的に不足しており、断片的な情報しか入

手できず、遠隔地でしかも被災によって交

通アクセスが遮断されたことから、先遣隊

を送ることも叶わなかった。この状況下で

の初動としては、発生当日に県障害福祉課

から、表に示した関係機関に対して協力要

請を行った。いずれの組織からも内諾を得

て、翌 12 日から調整が開始された。これま

での経験から、こころのケアチームの救急

医療活動が終わったころから始まると予測

できたため、被災後 1 週間経過した時期か

ら派遣することとした。これまでの災害で

は、被災県からの要請を受けることが多か

ったが、今回は 3 月 13 日に厚生労働省から

のチーム派遣の可否についての照会があっ

た。地方自治体の連合組織である関西広域

連合の方針として、関西 7 府県はそれぞれ

担当地域が決められたため、兵庫県は当初

から宮城県への支援を始めており、保健師

チームが既に仙台市で活動を行っていたこ

とから、厚生労働省にこれと合流したい旨

を伝え、仙台市への派遣が決まった。3 月

18 日に、神戸大学医学部精神科の田中究准

教授をリーダーとする第 1 陣が出発した。

メンバーは精神科医 2 名、看護師 2 名、精

神保健福祉士 1 名、および運転手で構成さ

れていた。 
 
３）物資の確保 
 派遣開始にあたって、まず苦心したのは

必要物資、交通手段の確保であった。これ

までの災害と異なり、被災地外でも物資は

不足し、飲料水、乾電池、インスタント食

品などは入手困難であった。また、交通手

段は陸路しかなく、多くの物資を携行する

ためには、大型ワゴン車を確保する必要が

あったが、これも困難であった。 
 兵庫県は活動経験は豊かだったが、調整

業務（ロジスティック）に関しての取り決

めやマニュアルは存在していなかったため、

障害福祉課の担当者が急いで必要物資をリ

ストアップし、あらゆる人脈を活用しなが

ら調達した。たとえば、関東以北ではガソ

リン確保ができないと報道されていたため、

携行缶を入手し約 80 リッターを積み込ん

でいくことにした。こうした生活関連物資

に比べれば、向精神薬などはむしろ確保が

容易であった。なお、仙台市は沿岸 2 区以

外の被害は限定的だったので、宿泊施設を

確保できたのは派遣チームにとっては幸い

であった。 
 
４）活動方針の修正と活動状況 
 活動内容は当初は、避難所を巡回し精神

科医療の必要な事例に対応し、第 1 陣では

391 例の相談を受けた。しかし次第に避難

所数、避難者数も減っていったために、事

例数は第 3 陣以降、激減していった。その

ため、仙台市精神保健福祉センター（はー
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とポート仙台）と協議し、地域の主な避難

所で常駐し、保健師や他の医療チームなど

から上がってくるケースに対応する形に変

化させ、コンサルテーションや研修を積極

的に引き受けるようにした。 
 5 月中旬以降はほとんど相談のない状況

になったため、撤収、あるいは仙台市以外

への地域変更も考慮されたが、仙台市から

は継続が強く要望されたため、6 月 1 ヶ月

は滞在を 2 泊 3 日に短縮し、6 月 28 日まで

の派遣を続けた。結局、16 チーム延 78 名

を派遣し、685 件の相談、16 回の研修・講

演を行った。 
 
Ⅲ 課題 
１）トレーニングの不足 
 今回の派遣をとおして、いくつかの課題

が明らかになった。まず、挙げられるのは

事前トレーニングの不足である。「こころの

ケア」という言葉で総称される災害後の精

神保健活動であるが、災害発生直後と復興

期とでは活動の方向性は異なる。外部支援

チームが活動する時期においては、ほとん

どが精神科医療の補完であり「こころのケ

ア」というソフトな言葉でイメージされる

ものとは違うのが現実である。活動方向性

の時系列による変化は、昨年度の本研究班

がまとめたクリティカルパスに示されてい

るが、まだ十分に周知されていない。また、

派遣直前のミーティングは当然必要だが、

全員が参加できないことも多いのが実情で

あろう。今後は、事前に研修を受けること

を義務づけ、派遣可能なメンバーを登録し

ておくことが望まれる。兵庫県では、遅ま

きながら今年度から養成および登録を始め

ている。 

 
２）調整業務の重要性 
 第 2 の課題は、調整業務（ロジスティッ

ク）についてである。災害後の救急医療を

担うために阪神・淡路大震災後に制度化さ

れた日本 DMAT では、調整業務について詳

細な取り決めがある。想定されている大規

模災害でどの物資をどこから調達し移送す

るのかについて、具体的に計画されている

し、派遣チームには必ず調整員が入ること

も決められている。物資の管理だけでなく

情報管理、記録、隊員の安全管理など、調

整業務が担う役割は重要で、活動の正否を

握るといっても過言ではない。今後のシス

テム構築および事前研修の計画にあたって

は、調整担当者の確保と養成を盛り込むこ

とはきわめて重要だと思われる。 
 
３）情報管理 
 今回の震災では、情報の扱い方に関して、

多くの問題が提起された。たとえば、被災

地内でも情報は入手しにくく、限られた情

報がインターネット上で無防備に流された

り、真偽不明の内容に変わっていくなどの

問題が指摘された。支援チームを派遣した

立場から言えば、派遣地域の情報を共有す

るために、チーム交代時は必ず現地で申し

送りをするように工夫したが、派遣後のア

ンケートでは、チーム内での情報共有が上

手くいかなかったり、事前に流した情報が

伝達されていないなどの、問題が指摘され

ていた。また、個人情報の一部が、ネット

上に書き込まれるなどの問題も散見され、

今後、事前の研修を行う上では、情報管理

についての項目が盛りこまれる必要がある

だろう。なお、被災地からの情報が不足し
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ていたとしても、被災地内の関係者に情報

発信を求めるのは、負担を増やすだけなの

で、情報収集の役割を担った専門チームを、

国ないし全体をコーディネートする立場か

ら派遣する必要性を指摘しておきたい。 
 
４）安全確保と身分保障 
 派遣スタッフの安全面への配慮も重要な

課題である。今回の震災では余震が相次ぎ、

その中で最大のものは平成 23年 4月7日に

発生しており、震度 6 強を観測した。兵庫

県チームは仙台市中心部に宿泊していたた

め、深夜の発生であったにもかかわらず直

後に連絡がついたが、緊急連絡網が考慮さ

れていなかったのは大きな反省点であると

後日指摘された。消防、警察、DMAT のよ

うな直後に派遣される救援チームは、衛星

電話などの緊急用の連絡手段を確保してい

る。一方、発災後しばらくしてから活動を

始めるこころのケアチームは、通常の携帯

電話だけを連絡方法としており、安全面の

配慮が不足しているのは明らかであろう。

また、活動中の事故を労災とできないよう

な、民間からの参加者に対する保証をどう

するかも検討すべき課題である。今回は、

派遣が進んだ時期に、ボランティア保険へ

の加入が議論されたが、事前計画にその手

続きを盛り込んでおく必要があるだろう。

さらに、今回は都道府県からの派遣チーム

の費用に関して、国からの補填が行われた

のは画期的であったが、支弁される範囲、

期間などの目安を示しておく必要もあると

思われる。 
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兵庫県が派遣した
こころのケアチームの活動状況

兵庫県障害福祉課 松田一生
兵庫県こころのケアセンター 加藤 寛

1

協力要請した組織（3月11日）

• 兵庫県精神科病院協会兵庫県精神科病院協会

• 神戸大学医学部精神神経科

• 兵庫県こころのケアセンター

• 県立光風病院

• 県立精神保健福祉センター

現地派遣の可能性について協力要請し、

各機関より内諾を得る
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3月12日（土）
～初動～

• 2011/03/12
県立精神保健福祉センター酒井所長より、
障害福祉課松野課長補佐兼精神医療係長へ電話連絡障害福祉課松野課長補佐兼精神医療係長へ電話連絡。
「こころのケアセンター加藤副ｾﾝﾀｰ長と打ち合わせを行った。広域災害であ

るため、国において調整がなされた後に兵庫県によるチームを作る方向で」
とのこと。
・生命救助を優先
・近くの県から応援体制に入るのが原則

• 同日
兵庫県災害対策支援本部会議
知事記者会見知事記者会見
「宮城県知事と話をした。兵庫県自らの判断で救援物資を送る。」
「健康支援や健康調査については1チーム4名の派遣態勢」
「こころのケア要員は1週間から2週間後、避難所対策として派遣を検討」

3月13日（日）
～厚生労働省・関西広域連合の動き～

• 2011/03/13

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

【照会】東北地方太平洋沖地震にかかる「心のケアチーム」

の派遣の可否について

• 同日

関西広域連合

【緊急声明】東北地方太平洋沖地震支援対策にかかる

関西広域連合からの緊急声明

参加府県の割振が決定

岩手県→大阪府、和歌山県

宮城県→兵庫県、徳島県、鳥取県

福島県→京都府、滋賀県
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3月14日（月）
～関係機関打ち合わせ～

• 2011/03/14 13:00 兵庫県庁内会議室

今後の見通しについて情報共有今後の見通しについて情報共有

出席者

神戸市こころの健康センター

兵庫県こころのケアセンター

兵庫県立精神保健福祉センター、障害福祉課、

チーム編成等を決定

医師２名、看護師又は保健師２名、

精神保健福祉士又は臨床心理士１名

第１陣３月１８日出発２６日深夜神戸着予定

第２陣３月２４日出発４月１日深夜神戸着予定

3月15日（火）
～厚生労働省へ回答～

• 2011/03/15

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

→厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

【回答】派遣可能

3月18日より第1期、3月24日より第2期

各期Dr.2名、PHN又はNS2名、PSW又はCP1名

の混成チーム

関西広域連合による担当都道府県割り振りにより、

兵庫県は宮城県に決定していたこと また県健康増進課

による保健師チームが既に仙台市若林区にて活動中で

あったため、合流したい旨連絡



4

3月16日（水）
～派遣先決定～

• 2011/03/16

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課より連絡

仙台市への派遣が決定

• 同日

仙台市精神保健福祉総合センター所長へ架電

現地の情報を収集現地の情報を収集

→宮城野区での活動が決定

物資等の調達

運転員の確保
障害政策係

資金調達

企画県民部管財課

産業労働部総務課

兵庫県レンタカー協会

産業労働部工業振興課

いのち対策室

車両の確保 知的・発達障害者支援係

運転員の確保

障害政策係
県立光風病院

兵庫県こころのケアセンター

物品調達

精神医療係

総合調整

新潟県こころの
ケアセンター

燃料の確保

兵庫県こころのケアセンター
加藤副ｾﾝﾀｰ長を介して

精神福祉係

宿泊場所の確保神戸大学医学部附属病院
兵庫県こころのケアセンター

県立光風病院
県立精神保健福祉センター

医薬物品等の確保

情報収集

障害者支援課
災害対策課
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必要物品
生活関連物資

・飲料水

・テント、寝袋、毛布、簡易トイレ

・カセットガスコンロ、電気ポット

懐中電灯 電池 発電機

現地活動用物資

・衣服（防災服）

→調達できずジャンパーで代用

・腕章、帽子、名札

防災部局より提供 名札は当課で作成・懐中電灯、電池、発電機

・ゴミ袋、トイレットペーパー

・マスク、軍手、安全靴、ヘルメッ
ト

食料

・参加者各自で確保

通信手段等

・携帯電話（衛星電話）

政府が買上げ 入手できず

→防災部局より提供、名札は当課で作成

・活動マニュアル、記録用紙、処方箋等

→仙台市において作成分及び兵庫県障害福

祉課作成分

・事務用品、現金、スタッフマニュアル

医薬物品

・精神薬、一般薬

・血圧計

ほとんど品切れ。ほとんど品切れ。
（買いだめ＋政府が供給をストップ）（買いだめ＋政府が供給をストップ）

→政府が買上げ、入手できず

・パソコン、プリンタ

・インターネット

→WIMAX利用、Gmail登録

交通手段

・レンタカー

・ガソリン

・緊急通行車両証

交通手段・宿泊場所

• 車両

・産業労働部工業振興課

→レンタカー協会へ打診

・10人乗りハイエース及びノア（8人乗り）を兵庫県内で確保

• 運転

・企画県民部管財課

→技師（公用車運転）

• ガソリン、ルート

・新潟県こころのケアセンター

ル ト案内（新潟 山形ル ト）＋提携GSでガソリンを確保→ルート案内（新潟→山形ルート）＋提携GSでガソリンを確保

• 宿泊場所の確保（テント・寝袋やむなし･･･だが）

１.水が出ること（飲料水の確保、トイレが使用可能か）

２.シングルルームであること（プライバシーの確保）

３.お湯が出ること（シャワー使用可能か）

→インフラがストップしており、ほとんどのホテルが条件を満たさなかった

り、すでに支援者の受け入れを行っている状況
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障害福祉課として

• 3月18日（金）出発が決定

• 課を挙げて対応

• もてる人脈全てを駆使

• 予算

→課の予算を掻き集めて実施することを前提

しかし、３月16日、22年度分は県予備費から緊急
補正予算対応となり、23年度は6月補正での対応。

宮城野区

津波浸水域
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行程

3月18日 9:30 兵庫県庁出発

中国自動車道西宮山口IC
↓

名神自動車道
↓

北陸自動車道
↓

国道113号
↓

国道13号国道13号
↓

国道48号線

3月19日 1:50 仙台着

スキーム

仙台市精神保健福祉総合センター
はあとぽーと仙台

厚生労働省

斡旋依頼

派遣依頼・情報提供・集約

兵庫県障害福祉課
調整

兵庫県
精神科病院

兵庫県
こころのケア

神戸大学
医学部附属 病院局神戸市

協力依頼・情報提供・集約

県立精神
保健福祉

兵庫医科
精神科病院

協会
こころのケア
センター

医学部附属
病院

病院局神戸市

現地派遣
協力病院

県立
光風病院

集約・周知 集約・周知

保健福祉
センター

兵庫医科
大学

神戸市こころの健康センター
中央市民病院
西市民病院

集約・周知
今回派遣なし
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こころのケアチームの活動

• 被災以前より精神科医療を受けている者への支援

→停止している地域精神科医療機関の機能の補完→停止している地域精神科医療機関の機能の補完

• 災害により新たに精神的不調をきたした者への支援

→早期発見により、重症化を防ぐことと、今後発生するか
もしれない精神的不調の予防

• 支援者に対する支援

→現地活動中の支援者（保健師、避難所管理者等）に対す
る支援

・研修、コンサルテーション

避難所常駐保健師との連携

• 精神科的トリアージ
→各避難所に配置されている他都道府県保健師
が行 ており 巡回中 ろ ケアチ ムが行っており、巡回中のこころのケアチームへ
情報提供される
・不調は被災前からのものか、被災後のものか
・不眠、恐怖感、子供、高齢者（認知症）への
対応等
・保健師自身の見立てに対する不安への対応

• 保健師から得た情報により、被災者の方と面会
→診療・処方、相談のみ、他機関紹介などを
行った



9

こころのケアチームの活動変遷

• 避難所巡回型
・避難所巡回、精神科救護所的な活動

• ステーション型
→仙台市内に電気が復旧すると共に避難所から自
宅へ帰宅する方が多くなり、避難所の統廃合が進
んだ
・避難所内にこころのケア相談室を開設するス
テーション型へと変遷

• 支援者支援
→支援者に対する災害後のこころのケアについて
研修、コンサルテーション等を行った
・避難所から仮設住宅へ

派遣協力者の選定

• 長期間に渡る公的機関職員によるチーム派遣に限界

• 兵庫県精神科病院協会へ正式に協力依頼

→公的機関と民間病院との混成チーム

・「兵庫県こころのケアチーム参加手引き」の作成

募集にあたって･･･

• 自動車運転免許の有無

• ハイエース運転可否

• 児童対応可否児童対応可否

• 研修講師可否

• 災害支援経験の有無

せっかく手を挙げてくださったにも関わらず、

上記優先順位やスケジュール調整等により、お断りすることも。
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余震

• 4月7日23時32分
• 震源地 宮城県沖
• 規模 Mw7.1 
• 最大震度 6強

• 23時50分 全員無事と確認
• 各班員の所属へ電話連絡し、無事である旨を伝

達達

• 緊急連絡網の整備
• 危機管理意識の再確認

活動状況
• 活動状況

3月18日～6月28日（１チーム４～６人を16チーム派遣）

・活動人数 延78名

参画機関：兵庫県精神科病院協会 神戸大学 神戸市 県立光風病院参画機関：兵庫県精神科病院協会、神戸大学、神戸市、県立光風病院、

兵庫県こころのケアセンター、県立精神保健福祉センター、

県管財課、県障害福祉課 等

構成員：精神科医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士

• 活動内容及び実績

(1) 精神科的トリアージ、投薬、地元医療機関への紹介等の診療・相談

相談件数 685件・相談件数：685件

(2) こころのケアに関する普及啓発

・支援者に対する研修会等：16会場 604名

・対象者：民生委員、他府県・地元のチーム員・保健師、福祉
施設職員 等

・テーマ：被災者への介入の基本、支援者のメンタルヘルス等
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相談件数

391
400

450

61
100

150

200

250

300

350

件
数

0 2 1 8 9

61

15 28 18 26 42
19 11

29 25

0

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

期別

こころのケアに関する普及啓発

• 支援者に対する研修会等

16会場 604名16会場 604名

• 対象者

民生委員

他府県・地元のチーム員・保健師

福祉施設職員 等

• テーマテ マ

被災者への介入の基本

支援者のメンタルヘルス 等
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派遣する立場として感じたこと

• 日頃の精神保健福祉活動において各機関との連携の有無
→日頃の関係が物を言う

・ウィークポイントは緊急時に全て露呈するウィ クポイントは緊急時に全て露呈する
・お願いできる、される関係の構築

• 災害時必要物品の確保
→大規模災害では物品が入手しにくい

・平時に用意を
• 被災地へ派遣した職員の補償問題

→保険、滞在場所、緊急連絡網の整備保険、滞在場所、緊急連絡網 整備
• 支援を開始するということは、いつかは引き上げるとい

うことである
→引き際を考える（現地との調整の難しさ）

• 情報共有の在り方
→個人情報の取扱方法
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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 23 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 

研究分担者 黒澤 美枝 岩手県精神保健福祉センター 所長 

研究協力者 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 

 

研究要旨 

【目的】災害精神保健医療マニュアル改訂版の普及のために、行政職員を対象とした研修

プログラムを開発した。【方法】前年度に作成した研修資材を改定したうえで、研修のため

のツールをホームページへ掲載し、1．マニュアル類（災害精神保健医療マニュアル改訂版、

災害・紛争等緊急時における精神保健・心理社会的支援に関する IASC ガイドライン等）、

2．研修スライド、3．災害時の対応についてのビデオ（遺族対応編、電話相談編）等の研

修ツールをパッケージ化した。また、研修会の試行とその評価を予備的に検討するために、

岩手県においてプログラムを試行し、参加者よりフィードバックを得て、プログラムの改

善を行った。【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。本研修プログラムの内容は、

東日本大震災でも使用可能な場面設定であるという評価を得た一方で、多様かつ複雑化し

たケースへの対応が現場で従事する支援者の課題として挙げられた。【考察】本プログラム

は、災害対応の初期研修に活用し、初期対応法の普及、底上げを目的とした研修で利用す

ることが有用であろう。 

 

Ａ．研究目的 

 本分担研究の目的は、近年の災害精神保

健に関する最新知見や、我が国における災

害対応の経験をもとに作成した、災害精神

保健医療マニュアル改訂版の普及のために、

保健・福祉をはじめとした行政職員を対象

とした研修プログラムを開発することであ

る。 
 
Ｂ．研究方法 

１）改訂マニュルに準拠した研修プログラ

ムの開発 

前年度に本研究で作成した、研修資材（マ

ニュアル、スライド資料、対応法のデモン

ストレーションビデオ等）をまとめ、事前

の準備性を高めるための研修会形式と、災

害派遣前などに活用できる e-learning 形式

の二つの研修パッケージを作成した。 

２）研修会の試行とその評価（予備的検討） 

 また、我が国の保健行政での活用、普及
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のあり方を検討するために、東日本大震災

で甚大な被害をうけた岩手県において研修

会を試行し、効果について予備的に検討し

た。 

 

Ｃ．結果 

１）改訂マニュルに準拠した研修プログラ

ムの開発 

１．災害精神保健医療マニュアル改訂版を

作成 

昨年度実施したデルフィ法の調査結果に

基づき、マニュアルを作成した。災害対応

時の必須情報と、参考情報を異なった階層

に分けて構成することで、優先順位を明確

化し、読みやすさを求めた。 

内容 

１．災害時の精神保健活動の枠組み 

１）平時からの準備 

（１）地域防災計画への位置づけ 

（２）災害時の業務継続計画の作成、役割

分担、法的根拠の理解 

（３）初期対応の方針の決定 

（４）情報集約・管理 

（５）地域保健活動との連動 

（６）研修 

・災害対応に関わる全ての支援者を対象と

した研修 

・精神保健および地域保健関係者への研修 

・精神保健を専門としない対人援助職への

研修 

２）こころのケア対策本部  

３）災害精神保健計画 

４）メディアへの対応 

５）研修 

２．こころのケアチームのあり方 

１）被災地での受け入れ体制 

２）こころのケアチームの派遣 

（１）組織的なこと 

（２）業務 

（３）活動方針、心構え 

３）こころのケアチーム以外の支援のあり

方 

３．災害時こころのケアのあり方 

１）基本的心構え（方針） 

２）具体的な対応方法  

３）心理教育 

４）災害時要支援者について（子ども含む） 

５）初期対応における精神保健専門家の役

割 

６）スクリーニング  

７）ホットライン 

４．支援者自身のケア 

１）平時からの準備 

２）被災地の職員のケア 

３）被災地へ派遣された職員のケア 

 

２．研修ツールの e-learning 化 

前年度に作成した、研修のためのツール

をホームページへ掲載した（資料１）。 

内容 

 マニュアル類 

 災害精神保健医療マニュアル改訂版

（資料２） 

 災害・紛争等緊急時における精神保

健・心理社会的支援に関する IASC ガ

イドライン（資料３） 

 災害・紛争等人道的緊急時における精

神保健・心理社会的支援（保健医療版） 

 研修スライド（資料４） 

 災害時の対応についてのビデオ 

 遺族対応編（資料５） 

 電話相談編 
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２）研修会の試行とその評価（予備的検討） 

東日本大震災を経験した岩手県において、

平成 23年 11月 23日にプログラムの一部を

試行し、参加者よりフィードバックを得た。 

特に災害の中長期に生じる問題の典型例

として作成した、抑うつ感やトラウマ反応

のある住民への電話対応ビデオを供覧し、

対応方法の検討および、今回の東日本大震

災での地域保健上の課題について、参加者

（約 100 名）に自由に議論を促した。 

動画で示したシナリオ設定は、地域保健

活動のなかで起こりうる現実的な設定であ

るという評価が多かった。 

そして、東日本大震災から 8 か月が経過

した時点における地域精神保健上の問題と

しては、以下のような意見が挙げられた。 

・うつ状態、トラウマ症状が主体の適応障

害のケースはあるが、典型的でない訴えが

多い。具体的には、不眠、不安、意欲低下、

抑うつ、攻撃性高進などがある。 

・電話相談では、放射線への不安、自己臭

の相談等があり、来所を促すのが課題であ

る。 

・疾患や症状が顕著でなくても、傾聴でリ

スクを下げられるような場合もある。 

・地域精神保健の問題となって長期的に残

るのは、シンプルな災害ストレス反応では

なく、統合失調症、認知症周辺症状、夫の

飲酒問題などといった精神疾患/問題が背

景にあるケースで、医療・保健以外にも多

面的なアプローチが求められる。 

・対応に困難を感じるのは、高齢者、アル

コール関連問題をもつ本人/家族、その他の

精神疾患、生活保護受給本人/家族、パーソ

ナリティ障害など、問題を複合的に抱えて

いる人である。 

・今後の生活、自殺・借金について、自死

遺族、認知症などの相談が増えている。 

・家族内で一人症状があると、多くの場合、

家族の他メンバーにも症状があり、家族全

体に臨床的配慮が求められる。 

・問題の複雑化（合併症）、家族内の対応力

の低下等が背景にあり、高齢・母子家庭は

多面的支援が必要である。 

・複数の施設に相談がある場合、連携して

いるが、ケースマネジメントが課題である。 

 

Ｄ．考察 

１）改訂マニュルに準拠した研修プログラ

ムの開発 

我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、１）研修会様式、２）

e-leaning の様式を開発した。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（鈴木、2010；深澤、2010）。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 版の整備を本年度は重点的に行

った。 

内容は、近年の災害精神保健に関するガ

イドライン（IASC ガイドライン（IASC, 

2007）、IASC 保健医療関係者向けガイドラ

イン(IASC, 2010)）の日本語版や、我が国に

おける阪神・淡路大震災や、中越地震、中

越沖地震、宮城・岩手内陸地震といった大

型自然災害の経験から得られた対応方針に

ついて、デルフィ法で合意形成を行い作成

したマニュアル、および注意すべきポイン
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トに関するスライド集、そして対応ロール

プレイビデオの研修パッケージの要素で構

成されている。 

 

２）研修会の試行とその評価（予備的検討） 

研修プログラムの一部を実施し、東日本

大震災でも使用可能な場面設定であるとい

う評価を得た。一方で、多様かつ複雑化し

たケースへの対応が現場で従事する支援者

の課題である。本プログラムは、災害対応

の初期研修に活用し、初期対応法の普及、

底上げを目的とした研修で利用することが

有用であろう。 

 

Ｅ．結論 

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。本研修プログラムの内容は、東日本大

震災でも使用可能な場面設定であるという

評価を得た一方で、多様かつ複雑化したケ

ースへの対応が現場で従事する支援者の課

題であった。このような理由から、本プロ

グラムは、災害対応の初期研修に活用し、

初期対応法の普及、底上げを目的とした研

修で利用することが有用であろう。 
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Ｆ．研究発表 
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資料１ 災害時精神保健 e-learning プログラム マニュアル類ツール集 
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資料２ 災害時精神保健 e-learning プログラム マニュアル集（１） 
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資料３ 災害時精神保健 e-learning プログラム マニュアル集（２） 
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資料４ 災害時精神保健 e-learning プログラム 研修スライドツール集 
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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 23 年度 分担研究報告書 

 

大規模災害時精神保健活動における被災地行政支援のあり方についての検討 

 

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 

研究要旨 

【目的】被災地の精神保健を担当する行政機関への支援の有用性およびその在り方につい

て検討する。【方法】１）国内外の文献による大規模災害における被災地の精神保健行政活

動および、その支援活動の分析、2) 新潟県中越地震における行政支援のあり方について

当時の行政担当者からの聞き取り、3)東日本大震災における行政機関への支援の検討【結

果・考察】現在、国の防災計画や災害救助法の中に災害時の精神保健活動に対する規定が

ないことから、国として被災地の精神保健行政をどのように支援するかについては、その

都度検討されなくてはならない状況にある。過去の大規模災害の文献研究からは、県の精

神保健担当課や精神保健福祉センター、保健所などが被災地の精神保健活動の中心を担っ

ていた。一方これらの行政機関は通常の人員で新たに増加する震災への精神保健活動を担

わなくてはならないことから、通常業務も含めた人員の補充などの支援は必要であると考

えられる。新潟県中越地震での被災地の行政支援の実践および聞き取りから、県担当課、

精神保健福祉センターなどのそれぞれの機関レベルの支援が必要であることが明らかにさ

れた。東日本大震災の際にも、精神保健福祉センターを中心とした行政への支援を行った

経験も踏まえて、まずは被災地の行政機関が十分に活動できるような人員の補充と、行政

職員のメンタルヘルスへの支援が重要であると考えられる。また、特に災害メンタルヘル

スの専門家には中長期にわたる精神保健活動への助言を災害急性期から継続して行うこと

が有用であると思われる。 
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A. 研究目的 

2011年3月 11日に発生した東日本大震災

は、複数の都道府県にまたがる広域なもの

あると同時に、地震だけでなく津波、放射

能汚染、火災という複合した災害であり、

そのため被災状況も非常に複雑なものとな

った。このような未曾有の自然災害に対し

てどのように精神医療・保健活動を行って

いくかということについては国および地方

公共団体もおよそ予測していなかった事態

であろうと思われる。Raphael3)は、「災害の

衝撃に対する地域会の反応は、個人の場合

と同様にまずショックと無力感である」と

述べているように、災害は、個人だけでな

く行政を含む地域社会全体に強い衝撃を与

え、仮に行政組織が障害を受けていなくて

も、通常に機能することが困難になる。ま

して今回は行政の被災も著しい中で、地方

自治体の精神保健関連機関は、想像を絶す

る数の被災者のケアと破壊された精神保

健・医療のシステムの再建に立ちむかわな

くてはならなくなった。被災者に対しては、

全国から「こころのケアチーム」が可能な

限り迅速に派遣されるようになったが、被

災地外からの支援は、必要である一方、そ

の調整という面で受け入れる被災地の担当

機関に多大な負担をもたらす＊＊＊。被災

者に支援が必要なように、被災地域の精神

保健行政を担う組織への支援もまた重要な

であると考えられる。 

これまで災害精神医学は“被災者への直

接的なメンタルヘルスサービス”が重視さ

れてきたが、それを実際に現場で提供して

いる精神保健行政をどのように支えるかと

いう視点は乏しかったと思われる。そこで、

本研究では、大規模災害時における被災地

の精神保健担当行政機関への支援のあり方

について検討を行なった。 

 

B. 方法 

本研究は以下の 3 つの方法によって行な

った。 

① 国内外の文献による大規模災害におけ

る被災地の精神保健行政活動および、そ

の支援活動の分析 

② 新潟県中越地震における行政支援のあ

り方について当時の行政担当者からの

聞き取り 

③ 東日本大震災における行政機関への支

援 

 

C. 結果 

(1) 災害時における行政機関による精神保

健活動の意義 

 災害による精神的影響は、個々に異なり、

最終的には個別の対応や、治療というレベ

ルに帰結するものである。しかし、災害そ

のものは個人単位ではなく、広くコミュニ

ティを襲うものであり、個人の機能回復は

コミュニティの回復に大きく影響を受ける。

したがって、災害時の精神保健活動は、コ

ミュニティレベルの介入をもとに、そこか

ら個人へ対応するという活動が必要になる

と考えられる。Norris2) は、“Community 

resilience”という概念を提唱し、これを高

めていくことが個人の回復にもつながると

している。 

 平時における日本の精神保健活動は、自

殺予防活動など一部において、地域全体の

メンタルヘルスという視点で行われている

ものもあるが、基本的には個々の精神障害

に対しては、個々の医療機関ベースの介入
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が中心となっている。ところが、災害時で

は、医療機関の被災、一般被災者の反応性

の精神的問題への対応、予防活動等、コミ

ュニティレベルの精神保健活動が主流とな

るため、平時では決して多く割り当てられ

ているとはいえない地域精神保健活動従事

者－主に行政機関に所属する保健師、精神

保健福祉相談員、精神保健福祉センター等

－の活動が突出して増加することになる。 

 これらの行政機関が災害時に活動を円滑

に行うためには、防災計画等に精神保健活

動の実施があらかじめ規定されている必要

があるが、国の災害対策基本法、防災計画、

災害救助法のいずれにおいても災害時の精

神保健活動がはっきり規定されていない。   

国レベルでの規定がないため、被災地の精

神保健活動を行う行政機関をどのように支

援するかについては、災害の都度検討され

ることになっているのが現状である。 

 

(2) 新潟県中越地震における新潟県の精神

保健活動および行政への支援活動 

2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越

地震では、以下の活動を県が行った 1)。 

① こころのケア対策会議の設置 

② こころのケアホットライン 

③ 災害時精神医療の確保 

④ こころのケアチームの派遣・調整 

⑤ 被災時のこころの健康に関する知識・

情報の普及啓発 

⑥ 援助者への教育研修 

これらの行政活動は、新潟県健康対策課

と精神保健福祉センターが中心となって実

施されたが、このような活動は、2004 年 7

月に発生した水害を機に策定された「災害

時におけるこころのケア対策会議実施要綱」

に基づいていたことから、災害直後より比

較的円滑に行政機関が活動できたと考えら

れる。 

しかし、災害が広域であったことから、

県内の精神保健・医療資源で対応すること

が困難であったため、県外への「こころの

ケアチーム」の要請が行われ、10 月 26 日

から 1 月 22 日まで 14 市町村の避難所等へ

派遣 39 団体からの派遣が行われた。このよ

うな県外からのチームに対し遣の調整を健

康対策課に一元化し、県外チームなどの活

動を支援するため、保健所及び精神保健福

祉センターの精神保健相談員をコーディネ

ーターとして配置し、さらに活動の指針と

して、こころのケアチームマニアルを策定

し、各チームに配布した。こころのケアチ

ームがニーズのある被災地域で円滑に活動

するためには、このような調整が不可欠で

あり、このように組織的に行政機関が行っ

たのは初めての試みであったと考えられる。

しかし、これらの調整は、被災地の資源を

知っている被災地域の行政機関が負わなく

てはならないため、被災地行政機関の新た

な負担となることが考えられる。 

新潟県中越地震の際に、国立精神・神経

医療研究センターでは、新潟県精神保健対

策課を中心に支援を行ったが、こころのケ

アチーム派遣調整への支援として、こころ

のケアチーム活動マニュアルの策定に関わ

った。我々が行ったその他の行政への支援

としては、以下があげられる 

 災直後（10 月 25 日～11 月）から被災

地を巡回し、被害の実態や現場の状況

の把握 

 新潟県保健福祉部健康対策課および、

県精神保健福祉センターの初期対応案
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の策定への協力 

 長期的な情報提供と心のケア対策会議

への参加 

 厚生労働省の研究班として被災地域で

のこころのケアの実際、被災者の心理

の実態、こころのケアチーム派遣の有

効性を検証 

これらの活動の有用性および、行政への

必要な支援について、聞き取りを実施した。

その結果、新潟県中越地震においては、兵

庫県こころのケアセンター等が行ったよう

な、被災地での情報収集やこころのケアチ

ームの調整の指針の策定、被災地外の専門

家からの視点などが有用であったが、これ

らの特に、専門的な助言等については、災

害時精神保健対応について地方自治体が知

見を増やしていく中で、重要性は減じてい

くと考えられた、 

今後の行政への支援として、県担当課、

精神保健福祉センター、保健所それぞれに

対する支援が必要であることが挙げられた。 

県担当課に対しては、個々の地方公共団

体の状況によって異なるが、精神保健の専

門家がいないところでは専門的な助言を要

する場合もある。今後の課題としては一般

医療との連携であり、この点については国

レベルが縦割りの問題を解決していくこと

が重要であると考えられる。また、県外の

こころのケアチームへの要請が必要な災害

である場合、被災地のニーズに合わせて時

期やチーム数を調整する必要がある。この

ような調整を県が直接行うのではなく、派

遣団体あるいは国が間に入ることで被災地

の行政の負担が軽減することが考えられる。 

精神保健福祉センターに対しては、通常

業務に加え、災害時メンタルヘルス業務が

加わるため、平時の人員では対応困難なこ

とが多い。特に災害時では、被災地に直接

出向いて、情報収集や調整、市町村の業務

の支援などを行うことが重要であり、多く

のスタッフを必要とする。そのような人員

の支援は必要であり、被災地ではなく、精

神保健福祉センターや保健所に対するここ

ろのケアチームのようなチーム支援も有用

であると考えられる。そのような支援では

精神保健業務に熟知しているスタッフが有

用であることから、被災地隣県の精神保健

センター同志の事前の協定などが有用であ

ることが考えられる。しかし、広域の災害

では隣県が被災することも考えられ、関東

島ブロック毎での支援体制がより有用であ

るかもしれない。精神保健福祉センターへ

の支援としては、通常業務の支援だけでな

く、データの整理や新たに設置される震災

相談のホットラインの支援なども重要であ

る。 

被災地の保健所に対しては、現地での

様々な調整活動への支援が重要である。被

災地では、こころのケアチームだけでなく、

医療チームなど様々な支援が入ってきてお

り、これら医療チームとの連携などは、最

終的には被災地市町村の保健師との連携が

なければ実施できない。県の保健所では、

市町村のサポートを行う必要があるが、こ

こでも人員の不足があり、市町村だけでな

く、県の保健所への人員の支援が必要であ

る。 

専門家の支援については、急性期での被

災地での精神保健活動より、今後は、中長

期的な支援体制の構築に対する助言などの

支援がより必要ではないかということであ

った。 
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(3) 東日本大震災における被災地行政機関

への支援 

東日本大震災は被災規模が著しく、また、

いずれの被災地方公共団体も決して精神医

療・保健資源が豊富でないことから、被災

地外部から多くのこころのケアチームが支

援を行った。被災地が複数の県にまたがっ

ていたことから、これらのこころのケアチ

ームの調整を厚生労働省が行ったことが一

つの行政支援と考えられる。 

国立精神・神経医療研究センター成人精

神保健研究部では、過去の震災での支援活

動を踏まえ、各被災地の行政に対する支援

を行った。研究者らは、岩手県のアドバイ

ザーとして、精神保健福祉センターへの支

援を中心に以下のような支援活動を実施し

た。 

 被災のひどい市町村での被災者の精

神的問題の把握や現地での精神保健

活動の状況などの情報収取の補助 

 被災のひどい市町村における保健師

等へのメンタルヘルスに関する情報

の提供、研修、サポート 

 PTSD、悲嘆等トラウマ反応について

の研修活動への協力 

 精神保健対策の策定への専門的助言 

 これらの活動の多くは、精神保健福祉セ

ンターの職員が行っているものであるが、

医療を含めたより専門的な対応の補助とし

て行われた。 

 このような支援活動がどの程度有用であ

るかについては、今後の検討が必要である

が、外部からの支援の中には、被災地の行

政職員の精神的なサポートという側面もあ

る。災害時のメンタルヘルス活動は、それ

がどのように有効か目に見えるものでない

だけでなく、多くのニーズにこたえなくて

はならず、またそれに応えられないという

無力感も抱きやすくなる。このような業務

に対する有力化や支援者のメンタルヘルス

に対する配慮などは外部支援者の大きな役

割の一つであると考えられる。 

 

D. まとめ 

大規模災害時の被災地の精神保健を担当

する行政機関への支援の必要性とその在り

方について検討を行った。 

現在では国の防災計画や災害救助法の中

に災害時の精神保健活動に対する規定がな

いことから、国として被災地の精神保健行

政をどのように支援するかについては、そ

の都度検討されなくてはならない状況にあ

る。 

過去の大規模災害の文献研究からは、県

の精神保健担当課や精神保健福祉センター、

保健所などが被災地の精神保健活動の中心

を担っていた。一方これらの行政機関は通

常の人員で新たに増加する震災への精神保

健活動を担わなくてはならないことから、

通常業務も含めた人員の補充などの支援は

必要であると考えられる。 

新潟県中越地震での被災地の行政支援の

実践および聞き取りから、県担当課、精神

保健福祉センターなどのそれぞれの機関レ

ベルの支援が必要であることが明らかにさ

れた。 

東日本大震災の際にも、精神保健福祉セ

ンターを中心とした行政への支援を行った

経験も踏まえて、まずは被災地の行政機関

が十分に活動できるような人員の補充と、

行政職員のメンタルヘルスへの支援が重要
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であると考えられる。また、特に災害メン

タルヘルスの専門家には中長期にわたる精

神保健活動への助言を災害急性期から継続

して行うことが有用であると思われる。 

これらの行政支援の有効性について、今

後保健所も含めた被災地行政機関への聞き

取り等によって検証し、災害時に具体的な

支援活動が行えるような体制をつくること

が必要である。 

 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

1)中島聡美：大規模災害における行政の

地域精神保健活動への支援．精神保健研

究 58 （印刷中）． 

 

２．学会発表 

 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 
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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 23 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 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 室長 

      小原聡子 宮城県精神保健福祉センター 

      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】前年度に作成した「大型自然災害時の精神保健対応クリティカルパス」について、実

際の災害対応に基づき評価する。【方法】東日本大震災への対応を経験した宮城県精神保健福祉

センター職員に聞き取り調査を行った。【結果】研究協力者が東日本大震災への対応の支援にあ

たって、宮城県精神保健福祉センターへ当クリティカルパスを提示したこともあり、当クリテ

ィカルパスは宮城県で東日本大震災の対応において実際に活用された。宮城県精神保健福祉セ

ンター職員への聞き取りの結果、当クリティカルパスに示された活動方針は理解されたが、東

日本大震災は被害が甚大であったため、フェーズ０に相当する部分が 2～3 週間にわたり、特に

この時期に被災状況や保健体制に関する情報収集をはじめ様々な課題が指摘された。【考察】当

クリティカルパスは提示するだけではなく、現地の状況で必要なことや優先順位を見極めたり、

行政の判断や行動を支援するといった行政支援も併せて提供する必要があると考えられた。  
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Ａ．研究目的 

昨年度に作成した「大型自然災害時の精神

保健対応クリティカルパス」について、東日

本大震災での災害対応に基づいてその有用性

を評価した。 

 

Ｂ．研究方法 

昨年度の本研究事業で、兵庫県および岩手

県の震災対応の経験に基づき「大型自然災害

時の精神保健対応クリティカルパス」を作成

した（伊藤, 他, 2011）（表１）。2011 年 3 月 11

日に東日本大震災が発生したが、研究協力者

の鈴木が災害アドバイザーとして、2011 年 3

月 25 日に宮城県の精神保健福祉課に対して

行政的な支援を行った。同 4 月 25 日に、宮城

県精神保健福祉センターによって作成された

クリティカルパス（資料２、３）をもとに、

昨年度作成していた「大型自然災害時の精神

保健対応クリティカルパス」の有用性、改善

点を検討した。 

 

Ｃ．結果 

宮城県では、発災早期に研究協力者が行政

支援に入り、その中で、当クリティカルパス

を提示し、宮城県保健福祉部障害福祉課や宮

城県精神保健福祉センター担当者と今後の対

応を検討する上で、本パスが活用された。同

4 月 25 日には、宮城県精神保健福祉センター

から、宮城県全体の精神保健福祉活動の流れ

を示す全県版パスと、各地域の状況や資源を

勘案して作成された地域別パスが作成され、

中長期的な対応の見通しを示すのに活用され

た。 

発災から約 1 か月後に提示されたこの宮城

県版パスでは、「大型自然災害時の精神保健対

応クリティカルパス」をもとに、今回の災害

の実情に即した、そして詳細な対応プランを

提示している。例えば、先述のパスのフェー

ズ０と１に相当する時期を第一期とし、被災

直後からのこころのケア救急支援体制の時期

としている。この時期には、精神科医療救急

対応、精神科医療ニーズへの対応、一般住民

のこころのケアを行うとして、県内外からの

「こころのケアチーム」および精神保健福祉

センターによる「災害時心の健康相談電話（ホ

ットライン）」等の活用と役割分担が明記され

ている。 

その後、先のパスのフェーズ１、２に相当

する時期を第二期として、被災後から再建期

への移行期の心のケア支援体制の構築が活動

目標として提示されている。この時期の活動

としては、地域精神保健医療福祉システムへ

の移行として、医療活動の地元の精神科医療

への移行、精神保健福祉センターの体制強化

が戦略として掲げられている。この時期には、

一般住民の PTSD 対策も活動目標として提示

され、これには、保健所精神保健福祉活動の

再建・強化、市町村精神保健福祉活動の再建、

精神保健福祉相談支援機関等の再建、活用が

時系列に沿って示されている。 

先のパス中のフェーズ３に相当する第三期、

再建期のこころのケア支援体制としては、地

域精神保健医療福祉の再興、および、新たな

システムの立ち上げとして、こころのケアセ

ンターの設立が見込まれている。この時点で

は予算措置などが全く不透明な状態であった

が、再建期の支援のあり方も見越して、震災

1 か月後にこのような計画が提示されていた

ことは特筆すべきことであると思われる。な

お、これらの活動を実施するのに、災害時の

ためのシステム、既存のシステムの活用、新

たなシステムの導入の 3 つの視点で役割分担
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が提示されている（資料２）。 

さらに詳細に、第二期における人材、精神

医療保健福祉資源、地域との連携の在り方等

を記したものが、資料３である。ここでは、

資料２のプランで示した項目に沿って、各地

域におけるこころのケアチームの配置状況、

地元医療機関の機能の回復状況、再建の見込

み、その他アクセスに関わる課題等を地域別

に診断し、それぞれ必要な外部からの支援チ

ームの見積もり、新たなストレス外来の設置

の検討、かかりつけ医との連携体制、これら

を長期的に維持するために、こころのケアセ

ンターで求められるスタッフの必要量の見積

もりなどが記載されている。 

また、既存の地域精神保健体制への市町村

の関わり、連携体制のあり方、人的支援の必

要性等の課題を洗い出し、地域ネットワーク

会議の開催や、専門相談機関の設置、精神保

健福祉相談体制の強化等が提案されている。 

震災から 10 か月が経過した 2012 年 1 月 30

日に、宮城県精神保健福祉センターの担当者

から時相別の反省点、改善点に関するヒアリ

ングを行った。以下がその時に指摘された課

題である。 

１） フェーズ０ 

県精神保健福祉センター職員が現地の状

況を把握し、関係者との関係構築、方針の

共有をする活動が必要であった。また生存、

救命、救急医療が優先され、災害拠点病院

に精神科が設置されていないという状況も

あり、いくつかの DMAT チームに精神科医

がいると精神科救急への対応も円滑になる

と考えられる場面があった。精神保健に特

化したチームのニーズは少なかった。さら

に精神科病院の状況把握、連絡体制が脆弱

であった。DMAT や総合病院とは別に、精

神科病院の支援体制を整える必要がある。 

今回の東日本大震災は被害が甚大であっ

たため、フェーズ０に相当する部分が 2～3

週間にわたり、特にこの時期に被災状況や

保健体制に関する情報収集をはじめ様々な

課題が出てくることが明らかになった。さ

まざま事態を想定した準備とともに、発生

時に状況に応じた柔軟な対応ができる工夫

をしておく必要があると考えられる。 

 

２）フェーズ１～２ 

服薬中断の防止など、精神科医療の提供

の継続が重要な課題であった。通常の反応

としてのストレス反応は多かったが、精神

科対応が求められたものの多くは、既往精

神疾患の増悪、再発であった。 

 

３）フェーズ２～３ 

住民、そして自治体職員を対象とした健

康調査が行われたが、これらは市町村が主

体となって行い、現地に支援に入っている

団体（大学、こころのケアチーム等）に、

調査設計、フォローを相談する形で行われ

た。スタッフのストレスや健康問題が課題

となったが、市町村職員の健康管理よりも、

住民対応が優先され、落ち着いて調査を開

始する体制が整ったのは、6 か月後以降で

あった。 

 

Ｄ．考察 

１）昨年度作成した「大型自然災害時の精神

保健対応クリティカルパス」の改善を検討す

る点 

・フェーズの区切り 

 東日本大震災は、パスを作成する際に参考

とした阪神・淡路大震災やその他の災害より
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も被害地域、程度が甚大であり、また複合災

害ということもあり、先のパスで区分した日

程は当てはまらなかった。特に発災直後には、

電気、通信、交通といった情報収集の手段が

絶たれたうえに、被害が地理的に広範であっ

たために、被害の全容の把握に時間がかかり、

その他の災害救援活動、DMAT 等の医療活動

の時期も長期化した。しかし、宮城県が作成

したパスでも示されたように、フェーズごと

に支援の焦点は確実に変わり、これらはその

時期の出来事（ゴールデンウィーク後にここ

ろのケアチームの数が減少した、お盆ごろに

仮設住宅への入居が進み、避難所での支援ニ

ーズが減ったなど）と関連して、意識された

ということであった。先のパスは、この手順

に従って実施すべき、というマニュアルでは

なく経験知の集積であり、過去の経験を参考

にしつつ、現場で修正し、活用されたことは、

意図された使用方法であった。 

 

・医療チームとの連携 

発災直後の精神科ニーズおよび精神医療対

応は現場で対応した専門家からの報告が断片

的に伝えられているが（樹神, 2011; 佐久間, 

2011）、その全容は明らかでない。また、救急

救命が優先される初期の 2-3 日は、DMAT 等

の救急医療が中心になって医療が提供される

体制となっているが、そこでの精神科ニーズ

は、筆者の知る限りでは明らかにされていな

い。おそらく、生存、救急救命が優先され、

災害時の情報が不足したり混乱する状況では

メンタルヘルスのニーズは顕在化しないのか

も知れない。このような時期に、こころのケ

アに特化したチームを送ることの必要性につ

いては、医療チームからの情報収集、対応に

関する協議が必要である。また、今回甚大な

被害を受けた東北地方の沿岸部には、精神科

が設置されていない総合病院が多く、災害拠

点病院であっても精神科医療体制は不足して

いた。発災直後の精神科ケースは、医療との

連携の必要性からも、災害拠点病院で精神医

療に対処できるよう、精神科の設置について

も検討されるべきであると考えられる。 

今回の東日本大震災では、救急医療を専門

とする DMAT と、より長期的な地域医療の視

点で支援する日本医師会災害医療チーム

（JMAT）、その他様々なチームが活動を行っ

た。超急性期における精神科医療は、DMAT

との連携が必要であるが、より長期的な支援、

また地域医療との連携という視点からは、

JMAT とこころのケアチームの連携の在り方

が今後検討をすすめるべき方向であると考え

られる。実際に、今回の東日本大震災では、

日本精神病院協会は、JMAT チームへの登録

協力を依頼したので、このチームの一員とし

て活動にあった精神科医も少なくないと考え

られる（山崎, 2011）。先述のパスでは、JMAT

のような地域医療チームの存在は想定されて

いなかったので、今後はより具体的な協力と

役割分担について検討が必要である。 

 

・精神科病院への支援体制 

 精神科病院は、地域の精神医療および多く

の精神医療専門家を抱える重要な資源である。

しかし、これまでに災害時の精神科病院の役

割、非常時の電気、水道、通信、医薬品、食

料の確保などに関して、一定の方針は定まっ

ていない。しかし、非常時には、自助努力で

患者、職員の安全を確保し、地域住民のニー

ズに応える場となっていた（樹神, 2011; 伴, 

2011）。また、今回の災害ではさまざまな所属

機関から「こころのケアチーム」が参集した
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が、これまでの行政が調整した支援のほかに

も、地元精神科病院が地域の支援の調整を行

った例などもある（佐久間, 2011）。 

 また、精神科病院には慢性の精神科患者や

認知症等を有する高齢者などが多数入院して

いるという現状がある。今回は、厚生労働省

や精神科病院のネットワークで 800 人という

規模での入院患者の搬送が行われた（中谷, 

2011、本田, 2011）。また、DMAT による広域

搬送も行われた（奥村, 2011）。災害に脆弱で

ある精神科患者や高齢者を抱える精神科病院

への非常時の支援のあり方は、精神科病院の

自助努力によるものではなく、精神医療体制

として整備すべき問題であると考えられる。 

 

・災害時の精神科医療ニーズ 

 災害時の精神科医療ニーズは、パスでは、

フェーズ０には精神的不穏（パニック）、フェ

ーズ１には精神科疾患の症状悪化、急性スト

レス障害（ASD）、悲嘆反応、三次ストレスに

よる急性反応、フェーズ２には、適応障害、

不安障害、PTSD 等、アルコール関連問題、

スタッフの疲労の顕在化、そしてフェーズ３

ではうつ病、自殺、と一例をあげている。被

災者の反応のあり方は様々であるが、傾向と

しては今回も同様の問題が報告された。 

 しかし、詳細には、フェーズ０でいう精神

不穏（パニック）とは、精神医学のいうパニ

ック症状とは別の、被害の全容がわからず、

先が見通せないことでの不安や、衣食住すら

十分でないところでの苦痛であり、今回の災

害では社会的な混乱が起こらなかったことは、

海外のメディアからも称賛の対象となったと

ころである。急性期の精神科ケースの報告は

先述のように散見されるが、このような災害

後急性期の精神的反応については、DSM（精

神障害の診断と統計の手引き）の急性ストレ

ス障害、ICD（国際疾病分類）の急性ストレ

ス反応、そして近年では災害精神保健でよく

使われている「異常な事態に対する通常の心

理的反応」といった用語や概念の混乱がみら

れるので、定義を明らかにしてから実態を検

討する必要がある。また急性反応の中には、

既往疾患の急性増悪と震災ストレスによる新

規発症もあるが、これらも区別する必要があ

る。それによって、医療対応、心理的支援と

対応方法も大きく異なるからである。 

 フェーズ１では悲嘆反応をターゲットとし

て提示したが、この時期においては必ずしも

病理性を伴わない死別反応が課題であり、こ

れも我が国では激しい感情表出を伴う形では

表現されなかったことを伝聞している。近年

注目されている、病理的な悲嘆反応、つまり

大切な人との死別後の悲嘆が長期間、そして

日常生活に支障がでる程度生じるような複雑

性悲嘆は、今回の災害の状況および我が国の

文化、弔いの習慣を考慮すると、災害から１

年以上経ってからターゲットとなる問題であ

ると考えられる。 

 

・支援者ストレス対応 

 支援者のストレス対応として、健康管理室

の設置および調査体制を、フェーズ２の保健

所および市町村の業務として位置付けた。今

回の震災では、市町村職員の健康管理や労務

管理は、それぞれの市町村およびそこに支援

に入った様々なチーム（こころのケア、保健

師、保健所支援等）が調査、フォロー体制を

支援する形で行われた例が多かった。被災自

治体の職員のストレスや過労は、発災後から

の課題であったが、休養する場所がない、住

民の健康やニーズを優先させる、休みがあっ
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ても避難所内では落ち着かないといった声が

あった。支援者のストレスは、メンタルヘル

スの問題というよりも、災害時の業務体制と

いった労務管理上の問題、時期、派遣支援者

の人数といった応援支援のあり方からも検討

されるべき問題である。また、平常時から自

治体における福利・厚生のあり方の中で検討

される課題であろう。 

 

２）クリティカルパスの改善に加えて検討を

要する点 

今回は前年度のクリティカルパスの作成に

関わった研究協力者が、東日本大震災後に宮

城県の災害アドバイザーとして支援に入った

ために、当パスを活用した災害後の精神保健

福祉計画の作成につながった。パスの提示だ

けでは十分に活用されない可能性がある。県

や政令指定都市の精神保健担当部署において、

災害対応の重要性は認識されているが、対応

については自信を持てない箇所が多いことが

明らかになっている（深澤, 他, 2010）。また、

フェーズ０の課題としても指摘されたように、

災害対応の経験のある専門家が災害後早期に

現地に入り、災害規模、現地のニーズ、優先

順位を見極めたり、行政の判断、行動を支援

する、行政支援も併せて提供することが必要

である。このような支援者には、専門的知識、

経験、ネットワークに加え、現地で判断、指

示をするある程度の権限も備わっていること

で、効果的な災害対応の判断と執行が可能と

なるであろう。また、平常時から精神保健担

当者がこのようなクリティカルパスを用いて

災害時における体制整備の考え方や進め方に

関する研修を受けておくことは、災害時によ

り効果的で迅速な支援体制の構築の一助にな

ると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

昨年度から開発してきた大型自然災害時

の精神保健対応クリティカルパスは、東日

本大震災の対応において、宮城県で実際に

活用された。災害の急性期には、タイムリ

ーに、漏らさず対応するために、ある程度

詳細な活動の記述を準備することは有用で

あると考えられた。ただし個別の状況に柔

軟に対応できる工夫が必要であった。一方

で、災害後中長期における活用にあたって

は、現地の医療資源、人的資源等の条件で

適応できるように、大枠を示す程度のほう

が、活用が進むと考えられた。 

クリティカルパスは、それぞれの活動を

制限するものではなく、最低基準を示した

ものであり、現地で修正、活用できるよう

に、事前の研修、そして災害後には定期的

な継続支援を提供することで、有意義な活

用が進むものと考えらえた。 
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表１ 昨年度作成した「大型自然災害時の精神保健対応クリティカルパス」 
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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資料２ 宮城県で作成されたクリティカルパス 
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資料３ 宮城県で作成されたクリティカルパス（第二期） 
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