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Ａ．はじめに 
東日本大震災は甚大な被害と喪失をもた

らし、住民の精神健康被害が強く懸念され

ている。精神健康の悪化は、復興の遅れや

社会不安の持続とも関連しており、その重

要性を受けて心のケアセンターが設立され

た。しかし、過去の震災における心のケア

センター活動は、科学的、実証的に展開さ

れたとは言いがたい面もあり、真に効率的

な住民支援を実現するためにその活動を科

学的基盤の上に確立することが急務であ

る。また、今後 PTSD などの重症ストレス

障害が健在化する懸念も高く、今後の震災

による精神健康被害、倫理的混乱、精神科

病院被害を未然に防ぐ必要もある。 

 こうしたなか、本研究班では、被災地の

心のケアセンターが各県の事情に応じた有

効な活動を展開できるように、ハイリスク

者の検討、ケアのニーズ把握、活動データ

ベースの作成など、科学的方法論に基づい

た情報収集、調査、分析活動、ならびに現

地での支援活動の実証的検討を総合的に支

援することを目的として研究プロジェクト

を進めてきた。また今後の震災を見据え、

有効な精神保健医療活動を提供するために、

心のケアチーム並びにその構成員に対する

有効な研修方法を開発し、特に指導者の訓

練、重症化した病態への対応を可能にする

べく、研究調査をもとにしたマニュアルや

ガイドラインの作成、基礎資料の作成を行

ってきた。他にも、睡眠障害、PTSD、複
雑性悲嘆、児童精神医学、母子ケア、老年

医学、多文化対応などの特殊な事例、疾患、

ならびに疫学研究、阪神淡路大震災の対応

経験のある諸専門家を参加させ、それぞれ

が被災地に関連した研究を行うだけでなく、

その成果を直ちに心のケアセンターに還元

し、また疑問に即応できる研究ネットワー

クを形成してきた。 
 本研究班の具体的な研究概要は次項で示

すが、次のような研究領域において成果が

もたらされた。被災地における初期対応の

検証を目的とした心のケアチーム活動の解

析。岩手県、宮城県、福島県の被災３県に

おける心のケアセンターの活動の実態把握

と分析。中長期の災害精神保健活動において

NPO などの活動と果たす役割。被災地域にお

けるグリーフ・ケア。被災地の子どもの精神

医療支援について。WHO 版 PFA の導入及
び効果検証による、多文化、海外被害を念

頭に置いた災害時の国内外の被災コミュニ

ティへの支援に共通する支援者育成と遠隔支

援の手法の検討。外国人支援ガイドライン案

の作成。被災地住民の精神影響に関する調査



手法の検討とマニュアル作成。災害時におけ

る調査研究の実施体制の検討。全国自治体の

防災体制に関する実態及び自治体職員と地域

住民の防災に対する認識の調査。精神科病院

被害の支援体制の分析などである。 
 このような研究活動を行うことにより、

被災者への迅速な成果還元が期待できるほ

か、被災地における中長期的活動方針の科

学的基盤整備、中期的に健在化すると懸念

される PTSD治療対応の臨床家育成のシス
テムの効率的構築、災害時の調査倫理指針

ならびに精神科病院被害の対応指針整備等

へ寄与することができたと考えられる。ま

た、災害時こころの情報支援センターと被

災地心のケアセンターとの有機的な連携が

促進され、かかるセンターを設置した厚労

行政の目的を、センター外の研究者との研

究ネットワークも活用しながら、より発展

させることができた。また今後、被災地で

の大規模余震が生じた場合には、重ねての

被害による精神健康への影響に対応するた

め再度急性期の心のケア活動が必要とされ

るが、本研究班で取り組んでいる WHO の
サイコロジカルファーストエイドに関する

調査成果に基づいて効率的な対応が促進さ

れると考えられる。加えて、東日本大震災

における全国レベルでの心のケアチーム活

動を統一して評価することにより、今後の

国レベルでの大規模災害時の精神保健医療

活動の在り方を検討する際の基礎資料を得

ることができた。 
 なお、研究にあたり次のような倫理的配

慮を行った。行政データの二次利用に関し

ては疫学研究指針に従い、適正な手続を取

るとともに、必要に応じて当該自治体との

間で契約書を締結することとした。同指針

の定めに従い、倫理委員会の承認を得た。

当研究班では被災者からの直接の聞き取り

は行わなかったため、臨床研究指針に該当

する研究項目は含まれない。 
 
Ｂ．研究概要 

 金は、災害時の精神保健医療対応に係る

ガイドライン改訂の作業を推進し、災害時

の精神医療チーム（DPAT）についての専門

家の意見を集約した。また災害時の初期対

応としての WHO 版サイコロジカルファース

トエイド（PFA）を導入し、様々な対象者に

対してその研修効果を検討した。さらに指

導者育成の研修のあり方について検討を行

った。また PTSD に対する持続エクスポージ

ャー療法（Prolonged Exposure Therapy: PE）

の効果を過去の研究データを解析知ること

によって詳細に検討した。PTSD 患者の診断

と重症度評価のための自記式尺度の標準化、

治療対応において問題となる感情表出を適

切に測定するための尺度の標準化を行った。 

 秋山は、災害時の外国人支援ガイドライ

ン案の作成を行った。外国人は災害弱者で

あり、平成 23 年度の聞き取り調査と情報収

集によって、災害前に、日本各地において

「外国人精神保健支援ネットワークづくり」

を進める必要があることを明らかにした。

平成 24 年度は、ネットワークづくりの基盤

となる資料として、2011 年に発表された、

「移住者の精神保健および精神保健ケアに

ついての世界精神医学会のガイダンス」の

翻訳を行った。また、外国人によって運営

されている組織が、震災前にどのような災

害への対応体制を持っていたか、災害後に

どのような対応を行ったか、どのようなこ

とが課題であったかについて、聞き取り調



査を行った。外国人組織に対する調査では、

心理社会的支援、情報収集が課題として指

摘された。平成 25 年度は、6つの在留大使

館を対象に災害時における心理社会的支援

に関する一日研修を各大使館につき 1 回、

計 6 回実施し、研修を通じて災害時下の望

ましい対人支援の在り方に関する知識およ

び自己効力感が有意に改善することを検証

した。平成 26 年度は、平成 23～25 年度の

研究の成果を踏まえて、災害時の外国人支

援ガイドラインの試案を作成し、災害支援

専門家と外国人支援経験者の指摘に基づい

て、資料を改訂し、災害時の外国人支援ガ

イドライン案を作成した。 

 鈴木は、海外および国内の大規模緊急事

態に共通する遠隔メンタルヘルス支援の現

況と課題について研究を行った。海外邦人

（海外在留邦人および海外渡航邦人）の増加

とともに、海外で大規模自然災害や凶悪犯罪、

大規模事故、テロ、人質事件などに巻き込ま

れる邦人が増えている。海外邦人の多くは「移

動する国民」であり、海外での惨事遭遇によ

り災害弱者となりやすい。その一部にはメン

タルヘルス専門家による介入が必要とされる

が、現地の医療資源不足ゆえに遠隔地からの

支援対応となったり緊急帰国対応となる事例

が常時発生している。この研究では、海外で

の邦人被災者、被害者へのメンタルヘルスの

現況について実態把握を行うとともに、非専

門家を含む海外在住支援者の支援ツールとし

ての WHO 版心理的応急処置(PFA)の有用性に

ついて調べ、これらの調査と併行して支援者

間の連携強化を行った。海外は邦人にとって

広域精神医療過疎地であり、遠隔メンタルヘ

ルス支援は、東日本大震災の被災地支援の課

題と共通する。海外邦人への遠隔支援手法と

東日本大震災被災地支援へのそれとの間の異

同についても検討した。 

 荒木は、医療初動から中長期的な保健予防

活動までのマネジメント手法の確立について

研究を行った。荒木の所属する東大病院は、

震災直後から現在に至るまで、多職種スタッ

フを宮城県に派遣して、身体・こころのケア

の活動を続けている。活動の教訓として、被

災地スタッフと連携し、医療チーム・地域・

国レベルでの円滑な支援活動のコーディネー

トによる市民への保健医療サービス、救急医

療の初動からこころのケアの保健・予防活動

までの長期的視野にもとづく多職種協働チー

ムでの支援の重要性が認識された。このよう

な包括的なマネジメントが今後の災害医療に

おいても重要であり、手法の確立が必須であ

る。平成 24 年度は東大病院の震災支援の振り

返りを行ったうえで、マネジメントの前提と

なる点を指摘した。平成 25 年度は東大病院の

震災支援についてまとめ、学会発表・投稿を

行い、さらに子供のこころのケアについての

結果を論文にした。平成 26 年度はこころの相

談窓口への相談内容の変化や特定健診アンケ

ートの解析を行い、震災後のメンタルヘルス

の変化を明らかにし、さらに東松島市市役所

職員全員面談を行い、職員ケアを行った。 

 川上は、一般住民におけるトラウマ被害

の精神影響の調査手法について検討を行った。

この研究では、科学的根拠および国内関係

者のコンセンサスなどをもとに、統一的な

災害時の精神保健の評価方法を推奨・提案

することを目的として、①被災地における

精神健康調査尺度の使用と信頼性・妥当性

に関する文献レビュー、②被災者における

精神健康調査尺度の特性に関する情報を既

存調査および既存データの再解析から収集



すること、③被災地住民の調査に係わった

調査員からの聞き取りによる被災地におけ

る心の健康に関する調査の留意点を明らか

にした。その上で「一般住民におけるトラ

ウマ被害の精神影響の調査手法マニュアル」

を作成した。 
 加藤は、中長期の災害精神保健活動につい

て研究を行った。災害直後の精神科医療・保

健活動を担うシステムとして、厚生労働省は

都道府県に災害派遣精神医療チーム

（ Disaster Psychiatric Assistance 

Team :DPAT）を設置するよう通達し、整備が

進められている。復興期においては、過去の

大災害での方法を踏襲するだけでなく、その

地域特性にあった、柔軟なシステムを早期か

ら検討することが重要である。この研究では、

過去の災害について、保健所などの既存組織

が果たす役割、こころのケアセンターなどの

災害後に作られる専従組織の役割と課題、東

日本大震災後に新たな枠組みで活動している

NPO などの状況が報告された。 

 荒井は、自治体職員および地域住民の防災

行動に関連する個人特性および地域特性につ

いて調査を行った。この研究では、自治体職

員および地域住民の防災行動に関連する要因

分析として、個人特性および自治体組織特

性・地域特性の側面から検討することを目的

として分析が行われた。郵送法で実施した防

災認識(知識・意識・行動)に関する自記式質

問紙調査データに加えて、全国自治体の防災

体制の実態を把握することを目的とした調査

結果データ、電化した自治体組織特性および

地域特性に関する公表データを突合した。防

災行動を従属変数とし、性別、年齢を調整し、

SC、地域活動、人とのつきあい度、人への信

頼度、防災知識を共変量とした多変量ロジス

テック回帰分析を行った。職員の防災行動に

関連が認められた変数は地域活動、防災知識、

住民では防災知識であった。自治体組織特性

および地域特性に関する要因については今回

の分析では同定できなかった。防災行動を促

進するためには、個々人へ働きかけるだけで

なく、地域活動や SC を高めることが重要であ

ることが示唆された。 

 酒井は、岩手県こころのケアセンターの活

動の分析を行った。東日本大震災津波により

岩手県沿岸地域では甚大な被害を受けた。現

在の岩手県こころのケアセンターは、１）訪

問活動などを通じた被災者支援、２）震災こ

ころの相談室による精神科医師、精神保健専

門職による個別相談、３）市町村等の地域保

健活動への支援、４）従事者支援、５）自殺

対策、６）その他地域のニーズによる活動、

を骨子として活動している。平成 26 年度にお

いても、被災地域におけるこころのケアセン

ターで対応した相談者の主訴では身体症状、

他の精神症状、不眠が多かった。身体症状は

抑うつや不安を背景とした症状が考えられた。

背景の問題として、住居環境変化、家族・家

庭問題等が目立っており、二次的生活変化に

よるストレス過重の問題が出現していると考

えられた。住民はいまだに不自由で困難な生

活を送っており、今後も被災地におけるここ

ろのケアを推進していく必要があると考えら

れた。 

 松本は、みやぎ心のケアセンターの活動分

析を行った。自然災害の多いわが国では、特

に阪神・淡路大震災以降、被災地に住む住民

の精神健康を保つためには継続的な支援が必

要となることが広く知られるようになった。

こうした支援を行うために、心のケアセンタ

ーが設置されるが、その役割は、設置された



自治体の特質、災害の性質、設置時期、地域

精神保健の状況などさまざまな因子に影響さ

れるが、一方で、多くの災害を通じた普遍的

な役割も有している。この研究では、みやぎ

心のケアセンターの開設からの約 3 年間の軌

跡が経時的な活動内容を分析することで振り

返られ、今回の災害におけるこれからの支援

に活かすことのできる基礎資料が作成された

とともに、今後に起こりうる新たな災害後の

復興支援のあり方が検討された。 

 昼田・前田らは、ふくしま心のケアセンタ

ーの活動の成果と課題について分析を行った。

ふくしま心のケアセンター設立から 3 年間の

活動状況について、主としてDMHISS（Disaster 

mental health information support system）

を用いた記述統計結果から分析、今後の課題

等について考察された。またあわせて、沿岸

部被災地自治体職員の精神保健面接調査と結

果概要報告が行われた。ふくしま心のケアセ

ンターの活動はこの 3 年を通じ、基本的に変

化があるものとないものがあった。たとえば

基本的にアウトリーチによって支援するとい

う構造は変化がなかったが、その内容や相談

場所、相談の契機等については大きな変化が

あった。とくに年を経るごとに行政からの依

頼や、行政職員等の精神保健上の相談が飛躍

的に増えた。また沿岸部被災地自治体調査か

らも、自治体職員のうつ病の有病率がきわめ

て高いなど深刻な様相がうかがわれた。ふく

しま心のケアセンターは設立当初より組織シ

ステム上、あるいは運用上の多くの課題があ

り、これらをどのように解決し、安定した支

援機能を発揮できるかが今後の課題である。 

 山田は、平成 25 年度より分担研究者として

本研究に参加し、被災地域におけるグリー

フ・ケアについて、岩手県における実践をも

とに研究を行った。岩手県では、震災によっ

て亡くなった方や行方不明者が多数にのぼる

が、本研究では、死別による悲嘆反応とあい

まいな喪失に関する心理教育の効果が検討さ

れた。結果、心理教育による災害後の心理、

死別による悲嘆反応、子どものこころのケア、

あいまいな喪失への理解が深まることにより、

心理的ストレスが軽減する可能性が示唆され

た。自分自身に何が起こっているのかわから

ない、自分だけがおかしいのではないか、と

いったよくわからないことによる不安は大き

いものである。また、自分がおかしいのでは

ないかという自尊感情の低下も引き起こす可

能性がある。このような不安を軽減するため

に、心理教育が有効であったものと考えられ、

大規模災害等の際には、多くの被災者を対象

にできる心理教育は、被災者のストレス軽減

のために有効である可能性が示唆された。 

 富田は、平成 25 年度より分担研究者として

本研究に参加し、広域自然災害の精神医療保

健体制に及ぼす影響の情報把握と対応のあり

方の検討を行った。本研究は東日本大震災の

教訓を踏まえて、今後予想される災害に対応

することのできる強い精神医療保健体制を構

築するため、被災県の精神科病院協会、保健

所、自治体などと協力して、東日本大震災に

おける精神科医療保健に関わる機関の被害と

対応の実態や、災害の復興・防災に関する有

益な情報を抽出し、得られた教訓を今後の精

神科医療に関わる医療機関の防災・減災に活

かすことを目指している。平成 26 年度は宮城

県下の精神科医療機関を対象に各医療機関の

事前の災害への備えと災害が精神科医療機関

の施設、医薬品、物資、職員、精神疾患罹患

者の診療体制に及ぼした影響等が分析され、

精神科医療機関の今後の災害への備えに有用



な情報を抽出することを目的に、平成 25 年度

から取り組んできた宮城県全域の精神科医療

機関を対象にアンケート調査と聞き取りが進

められた。これらの調査から、精神科医療機

関の今後の防災・減災・災害対応に向けて有

益な情報が多く得られた。 

 三島は、東日本大震災による不眠症とメン

タルヘルスの追跡調査及び Hyperarousal 

Scale日本語版の開発に関する研究を行った。

平成 24 年度は、震災が日本人の不眠症の罹患

率とメンタルヘルスに及ぼした影響とその臨

床的特徴を明らかにした。震災後の不眠症に

ついてはレジリアンスが認められたが、被災

強度の大きいエリアでは震災 1 年６ヶ月後に

おいても慢性不眠群が残存しており、これら

の多くは治療抵抗性と推察され、メンタルヘ

ルスの改善も十分ではないことから、今後の

長期的なケアと観察を要すると思われた。平

成 25 年度は、これらの災害後に生じる不眠症、

気分障害、PTSD 等に共通した病態として、生

理的過覚醒（Hyperarousal）の存在に焦点を

当て、簡便にこれらの疾患に対する罹患脆弱

性のスクリーニングツールの開発を目的とし

て、Hyperarousal Scale（以下、HAS とする）

日本語版を作成し、その信頼性と妥当性の検

討を行った。HAS 日本語版は高い信頼性と構

成概念妥当性を有していることが示され、生

理的過覚醒の側面から簡便にうつ病、不眠症、

PTSD等に対する罹患脆弱性のスクリーニング

に有用である可能性が示された。平成 26 年度

は、HAS 日本語版作成の調査に参加した者を

対象に 3 カ月後、1 年後の追跡調査を行い、

過覚醒状態がその後の抑うつや不眠を予測す

るリスク因子となり得るかについて検討を行

った。HAS 日本語版を用いて同定された高過

覚醒状態にある者は、1 年後の抑うつ状態と

不眠の発症と独立したリスク因子であること

が示された。これらの研究結果をまとめると、

大規模災害など高ストレスを受けた後に罹患

しやすいうつや不眠のハイリスク群の早期発

見や予防が重要であること、そのスクリーニ

ングに過覚醒状態の評価が有効であることが

示された。過覚醒状態を測定する HAS は、今

後被災者のメンタルヘルス対策において有用

なツールになり得ると考えられる。 

 渡は、東日本大震災における心のケアチー

ム活動に関する調査及び都道府県・政令指定

都市の災害時精神保健医療体制整備状況調査

を行った。1－1)東日本大震災における心のケ

アチーム派遣・活動実績に関する調査では、

東日本大震災における「心のケアチーム」の

全国レベルでの派遣および活動実績を把握す

ると共に、支援の全体像を明らかにし、今後

あるべき災害時精神保健医療活動について検

討した。1－2)東日本大震災における宮城県、

仙台市、福島県で活動した心のケアチームの

処方箋調査では、心のケアチームの処方実績

を統一した項目に基づいて集計することによ

り災害時精神科薬物療法の全国的な実態を把

握し、今後の活動の基礎資料が作成された。2

－1)平成 24 年度 都道府県・政令指定都市の

災害時精神保健医療体制整備状況調査では、

現在の自治体における災害時精神保健医療体

制の課題について整理した上で、今後あるべ

き災害時精神保健医療活動について検討され

た。2－2)平成 26 年度 災害拠点病院調査では、

災害拠点病院における精神科医療機能を把握

し、災害時における DPAT 活動拠点の検討のた

めの基礎資料が作成された。 

 堀越は、サイコロジカル・ファーストエイ

ド（PFA）を実施する際に必要な基本的コミュ

ニケーションスキル訓練について研究を行っ



た。PFA を我が国に導入する際に必要と思わ

れるコミュニケーション訓練プログラムを作

成すること、開発されたコミュニケーション

訓練プログラム全国的に普及させるため、訓

練用マニュアルおよび DVD を開発することを

目的とし、研究が進められた。成果として、

これまで我が国では十分な訓練体制が整備さ

れていなかった、基本的なコミュニケーショ

ンスキル訓練を実施するための資材としてマ

ニュアルと付属 DVD が作成された。これによ

り各地で比較的簡便に一定水準以上の基本的

なコミュニケーション訓練を実施することが

可能になると考えられる。 

 神尾は、被災地の子どもの精神医療支援に

ついて研究を行った。１）東日本大震災のメ

ディア報道による子どもたちのメンタルヘル

スへの影響の調査では、メディアへの暴露と

プレ要因としての子ども側の要因(自閉傾向

や気質など)との関連が明らかにされ、要支援

児の同定および早期対応のための方策が検討

された。２）災害時の避難所・仮設住宅にお

ける子どもとその家族のための生活環境と支

援ニーズの実態調査では、災害後、避難所等

において子どもの精神的健康の回復を妨げな

いよう、すみやかに生活環境の改善が図られ

ることが望ましいことが明らかにされた。ま

た、国際的な基準に準拠した日本版の子ども

とその家族を取り巻く避難所等における環境

改善のためのガイドラインに基づいて、今後

の支援活動に役立つガイドライン遵守のため

のチェックリストが作成された。 

 加茂は、平成 26 年度のみ分担研究者として

本研究に参加し、母親のうつ状態と子どもの

問題行動について研究を行った。うつ状態に

ある親は子どもの問題行動をより強く報告す

る傾向にあることは既存の研究からしばしば

指摘されているが、日本でのサンプル研究は

ほとんど行われていないため、この研究が実

施された。東京と福岡をサンプル地域とし、

母親のうつ病と親としての自己評価、子ども

の問題行動の関連性について質問紙による横

断的調査が行われた。11.8％の母親にうつ病

がある可能性が指摘され、二項目質問法で示

される母親のうつ状態スコアは ECBI 両スコ

アと正の相関に、また、親としての自己評価

と負の相関にあった。二項目質問票得点と親

としての自己評価を従属変数とした分析では、

ECBI問題数得点が最も強い予測因子であった。

母親のうつ病は産後だけでなくより広く考慮

されるべきであり、発達障害の相談等に取り

入れる必要性があることが示唆された。 

 飯島は、平成 26 年度のみ分担研究者として

本研究に参加し、災害時における調査研究の

実施体制の検討を行った。災害時の調査研究

（災害研究）が適正に実施されるためには地

方自治体である市町村の果たす役割が重要で

あるが、市町村が災害研究の実施に関してど

のような役割を担うべきか明らかにするため

に市町村に対して質問紙調査が行われた。結

果、被災地の自治体である市町村が災害研究

に対してどのようなスタンスで望んだらよい

か戸惑っている現状が明らかにされた。研究

者と研究参加者となる被災者（住民）とが信

頼関係を構築するためには地方自治体である

市町村の役割が重要であり、市町村の事務負

担の増大に配慮しつつ、災害研究の管理や市

民への成果の還元を図っていく必要があるこ

とがわかった。 

 千葉は、平成 26 年度のみ分担研究者として

本研究に参加し、大災害時における精神科病

院に対する支援体制についての研究を行った。

精神科病院は病床規模が大きく、担送や護送



といった患者が数多く入院している。大規模

災害時において、被災被害はもとよりライフ

ラインや通信の途絶によって孤立しやすく、

救援の遅延がおこりやすい。このための人的

な被害も生じる可能性が高く、実際に東日本

大震災では、被災時だけでなくその後の支援

体制の不備により多くの入院患者の人命が失

われた。悲惨な経験を再び繰り返すことを防

止するために、現状の災害対応整備状況につ

いて被災３県を除く全国の民間精神科病院

1141 ヶ所に対して調査が行われ、それらの問

題点が明らかにされた。また、災害対策マニ

ュアルの作成ガイドの編纂・提供及び、医療

計画の災害医療事業において「災害拠点精神

科病院」の設置・位置づけが必要であるとの

提言がなされた。 
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A は じめに  

外 傷 後 ストレス障 害 （pos t t r aumat i c  

s t r e s s  d i s o rde r :  PTSD）は生命の危険
に匹敵するような危険、被害に直面
した後、その体験の情動記憶が本人
の意思と関係なくフラッシュク様に
想起され、当時と同じ恐怖が再体験
されるという現象を中核とし、それ
に伴って回避麻痺、過覚醒が生じ、
これらが 1 ヶ月以上持続する病態で
ある。  
PTSD は 人口の約 8%に発生し、最大

50%の 患者が慢性経過をたどる
（ Kessler et al., 1995； Breslau et 
a l . ,  1 9 9 1； Kessl e r  e t  a l . , 2 0 0 0）。
最新の大規模な米国の疫学調査によ
れば、人口の 12%も の人が 20 年以上
にわたり PTSD が 続いている（ Breslau 

et al.,1998；Kessler, 2000）。なお、
川上らの調査に依れば、山口、長崎
などの地域で 20-34 才 の人口の生涯
有病率は 3%(DSM― Ⅳ基準 )、または
4.1%（ ICD－ 10 基 準）である。 PTSD
が 身体疾患の危険因子であるという
エビデンスも増加している（ Schnurr 
& Green、 2004）。 PTSD は 不安障害全
体の中で最も経済的損失が大きく、
特に、かなりの休業および／または
労働力の損失を伴うことがわかって
いる（ Greenberg et al.,1999）。 PTSD
は 、世界的に重大な公衆衛生問題に
なろうとしている（ Davidson, 2001）。
世界保健機関の予測では、 PTSD に 係
わる世界的負担は今後 20 年間に劇的
に増加することが示唆されており、
道路交通事故、戦争による負傷、お
よびその他の暴力によって引き起こ

研究要旨：持続エクスポージャー療法（ Pro lo nge d  Exposure :PE）は，選択的
セロトニン再取り込み阻害薬（ Se lec t i ve  Sero ton in  Re uptake  Inh ib i tor：
SSRI）による薬物療法と並んで，米国精神医学会等のガイドラインにて、PTSD
に対する治療法として第一選択にあげられている。本研究は日本における
PTSD患者への PEの治療効果を無作為割り付けによって検証し ,治療効果を証
明した。日本での精神療法の効果研究としては初めて、UMINに治療研究登録
をして実施した (U MIN000001183 )。



される PTSD は 、全世界の障害原因の
上位 12 位 に入ると予想されている
（ Murray & Lopez、 1997）。  
持続エクスポージャー療法

（ Prolonged Exposure Therapy: PE）
は、 Pennsylvania 大 学 Edna Foa 教
授によって作成され、遷延する PTSD
症 状の原因を回避 avoidance で ある
との仮定の上に立ち、avoidance と は
逆の直面化 confrontation を 系統的
に行うことによって、体験記憶の馴
化 habituation、 処理 processing を
促進する技法である。国際トラウマ
ティックストレス学会による治療ガ
イドライン、米国精神医学界による
エキスパートコンセンサス・ガイド
ラインを始め、 PTSD に 対する治療法
としては、選択的セロトニン再取り
込み阻害薬 selective serotonin 
reuptake inhibitor(SSRI)に よる薬
物療法と並んで、第一選択にあげら
れている。PE は当初は rape 被 害者を
主な対象としていたが、現在では体
験の種別によらず、 PTSD 一 般に対す
る治療として高く評価されている。
また、 PE は恐怖記憶についての基礎
理論との整合性も高く、治療機序が
明確であり、そのために治療の
fidelity を 均一に保ちやすい。  
東日本大震災以降、 PTSD 治 療への

関心は増大しており、米国で PTSD に
関して保健認可を受けている
paroxetine が 日本でも効能追加が認
められた。しかしながら、 PE の普及
が遅れている。研究代表者は、 2005
年 に PE の創始者である Pennsylvania
大 学精神科 Edna Foa 教 授を日本に初
めて招聘し、ワークショップを主催
した。それ以降 PE の治療経験を積み、
同教授の下で研修し、日本でのワー
クショップ開催を許可され、 2007 年
10 月 に国立精神・神経センターで 4
日間の研修コースを開催した。これ
まで共同研究者を含め、約 30 例の
PTSD 患 者を PE によって治療し、90％
以上の寛解率を上げている。しかし
その治療効果について、日本ではま
だ対照群を用いた研究が行われてい
ない。 PE は時間および労力の上で、
治療者、患者双方にとって負担の大

きい治療であり、今後この治療法に
よって PTSD 治 療を推進するためには、
対照群を用いた確実な効果研究が必
要である。  

 
 

B． 目的  
PTSD を 対象疾患とし、通常の治療

（ treatment as usual： TAU） を対照
群とし、通常の治療に PE を 加えた場
合の治療群とのあいだの効果を、無
作為割り付けによって、治療終了時
と終了後 3 ヶ月の時点で、盲検をか
けた評価者によって比較検討する。
評価項目は、CAPS に よる PTSD 重 症度
である。これに PTSD 診 断、他の精神
症状、指尖脈波による生理状態、記
憶検査、細胞免疫、唾液中コルチゾ
ルを測定し、副次的な効果指標とす
る。これにより、一般外来治療に PE
を 加 え た 場 合 の 治療 効 果 を検 証 す る 。
日本では PTSD 治 療に関しては、薬物
療法を含め、RCT に よって効果が確認
されたものは全く存在していない。
PTSD へ の社会的関心は高まっており、
今後治療を求める患者数の増加が予
想されるが、 PE は患者、治療者にと
っ て 負 担の 大 き い治 療 法 であ る た め 、
その普及のためには治療効果を科学
的 に 十 分検 証 す るこ と が 必要 で あ る 。 
 

C． 方法  
  
（ 1）治療方法  

PE と は、認知行動療法の一種で、
トラウマ記憶への持続的な直面化を
通じて、恐怖への馴化と認知の修正
を行うものである。そのために、治
療セッション中の想像エクスポージ
ャーを通じてトラウマ体験とその時
の情動を喚起し、自宅でもそのテー
プを聞いてエクスポージャーを続け
るとともに、現実エクスポージャー
として、恐怖のために回避している
状況への段階的な接近を行うもので
ある。治療は、所定の研修コースを
受講した治療者が担当し、原則とし
て全てのセッションはビデオ記録さ
れ、指導者のモニタリングと助言を
受ける。同治療法はトラウマ記憶を



賦活するため、治療の途中で一時的
に症状の悪化が見られることがあり
得る。  
治療プログラムでは、

Pennsylvania 大 学 EdnaFoa 教 授の作
成したプロトコルに従い、週 1 回と
し て、合計 10 回 の 面 接 が 行 わ れ る 。
所要時間はそれぞれ 90～ 120 分 間で
ある。ひとつのセッションの中に異
なった治療課題があり、また各セッ
ションごとに治療課題が段階的に進
展するように定められている。以下
にセッション毎の PE の 概 要 を 示 す 。 
第 1 セッションでは全体的なプロ

グラムを提示し、治療の中でどの様
なことが行われるのか、その目的は
何であるのかを説明する。トラウマ
記憶を回避してきたために自然治癒
が妨げられていることを説明し、そ
の回避を解消するためにエクスポー
ジ ャ ー が行 わ れ るこ と を 納得 さ せ る 。
回 避 が 行わ れ て きた 理 由 を話 し 合 い 、
トラウマ記憶に向き合う事への恐怖
を取り除く。良く使われる説明は
“ memory does not hurt you（ 記憶
はあなたを傷つけない）”である。
患者はまさに、記憶を想起すること
それ自体が、再び自分を傷つけるか
のように感じているのであるが、そ
れはあり得ないと言うことを説明す
る。  
説明は決して一方的な講義のよう

な形ではなく、患者に自分の体験を
振り返らせ、特にどのような形で回
避を行ってきたのか、なぜ回避をせ
ざるを得なかったのか、それが症状
の軽減に役立ったのか、などについ
て具体的に振り返らせ、気づきを促
しながら進められる。この段階で説
明が表面的であったり難解に感じら
れたために患者の理解が不十分であ
ると、後の治療で十分な安心感をも
ってトラウマ体験の想起を行うこと
ができず、治療の中でも回避が生じ
てしまうことになる。  
よく誤解されることだが、回避を

せずにトラウマ記憶に向かい合うと
いう治療は、決して単に恐怖に耐え
ることを目標とした苦行ではない。
記憶を想起して不安になっても、治

療の中でその不安が軽減し、想起す
ることで自分が新たに傷つくことは
ないという安心感を体験させること
が目標である。ここを誤ると、性急
な想起を促したり、想起をして患者
が大声で泣く光景を見て、一種のカ
タルシスが重要であるかのように誤
解することになりかねない。また患
者にはそもそも想起することへの不
安があり、そのために回避を行い、
症状が遷延化して治療を受けに来て
いるのであるから、エクスポージャ
ー法の治療原理を聞いただけで不安
になり、第 3 セッションでの想像エ
クスポージャーの導入前に強い不安
を感じさせることもある。  
実際、患者からは、自分は回避を

しないように努力をしてきたという
話を聞くことが希ではない。その内
容を良く聞くと、強い恐怖を感じる
ような状況にあえて身を置いて、恐
怖に耐えようとしたが失敗したと言
うことが多い。つまりこれは想起に
伴う失敗体験であり、このような失
敗は恐怖を一層強め、回避を強化す
るのである。エクスポージャー法の
治療原理はそれとは全く逆であり、
想起に伴う不安を自分がコントロー
ルし、耐えることができるという成
功体験を積み重ねることが重要であ
る。  
同時にトラウマ体験についての情

報を収集する。情報収集では、当然
のことながら体験そのものについて
患 者 自 身が 説 明 する こ と にな る の で 、
ある程度のエクスポージャーが自ず
と含まれることになるが、この段階
では一般診察における問診をやや詳
しくしたにとどめ、以下のセッショ
ンにおけるような細部にわたる語り
を唸がしたり、トラウマ体験時の恐
怖を再体験することは求めない。  
もし、この段階でのトラウマ体験

の情報収集の途中で収集できないパ
ニックが生じたり、幻覚妄想体験が
生じるようであれば、 PE の適用は再
検討する必要がある。  
呼吸法は、呼気を重視した緩徐な

呼吸によって緊張と不安を和らげる
ためのものである。米国では PE は心



理士によって行われることが多く、
不安に対する投薬を行うことができ
ないこともあってか、呼吸法が重視
される。投薬に比べると患者が自分
で不安をコントロールしている実感
が得られるという利点がある。  
第 2 セッションではトラウマ反応

についての説明、トラウマ的出来事
と、感情への影響、生理学的反応、
思考への影響、回避反応との関係を
説明する。また、 PTSD の 診断基準に
ある、三大症状について解説をし、
これらの内容を記したパンフレット
を手渡し、宿題の一部として家庭で
も復習をさせる。さらにこれらの症
状に随伴するその他の精神現象を説
明する。恥、怒り、罪責、自己コン
トロール感の喪失、身体的接触に関
心を持てなくなること、などである。 
第 3 セッションでは  現実エクス

ポージャーや、毎日の治療原理の復
習、呼吸法の訓練などが順調に行わ
れているかを確認する。特に現実エ
クスポージャーで、実際に行ってみ
た時に、当初感じていた不安が軽減
されたこと、エクスポージャーによ
って何ら新たな危険は生じていない
ことを確認する。この回以降に行わ
れる想像エクスポージャーは、この
治療法の核心であり、もっとも患者
の負担の大きい部分なので、ここま
での治療が適切に行われていること
が重要である。この回で始めて、想
像エクスポージャーの説明と導入が
ある。第 1 セッションで想像エクス
ポージャーについて簡単に説明はし
てあるのだが、第 2 セッションでは
全く触れていない。この回に詳しい
説明をして、ただちに実施すること
になる。  
 初回の想像エクスポージャーで

は、患者が順調に話すことはまず無
い。多くは感情がこみ上げてきて言
いよどんだり、話すことを回避した
り、あるいは他人事のように淡々と
事件の外枠だけを話す、などの反応
が見られる。想像エクスポージャー
は、患者が体験記憶に感情的に適切
に触れながら、体験について話すこ
とを促していく技法である。想像エ

クスポージャーの最中には、治療者
は患者と対話をすることはなく、患
者が事件記憶を再体験し、それにつ
いて話すことを促したり、患者が内
診の恐怖に打ち勝って話し続けてい
ることに対する支持的なコメントを
挟むが、想起の流れを妨げるような
ことは言わない。  
その際にも問題となるのは感情的

な関与の程度によって新たな回避が
生じることである。すなわち、体験
当時の感情を強く再体験し、コント
ロールができなくなるために語るこ
とが妨げられるという
overengagement、 また感情を切り離
し、体験の表面的な概要だけを他人
事のように、一見平静に語り続ける
という underengagement で ある。そ
れらを調整するための手段として、
開眼、閉眼や、現在時制、過去時制
の使い分けを行ったり、治療原理の
再説明を行う。  
想像エクスポージャーの最中には

治療者は基本的に、通常の精神療法
で行われるような治療的なコメント
は発しないが、想像エクスポージャ
ーが終了した後に、体験内容と想像
エクスポージャーそれ自体の過程を
振り返ってコメントを行う。想像エ
クスポージャーによって実際に不安
が終了した場合、不安が軽減しなか
った場合などによって、治療者が与
えるべきコメントがプロトコルに定
められているが、いずれにしても初
回の想像エクスポージャーは患者に
とっても大きな体験であり、患者に
対して情緒的なサポートを与えるこ
とによって、次回以降の想像エクス
ポージャーの内容を深めていくこと
が期待される。  
中間セッションでは想像エクスポ

ー ジ ャ ーの 時 間 がや や 短 いが こ れ は 、
この回が短いというよりは、初回が
不慣れのため、やや長く設定されて
いたのである。  
治療の進展に伴い、ホットスポッ

トと呼ばれる方法が用いられる。こ
れは体験の最も苦痛な場面に焦点を
当て、それを繰り返し語らせるとい
う技法である。通常、5 分程度の場面



が選ばれることが多い。想像エクス
ポージャーが次第に体験の核心に焦
点を当て、ホットスポットの技法を
用いるにつれて、患者は
overengagement も しくは  
underengagament に なったり、ある
いは治療への懐疑、不信などを示す
こともある。また抑えていた感情が
治療中に一気にこみ上げ、泣き出し
たり、感情のコントロールを失いか
けることもある。症状面では、侵入
症状を始め、一時的に悪化の見られ
ることもある。これらはいわば治療
が病理の核心に触れた事による必然
的な反応であるが、その後で状態が
劇的に改善することが多い。  
最終セッションではホットスポッ

トは扱わず、トラウマ体験の全体に
ついて再び話をする。また現実エク
スポージャーの不安階層表に沿って
現実の刺激に対する SUDS レ ベルを確
認し、治療当初からどの程度減少し
たかを検討する。治療原理を確認し、
今後治療から離れても、トラウマ体
験についての不安を抱く必要がない
ことを確認する。  
 

（ 2）対象患者  
1）選択基準：  
・CAPS で PTSD の 診断基準を満たし、
かつ CAPS 得 点が 40 点以上  
・ PTSD の 罹病期間が 6 ヶ月以上  
・外傷体験が対人暴力（性暴力、

配偶者間暴力、その他傷害など）  
・外傷体験が 15 才 以降  
・性別：女性  
・年齢  16 歳 ～ 65 歳  
・通院が可能な圏内に在住してい

る（通院時間 90 分 以内）  
・自宅にて毎日 2 時間の課題が可

能な者  
・日本語を母国語とする  

2）除外基準：  
・次の精神疾患が併存している（統

合失調症、双極性障害、アルコール・
薬物関連障害、人格障害 A 群）  
・緊急に治療を要する精神症状の

存在（重度のうつ症状、自傷行為、
自殺企図等）  
・治療に支障のある身体疾患の存

在  
・てんかん発作の既往があり脳波

が正常化していない者  
・妊娠中  
・非識字等調査内容や説明におけ

る理解が困難なもの  
・すでにエクスポージャーの要素

を含む社会心理療法（ EMDR も 含む）
を受けたことのある者  
・ PTSD 診 断が有利になるような訴

訟の継続中または 3 ヶ月以内に予定
されている者（ただし離婚訴訟・調
停は除く）  
・過去 6 ヶ月以内の自殺企図また

は深刻な自傷行為（縫合を必要とす
る切創、意識を消失する加療服薬、
他者を威嚇するためなどの操作的な
自傷等）  
・他の臨床治験に参加中の者  
・その他、研究責任者、研究分担

医師が被験者として不適当と判断し
た患者（知的能力の低下、意識障害、
治療契約の遵守の不良、不安定な家
庭環境など）  

（ 3）試験の種類・デザイン  
評価者に盲検をかけたランダム化

比較試験、探索的臨床試験であった。 
臨床介入が認知行動療法であるた

め、被験者と治療者に盲検をかける
ことは不可能。先行研究から α の過
誤については有意差を以って棄却で
きると予想されるが、β の過誤につ
いてはやや不明確さが残るため、探
索的臨床試験とした。なお、β の過
誤については推定の根拠とすべき臨
床研究データが日本に存在しないた
め、まず各群 20 例 で 試 験 を 行 っ た 。 

（ 4）試験のアウトライン (図 1) 
休 薬期間なし。前観察期間なし。

治療期間は PE 群、対照群とも 3 カ月。
後観察期間なし。  

（ 5）被験者の試験参加予定期間  
事前評価、治療、追跡を含め、合

計で 6 ヶ月間。  
（ 6）治療法の期間、内容等  

PE 治 療は、 Edna Foa の プロトコ
ルに従って、セッション中には想像
エクスポージャーを行ない、セッシ
ョン間には、毎日、セッションのテ
ープを自宅で聞き、現実エクスポー



ジャーの課題を 30 分行なう。  
（ 7）併用療法に関する規定  

A）併用療法： PTSD へ の通常治療
（ treatment as usual） を行なう。 1
回の治療時間は 15 分以内とする。投
薬内容に制限は設けない。  
B）併用禁止薬（療法）：通常治療

においては、被害体験の想起を促す
心理介入は行なわない。また治療期
間中は、入眠剤以外の処方内容（薬
種、用量）を変更してはならない。
但し症状悪化時に、抗精神病薬、抗
不 安 薬 を投 与 す るこ と は 認め ら れ る 。
投与については記録に残し、連用さ
せない。  

（ 8）症例登録、割付方法  
研究責任者あるいは研究分担医師

は、 1） 文 書 による同 意 を 取 得 す る 。
2）研究責任者が保管する被験者識別
コードリストに、同意取得日および
被験者と被験者識別コードを対応さ
せるために必要な事項を記載する。
3）被験者識別コードを用いた症例登
録書を、試験事務局に提出する。  
被験者の各治療群への割付は、中

央登録方式にて行う。研究事務局は、
研 究 責 任者 か ら 得ら れ た 登録 情 報 を 、
割付担当者に送付する。割付担当者
はランダム割付を行い、症例登録順
に順次各治療群に割付け、治療群名
を記載した割付確認書を研究事務局
に発行する。割付は割付担当者のみ
が行い、研究責任者および共同研究
者は関与しない。割付は最小化法に
よる動的割付を行う。割付因子は
CAPS 得 点（ 70 点未満、 70 点以上）、
DES 得 点（ 500 点 未満、 500 点 以上）、
原因となる被害（単回性の暴力、持
続性の配偶者間暴力）の 3 つとする。  
研究事務局は、ランダムに割り付

けられた結果（中央割り付け）を受
け取り、患者本人に通知するととも
に、 TAU の 担当主治医ならびに PE 担
当者に知らせ、スケジュール調整を
する。  

（ 9）評価項目  
1 ） 主 要 評 価 項 目 （ Primary 

endpoint）  
CAPS(Clinician Administered 

PTSD Scale; 飛 鳥井ら , 2003): PTSD

を 対象とした精度の高い構造化臨床
診断面接尺度であり、国際的に定評
があり、広く用いられている。日本
語版については、飛鳥井ら (2003) が
高 い 妥 当性 と 信 頼性 を 確 認し て い る 。
本研究では CAPS を 使用し、PTSD 症 状
の重症度を評価する。  
 

2） 副次的評価項目（ Secondary end- 
point）  
 DES(Dissociative Experiences 
Scale; 田 辺 ・ 小 川 , 1992): 意 識 の
解離体験に関する 28 項目について、
0％から 100％ までの 11 段階で回答す
る自記式尺度である。  
PTCI(Japanese Posttraumatic 

Cognitions Inventory; 長 江ら , 
2004): 外 傷体験後の認知を測定す
る尺度である。自己と世界に関する
否定的認知、自責の念の  3 因 子で構
成された尺度であり、信頼性・妥当
性が確認されている。  
SCL-90-R（ Symptom 

Checklist-90-Revised; 中 尾ら , 
1995） : 全 般的精神健康度を測定す
るための 90 項目からなる自記式質問
紙尺度である。日本語版は中尾ら
(1995)に より作成され、信頼性と妥
当性が確認されている。  
STAI（ State-Trait Anxiety 

Inventory; 水 口ら , 1991） : 不 安を
評価する自記式質問表。状況不安
（ state） と特性不安（ trait） を各
20 項目で評価する ｡日本語版は水口
ら (1991)に よって作成され、信頼性、
妥当性が検証されている。  

 
D.結 果  
各群 15 例 の割り付けを終え、データ安

全性評価委員会の勧告に従って、十分な
治療効果が出ているため、この時点で組
み入れを中止した。脱落を除き、PE 群 11
名 、 TAU 群 14 名 の解析を行った。  
治療前の各指標の得点を表１に示す。

治療前おいて、CAPS、DES、PTCI、SCL-90R 、
STAI の 各指標について、PE と TAU 群 で対
応 の な い t 検 定 を 行 っ た 。 SCL-90R の
Hostility 項 目においてのみ、PE 群が TAU
群 より高い傾向にあったが (p= .09), そ
の他の指標では両群間では有意な差は認



められなかった (p> .10)。  
 

1） 主要評価項目  
 PTSD 症 状の重症度評価として CAPS の
B,C,D criteria お よ び合計点について、
治療による減少度を算出し、 PE 群と TAU
群 における PTSD 症 状の減少度について
対応のない t 検定を行った (表２ )。 CAPS
の B,C,D criteria お よび合計点は共に
PE 群のほうが有意に低く、CAPS 合 計点か
ら評価される PTSD 症 状の重症度は TAU
群 より PE 群のほうが有意に大きく減少
していた (p< .001, d = 1.58, 95%CI 
0.67,2.32)。  
  
2） 副次的評価項目  
副次的評価項目として、PTSD 以 外の心

理症状について PE 群と TAU 群 で比較を行
った。治療による DES、 PTCI、 SCL-90R、
STAI の 各指標の減少度を求め、 PE 群と
TAU 群 について対応のない t 検定を行っ
た (表２ ) 。 PE 群 は TAU 群 より、治療に
よって PTCI self の 得点が減少した
(p< .05, d = 0.87, 95%CI 0.03,1.22)。 
PTCI は 認知のゆがみを測定する尺度で
あり、PE によって自己に対する否定的認
知がより減少することが分かった。  
また、TAU 群 に比べ、PE 群では SCL-90R 
Anxiety(p< .01, d = 1.28, 95%CI 0.41, 
1.85)、Phobic Anxiety(p< .01, d = 1.37, 
95%CI 0.49, 1.99)が 減少した。 PE によ
り、不安および恐怖症性不安の精神症状
が通常の治療よりも大きく減少すること
が認められた。  
 
 本 研究報告は平成２２年度厚生労働
科学研究費補助金（障害者対策総合研究
事業（精神障害分野）  大規模災害や犯
罪被害等による精神科疾患の実態把握と
介入手法の開発に関する研究  （Ｈ 20-こ
ころ -一般 -009）において得られた研究デ
ータを解析したものである。   
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PE group　(n  = 11) TAU group  (n  =14)

Mean (s.e. ) Mean (s.e. )

Primary outcomes

CAPS

  B criteria 23.00 (2.80) 24.43 (2.47) .71

  C criteria 33.91 (2.74) 35.00 (3.46) .81

  D criteria 26.82 (1.93) 25.00 (1.65) .48

  Total 83.73 (6.05) 84.43 (6.29) .94

Secondary outcomes

DES 432.73 (81.74) 748.57 (168.90) .14

PTCI

  Self 101.36 (6.63) 106.50 (8.09) .64

  Self blame 20.73 (3.05) 24.57 (1.68) .25

  World 38.09 (2.42) 37.36 (2.71) .85

  Total 160.18 (9.52) 168.43 (11.80) .61

SCL-90R

  Somatization 21.00 (2.60) 23.29 (3.63) .63

  Obsessive-Compulsive 18.64 (2.41) 22.57 (2.80) .31

  Interpersonal Sensitivity 17.45 (2.00) 15.29 (2.26) .49

  Depression 26.82 (2.98) 27.93 (3.28) .81

  Anxiety 20.73 (2.85) 20.57 (3.50) .97

  Hostility 7.00 (1.45) 3.86 (1.08) .09 +

  Phobic Anxiety 13.73 (1.62) 11.29 (2.27) .42

  Paranoid Ideation 8.00 (1.40) 7.43 (1.54) .79

  Psychoticism 11.09 (2.22) 14.21 (2.53) .38

STAI

  State 58.45 (2.58) 57.71 (2.92) .86

  Trait 66.73 (2.51) 63.43 (2.99) .42

p  valueVariable

表 １ ． 治 療 前 時 点 に お け る 各 評 価 項 目 の 得 点  

+ p <  . 1 0  



 
 

Pre Post (95% CI)

Mean (s.e.) Mean (s.e.)

Primary outcomes

CAPS

  B criteria 23.00 (2.80) 11.91 (2.46) -11.09 24.43 (2.47) 21.14 (2.73) -3.29 .021 * 1.00 (0.16, 1.43)

  C criteria 33.91 (2.74) 17.91 (3.00) -16.00 35.00 (3.46) 34.43 (3.64) -0.57 .002 ** 1.39 (0.50, 2.02)

  D criteria 26.82 (1.93) 16.91 (2.24) -9.91 25.00 (1.65) 24.07 (2.01) -0.93 .004 ** 1.30 (0.43, 1.88)

  Total 83.73 (6.05) 46.73 (5.64) -37.00 84.43 (6.29) 79.64 (7.88) -4.79 .001 *** 1.58 (0.67, 2.32)

Secondary outcomes

DES 432.73 (81.74) 367.27 (116.74) -65.45 748.57 (168.90) 585.00 (140.01) -163.57 .32 0.41 (-0.39, 0.58)

PTCI

  Self 101.36 (6.63) 76.64 (9.67) -24.73 106.50 (8.09) 99.86 (8.88) -6.64 .04 * 0.86 (0.03, 1.22)

  Self blame 20.73 (3.05) 15.55 (2.44) -5.18 24.57 (1.68) 21.64 (1.99) -2.93 .36 0.37 (-0.43, 0.52)

  World 38.09 (2.42) 32.18 (2.54) -5.91 37.36 (2.71) 35.21 (3.35) -2.14 .20 0.54 (-0.26, 0.76)

  Total 160.18 (9.52) 124.36 (13.68) -35.82 168.43 (11.80) 156.71 (13.10) -11.71 .05 + 0.83 (0.00, 1.18)

SCL-90R

  Somatization 21.00 (2.60) 13.00 (2.23) -8.00 23.29 (3.63) 19.93 (3.85) -3.36 .10 0.69 (-0.12, 0.98)

  Obsessive-Compulsive 18.64 (2.41) 12.18 (2.08) -6.45 22.57 (2.80) 19.86 (3.07) -2.71 .15 0.59 (-0.22, 0.83)

  Interpersonal Sensitivity 17.45 (2.00) 12.18 (1.49) -5.27 15.29 (2.26) 13.79 (2.82) -1.50 .17 0.57 (-0.24, 0.8)

  Depression 26.82 (2.98) 19.45 (3.03) -7.36 27.93 (3.28) 25.71 (3.38) -2.21 .09 + 0.72 (-0.10, 1.02)

  Anxiety 20.73 (2.85) 10.64 (2.57) -10.09 20.57 (3.50) 19.07 (3.27) -1.50 .004 ** 1.28 (0.41, 1.85)

  Hostility 7.00 (1.45) 4.27 (1.67) -2.73 3.86 (1.08) 4.07 (1.30) 0.21 .19 0.54 (-0.26, 0.76)

  Phobic Anxiety 13.73 (1.62) 7.64 (1.72) -6.09 11.29 (2.27) 10.14 (2.22) -1.14 .002 ** 1.37 (0.49, 1.99)

  Paranoid Ideation 8.00 (1.40) 5.64 (0.86) -2.36 7.43 (1.54) 6.50 (1.58) -0.93 .33 0.40 (-0.40, 0.56)

  Psychoticism 11.09 (2.22) 8.36 (1.55) -2.73 14.21 (2.53) 13.14 (2.75) -1.07 .37 0.37 (-0.43, 0.52)

STAI

  State 58.45 (2.58) 51.36 (3.38) -7.09 57.71 (2.92) 58.93 (3.07) 1.21 .12 0.65 (-0.16, 0.92)

  Trait 66.73 (2.51) 59.36 (3.60) -7.36 63.43 (2.99) 61.43 (3.27) -2.00 .14 0.62 (-0.19, 0.88)

Variable
Cohen’s

d
p  value

PE group　(n  = 11)  TAU group  (n  =14)

Change from
 Pre

Pre
Mean (s.e.)

Post
Mean (s.e.)

Change from
Pre

表 ２ ． 治 療 前 ・ 治 療 後 時 点 の P E 群 お よ び TA U 群 の 評 価 項 目 得 点 の 変 化  

+ p <  . 1 0 ,  * p <  . 0 5 ,  * * p <  . 0 1 ,  * * * p <  . 0 0 1  
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研究要旨 
災害時には種々の精神疾患が生じるが、その中でもトラウマによる PTSD、またその特

殊型としての悲嘆反応が、慢性化しやすく、かつ日常臨床において十分な臨床経験

を積むことが困難な病態として重要である。PTSD に対しては薬物を含む治療法のな

かでもっとも効果が実証されている持続エクスポージャー療法（PE）を適切に普及する

ことが求められている。この治療法は、PTSD 以外の、複雑性悲嘆に対する認知行動

療法の基礎ともなっている。指導者の育成による普及を促進するために、認定PE治療
者、認定コンサルタント（スーパーバイザー）、認定指導者の各段階の人材を効
果的に育成するとともに、こうした人材を活用した研修のあり方について検討
した。またスーパーバイズ用のマニュアル資料を翻訳、導入した。 
 

 

 

１ はじめに 

外傷後ストレス障害（posttraumatic 

stress disorder: PTSD）は生死に関わる強

い衝撃を受けたことによって恐怖条件付け

が形成され、その体験の記憶が心理的外傷

（トラウマ）となって絶えず想起されては

当時の恐怖が反復体験され、動悸や筋緊張、

または物音への共学反応を生じるとともに、

その恐怖を回避するために記憶内容やその

ときの感情、時には今現在の現実感の麻痺

が生じている病態。こうした体験の後で

PTSD を発症する率は、事故や災害で数％、

強姦や戦闘で 60-70%程度である。一時的に

PTSD を発症してもその 7割程度が半年以内



に自然寛解する。したがってこの病態の問

題は発症ではなくて慢性化にある。被害者

の多くは怒り、恥、罪悪感、信頼感の喪失

に悩まされており、家族や友人、職場など

の調整が必要なこともある。生命の危険に

匹敵するような危険、被害に直面した後、

その体験の情動記憶が本人の意思と関係な

くフラッシュバック様に想起され、当時と

同じ恐怖が再体験されるという現象を中核

とし、それに伴って回避麻痺、過覚醒が生

じ、これらが１ヶ月以上持続する病態であ

る。 

B 診断のためには以下の基準を満たす

必要がある。なお昨年 DSM-５が制定された

が、現在参照すべき臨床研究は DSM-ⅣTR に

基づいているので、その基準を踏まえて記

載をする。 

１ 事故、犯罪、性暴力、虐待、災害な

ど、大多数の者が死を確信するような出来

事を体験または目撃した後で症状が見られ

ていること。 

２ 以下の症状のすべてが一ヶ月以上続

いていること 

a 侵入症状；体験内容が、当時と同じ苦

痛な感情や次項に示す身体の反応を伴って

本人の意図に反して想起される。 

b 過覚醒症状 動悸、驚愕、発汗、筋緊

張、苛立ち、不眠。 

c 回避・麻痺症状 体験を連想させる刺

激や場面を避ける。またトラウマとなった

体験の一部が想起できず、感情が麻痺して

いると感じる。 

 

２持続エクスポージャー療法（Prolonged 

Exposure Therapy: PE）は、Pennsylvania 大

学 Edna Foa 教授によって作成され、PTSD

に対する治療として高く評価されている。

国際トラウマティックストレス学会による

治療ガイドライン、米国精神医学会による

エキスパートコンセンサス・ガイドライン

を始め、PTSD に対する治療法としては、選

択 的 セ ロ ト ニ ン 再 取 り 込 み 阻 害 薬

selective serotonin reuptake 

inhibitor(SSRI)による薬物療法と並んで、

第一選択にあげられているなど、もっとも

良く研究去れ、一貫して効果が実証されて

きた技法である。また米国学術会議報告書

によって、PTSD に関するあらゆる薬物療法、

心理療法の中で唯一十分なエビデンスがあ

ると認められた治療法でもある。 

この治療は、恐怖はひとつの認知構造と

して記憶の中に表現されるのであり、それ

は危険を回避する“プログラム”だという

情動処理理論に基づき、その回避を無効化

することと、回避に伴って生じる、あるい

は回避を強化している認知的偏りを修正す

るという治療方法である。恐怖記憶につい

ての基礎理論との整合性も高く、治療機序

が明確であり、そのために治療の fidelity

を均一に保ちやすい。 

 この治療法を習得するためには、開発

者の Foa の主催する、あるいは公認された、

4日間のワークショップに参加し、その後 2

症例についてスーパーバイズを受けること

で、まずは認定 PE 治療者となる。その後、

数例の治療経験を積んだ後、5 日間のスー

パーバイザー育成のためのワークショップ

に参加し、認定コンサルタント（スーパー

バイザー）となる。その後、更に研鑽を積

み、後任ワークショップのアシスタントな

どを務めた後、指導者育成のためのワーク

ショップに参加することによって、4 日間



ワークショップを開催する資格を得、認定

指導者となる。 

阪神淡路大震災(1995)以降、今般の東日

本大震災以降、PTSD 治療への関心は増大し

ており、米国で PTSD に関して保健認可を受

けている paroxetine が日本でも効能追加

が認められた。しかしながら、PE の普及が

遅れている。 

そこで本研究班では、以下の活動を通じ

てPEの効果的普及のfeasibilityを検討し

た。 

① Foa 教授の下に臨床家を派遣して指導

者資格を取得させ、日本での普及、指導

体制の促進の有効性を検討する。 

② スカイプを利用し、同意の得られた患者

について Foa 教授のスタッフから直接

スーパーバイズを受ける。 

③ 日本でのワークショップの参加者を対

象として、まだ PE に踏み切ることが出

来ないもの数名を参加させる症例検討

会を開催する。 

 

２ 検討結果 

Foa教授の教室には合計4名の臨床家を3

週間派遣したが、きわめて有効な研修効果

を得ることが出来た。その内容は必ずしも

数値化されていないが、本人たちの効力感、

知識、スキル増大の感覚と、指導をした Foa 

教授のスタッフによる評価による判断であ

る。従来筆者らは不定期の助言、訪問によ

って指導を受け、近年になってスカイプに

よるセッション毎のスーパーバイズも受け

るようになったが、そうした体験から得ら

れた研修効果と比較して、PE の背景にある

様々な臨床的基礎、研究体制、評価方法、

などについて自信を深めることが出来たこ

とは大きな収穫であった。 

次にスカイプを用いたセッション毎のス

ーパーバイズであるが、少なくとも②症例

についてセッション毎のスーパーバイズを

受けることは PE 臨床家になるための必須

条件である。しかし従来、日本ではスーパ

ーバイザーがいないため、この指導を受け

ることが困難であったが、近年、スカイプ

等の媒体による遠隔通信が可能となり、こ

の形式の指導を受けることが出来るように

なった。Foa 教授のスタッフからの直接指

導を受けることが出来るのは英語に堪能な

治療者、あるいはそうした治療者による通

訳補助が可能な場合に限られるが、それ以

外の場合には上記で育成された指導者が日

本国内でスカイプを通じてもしくは直接に

指導を行うことによって、米国において求

められているのと同等の指導を行うことが

可能となった。この点は、内容と言うより

も制度的な大きな進歩であると考えられる。 

上記の指導方法は、実際に PE を実施して

いることが条件となっているが、現実には

身近に指導者がいない場合には PE に踏み

切ることが出来ない場合も多い。そのよう

な臨床家の関心とスキルの維持と向上のた

めに、スカイプを用いた集団での事例検討

会を開催しており、これによって意欲を均

一に保つことが可能となった。また実際に

PE を実施している臨床家同士が、スーパー

バイズとは別に症例を提出し合い、相互研

鑽するという形式も定着している。 

 

資料作成 

 今後のスーパーバイズ、指導を円滑に進

めるためには指導者用の資料を用いること

が不可欠である。その一部を翻訳し、資料



として添付した。 

 

３ 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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研究要旨 

2011 年の東日本大震災を受けて、被災者のためのこころのケアが再度重視される中、災害時こころの情報

支援センターは平成 24 年度から WHO 版の心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイド：PFA）
を日本語に翻訳・導入し、PFAが有事の人道的支援の標準となるよう研修活動行っている。PFAとは、深刻
な危機的出来事に見舞われた人びとに対して行う、人道的かつ支持的な支援であり、被災者の尊厳、文化、

能力を尊重した心理社会的支援の枠組みを提示したものである。WHO や機関間常設委員会（IASC）、各種
国際的専門団体から、心理的ディブリーフィングに代わる、緊急時における支援の在り方として支持されて

いる。平成 24年度に行われた指導者育成研修以降、様々な地域・分野において、国内講師が PFA研修を展
開してきた。その後、PFA一日研修や講義が各地で 65回開催され、指導者研修が 3回行われた。更なる指
導者要員が確保されたとともに、今後は国内のトレーナーによる指導者研修を開催することが可能となった。

今年度行われたそれぞれの研修や講義において、事前事後における質問紙（Pre-Post Test）が配布され、参
加者の災害支援に関する能力と知識の自己評価、及び PFAの理解度が評価された。研修前後の質問紙の結果
を比べると、有事における心理社会的支援に対して、研修参加者の知識・能力の自己評価及び PFAの基礎知
識に関する理解の向上が確認され、研修の有効性が認められた。 
Keywords  災害、精神医療、こころのケア、サイコロジカル・ファーストエイド 
 

A. はじめに 
 2011年 3月の東日本大震災発生後、被災者への支
援活動や地域の復興活動が進められる中、災害時に

おける被災者のためのこころのケアの在り方が見直

されている。震災から 3年経ち復興計画が検討され
る現在、被災者への今後の細やかな心理的支援が重

視されている。 
大規模な災害や危機的状況が発生した際に、被災

者の支援にあたるのは医療関係者に限ったことでは

ない。多くの人びとが被災者に手を差し伸べたいと

思い、東日本大震災後にも様々な団体や機関、多職

種の支援者が援助にあたった。震災発生から 3年経
った今なお、多くの団体が支援活動を継続している。

このように、支援者が被災地に入って支援活動を行

う、あるいは後方支援にあたる際には、現地の人び

との被災体験や、被災者が直面している状況とそれ

に伴うストレスや混乱、そのような状況で起こりう

る反応をよく理解した上で、被災者のこころに寄り

添うような形の支援をすることが重要と言える。心

理的応急処置（サイコロジカル•ファーストエイド：

PFA）は、そのような緊急時における支援者のため
の人道的かつ支持的で実際に役立つ心理社会的支援



のガイドラインである。被災者の尊厳や文化、また

能力を活かした方法での安全な支援の在り方を提示

し、支援にあたる際の心構えを記すものと言える。 
 
B. 災害時の初期対応の背景 
 緊急時の初期対応の背景としては、これまでの世

界各地における危機的な状況において、様々な団体

が支援にあたり支援活動を行ってきた。その過程で

は、外部から支援が入ったことで現地に更なる混乱

が生じたり、被災者が 2次被害を受けたりするよう
な、良好に支援が進まなかった過去の経験も多い。

緊急対応では支援の方策が錯綜し、心理的支援に関

してもそうなる傾向がある。このような失敗を繰り

返すことがないよう、各種団体の経験を集結して作

成され、推奨されるようになったのが PFAである。 
1970～80 年代にかけては、緊急時の支援として

Critical Incident Stress Managementと、その中の
手法の一つである Debriefing (心理的ディブリーフ
ィング)という介入方法が開発され、有効的だと考え
られていた。これは、米国の軍隊兵士、警察、消防

隊員のトラウマケアのために開発された技法で、危

機的な状況を体験した者から、その体験直後に出来

事の話を聞き出すことが、トラウマの影響を防ぐの

に役立つという考えのもとに用いられていた。しか

し、その後の国際的な研究や検証では、この心理的

ディブリーフィングはPTSDの予防効果は認められ
ず、不安や鬱を軽減するという結果も得られていな

い（1）。また、被災者が望んでいないのにも関わら
ず無理に話を聞き出すことで、更なる精神的苦痛を

与えるリスクもあると考えられる。  
今日では、機関間常設委員会（IASC）をはじめと
した各種国際団体から、緊急時の被災者の支援には

心理的ディブリーフィングに代わって PFA を提供
するべきだと推奨されている。PFAの有効性につい
ては、PTSD等の精神症状を予防する効果があると
いう統計的実証はされていないが、支援関係者の経

験からは、実際に役立つ人道的支援としては認めら

れているといえるだろう(2)(3)。 
 
C. WHO版心理的応急処置（PFA） 
 PFAは、前に述べたように人道的な心理社会支援
の枠組みであり、被災者の快復力を支援するための

支援の在り方である。PFAには各国、各種団体によ
り、異なるバージョンが存在する。米国では

National Child Traumatic Stress Network, 

National Center for PTSD が出版している

Psychological First Aid: Field Operations Guideも、
よく使われており（4）、これについては兵庫こころ
のケアセンターが日本語翻訳版の作成し HPから入
手可能となっている（5）。 
 昨年度より災害時こころの情報支援センター（以

下：当センター）が翻訳・導入しているのは、国際

的に広く認められ、活用されている WHO 出版の
Psychological First Aid: Guide for field workersで
ある(6)。すでに数か国語に翻訳され、世界各地での
普及も進められている。日本の特徴と言える自然災

害のみならず、世界中の紛争地域や被災地域で使わ

れるために作成されたこの PFAは、WHOや国連本
部の職員の研修にも取り入れられ、多職種の支援者

への支援のための手引きとなっている。これは、

WHO, War Trauma Foundation, World Visionの 3
団体が協働で手掛け、レヴューには世界各地の緊急

時に支援にあたる数多くの国際的な団体や専門家が

携わり、それぞれの支援の経験を集結した。IASC
ガイドラインで推奨されている人道的心理社会支援

の在り方に基づいて、戦争や自然災害、事故、対人

暴力、犯罪等、多岐にわたる危機的出来事が起こっ

た時、実際に被災者の役に立つ支援のガイドライン

を記している(7)。 
PFA は、心理的ディブリーフィングとは異なり、
医療関係者や心理士等専門家のみが行う介入方法で

はない。これが PFAの大きな特徴のひとつでもあり、
支援にあたる者であれば誰でも知っておくべき支援

の在り方であると言える。責任をもった支援を行う

こと、被災者の安全、尊厳、権利、文化を尊重して

行動することに加えて、支援者が自分自身のケアを

行うこと（セルフケア）も重要な項目として取り上

げられている。特に、東日本大震災のような大規模

な災害で被害が多大である場合、また、長期的支援

が不可欠となる状況では、支援者の疲弊が大きな問

題として上がってくる。震災から 3年経ち、継続的
な支援が見直される今、これは今現在の大きな課題

であり、また今後起こりうる大規模災害への対策と

しても重要な点である。PFAでは、被災者のみなら
ず支援者にとっても安全な支援であることを重視し

ている。 
 PFAの行動原則は、医療や支援の専門家に限らず、
どのような立場の支援者でも容易に習得できるよう、

わかりやすく提示されている。まず支援に入る前に

現場の状況や安全性、現地のサービスや既存の支援



等を調べる準備（Prepare）から始まり、支援に入
る際の重要な原則を「見る•聞く•つなぐ（Look, 
Listen, Link）」と簡潔に示している。特に、被災者
を落ち着かせるような接し方や、被災者に寄り添う

ような支援、無理に話をさせずに傾聴する姿勢も重

視され、これらを実践・練習する演習が、PFA研修
の醍醐味でもあると言える。また、支援者が自分の

役割をわきまえ、被災者を必要な情報やサービスに

つなぐことや、よりリスクの高い人を見極めて専門

家につなぐことの重要性も示し、より支持的、実際

的な支援が提示されている。 
この WHO 版 PFA が国際的に認められ、各地に
普及されていく中、現地で研修を実施できるファシ

リテーターの必要性が重視され、昨今WHO版 PFA
のファシリテーターガイドもWHOより出版された。
これには、研修のプログラム、進め方、有効なファ

シリテートの仕方、使用可能な教材など、詳細が記

載されており、指導者となる者のためのマニュアル

となっている。 
 
D. WHO版 PFAの国内普及と指導者研修 
平成 24年度に当センターではWHO版 PFAの翻
訳版を作成•導入した。平成 24年 10月には、WHO
版 PFA の作成及びレヴューに携わっている War 
Trauma Foundation（戦争トラウマ財団）の Leslie 
Snider氏及び Margriet Blaauw氏を招聘し、4 日
間にわたる PFA 指導者育成研修（Training of 
Trainers: ToT）を行った。この研修は、当センター
と国際連合大学グローバルヘルス研究所の共催で行

われ、医療関係者、心理士、社会福祉士、警察職員、

自衛官、NGO職員、大学職員等含む約 40名が参加
した。翌、平成 25 年度にも指導者育成研修は実施
され、19名の指導者が誕生している。この指導者育
成研修によって認定された国内の PFA指導者が、各
地・各分野で PFAの普及活動を展開している。 
平成 26年 4月から平成 27年 3月までに行われた
研修・講義は、36回（指導者育成研修 2回を含む）
に及び、教育機関、医療機関、行政機関、自衛隊や

外務省等を含む各種機関で実施された。災害派遣医

療チームの DMAT、災害派遣精神医療チームの
DPAT、消防局、警察庁、および昨年度からの外務
省など実施の幅が広がっているほか、国立精神・神

経医療研究センターが主催となりジャーナリスト向

けにも研修会を実施した。（表 1） 
研修・講義のスタイルは、演習を多く取り入れた

5～6時間の一日研修から、短時間の講義まで、各団
体の要望や参加者のニーズによって、どの項目に重

点をおくか、どのような演習を取り入れるか等、講

師が各研修ごとに対応した。研修講師は 2～3 人一
組で取り組み、講義を分担したり、研修中での演習

やディスカッションがより円滑に、より効果的に行

われるように研修の進め方を工夫した。 
 
 平成 24年度、平成 25年度と行われた指導者研修
では国内指導者の育成に成功し、その後数々の団

体・機関から PFA研修の要望が増える中、さらなる
指導者の育成、指導者要員確保の必要性が見受けら

れた。そのため、平成 26 年 2 月に、昨年度に続き
第 3回目となる指導者研修を実施した。今年度は厚
生労働省の「こころの健康づくり対策事業」補助金

による PTSD対策専門研修事業として開催し、日本
各地から 18 名が指導者研修に参加した。参加者の
選考に関しては、災害や緊急支援に関わる専門職や

DMATの職員、また、今後被災のリスクが高いと考
えられている地域の自治体職員や教育機関から選ば

れた。今回は War Trauma Foundation の Leslie 
Snider 氏から昨年度に指導者育成研修のトレーナ
ー資格を得た当センターの研究員 2名が講師となり、
また外部講師 2名がファシリテーターとなって 4日
間に渡る指導者研修を開催した。 
研修の工程は図 1の通り、例年と同様、初めの 2
日間にわたって講師とファシリテーターによる講義

やロールプレイ、ディスカッションを多様に含んだ

演習が行われ、3 日目には参加者が実際に講師とな
って研修を行う模擬研修が行われた。この 1日研修
には外部からの参加者約 50 名が参加し、指導者候
補者（ToT参加者）は 3つのチームにわかれて、別
室で各 20 名を対象とした研修を実施した。当セン
ターの講師および外部講師であるファシリテーター

は、各部屋の研修をスーパーヴァイズする形をとり、

研修中の指導者のサポートも行われた。最終日には

模擬研修の振り返りを行い、各チームで工夫した点

や受講者からの質問への回答例などを情報共有し、

今後各地で一日研修をする際の課題についても検討

した。 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（図 1）第 3回国内指導者研修行程 
 
また、今年度は国内での指導者研修に加え、平成

26年 12月に在タイ大使館にて在外公館の領事や医
務官などを中心とした 13 名に対しても指導者育成
研修を実施した。講師は先の当センターの研究員 2
名がであった。 
  
 
E. 事前事後質問紙（Pre-Post Test）の実施と結果 
今年度行われた全 PFA研修では、主催者の了解を
得た上で、参加者から質問紙の記入に協力を得た。

研修の事前事後に全く同形式の質問紙を配布し、参

加者の災害支援に関する能力・知識の自己評価と、

PFA基礎知識の理解度を測った。これは一昨年から
使用しているもので、WHO版 PFA研修時に海外講
師が用いている事前事後質問紙（Pre-Post Test）を
翻訳して使用している。（質問紙：表 2） 
 質問紙の前半は、災害や緊急時の対応に関する知

識や能力の自己評価を 5段階評価で記すものである。
被災者の反応に関する理解、支援する能力、自分や

同僚をケアする能力、傾聴の能力、するべきこと、

するべきではないことに関する知識等が、「ほとんど

ない、あまりない、ふつう、ある、非常にある」の

いずれかで評価された。後半は、PFAの基礎知識と
して、災害時の被災者の反応、被災者との接し方、

支援者としての注意点の理解を検証するために、16
の質問に「はい・いいえ」のどちらかで答える様式

になっている。研修の事前事後に 5-10分程度時間を
取り、質問紙の記入を行うよう研修に組み込まれて

いる。 
 
（結果） 
回収が可能であった質問紙調査の結果を報告する。

質問紙の一頁目の、災害や緊急時の対応に関する知

識や能力の自己評価を表 3に示した。この結果より、
参加者の知識や能力に関する自己評価が、研修によ

って向上したと言える。 
質問紙 2 頁目に記載された PFA の基礎知識に関
する二択の質問の正答率を表 4に示した。 
 
F. 研修の成果と国内における普及 
 PFAは、専門家のみが習得すべき介入法ではなく、
支援に関わる者であれば誰でも身につけておくべき

知識とスキルであることから、幅広い層に受け入れ

られ、各種団体から研修の要望が増加した。 
PFA研修の特徴は、危機的状況を想定したシミュ
レーションやロールプレイ、エクササイズが豊富に

取り入れられている点であり、各研修において講師

はこの点を重視した。今年度開催した全研修の中に

は、5～6 時間かけて濃密な演習を行う一日研修と、
短時間で基礎的な知識を身につける講義と、両者が

実施されたが、そのような時間的制約がある場合に

も、講師は参加者の関心やニーズに対応し、それぞ

れの研修に応じてカスタマイズした。たとえ短時間

の講義でも、講師によるロールプレイのデモンスト

レーションや、小規模なディスカッション、シミュ

レーションやロールプレイの動画を用いて講義する

等の工夫がなされた。その結果として、どの研修に

おいても、事前事後の質問紙の評価を比べると、研

修後には、参加者の自己評価、災害支援の知識は向

上したと言える。 
また、4日間に渡る指導者研修に関しては、講義、
演習を受けるのみでなく、参加者が実際に講師とな

る模擬授業が取り入れられた点が効果的であると考

えられる。これは、指導者研修参加者が講義から知

識を習得するだけでなく、自らその知識をかみ砕い

て理解し他者に教えることで、より理解を深め、指

導者としての経験と自信を持って今後の研修に臨む

ことができるからである。また、指導者研修では、

グループワークやディスカッションが豊富に取り入

れられるため、参加者間の交流が深まり、今後の普

及にも協力的な各種機関間の全国に広がるネットワ

ークが生まれた。このような指導者研修システムを

取り入れたことは、研修の有効性をさらに高めたと

＜1～2日目＞ 
指導者育成研修 
 
 
 
 
＜3日目＞ 
一日模擬研修 
一般参加 
 
 
＜4日目＞ 

 

講師：災害時こころの情報支援セン

ター研究員 2名 
(ファシリテーター：外部講師 2名)
 
     ToT参加者 18名 
 
           

 
    各 20名の 3グループ 
 
 
    ToTまとめと振り返り 

 



言える。 
さらに、今後国内における PFA指導者の育成を行
っていくにあたっては、当センター研究員が外部講

師のトレーナーとともに、来年度以降の指導者研修

を展開させていく予定である。PFAの更なる普及の
ために、今後は当センターの職員が主体となって、

国内の指導者研修を育成していくことも可能となっ

た。 
 今後は、研修を終了し指導者となった者のフォロ

ーアップや、異なる規模の研修や講義をどのように

展開していくか、より安全で有効なシステムの構築

に向けて取り組む必要がある。指導者によって研修

内容や演習に異なりが出ることを避け、研修のクオ

リティーをコントロールしていくことも今後の課題

であると言える。 
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（表 0）2012年 10月～2013年 1月末までに実施した研修 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8

研修・主催 厚労省 DMAT 

浜松市精神

保健福祉セ

ンター 

JANIC 

在東南アジ

ア邦人精神

保健専門家

連携会議  

国立医療科

学院  

埼玉県臨床

心理士会  

桜美林大 

臨床心理セ

ンター 

日時 2012.10.17 2012.12 2012.12.11 2012.12.20 2013.1.26 2013.2.1 2013.3.3 2013.3.16 

場所 霞が関   浜松市 飯田橋 
シンガポー

ル 
和光市 埼玉県 桜美林大学

参加者（対

象、人数） 

厚労省医官

（約 20 名） 
  

市民ボラン

ティアや対

人援助職 

NGO 職員

（約 20 名） 

医師、心理

士、看護師、

教育関係者

（27 名） 

地域保健所

長、保健士 

(22 名） 

臨床心理士

（50 名） 
  

研修の種類 1 時間講義 講義 30 分講義 1 時間講義 3 時間研修 1 日研修 1 日研修 
2 時間公開

講座 

 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17

日本赤十字

京都支部 

東京大学 

医学部 健

康総合科学

科 

学習院大学 

東京医科歯

科大学 医

学部 保健

衛生学科 

看護学専攻

東北みらい

創りサマー

スクール 

ジャムズネッ

ト・アジア 

自衛隊合同

訓練 

徳島県保健

福祉部医療

健康総局 

横浜国立大

学 

2013.4.19 2013.5.9-10 
2013.6.4＆

6.11 
2013.7.22-23 2013.8.10 2013.8.25 2013.8.29 2013.9.20 2013.9.24-26

京都 東京大学 学習院大学 
東京医科歯

科大学 
岩手 

タイ・バンコ

ク 

朝霞駐屯地

(和光） 
徳島県 

横浜国立大

学 

日本赤十字

社京都支部

員（119 名） 

看護学部 4

年生 

学部生（ボラ

ンティア論を

学ぶ大学生 

120-140 名） 

看護学部 

（27ｘ2＝54

名） 

保健師、教

員、大学教

員、大学院

生（20 名） 

ジャムズネッ

ト会員、教

員、企業関

係者、大使

館員（33 名）

全国の陸・

海・空自衛

隊に所属し

ている臨床

心理士 

（100 名程

度） 

臨床心理士

（32 名程度） 

学部生・大

学院生（22

名） 

2 時間講義 
6 時間（2 日

にわけて） 

3 時間（2 日

にわけて） 
6 時間 2 時間 30 分 6 時間 6 時間 6 時間 

犯罪臨床心

理学講義内

にて説明 

 



 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 

さいたま市こ

ころの健康

センター 

福島臨床心

理士会 
外務省 外務省 岩手大学 

沖縄県精神保

健福祉センタ

ー 

立正大学 

NPO Green 

Project（国士

舘大学） 

2013.10.29 2013.11.3 2013.11.13 2013.11.20 2013.11.30 2013.12.5 2013.12.8 2013.12.8 

さいたま市 福島 外務省 外務省 岩手 沖縄 立正大学 国士舘大学 

臨床心理士

（20 名程度） 

臨床心理士

（19 名程度） 

領事、事務

官（18 名） 

課長、課長

補佐、事務

官（18 名） 

大学生 

県内精神科病

院に勤務する

医師、看護師、

（臨床）心理

士、精神保健

福祉士等（30

名） 

大学生 
大学生・留学

生（21 名） 

6 時間 5 時間 30 分 4 時間 4 時間 3 時間 15 分 5 時間 3 時間 6 時間 30 分 

 
 
 

26 27 28 29 30 31 

指導者研修 

指導者研

修の際の

模擬研修 

香川大学院 
日本産業カウン

セラー協会 

川崎市精神保

健福祉センター
国立保健医療科学院 

2013.12.9-12 2013.12.11 2014.1.11 2014.1.11 2014.1.24 2014.1.31 

アルカディア市ヶ

谷 

アルカディ

ア市ヶ谷 
香川 名古屋 川崎市 国立保健医療科学院 

各分野専門職

（DMAT、自衛隊、

自治体職員、大学

教員含む）20 名 

専門職、支

援者 57 名 

大学院生（40

名程度） 

自治体、関係団

体、ボランティア

団体、教育機

関、経済団体、

企業、一般市民

の方々（141 名）

区役所保健福

祉センター(保

健所) 精神保

健担当(26 名) 

13 名 

４日間 6 時間 6 時間 2 時間講義 3 時間半 2 時間 

 
 
 



 

(表1）　2014年4月〜2015年3月末までに実施したPFA研修・講義

研修・主催 日時 場所 職種 研修時間

1 DMAT 災害医療センター 2014.4.27 東京 DMAT隊員 5時間

2 NPO Green Project（国士舘大学） 2014.6.28 東京 大学生・留学生 6時間30分

3 浜松市精神保健福祉センター 2014.7.11 静岡 浜松市内スクールカウンセラー
30分
（講義）

4
東京医科歯科大学　医学部
保健衛生学科　看護学専攻

2014.7.22 東京 看護学部生 6時間

5
東京医科歯科大学　医学部
保健衛生学科　看護学専攻

2014.7.23 東京 看護学部生 6時間

6 奈良市消防局 2014.7.27 奈良 奈良市消防局職員 6時間

7 千葉県精神保健福祉センター 2014.7.29 千葉
保健所・精神保健福祉センター・精神科医療セ
ンター等の精神保健福祉業務担当者

4時間30分

8 文京区文京保健所 2014.9.16 東京 環境衛生関係施設関係者
1時間30分
（講義）

9 JANIC 2014.9.19 東京 国際協力NGOの職員など 6時間30分

10
横浜市健康福祉局
こころの健康相談センター

2014.9.29 神奈川 横浜市役所の発災時に支援にかかわる職員等
3時間
（講義）

11 奈良県精神保健福祉センター 2014.10.15 奈良 行政関係者、医療関係者、事業所関係者
20分
（講義）

12 NPO心の架け橋いわて 2014.10.18
盛岡・釜石
仙台・東京
（遠隔研修）

医師、心理士、看護師、保健師、NGO/NPO団
体職員、教育関係者、学生など

4時間

13 聖徳大学臨床心理研究所 2014.10.18 千葉
大学院生・大学生・大学教職員・地域住民・聖徳
オープンアカデミー（公開講座）受講生

2時間
（講義）

14 東京女子医科大学 2014.10.28 東京 医学部生
2時間
（講義）

15 さいたま市保健所 2014.11.14 埼玉 保健師 5時間30分

16 外務省 2014.11.19 東京 領事、事務官 4時間

17 DMAT 大阪医療センター 2014.11.21 大阪 DMAT隊員 5時間

18 埼玉県臨床心理士会 2014.11.24 埼玉 臨床心理士 5時間30分

19 三重県こころの健康センター 2014.11.28 三重
市町、障がい者相談支援事業所、障がい福祉
サービス事業所、医療機関、地域包括支援セン
ターの方など

3時間
（講義）

20 沖縄県精神保健福祉センター 2014.12.5 沖縄
県内精神科病院に勤務する医師、看護師、（臨
床）心理士、精神保健福祉士、保健師など

5時間



 
 
  



（表 2) 事前事後質問紙 

 
Psychological First Aid (PFA) Training 

心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイド：PFA）研修 

Pre-Post Test 質問紙（研修の前後に実施） 
受付番号：＿＿＿＿＿＿  
     
日付：＿＿＿＿＿＿＿＿  
 
研修： 前 ・ 後     （どちらかに○を付けて下さい。） 
 
 
1) ご自分について、あてはまる番号に○を付けてください。 

 

［裏に続きます］ 
2) 以下の各文に関して、はい・いいえのどちらがより正しいかチェックをしてください。 

 ほとんど

ない  

あまり

ない  

  

ふつう  ある  

  

非常に

ある  

  

1.災害や深刻なストレスを経験した人びとを支援する

能力 
1 2 3 4 5 

2.どのような要因が、危機的出来事への人びとの反応

に影響するかに関する理解 

 

1 2 3 4 5 

3.つらい状況にある人を支援するために言うべきこと

やするべきことに関する全般的知識 

 

1 2 3 4 5 

4.被災者の支援にあたっている時、自分自身や自分の

チームメンバーのケアをする能力 

 

1 2 3 4 5 

5. 相手を支持するように話を聞く（傾聴する）能力  

 
1 2 3 4 5 

6.被災者の役に立つ情報を見つけるための知識  

 
1 2 3 4 5 

7.被災者を、必要としている支援やサービスにつなげ

る能力  

 

1 2 3 4 5 

8. 被災者をこれ以上傷つけないために、言うべきでは

ないことやするべきではないことの知識  

 

1 2 3 4 5 

 



   

 

災害や人災を経験した人びとに関して、以下の記述に「はい」か「いいえ」で答

えてください。  

はい   いいえ  

 

1. 被災したほとんどの人びとが精神障害を引き起こす 

 

  

2. 被災したほとんどの人びとが、専門家によるメンタルヘルスのケアを必要とする 

 

  

3. 被災したほとんどの人びとが、周囲からのサポートや支援を得て自分で回復してい

く 

  

 

悲惨な出来事を経験した人びとにとって、以下の項目は役に立つでしょうか  

  

4. 人びとを他機関に紹介したり、基本的なニーズ（例：社会的支援など）につなぐ 

 

  

5. 被災者にトラウマ的な出来事の詳細を語ってもらう 

 

  

6. 話を邪魔しないよう支持的に耳を傾ける 

 

  

7. 心理的ディブリーフィングを行う（トラウマとなる出来事の直後にグループを作っ

て、ひとりずつストレス体験を話し共有する） 

  

8. 被災者に他の人から聞いた話をして、多くの人が同じような体験をしたと伝える 

 

  

9. 被災者に期待を持たせるような約束をする 

（例：あなたの家はまたすぐ建ちますよ、など） 

  

10. 被災者に、すべてうまくいくから心配しなくていいと言う 

 

  

11. 被災者が次に同じ間違いをしないように、被災者がとった行動を批判する（例：こ

うすればよかったのに、違うように行動するべきだった、など） 

  

12. 状況や利用可能なサービスについて調べ、被災者が必要としているニーズを満たせ

るように手助けする 

  

13. 被災者にその人がどう感じるべきか伝える 

（例：生き残ったのだからラッキーだと感じるべきだ、など） 

  

 

支援者として、あなたがすべきことは… 

 

  

14. ストレスを感じる時は、たばこを吸ったり、ドラッグやアルコールで取ってリラッ

クスする 

  

15. 危機的状況が終わるまでは、支援している人びとのことだけに集中し、自分自身の

ニーズや心配事は忘れようとする 

  

16. 危機的状況であなたが他の人を支援するために出来ること、出来ないことの限界を

知り、それを受け入れる 

 

  



（表 3）災害対応の知識と能力に関する自己評価（質問紙 1頁目）回答数と平均値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事後質問紙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     1＝ほとんどない、２＝あまりない、３＝ふつう 

                                                                                ４＝ある、５＝非常にある 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

事前質問紙 

  
ほとん

どない 

あまり

ない 
ふつう ある 

非常に

ある 

Q1.1 173 233 229 38 2

Q1.2 108 194 282 90 2

Q1.3 105 252 248 69 3

Q1.4 131 221 266 57 1

Q1.5 23 93 314 238 7

Q1.6 110 242 234 82 3

Q1.7 139 246 209 82 0

Q1.8 99 202 261 111 4

合計 888 1683 2043 767 22

％ 16.4% 31.1% 37.8% 14.2% 0.4%

 

16.4%

31.1%37.8%

14.2%

0.4%

1

2

3

4

5

  
ほとん

どない 

あまり

ない 
ふつう ある 

非常に

ある 

Q1.1 6 100 358 205 6

Q1.2 4 37 261 360 14

Q1.3 3 43 256 354 21

Q1.4 4 68 282 299 23

Q1.5 0 36 230 377 32

Q1.6 9 114 305 233 10

Q1.7 7 116 302 240 11

Q1.8 2 30 206 398 41

合計 35 544 2200 2466 158

％ 0.6% 10.1% 40.7% 45.6% 2.9%

 

0.6% 10.1%

40.7%
45.6%

2.9%

1

2

3

4

5



（表 4）PFA基礎知識（質問紙 2頁目）正答率 
 
 
 
 

  事前（Pre) 事後（Post）

正解 正答率％ 正答率％ 

1．被災したほとんどの人々が精神障害を引き起こす いいえ 76.4 88.6

2．被災したほとんどの人びとが、専門家によるメンタルヘルスのケアを必

要とする 
いいえ 72.7 93.9

 
3．被災したほとんどの人びとが、周囲からのサポートや支援を得て自分

で回復していく 
はい 75.9 82.4

 
4．人びとを他機関に紹介したり、基本的なニーズを（例：社会的支援な

ど）につなぐ 
はい 95.8 99.1

 
5．被災者にトラウマ的な出来事の詳細を語ってもらう いいえ 75.2 95.1

6．話を邪魔しないように支持的に耳を傾ける はい 98.4 98.8

7．心理的ディブリーフィングを行う（グループを作って、一人ずつストレス

体験を話し共有する） 
いいえ 43.0 83.1

 
8．被災者に他の人から聞いた話をして、多くの人が同じような体験をした

と伝える 
いいえ 70.7 93.9

 
9．被災者に期待を持たせるような約束をする（例：あなたの家はまたすぐ

経ちますよ、など） 
いいえ 96.9 99.9

 

10．被災者に、すべてうまくいくから心配しなくていいと言う いいえ 96.0 99.7
 

11．被災者が次に同じ間違いをしないように、被災者がとった行動を批判

する（例：こうすればよかったのに、違うように行動するべきだった、など） 
いいえ 98.7 99.4

 
12．状況や利用可能なサービスについて調べ、被災者が必要としている

ニーズを満たせるように手助けする 
はい 95.7 98.7

 
13．被災者にその人がどう感じるべきか伝える いいえ 93.0 98.7

14．ストレスを感じる時は、たばこを吸ったり、ドラッグやアルコールで取っ

てリラックスする 
いいえ 97.0 96.6

 
15．危機的状況が終わるまでは、支援している人々のことだけに集中し、

自分自身のニーズや心配事は忘れようとする 
いいえ 94.1 96.9

 
16．危機的状況であなたが他の人を支援するために出来ること、できな

いことの限界を知り、それを受け入れる 
はい 98.8 98.4

 

 
全体 86.1 95.2



 

厚生労働科学研究費補助金  

（障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）））  

被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び  

介入手法の向上に資する研究  

 

平成 2 4 年度～ 2 6 年度  分担研究報告書  

 

災 害 時 地 域 精 神 保 健 医 療 活 動 ガイドライン改 訂 に関 する研 究  

 

分 担 研 究 者   金 吉 晴 1）2 )  

研 究 協 力 者    中 谷 優 2）  

 

1）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   

2 )  同 上  災 害 時 こころの情 報 支 援 センター 

 

A はじめに 

2003 年の池田小学校事件を受けて災

害時地域精神保健医療活動ガイドライン

が制定され、厚生省(当時)を通じて都道

府県市に配布され、災害に際して活用さ

れてきた(金,2012)。 

阪神淡路大震災（1995）の際に米国よ

り紹介された心理的デブリーフィングの影

響がまだ残っていた当時、池田小学校事

件に際し支援に駆けつけた専門家のあい

だでは急性期の対応方針についての合

意形成が困難な状況であった。そのよう

な問題を打開すべく、いわゆる心のケア

の方針、概要の共有を行うことを主たる目

的として、同ガイドラインは制定された。 

その後、新潟中越地震(2004)や東日本

大震災(2011)、広島市の土砂災害(2014)、

御嶽山の噴火(2014)等を経、従来型の心

のケアチームが制度化された災害派遣精

神保健医療チーム(Disaster Psychiatric 

Assistance Team：DPAT)の派遣や災害精

神保健医療情報支援システム(Disaster 

Mental Health Information Support Sys-

tem：SMHISS)の活用、精神医療システム

の支援等についても指針が求められてい

る。 

本稿では専門家からの意見聞き取りを

通して整理された問題点を報告する。 

 

B．全体の検討 

全体として、災害支援に慣れていない

人が同ガイドラインを読んだ場合、一般の

住民への対応が中心のように感じる可能

性がある。しかし実際には災害弱者と呼

研究要旨：災害時地域精神保健医療活動ガイドライン ( 2003 )の再検討に向け
て、災害時地域精神保健医療活動ガイドライン改訂に関する研究 (金 , 2012 )を
基に改訂の草案を検討、作成した。同ガイドラインには自然回復の尊重、PFA
の導入、見守り対応の重視、報道との連携、多文化対応、支援者支援など、
当時として国際的にも先進的な方針が明示されていたが (金， 2012)、新潟中
越地震 (2004)や東日本大震災 (2011)、広島市の土砂災害 (2014)、御嶽山の噴火
( 2014 )等の経験を経、DPATの派遣や DMHISSの使用、研究倫理や精神医療シ
ステム支援等についても明記する必要性が生じていると考える。  



ばれる人たち、特に精神障害の既往があ

る人たちに対して支援のエネルギーが注

がれる必要があり、また、そこに対する注

意を高めておく必要がある。 

また災害時に読みやすいよう図や表を

用いるなどして簡単に読めるようスリム化

する方向性も必要であると考えられる。 

 

C．各項目の検討 

以下の見出し数字は既存の災害時地域

精神保健医療活動ガイドライン(2003)本

体のものを踏襲する。 

 

Ⅰ．災害時における地域精神保健医療活動

の必要性 

1. 災害体験と地域精神保健医療活動 

2. 災害時の地域精神保健医療活動 

1） 災害時の地域精神保健医療

活動の方針 

2） 災害時の地域精神保健医療に

おける焦り 

 

本章で述べられていることは、災害に

起因する精神健康の悪化と、既存の精神

保健医療システム被害のために、災害時

に特化した精神保健医療対応が必要で

あるということである（金,2012）。 

本章に記述すべき項目は精神保健医

療システム自体を精神保健医療活動の

対象とする記述と、精神保健医療システ

ム自体に向けられた活動についての記述

である。 

金（2012）も、同ガイドラインでは、精神

保健医療システムの被害は、被災者への

治療、ケアが不足する要因として述べら

れているが、精神保健医療システムそれ

自体を精神保健医療支援活動の対象と

する記述は不十分であったと述べてい

る。 

2011 年の東日本大震災では精神科病

院に支援が行き届かず、孤立してしまうと

いう現象が起こった。精神保健医療シス

テムへの影響について記述した後、精神

科病院が被災した場合と診療所が被災し

た場合とにシチュエーションを分ける等し

て各精神保健医療システムが支援を必要

とする経緯、精神科病院の災害時におけ

る孤立についての記述が必要である。孤

立を防ぐためにも、同地域内での別の精

神科病院や精神保健福祉センター等と

いった関係機関とのネットワークの構築、

情報発信・収集のための環境整備が必要

である。更に患者の搬送や外来精神医療

の継続、自立支援等の公的支援の手続

き等の問題等についての言及も必要であ

る。 

また、章立ての構成についても、精神

保健医療システムへの影響、被災者の精

神科医療・保健上の問題、災害時の地域

精神保健医療活動等と細かく分類して記

述する必要がある。 

 

Ⅱ．災害時における心理的な反応 

1. どのような心理的な負荷が生じるの

か 

1） 心的トラウマ 

（1） 災害の体感（地震の揺

れや音、火災の炎や

熱、爆発の音や熱風

など） 

（2） 災害による被害（負傷、

近親者の死傷、自宅



の被害など） 

（3） 災害の目撃（死体、火

災、家屋の倒壊、人々

の混乱など） 

2） 悲嘆、喪失、怒り、罪責 

（4） 死別、負傷、家財の喪

失などによる悲嘆 

（5） 罪責（自分だけが生き

残ったこと、適切に振

る舞えなかったこと） 

（6） 周囲に対する怒り（援

助の遅れ、情報の混

乱など） 

（7） 過失による災害の場合

の過失責任機関・責任

者に対する怒り、犯罪

が関与する場合の犯

人に対する怒り 

3） 社会・生活ストレス 

（8） 避難・転宅（新しい居

住環境でのストレス、

集団生活など） 

（9） 日常生活の破綻（学校、

仕事、地域生活、これ

までの疾病の治療、乳

幼児や老人・障害者の

ケアなど） 

（10） 新たな対人関係や情

報の負担（情報や援助

を受けるための対人接

触、情報内容の処理） 

（11） 被災者として注目され

ることの負担（一目に

付くことのストレス、同

情や好奇の対象にな

っているのではないか

との不安など） 

2. どのような心理的な反応が生じるの

か 

1） 初期（災害後 1 ヶ月まで） 

 

付）災害直後数日間 

2） 中長期（災害後 1 ヶ月以降） 

 

ここで述べられていることは、総じてスト

レス反応の領域に属しており、トラウマ、

悲嘆喪失、現実生活のストレス反応に焦

点を当てている。これらのストレス要因は

すべて災害に特異的なものである

（金,2012）。 

本章に記述すべき項目は、災害に特

化したものではなく日常生活においても

生じるストレス要因との共通項目について

の記述、精神疾患へのスティグマについ

ての記述、非トラウマ系の一般的な不安、

抑うつ、睡眠障害等の経過をふまえた上

での時相別分類についての記述である。 

まず日常生活においても生じるストレス

要因との共通項目についての記述では、

金（2012）も災害時においては、多種多様

なライフイベントが生じると言っても過言で

はなく、家族関係の変化、就労状況の変

化といった日常臨床においても生じうるス

トレス要因が災害という特殊な状況にお

いて特殊な様相を帯びて精神への影響

を与えることが多いと指摘しており、災害

時に生じるこのような影響について、日常

生活においても生じるストレス要因による

影響とどのように異なり、対応にもどのよう

な変化が生じるのかといった記述が必要

である。 

次に精神疾患へのスティグマについて



の記述については、金（2012）が述べてい

るように、2011 年の東日本大震災におい

ても、精神疾患へのスティグマは効果的

な精神保健医療活動の阻害要因としてし

ばしば現地において指摘されている。「心

のケア」、「精神科」といった名称から相談

への足が遠のいてしまうことも考えられる。

IASC（2007）にも、スティグマの問題につ

いては記載されている。重度の精神障害

をもつ人々の場合に、スティグマや孤立、

不安、自己に対するネグレクト、障害、ア

クセスが不十分なことから、全く相談しな

いということもあるという。さらに、通常時で

も家族はケアの重荷からストレスを受け、

スティグマを負うことがしばしばあるが、強

制退去を伴うような災害や紛争時等にな

ると、これらの人々はますます取り残され

るリスクが高まることになると指摘している。

これらは日本の災害時地域精神医療活

動ガイドラインにおいても扱うべき項目で

ある。 

最後に、非トラウマ系の一般的な不安、

抑うつ、睡眠障害等の経過をふまえた上

での時相別分類についての記述であるが、

金（2012）は同ガイドラインの時相別分類

は主として新たに生じたトラウマ反応を念

頭においており、非トラウマ系の一般的な

不安、抑うつ、睡眠障害などの経過は必

ずしも十分に踏まえられていない。社会

全体を対象としたパブリックヘルス的な対

応指針と、症状のために生活昨日が障害

され、もしくは自らが治療を求める患者に

関しての経過および対応を時相的に整理

することが必要であると指摘している。 

 

Ⅲ．災害時における地域精神保健医療活動

の具体的展開 

1. 災害対策本部における精神保健医

療の位置づけ 

＊ 精神保健医療活動に関する、災

害対策本部としての方針を決定

すること 

＊ 現場で援助活動に当たる者を通

じて、被災住民の精神健康状態

を把握すること 

＊ 現場で活動をしている様々な援

助者に、精神保健医療活動の

助言を与えること 

＊ 現場で活動をしている様々な援

助者に対する精神保健医療活

動を行うこと 

 

本章においては、地域精神保健医療活動

を、心のケアチームによる活動に全てを任せる

のではなく、被災県に設置される災害対策本

部の中に位置付ける必要性を指摘している

（金,2012）。 

本章の前提として、同ガイドラインは各心の

ケアチームによって理解されているということで

あり、したがって各心のケアチームは自律的な

活動を行うと考えられていたが、東日本大震災

（2011）では各心のケアチームの活動実績に

不均一さがあり、保健医療資源の効果的な活

用を考えたときに、担当地域の見直しを含めて、

対策本部レベルで情報を集約して還元すると

いう機能が必要であった。 

上記を踏まえ、本章に記述すべき項目は、

精神医療全体に対する本部機能についての

記述、心理的応急処置（Psychological First 

Aid：PFA）に関する記述、調査・データに関す

る倫理についての記述である。まず精神医療

全体に対する本部機能についての記述である



が、金（2012）は、広汎な地域で展開される精

神保健医療活動に関して、あまりに一元的な

指示体制を組むことが災害によっては困難で

あることもある。また、限定された地域では現地

の様々な診療科の協力体制が構築され、自発

的に統括者が選ばれることもある。このような

場合にも対応できる柔軟性が必要であると指

摘している。松本（2014）も、精神科救急体制

については、平時から地域ごとに事情は異なり、

災害の状況に応じた対応が必要なため画一

的な対策は難しいかもしれない。しかし、災害

時の制止間救急体制については、災害拠点

の病院との連携も含めた事前の検討が必要で

あると考えられると指摘している。 

次に PFA に関する記述であるが、本章には

すでに PFA についての記載がある。しかし、金

（2012）によると、この時点では今日のような体

系化された PFA は存在していなかったため、

PFA が具体的に普及、展開されることには結

びつかなかった。この箇所については、新潟

中越大地震（2004）、東日本大震災（2011）の

経験を踏まえ、さらに実際的な活動の擬態的

指針を発展させ、統合すべきと言える。援助者

は必ずしも専門家であるとは限らない。被災地

に支援に入った際に被災者に支援を押し付け

てはならない。支援活動はあくまで現場のニー

ズに基づいて行うものであり、押し付けの支援

は倫理的・道徳的に許されない（荒木,2014）。

専門家に限らずとも被災者と関わる可能性の

ある援助者には今日に広く普及されている

PFA についての具体的な指針を明記すべきで

ある。 

最後に、調査・データに関する倫理につい

ての記述である。大規模災害後に、調査や研

究が盛んに行われることはよくあることである。

しかしながら、その手法やデータの取り扱いに

よって、被災者が虹的な害を被ることがある。

金（2012）は被災者の自然回復を阻害する要

因として「現実的援助の遅れ」、「災害弱者」、

「社会機能」、「その他」とあり、「その他」に分

類されるであろう被災者に対する倫理的手続

きを踏まえない調査活動に対する指針の測定

が必要であると指摘している。 

また、同様に加藤ら（2011）は大規模災害後

に、調査や研究を実施し、被災地支援に役立

てたり、科学的検討を行うことは重要であるが、

一方で、科学的な妥当性や倫理性について

事前の検討が不十分なまま実施された研究や

調査が問題として指摘されたと報告している。

さらに、松本（2014）は、災害後の調査研究の

倫理については基本的な概念や制度を整理

し、支援者や研究者が知っておくべき知識とし

て事前の教育が必要であると指摘している。 

 

D．今後の災害時地域精神保健医療活動ガイ

ドラインに必要な検討事項 

（1）  DPAT を通じた派遣の枠組み 

心のケアチームがどのようにして現地

に入るのか、その際の制度的な枠組

み、統括 DPAT との連絡など。またロ

ジスティクスについては新潟県中越大

震災（2004）に際してのマニュアルに

記されているが、より系統的な記載が

必要である。 

（2） DMHISS 

活動記録を一元的に web 入力するこ

と の 必 要 性 と 、 DMHISS の 操 作 、

e-learning 方法についての記述が必

要である。 

（3） DMAT、公衆衛生、JMAT 等との連携 

 自治体の精神保健活動を超えた領

域での精神医療・保健活動との連携、



特に医療救護チームとの連携につい

ての整理が必要である（松本,2014）。 

 特 に 急 性 期 支 援 を 行 う 際 に は

DMAT との連携が必要であり、研修の

相互化、e-rad へのアクセスなどに言

及する。また内科的な JMAT、公衆衛

生等の医療保健チームとの連携につ

いて解説する。（金,2014） 

（4） 情報不安 

原子力発電所災害に見られるような情

報による不安への対応についての記

述が必要である。 

（5） 支援者支援 

業務過剰、労災、惨事ストレスなどに

ついての解説が必要である。 

（6） 研修登録制 

災害対応のための研修について、組

織的な登録制の必要性について言及

する。 
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研究要旨 
【背景】東日本大震災後、トラウマを受けた被災者支援への社会的ニーズと、トラウマ研

究への期待が高まっているが、このような被災者の心理状態を適切に評価する尺度はまだ

十分に日本で開発されているとは言えない。トラウマ被害については PTSDなどの診断基
準を当てはめるだけではなく、様々な心理特性を的確に把握することが、治療関係の構築

や、社会適応の促進などにとって重要である。なかでも自らの感情を表出する能力に関し

ては、これまでの研究から、トラウマを受けた後で難しくなることが指摘されている。し

かし日本では感情の表出を測定する標準化された自己記入式尺度がほとんどないのが現状

であり、被災者支援のためにも、こうした尺度の標準化が強く求められる。なおこうした

感情表出は、トラウマを受けた人々のほかにも、抑うつ、統合失調症などにおいても重要

な役割を果たすことが指摘されており、このテーマで研究を進めることは広い臨床的な応

用が期待される。 
【目的】国際的に広く用いられている感情の表出を測定する自己記入式尺度を翻訳し、日

本語版感情表出尺度を開発、さらに有用性を確認し標準化することを目的とした。 
上記の目的のために英語版自己記入式感情表出度尺度の Emotional Expressivity 
Scale(EES)およびの Berkeley Expressivity Questionnaire(BEQ)日本語標準化を行った。 
【方法】原版尺度の著者から許可を得た後、バックトランスレーション手続きを経て日本



語版 EES・日本語版 BEQ を作成した。インターネット調査会社へ登録している学生 504
名(男性 252名、女性 252名、平均年齢 20.5 ± 1.1 歳)を対象に、日本語版 EES・日本語版
BEQおよびその他質問紙尺度の回答を求めた。再検査信頼性を検討するため、241名(男性
120名、女性 121名、平均年齢 20.6 ± 1.1歳)が約１か月後に 2回目の日本語版 EES・日本
語版 BEQに回答した。 
【結果】日本語版 EESの内的整合性を示すクロンバックのα係数.84 ~ .86であり、約１か
月の再検査信頼性は.61であった。日本語版 BEQにおいては、全体的なクロンバックのα
係数は.83、再検査信頼性.61と同様の結果であった。日本語版 BEQの下位尺度においても、
内的整合性は.61 ~ .77、再検査信頼性は.57 ~ .61であったことから、それぞれの尺度のお
おむね満足した信頼性が示された。また、妥当性の検討では、各尺度全体および下位尺度

と、その他尺度（情緒的表現性・セルフモニタリング・自尊感情・感情のコントロール・

抑うつ・性格５因子を測定する尺度）との相関から、収束的妥当性および弁別的妥当性が

示された。 
【考察】感情の表出を測定する２つの尺度の日本語版を作成し、信頼性および妥当性を検

討した。本研究は信頼性や妥当性を証明した日本語版の自己記入式感情表出尺度を作成し

た初めての研究であり、今後の被災者支援や臨床場面における尺度の応用が期待される。

また、本研究で示された結果のうち、オリジナルの英語版尺度とは異なる点があり、文化

差による影響が考えられる。今後はより日本人独自の感情表出の特徴を捉えられるよう、

尺度の構成等をさらに検討していく必要がある。

 
研究目的 
東日本大震災後、トラウマを受けた被災

者支援への社会的ニーズと、トラウマ研究

への期待が高まっているが、このような被

災者の心理状態を適切に評価する尺度はま

だ十分に日本で開発されているとは言えな

い。トラウマ被害については PTSDなどの
診断基準を当てはめるだけではなく、様々

な心理特性を的確に把握することが、治療

関係の構築や、社会適応の促進などにとっ

て重要である。なかでも自らの感情を表出

する能力に関しては、これまでの研究から、

トラウマを受けた後で難しくなることが指

摘されている(Frewen & Dozois, 2012)。 
感情表出とは、感情を外に向けて表すこ

とであり(Kring et al., 1994)、ポジティブや

ネガティブな感情の種類や、顔表情・声・

ジェスチャーなど様々な表出のレベルを含

む。  
感情を表出することは精神的および身体

的健康に寄与することが知られているほか

(Smyth, 1998)、社会的機能 (Burgin et al., 
2012)とも関連が指摘されている。そのため、
表出が困難となることは健康的な問題のみ

ならず、対人関係や社会生活が疎外される

可能性も生じ得る。しかし日本では感情表

出を測定する標準化された自己記入式尺度

がほとんどないのが現状であり、被災者支

援のためにも、こうした尺度の標準化が強

く求められる。 
なおこうした感情表出は、トラウマを受

けた人々のほかにも、抑うつ(Sloa et al., 



2001)、統合失調症(Earnst & Kring, 1999)
などにおいても重要な役割を果たすことが

指摘されており、このテーマで研究を進め

ることは広い臨床的な応用が期待される。 
 
B．研究方法 
1. 翻訳 
原版尺度の著者から許可を得た後、２名

の翻訳者がそれぞれ日本語訳を作成し、第

３の翻訳者が２つの訳を統合した。原版を

知らないプロの翻訳家によるバックトラン

スレーションを行い、原著者からの意見を

もとに翻訳者らが訳を修正した。再度原著

者からの確認を得た後に最終的な日本語表

現の調整を行い、日本語版 BEQおよび日本
語版 EESを完成させた(添付資料 1,2)。 
 
2. 使用尺度 
a) 日 本 語 版 Emotional Expressivity 
Scale(EES)： Kring et al. (1994)によって
開発された、感情表出を測定するための自

己記入式尺度であり、国際的に広く使用さ

れている。感情表出に関する項目について

どの程度自分に当てはまるかを、17項目 6
件法で回答を求める。 
b) 日 本 語 版  Berkeley Expressivity 
Ques-tionnaire(BEQ)：  Gross & John 
(1995)によって開発された、感情の表出を
測定するための自己記入式尺度であり、国

際的に広く使用される。３つの下位尺度「ポ

ジティブな表出」「ネガティブな表出」「衝

動の強さ」によって構成され、感情表出の

程度を16項目7件法で質問するものである。 
c) 日本語版 Social Skills Inventoryより情
緒的表現性尺度： Riggio (1986)によって開
発され、榧野(1988)によって日本語版が作

成された。15項目 5件法によって情緒状態
や非言語的コミュニケーションを表現する

能力を測定する尺度である。 
d) セルフ・モニタリング尺度： Snyder 
(1974)によって作成された、状況や他者の
行動に基づいて自己の表出行動や自己呈示

など、行動を統制するセルフモニタリング

の傾向を測定する尺度である。岩淵ら

(1982)によって日本語版が開発された。25
項目 5件法で回答を求める。 
e) 日本語訳 Rosenberg Self-esteem Scale：  
Rosenberg (1965)によって開発された自尊
感情を測定するための尺度であり、自分自

身をどのように感じるかについて 10項目 4
件法で回答を求めるものである。Mimura 
& Griffiths (2007)によって日本語版が作成
された。10項目 4件法で回答を求める。  
f) Courtauld Emotional Control Scale日
本語版： Watson & Greer (1983)による、
感情をコントロールする傾向を評価する尺

度である。岩満ら(2003)によって日本語化
された。17項目 4件法で回答を求める。 
g) CES-D うつ病(抑うつ状態)自己評価尺
度： Radloff (1977)によって開発され、島 
(1998)によって日本語版が作成された。20
項目 4 件法の回答により、一般人のうちの
抑うつ状態について測定を行うものである。 
h) 日本語版 NEO-Five Factor Inventory： 
Costa & McCrae (1992)によって開発され
た、神経症傾向、外向性、開放性、調和性、

誠実性の性格５因子を測定する質問紙であ

る。日本語版は下仲ら(2011)によって作成
されている。５つの各次元を 12項目 5件法
で回答を求める。 
 
3. 手続き 



インターネット調査会社へ登録している

学生 504 名(男性 252 名、女性 252 名、平
均年齢 20.5 ± 1.1 歳)を対象に、日本語版
EES・日本語版 BEQ およびその他質問紙
尺度の回答を求めた。再検査信頼性を検討

するため、241名(男性 120名、女性 121名、
平均年齢 20.6 ± 1.1歳)が約 1か月後に 2
回目の日本語版 EES・日本語版 BEQ に回
答した。オンライン調査の回答より、信頼

性の検討として内的整合性を示すクロンバ

ックのα係数、再検査信頼性を示す２回の

回答間の相関係数を求めた。また、妥当性

の検討として、日本語版 EES・日本語版
BEQと他尺度間の相関係数を求めた。 
本研究は国立精神・神経医療研究センタ

ーの倫理委員会より承認を受けて実施した。 
 
C．結果 
1. 日本語版 EES 
日本語版 EESの合計得点を求め、記述統

計および信頼性を Table 1 に示した。クロ
ンバックのα係数による尺度の内的整合性

は 1回目.84、2回目.86と高かった。1か月
の再検査間の相関は.61であり、おおむね満
足できる信頼性が認められた。 

EESと他尺度との相関を Table 2の通り
であった。情緒的表現性尺度と高い正の相

関が認められた。また、外向性、調和性、

セルフモニタリング、自尊感情を測定する

尺度とは有意な正の相関があり、感情のコ

ントロール、神経症傾向、抑うつを測定す

る尺度とは有意な負の相関があった。開放

性や誠実性との有意な相関はなく、収束的

妥当性および弁別的妥当性が示された。 
 
2. 日本語版 BEQ 

日本語版 BEQの合計得点、下位尺度（ポ
ジティブな表出、ネガティブな表出、衝動

の強さ）ごとの得点を求め、それぞれ記述

統計および信頼性を Table 3 に示した。1
回目および 2 回目のクロンバックのα係数
は、BEQ 合計 (.83)、ポジティブな表出
(.68-.71)および衝動の強さ (.75-.77) では
十分であり、ネガティブな表出では少し低

かった(.61-.64)。1か月の再検査間の相関は
各下位尺度で.57 から.61、BEQ 合計で.61
であり、おおむね満足できる数値であった。 

BEQおよび他の尺度との相関は Table 4
の通りであった。BEQ合計得点と情緒的表
現性尺度との間に高い正の相関が認められ

た。合計得点はこの他、セルフモニタリン

グ・神経症傾向・外向性・開放性と弱い正

の相関があり、感情のコントロールとは負

の相関があった。自尊感情・抑うつ・調和

性・誠実性とは有意な相関はなく、収束的

妥当性および弁別的妥当性が示された。 
下位尺度ではそれぞれ、ポジティブな表

出は情緒的表現性・セルフモニタリング・

自尊感情・外向性・開放性・調和性と正の

相関があり、感情のコントロールおよび抑

うつとは負の相関があった。一方、ネガテ

ィブな表出では正の相関は情緒的表現性・

神経症傾向・外向性との間に認められ、負

の相関は感情のコントロール・調和性・誠

実性との間に認められた。 
さらに、衝動の強さの下位尺度では、情

緒的表現性・セルフモニタリング・抑うつ・

神経症傾向・開放性と正の相関、自尊感情

と負の相関があった。この他には、有意な

相関は認められなかった。それぞれの下位

尺度でも収束的妥当性および弁別的妥当性

が示され、また下位尺度間で測定内容が異



なっていることが他尺度との相関から示さ

れた。 
D．考察 
本研究では、感情の表出を測定する尺度

として、日本語版 Berkeley Expressive 
Questionnaire および日本語版 Emotional 
Expressivity Scale の作成を行った。内的
整合性を示すクロンバックのα係数および

再検査信頼性を示す 2 回の回答間の相関係
数より、2 つの日本語版尺度の信頼性が示
された。また、情緒的表現性や感情のコン

トロールなどを測定する尺度との相関から、

尺度の妥当性が示された。本研究は、信頼

性・妥当性を証明した日本語版の自己記入

式感情表出尺度を作成した初めての研究で

あり、今後は被災者支援や臨床場面などに

おける尺度の応用が期待される。 
ただし、本研究で示された信頼性・妥当

性の係数の値はオリジナルの英語尺度

(Gross & John, 1995; Kring et al., 1994)と
は異なる点があり、本研究で採用したオン

ライン調査という方法、またオリジナルの

研究が行われたアメリカと日本の間の文化

差による影響が考えられる。さらに、再検

査信頼性が双方の尺度の合計得点とも

に.61という、安定した特性を測定するには
少し低い値であったため、ある程度の状態

の変化も反映している可能性がある。 
また、文化差により、オリジナルの尺度

が開発されたアメリカとは異なり、感情の

表出に日本人特有の構造がある可能性も考

えられる。今後は学生以外のサンプルや他

の手法での測定も組み合わせることによっ

て、尺度の有用性をより確認するとともに、

日本人特有の感情表出の特徴を計測できて

いるか、またより日本人の特徴を計測でき

るように尺度構造をさらに検討していく必

要があると考えられる。 
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Table 1. 日本語版 EESの記述統計および信頼性 

 



 
Table 2. 日本語版 EESと他尺度間の相関 

 
 
Table 3. 日本語版 BEQの記述統計および信頼性 

 

 
Table 4. 日本語版 BEQと他尺度間の相関 



 
添付資料１．日本語版 Emotional Expressivity Scale 
 
以下の文章は、あなたやあなたの感情に関するものです。それぞれの文章において、あなたに最も
近い数字を下の尺度から選び、○で囲んでください。  
 全

く
当
て
は
ま
ら
な
い 

 

ま
れ
に
当
て
は
ま
る 

と
き
お
り
当
て
は
ま
る 

ふ
だ
ん
は
当
て
は
ま
る 

ほ
と
ん
ど
い
つ
も
当
て
は
ま
る 

い
つ
も
当
て
は
ま
る 

1. 私は他人に自分の感情をあらわさない。 1 2 3 4 5 6 

2. 私は強い気持ちを体験しているときでも、それ

を外にあらわさない。 

1 2 3 4 5 6 

3. 他人は私のことをとても感情的だと思ってい

る。 

1 2 3 4 5 6 

4. 人は私の感情を“読みとる”ことができる。 1 2 3 4 5 6 

5. 私は自分の気持ちを自分だけにとどめている。 1 2 3 4 5 6 

6. 他人は私がどう感じているかを、簡単には見て

とることができない。 

1 2 3 4 5 6 

7. 私は他人に自分の感情をあらわにする。 1 2 3 4 5 6 

8. 人は私を感情のない人だと思っている。 1 2 3 4 5 6 

9. 私は自分がどう感じているかを他人に気づかれ

たくない。 

1 2 3 4 5 6 



 
添付資料２． 日本語版 Berkeley Expressivity Questionnaire 
 
以下の文章について、あなたがそう思うか、または、そう思わないかを示して下さい。次の評価尺度
から適切な数字を選び、○で囲んでください。 
 
 
 

全
く
そ
う
思
わ
な
い 

  

ど
ち
ら
で
も
な
い 

  

強
く
そ
う
思
う 

1. 私が肯定的な感情を感じているときにはいつでも、私が何を

感じているかが正確に、簡単に人に分かってしまう。 

1 2 3 4 5 6 7 

2. 私は悲しい映画の最中に泣くことがときどきある。 1 2 3 4 5 6 7 

3. 多くの場合、私の感じていることは人に気づかれない。 1 2 3 4 5 6 7 

4. 誰かが冗談を言って、それが面白かったときには、私は大声

で笑う。 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 私にとって、自分の恐怖を隠すことは難しい。 1 2 3 4 5 6 7 

6. 私が幸せなときには、私の感じていることが表に出る。 1 2 3 4 5 6 7 

7. 私の体は、感情をかきたてられるような状況に対してとても

強く反応する。 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 私は自分の怒りを表に出すよりもそれを抑える方が良いこ

とを学んできた。 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 私はどんなに緊張したり動揺していても、見た目には冷静さ

を保っていることが多い。 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 私は自分の感じ方を隠すことができない。 1 2 3 4 5 6 

11. 私はあまり感情表現が豊かではない。 1 2 3 4 5 6 

12. 私は他人からよく無関心だと思われる。 1 2 3 4 5 6 

13. 私は他人の前で泣くことができる。 1 2 3 4 5 6 

14. 私はたとえとても感情的になっても、他人には

自分の気持ちを気づかれないようにしている。

1 2 3 4 5 6 

15. 私は自分のことを、感情表現が豊かだと思う。 1 2 3 4 5 6 

16. 私の感じていることは、私がどう感じているか

について他人が思っていることとは違う。 

1 2 3 4 5 6 

17. 私は自分の気持ちを外に出さない。 1 2 3 4 5 6 



10. 私は感情表現が豊かな人間だ。 1 2 3 4 5 6 7 

11. 私には強い感情がある。 1 2 3 4 5 6 7 

12. 私はときどき、自分の感じていることを隠したくても隠せな

くなる。 

1 2 3 4 5 6 7 

13. 私が否定的な感情を感じているときにはいつでも、私が何を

感じているかが正確に、簡単に人に分かってしまう。 

1 2 3 4 5 6 7 

14. 私はこれまでに、泣き止もうと思ってもできないことがあっ

た。 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 私は自分の感情をとても強く体験する。 1 2 3 4 5 6 7 

16. 私が感じていることは、私の顔中にあらわれる。 1 2 3 4 5 6 7 

 
 



  

 

 
厚生労働科学研究費補助金 

（障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（精神障害分野））） 
被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究 

 
平成 24年度～26年度 分担研究報告書 

 
災害時の外国人支援ガイドライン案の作成 

 
分担研究者 秋山 剛 NTT 東日本関東病院精神神経科 

 

研究要旨：外国人は災害弱者であり、平成 23 年度の聞き取り調査と情報収集によって、災害前に、

日本各地において「外国人精神保健支援ネットワークづくり」を進める必要があることを明らかにした。

平成 24 年度は、ネットワークづくりの基盤となる資料として、2011 年に発表された、「移住者の精神

保健および精神保健ケアについての世界精神医学会のガイダンス」の翻訳を行った。また、外国人によ

って運営されている組織が、震災前にどのような災害への対応体制を持っていたか、災害後にどのよう

な対応を行ったか、どのようなことが課題であったかについて、聞き取り調査を行った。外国人組織に

対する調査では、心理社会的支援、情報収集が課題として指摘された。平成 25 年度は、6つの在留大使

館を対象に災害時における心理社会的支援に関する一日研修を各大使館につき 1回、計 6回実施し、研

修を通じて災害時下の望ましい対人支援の在り方に関する知識および自己効力感が有意に改善するこ

とを検証した。平成 26 年度は、平成 23～25 年度の研究の成果を踏まえて、災害時の外国人支援ガイド

ラインの試案を作成し、災害支援専門家と外国人支援経験者の指摘に基づいて、資料を改訂し、災害時

の外国人支援ガイドライン案を作成した。 
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13 国立がん研究センターがん対策情報センター 
がん情報提供研究部 
14 ＮＴＴ東日本関東病院精神神経科 
15 兵庫県こころのケアセンター 

16 公益財団法人いわき市国際交流協会 

17 独立行政法人 国立病院機構 肥前精神医療セ

ンター 

18 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・

障害保健課心の健康支援室 



 

 

19 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・

障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室  

20 新潟市こころの健康センター 

21 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センタ

ー 成人精神保健研究部 

22 防衛医科大学校 

23 東北大学 

24 東北大学災害科学国際研究所 

 

 

A. 研究目的 

  外国人には言語の問題から情報が伝わり

にくく、特に災害時には、時々刻々情報が変化

し、ときには情報が一部混乱するので、特に問

題が生じやすいと考えられる。 

本邦は、移民によって国家が成立したという

歴史的背景がないために、従来から外国人の精

神保健への支援体制が整備されていないこと

について指摘されてきた。 

平成23年度の聞き取り調査と情報収集によって、

災害前に、日本各地において、「外国人精神保健

支援ネットワークづくり」を進める必要があるこ

とが明らかにされている。そこで、本研究の目的

として、平成24年度は、平成23年に発表された、

①移住者の精神保健および精神保健ケアについ

ての世界精神医学会のガイダンスの翻訳、を行な

った。 

 また、平成 23 年度には、各県支援団体および

福島県の日本語教室スタッフ、つまり日本人を対

象とした調査を行ったので、平成 24 年度は、②

外国人によって運営されている組織による活動

の聞き取り調査を行った。 

災害時に、外国人居住者の心理的支援、メンタ

ルヘルスへのサポートを行うのは、現地にいる日

本人の保健師や心理士などの精神保健従事者、国

際交流協会などのボランティアのほかに、各国の

大使館員が自国市民への支援、サポートを与える

方法が考えられる。 

大使館員は、災害時の心理的支援、メンタルヘ

ルスへのサポートについて、通常知識、経験がな

い。そこで、平成 25 年度は、③大使館員へのサ

イコロジカルファーストエイド研修効果の検証、

を行った。6つの在留大使館を対象に災害時にお

ける心理社会的支援に関する一日研修を各大使

館につき 1回、計 6回実施し、研修を通じて災害

時下の望ましい対人支援の在り方に関する知識

および自己の能力に関する評価がどのように変

化するかを検証した。 

これまでわが国においては、災害時の外国人支

援として、どのような対応を行うべきかについ

ての、包括的なガイドラインは存在していない。 

災害弱者である外国人への災害時の支援をより

円滑に行うために、平成 26 年度は災害時の外国

人支援ガイドライン案を作成した。 

 

B. 研究方法 

①移住者の精神保健および精神保健ケアについ

ての世界精神医学会のガイダンスの翻訳 

この問題について関心を持つ、多文化間精神

医学会、日本若手精神科医の会のメンバーが分

担訳を行い、その後、用語、表現の統一を行っ

た。 

②外国人組織による活動の調査 

震災前後の、外国人組織の活動について調査を

行うために、外国人学校、企業関係組織、大使館、

教会に質問紙をメールで送付して回答を求めた。 

③大使館員へのサイコロジカルファーストエイ

ド研修効果の検証 

研修内容は、世界保健機関（WHO）をはじめと

する国際人道支援組織が緊急時下あるいはその

発生直後における初期段階での心理社会的介入

法として推奨し、現時点で国際的なコンセンサス

を得ている心理的応急処置（サイコロジカル・フ

ァーストエイド；PFA）のガイドラインに沿って

構成した。講師はWHO版のPFAに精通し、国際機関

からPFA講師として認定を受けたトレーナー4名



 

 

が務めた。研修への参加は各大使館内で任意で募

ったため参加者の所属部署は様々であったが、そ

の大半は在留自国民や一般の日本人と日常的に

関わる領事部関連の職員や、大使館内に設置され

た災害対策委員会に籍を置く職員など、発災時に

は大使館内外の被災者を相手に緊急支援的な対

応を求められる者たちであった。 

 参加者らには、研修実施に先立って事前アンケ

ートをメール送付し、これまで大使館職員として

災害に対応した経験の有無や今後もしそのよう

な状況に置かれた場合の懸案事項、本研修から学

びたい事柄などについて自由記述形式で回答を

求めた。その結果、多くの参加者が緊急時下にお

いて自身に与えられている役割を果たすことへ

の不安を抱えていることが分かった。 

そこで、災害時下での心理社会的支援に関する

参加者の知識および自己効力感の強化のための

本研修の有効性を確認するために、研修直前およ

び直後に参加者全員に対して、 

1. 15項目からなる被災者へのこころの支援

について正しい知識を持っているか調査

を行い、対応のあるｔ検定で効果を検証

した。 

2. 8項目からなる被災者へのこころの支援

に関する自己能力評価に関する調査を行

いWilcoxon の符合付き順位検定で効果

を検証した 

（解析にはSPSSを用いた） 

この事前事後調査票は、WHO版PFAファシリテー

ター・マニュアルに含まれているものを採用した 

④外国人支援ガイドライン試案の作成 

・平成 23～25 年度の研究の成果を踏まえて、分

担研究者が災害時の外国人支援ガイドラインの

試案を作成した。 

・この試案にたいして、10 名の災害支援専門

家・外国人支援経験者からフィードバックを得

た。 

・フィードバックに基づいて試案の改訂を行な

い、災害時の外国人メンタルヘルス支援ガイド

ライン案を作成した。 

 

C. 研究結果 

①移住者の精神保健および精神保健ケアについ

ての世界精神医学会のガイダンスの翻訳 

 移住者の精神保健および精神保健ケアについ

ての世界精神医学会のガイダンスの翻訳が完成

した。 

②外国人組織による活動の調査 

質問紙は、外国人学校 17、企業関係組織 12、

大使館 8、宗教組織 6の合計 43団体に発送され、

外国人学校 10、企業関係組織 4、大使館 4、宗

教組織 2の合計 20団体から、回答を得ること

ができた。（回答率、46.5％） 
回答者の立場は、事務局長 9 名、領事 4 名、

校長 4名、副校長 1名、副事務局長１名、副牧

師１名というものであり、回答者は、当該の組

織の対応について、十分な情報を持っていたも

のと考えられる。 

組織の規模については、雇用されている職員

数は、10 人未満から 101 人以上まで、幅広く
分布しており、小規模～大規模にわたる組織か

ら情報を収集できたと思われる。 

大震災前の緊急時対策については、90％の組
織が、計画を持っていたと答えている。回答率

が 46.5%であったことを考えると、外国人組織
全体では、もう少しこの値が低い可能性も考え

られる。 
大震災前の緊急時対策の中では、緊急時安全

確保マニュアル／ガイドライン、緊急時のため

の備蓄、緊急時訓練などがよく施行されており、

スタッフへの心理社会的支援、スタッフへの緊

急時のための備蓄の指示、緊急時の情報収集手

順などは、あまり施行されていなかった。 
大震災後加えられた緊急時対策としては、緊

急時のための備蓄、スタッフへの心理社会的支

援が主にあげられていた。緊急時のための備蓄



 

 

は、大震災前から、比較的よく施行されていた

対策としてあげられていたので、それをさらに

強化したという意味であろうと考えられる。一

方、スタッフへの心理社会的支援については、

大震災前には、あまり施行されていなかったと

報告されているので、新たに施行された場合も

あったと思われる。 
地震と津波の被害に対する主観的な評価は、

中程度の困難を感じたが 60%、非常に困難を感
じたが 30%であった。全く困難を感じなかった
を 1、少し困難を感じたを 2、中程度の困難を
感じたを 3、非常に困難を感じたを 4とスコア
したときの平均は、3.20であった。 
福島原発事故の被害に対する主観的な評価

は、少し困難を感じたが 25%、中程度の困難を
感じたが 30%、非常に困難を感じたが 45%と
いう分布であり、地震、津波の被害への回答と

比べると、回答のばらつきが大きかった。組織

の立場によって、原発事故の被害の受け方に差

があった可能性がある。平均スコアは、3.20で
あった。 
大震災後とられた対応について、それぞれの

対応を行い必要があったか、必要があった場合

それぞれの組織がどの程度うまく対応を行え

たかという質問に対して、「組織の責任の範囲外

あるいは必要性がないと判断した」ので、該当外とさ

れた対応は、主に、職場の移転、スタッフへの

医療支援、コミュニティの避難場所の提供、ス

タッフの国外退去への支援であった。一方、ほ

とんどの組織が対応を行なう必要があったと

答えた項目は、スタッフの安否確認、スタッフ

がとるべき行動への指示、スタッフへの情報の

伝達、他の組織との情報共有であった。 
行う必要があったとされた項目について、実

行していないを 1、実行したが有効でなかった
を 2、有効に実行できたを 3として、平均スコ
アを算定したところ、有効に行えたとされた項

目は、コミュニティの避難場所の提供、職場の

移転、一時的な業務停止などであった。これら

は、実施する必要がなかったという回答も多か

ったが、実行する必要があると判断した組織で

は、有効に対応を行えたようである。 
一方、実行できなかった、実行されたがあま

り有効でなかったとされたのは、スタッフへの

心理社会的支援、スタッフの国外退去への支援、

スタッフへの医療支援であった。 
スタッフへの心理社会的支援については、事

前の準備が十分でなかったために、必要性を感

じても取り組みが十分に行えなかったものと

思われる。スタッフの国外退去への支援、スタ

ッフへの医療支援は、必要なかったと回答して

いる組織が多かったが、必要があっても、あま

り有効に行えなかったという回答が１組織あ

り、状況にばらつきが大きかったものと考えら

れる。 
日本政府からどの程度英語で情報提供を受

けることができたか、という質問は、まったく

入手できなかったを 1、少し入手できたを 2、
中程度に入手できたを 3、十分に入手できたを
4 として平均スコアを算定すると、1.83~2.50
という分布であり、また、各項目の回答のばら

つきが大きく、平均スコアが低めであったこと

とあわせて、一部に情報入手の困難を強く感じ

ていた組織が存在していたと思われる。 
比較的よく情報提供されたという回答は、災

害の損害情報、水・食物・電力などの必要資源

の関する情報であった。一方、情報が提供され

なかったという指摘が多く見られたのは、日本

政府の行動計画、放射能情報、交通情報であっ

た。今後、大規模災害が発生した際には、日本

政府は、英語での情報提供を速やかに行える体

制を整える必要があると思われる。 
心理社会的支援に関する研修については、

40%が既に研修を終えたと回答し、55%がこれ
から研修を受けることに関心があると回答し

た。まだ研修を受けていないが、関心がないと



 

 

回答した組織は１のみであった。 
③大使館員へのサイコロジカルファーストエイ

ド研修効果の検証 

１．参加者 
本研究への参加者の大使館別の内訳は以下の
とおりであった。 
アメリカ  22 名 
フランス  19 名 
オーストラリア  17 名 
アンゴラ  13 名 
カナダ   10 名 
イギリス  10 名 
合計  91 名 
調査は平成25年9月13日～平成25年12月16日
に行われ、得られた回答数は75（回答率 
82.4％）であった。    

２．知識の変化 

 表１に研修前後の知識の変化を示す。研修前

の知識に関する正答数は平均 9.8、中央値 10

であった。研修後の知識に関する正答数は平均

13.8、中央値 15 であった。平均値は有意水準

0.1%で改善を示した。 

３．自己能力評価の変化 

 表2に研修前後の自己能力評価の変化を示す。

研修前の自己能力評価に関する点数の合計は

平均 22.4、中央値 23 であった。研修後の自己

能力評価に関する点数の合計は平均 30.0、中央

値 30 であった。平均は有意水準 0.1%で改善を

示した。 

④外国人支援ガイドライン試案の作成 

１．災害時の外国人支援ガイドラインの試案 

 下記の目次から成る試案を作成した。 

【平時】 

・在留大使館等に対する周知 

・サイコロジカルファーストエイド研修 

・重要情報の翻訳体制 

・海外からの支援 

・精神保健医療情報支援システム 

・外国人支援担当班 

【災害発生時】 

・情報の選択と翻訳依頼・掲載 

・外国人に関する情報の収集・伝達 

・外国人への対応と報告 

・DPAT への診療要請 

・DPAT の診療報告 

・外国人支援担当班による対応 

２．フィードバック 

 試案を 10 名の災害支援専門家・外国人支援経

験者に送付し、フィードバックを得た。 

Ⅰ．必要な対応が含まれているか 

① はい  ５名 

② いいえ ４名 

③ 無回答 １名 

試案に含まれていなかった対応として、以下

の指摘があった。 

・中国人への対応 

・外務省・JICA との連携 

・基本リーフレットの事前配布 

・被災自治体内対応への指針 

・一般国民への啓発 

Ⅱ．不要と思われる対応が含まれているか 

① いいえ  7 名 

② はい  1 名 

③ 無回答 2 名 

不要と思われる対応として、下記があげられ

た。 

世界精神医学会加盟団体への連絡・解決要請 

Ⅲ．指針の施行の容易度 

① 容易だと思う   ０名 

② やや容易だと思う  1 名 

③ やや困難だと思う  ６名 

④ 困難だと思う   １名 

⑤ 無回答    ２名 

 施行については、以下について指摘があった。 

・マンパワーの確保・組織の明確化 

・旅行者への対応 

・情報伝達の責任の明確化 

・SNS の活用 

・母国語による直接支援 



 

 

・外国人支援全般に関する啓発 

・地元 DPAT 対策本部と中央組織の連携 

・DPAT 隊員への事前研修 

D.考察と結論 

①移住者の精神保健および精神保健ケアについ

ての世界精神医学会のガイダンスの翻訳 

翻訳は完成したので、今後は、この資料を研

修資料として広く周知するとともに、さらに外

国人の精神保健、とりわけ災害時の精神保健に

対する支援を行えるための資料を加えて、研修

プログラムの構築、施行を行う必要があると考

えられる。 
②外国人組織による活動の調査 

今回、調査に協力して回答した組織は、比較

的災害への対応への準備が進んでいたと思わ

れる。しかし、心理社会的支援、情報収集につ

いては、繰り返し課題として指摘されている。 

 今後、外国人組織に対して心理社会的支援に

関する研修を進めるとともに、日本政府が、大

災害時に外国人社会に英語で情報を伝達でき

る体制を整えることが重要であると考えられ

る。 

③大使館員へのサイコロジカルファーストエイ

ド研修効果の検証 

知識の変化については、平均値が有意水準

0.1%で改善を示したのみならず、半数以上の参

加者が全問に正答できるようになったことか

ら、知識の改善については、PFA 研修は、極め

て大きな効果があったと考えられる。 

自己能力評価の変化についても、平均が有意

水準 0.1%で改善を示し、研修後は 99%の参加者

が平均 3 以上、25%の参加者が 4 以上の自己能

力評価をしており、PFA 研修は効果があったと

考えられる。 

④外国人支援ガイドライン試案の作成 

フィードバックに基づいて、「災害時の外国

人メンタルヘルス支援ガイドライン」とタイト

ルを変更し、内容も改訂した。 

 容易度に関する回答をみると、今後、マンパ

ワーや予算についての検討を含め、ガイドライ

ンを施行できる体制を整えるために努力を積み

重ねていくことが必要と考えられる。 

 

F. 健康危険情報 

なし 
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災害時の外国人メンタルヘルス支援ガイドライン改訂案 

 

2015.1.27        秋山 剛 

 

【災害時の外国人メンタルヘルス支援体制】 

 厚生労働省の担当部署が、関連組織、被災地域の DPAT 対策本部の協力のもとに、災害

時の外国人メンタルヘルス支援を所管する。外国人メンタルヘルス支援にあたっては、行

政組織のみならず民間組織との有機的な協力を進めることが有効である。 

 

【平時における準備】 

１． 関係機関に対する周知・協議 

以下は、厚生労働省の担当部署が行うものとする。 

在留大使館領事部・外国人関連団体・外国人メンタルヘルス支援団体・外務省・JICA・

旅行代理店・法務省・大学等の教育・研修機関に対して、災害時における外国人への支援

体制について周知し、協力を要請する。 

当ガイドラインへの協力が得られる在留大使館領事部とは、事前の災害パンフレット作

成への日本側機関の協力の必要性、下記のサイコロジカルファーストエイドの希望、災害

時の重要情報の翻訳への協力、災害時の情報伝達体制等について協議する。 

外国人関連団体（外国人学校、教会など）とは、事前の災害パンフレットの配布、下記

のサイコロジカルファーストエイド、災害時の重要情報の翻訳への協力、災害時の情報伝

達体制等について協議する。 

外国人メンタルヘルス支援団体については、多文化精神医学会、各都道府県の精神保健

福祉センター、国際交流協会などから、情報を得る。事前の災害パンフレットの配布、下

記のサイコロジカルファーストエイド、災害時の重要情報の翻訳への協力、災害時の情報

伝達体制等について協議する。 

外務省・JICA とは、災害時に外国からの支援の申し出があった際の選択、受け入れ体制

について協議する。 

旅行代理店等、旅行または短期滞在する外国人に関わる機関には、災害時の情報がどの

ように得られるかの情報を伝達し、外国人に配布されるパンフレット等での情報の配布を

依頼する。 

法務省が外国人に対して労働ビザを発行する際、災害時の情報がどのように得られるか

の情報の配布を依頼する。 

留学生を受け入れている大学等の教育・研修機関に、災害時の情報がどのように得られ

るかの情報の配布を依頼する。 

 情報の配布については、ホームページのほか、ソーシャルネットワークサービスが活用

できるかを確認する。 



 

 

上記の協力機関に関する情報を保管する。 

 

２． サイコロジカルファーストエイド研修 

在留大使館・外国人関連団体・外国人メンタルヘルス支援団体の希望者に対して、災害

時こころの情報支援センターの直接運営または TELL（東京英語いのちの電話）への委託に

よって、日本語または英語でサイコロジカルファーストエイド研修を毎年定期的に行う。 

 

３． 各自治体の事前準備 

各自治体担当課・精神保健福祉センター・保健所・DPAT 調整本部等）は、各自治体内

の外国人メンタルヘルス支援団体について情報を把握し、災害時に被災した外国人につい

ての情報収集と対応方法についての対応方法を事前に検討・準備する。 

 

４． DPAT の事前研修 

 DPAT 隊員の事前研修において、災害弱者である外国人対応に関する任務について、研

修を行う。 

 

５． 災害時の海外からの通信を介した支援の確保 

世界精神医学会の各国の加盟団体に，災害時日本に滞在している同国人に対し心理社会的

支援，メンタルヘルス支援が必要な場合，音声またはテレビ電話などの通信手段を用いた

対応を依頼できるか否かについて確認する。この件に関する情報収集は，厚生労働省の担

当部署が日本精神神経学会の協力を得て行う。 

 

６． 災害時精神保健医療情報支援システム(Disaster Mental Health Information 

Support System：DMHISS の整備  

災害時に、外国人の支援に関する情報が、災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric 

Assistance Team--DPAT）から報告されるように、厚生労働省が DMHISS の項目を整

備する。 

 DMAT に対して、外国人のメンタルヘルス支援に関する情報の伝達を依頼できるか確認

する。 

 

７． 外国人メンタルヘルス支援協議会の設置 

 本ガイドラインあるいは類似の指針を実行に移す場合には、厚生労働省に「外国人メン

タルヘルス支援協議会」を設置する必要があると思われる。この協議会の任務は、 

① 平時における準備体制の進捗状況の確認 

② 災害時における対応の妥当性の検討 

③ 必要時における関係機関への連絡・要請 



 

 

を行うことである。 

 

【災害発生時】 

１． 被災地との連携 

災害発生時、厚生労働省は、被災地担当者（各自治体災害対策本部、担当課・精神保健

福祉センター・保健所・DPAT 調整本部等）と、被災した外国人についての情報収集と対

応方法についての状況を確認する。 

 

２． 周知するべき情報の選択 

 厚生労働省は、災害発生時、専門家と協議の上で、外国人に周知するべき重要情報を選

択する。 

 

３． 情報の翻訳依頼 

 平時に確保されている「災害時の重要情報の翻訳への協力」に従って、 厚生労働省は

関連機関に連絡し、重要情報の翻訳を依頼する。 

 

４． 情報の周知 

 利用できる情報について、関係機関に連絡し、関係機関を通じた情報の伝達を依頼する。 

 

５． 外国人に関する情報の収集 

 災害時こころの情報支援センター、被災地自治体の DPAT 調整本部は、被災地の医療機

関、精神保健福祉センター、保健所、関係機関から、被災地の外国人に関する情報を入手

し、外国人が母国語を話す専門家との会話を望んでいるかを確認する。望んでいる場合に

は、在留大使館、関係機関に連絡先等の情報を伝達することについて当該外国人から同意

を得る。 

 DMAT から、外国人のメンタルヘルス支援に関する情報が入手できる場合は、得られた

情報を、DMHISS を通じて DPAT に伝達する。  

 

６． 外国人に関する情報の伝達 

 外国人が母国語での専門家との会話を望んでいる場合は、当該外国人の連絡先等の情報

を、在留大使館、TELL（東京英語いのちの電話）等に伝達する。 

 

７． 外国人への対応 

 外国人が対応を要請している言語が、英語等、TELL（東京英語いのちの電話）による対

応が可能な言語である場合には、TELL（東京英語いのちの電話）が対応を行う。TELL（東

京英語いのちの電話）の稼働に関する謝金については、別途検討する。TELL（東京英語い



 

 

のちの電話）が対応可能でない言語への要請がある場合には、在留大使館等が、本国の世

界精神医学会加盟団体に連絡し、支援要請を行う。本国の世界精神医学会加盟団体の連絡

先は、日本精神神経学会が保管している。 

 外国人の専門家が直接被災地を訪問できる場合は、現地の関連機関に情報を伝達する。 

 

８． DPAT への診療要請 

 上記の報告において、精神科医による直接の診療が必要であると判断された場合は、非

被災地自治体の DPAT 対策本部及び現場の DPAT へ情報を伝達する。対応できる地元医

療機関がある場合には、情報を伝達する。通訳の必要がある場合には、現場の DPAT は、

外国人メンタルヘルス支援団体、翻訳サービス、知人等に支援を要請する。 

 

９． DPAT の診療報告 

上記の診療を行った場合、DPAT は、DMHISS を通じて報告を行う。 
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Ａ. 研究目的 

 本調査研究では、海外在住の邦人メンタル

ヘルス専門家、外務省在外公館に勤務する邦

人援護担当領事および医務官等を対象に、海

外での災害被災や犯罪被害等により精神不調

をきたした邦人事例の実態、現地の地域精神

医療システム、メンタルヘルス関連の人的資

源、現地在住支援者および邦人コミュニティ

研究要旨  

 海外邦人の増加に伴い、移動先および移動中において多様な事件、事故に巻き込まれる事

例が後を絶たない。海外邦人の多くは「移動する国民」であり、海外での惨事遭遇により災

害弱者となりやすい。その一部にはメンタルヘルス専門家による介入が必要とされるが、現

地の医療資源不足ゆえに遠隔地からの支援対応となったり緊急帰国対応となる事例が常時

発生している。本調査研究では、海外での邦人被災者、被害者へのメンタルヘルスの現況に

ついて実態把握を行うとともに、非専門家を含む海外在住支援者の支援ツールとしての WHO

版心理的応急処置(PFA)の有用性について調べ、これらの調査と併行して支援者間の連携強

化を行った。海外は邦人にとって広域精神医療過疎地であり、遠隔メンタルヘルス支援は、

東日本大震災の被災地支援の課題と共通する。海外邦人への遠隔支援手法と東日本大震災被

災地支援へのそれとの間の異同についても検討した。 



 

の支援力などについて調べ、支援者間連携会

合等を通して課題を抽出、共有し、その対策

を行うことを目的とする。特に非専門家と専

門家が共有できる介入方法として評価が高い

PFA の有用性について調べ、国内外の広域医

療過疎地への遠隔支援における介入手法とし

ての活用法について検討する。 

 

Ｂ．方法 

１）海外での災害被災や犯罪被害等による被

援護事例や現地の地域精神医療システム、メ

ンタルヘルス関連の人的資源についての実態

調査： 

 海外在住の邦人精神保健専門家、外務省在

外公館に勤務する邦人援護担当領事および医

務官等を対象に上記に関する調査を行った。

対象者居住地や勤務地をすべて訪問すること

は困難であるため。出来る限り対象者が参集

する会合での聞き取り調査や海外での実態報

告会を行う他、対象者の一時帰国時に合わせ

た実態報告会を企画運営した。 

 

２）海外および国内での支援者育成を対象と

した PFA 研修： 

 上記の報告会等に合わせて支援者育成のた

めの PFA 研修を行い、PFA 研修マニュアルに

則り支援者としての技能や自己評価について

調べた。PFA 研修に参加した邦人援護担当領

事および医務官については、無記名自記式の

アンケートにより、邦人援護体験の程度や援

護上の課題について調べた。 

 

３）倫理面での配慮 

 本調査研究では、惨事に遭った当事者との

面談はしておらず、海外在住の邦人メンタル

ヘルス専門家、外務省在外公館の邦人援護担

当領事および医務官といった対人援護職（支

援者）からの情報聴取を行ったが、支援者支

援の観点から、支援者自身が被災している場

合を十分に配慮した。聞き取り調査の前に本

研究の目的を説明し、調査に協力しないこと

による不利益がないことを説明し、了承を得

た上で調査を行った。PFA 研修は WHP 版 PFA

ファシリテーターマニュアルに則り倫理的側

面を十分に配慮して施行した。学習効果を判

定する無記名自記式のアンケート施行に際し

ては、目的を説明し、回答者の特定ができぬ

よう配慮した。研修に先立ち研修参加によっ

て起こりうる危険と、研修の中断が可能であ

りそれによる不利益がないことを説明した。

研修中は研修内容が侵襲的とならぬ様細心の

注意を払い、参加者全員を注意深く観察し、

要すれば同席した精神科医師によるケアが可

能な体制とした。その他、必要な場面におい

ては倫理的側面を十分に配慮して調査研究を

進めた。 

 

Ｃ．結果 

１）平成24年度 

 1年目は、海外在留の邦人メンタルヘルス専

門家、外務省在外公館邦人援護担当領事およ

び医務官等を対象に、災害被災や犯罪被害等

により精神不調をきたした邦人事例について

の調査に着手し、海外邦人のメンタルヘルス

事情に精通した関係者を集めて国内で第2回

海外邦人メンタルヘルス連絡協議会を開催し



 

情報収集を行った。本協議会は、平成25年度、

平成26年度にも開催し、第3回協議会からは一

時帰国中の邦人メンタルヘルス専門家を中心

とした報告会として継続開催している。平成

24年11月に予定していた中国での聞き取り調

査は尖閣諸島問題の影響により中止となり東

南アジアでの調査に変更した。急速な経済発

展に伴い在留邦人が増加している東南アジア

での聞き取り調査は、平成25年1月にシンガポ

ールで開催した第３回在東南アジア邦人精神

保健専門家連携会議に合わせて行い、その後

にマレーシア、ミャンマー、ラオスを訪問し、

邦人被援護事例と現地支援資源に関する調査

を行った。東南アジア在留邦人、渡航邦人と

も増加を続けており、急変する社会経済状況

下においてストレス耐性の低さからメンタル

ヘルス不調をきたす事例が多く発生している。

また水害、事故、政変が頻繁に発生しており、

それらに巻き込まれる事例の増加とトラウマ

関連障害の発生が懸念される。第３回在東南

アジア邦人精神保健専門家連携会議は、平成

20年にバンコクで開催した第1回会議、平成23

年にシンガポールで開催した第2回会議に続

くものである。第3回会議は平成25日1月25日

にシンガポールにおいて大規模緊急事態にお

ける海外邦人のメンタルヘルスケアに関する

協議を軸に各地からの報告と意見交流を行っ

た。翌1月26日には、海外邦人を対象とした初

のPFA研修を行った。日本、タイ、シンガポー

ルから17名が参加した。平成25年3月にはフラ

ンスで開催されたアフリカ医務官会議に合わ

せて、アフリカ在留邦人のメンタルヘルスに

関する聞き取り調査を行うとともにPFAに関

する導入的講演を行った。アルジェリアにお

ける邦人人質が発生したのが同年1月16日で

あり、被害邦人および家族、遺族へのケアの

重要性が再認識されていた時期でもあり、こ

れを契機に在外勤務の医務官の間でPFAへの

理解が深まり平成26年度にタイで施行した

PFA指導者研修に繫がった。 

 

２）平成25年度 

 共通テーマを「海外大規模災害時における

邦人メンタルヘルス支援」とした東京での第3

回海外邦人メンタルヘルス連絡協議会の開催、

前年度中止となった中国での調査を行った

（海外邦人医療基金助成）。平成25年夏にエジ

プトで開催される予定であった中東アフリカ

領事会議は政情不安のため、平成26年3月にオ

ーストリアでの開催となった。同会議の日程

に合わせてモロッコとドイツを訪問し、聞き

取り調査と現地精神医療資源の視察調査を行

った。平成25年8月には在アジア邦人精神保健

専門家等を対象としたPFA研修会をタイで開

催し、平成24年度に開催した研修会よりも広

域からの参加者 名を得た。これらに関連す

る学術活動として第20回多文化間精神医学会

におけるシンポジウム「海外惨事ストレスと

在外邦人のメンタルヘルスケア」（平成25年6

月）と第17回日本渡航医学会シンポジウム「海

外邦人や医療過疎地住民を対象とした遠隔メ

ンタルヘルス支援の試み」（平成25年7月）を

企画運営した。同年7月には岩手県で開催され

た復興支援者育成事業「第２回東北みらい創

りサマースクール」において、同年11月には

外務省内の領事研修においてPFA研修会を行



 

った。同年12月には「東日本大震災長期支援

のための国際遠隔連携シンポジウム - 全生

活支援の中でのメンタルヘルス専門家の役割

と国境・県境を越えた学際・職際を考える」

（米国日本人医師会・Japan Society助成）を

仙台で開催した。同シンポジウムはテレビ会

議システムを用いて国内外7カ所のサテライ

ト会場と結び双方向の議論を行った。 

  

３）平成26年度 

 海外邦人メンタルヘルス連絡協議会は第4

回を迎え、「海外惨事ストレス被災者への危機

介入、長期ケア、現地支援者の育成」をテー

マとする報告会と意見交換を東京で開催した。

平成26年8月にはタイで海外初のPFA指導者研

修会を行った。平成25年度の北アフリカ小規

模邦人コミュニティでの調査に続き、西アフ

リカでの調査を予定していたがエボラウイル

ス感染の拡大等により予定変更し、平成26年

12月に南東アフリカ、中東での調査を施行し

た。近年アフリカで邦人が巻き込まれる事件

が多数発生し、支援基盤の脆弱な邦人コミュ

ニティにおけるメンタルヘルスケアの需要の

高さを確認することができた。国内にあって

は、同年10月に主として岩手県、宮城県に在

住する看護師、産業カウンセラー、心理士、

教員等140名を対象として、盛岡、仙台、釜石、

東京の4カ所でPFA研修を施行した（ローズフ

ァンド、Japan Platform助成）。主会場である

盛岡と他3カ所をテレビ会議システムで結び、

各会場にはファシリテーターを配置した。講

義部分については盛岡会場から発信し、ロー

ルプレイなどの実習部分については各会場の

ファシリテーターが指導した。同年11月には

外務省内で平成25年度に引き続きPFA研修会

を施行した。これらに関連する学術活動とし

ては平成26年5月に開催された第21回多文化

間精神医学会においてシンポジウム「精神医

療過疎地への遠隔支援者に求められる多文化

的感性」、同年９月に開催された第110回日本

精神神経学会においてシンポジウム「海外邦

人とその家族の心を守る」を企画した。同年

10月にカナダで開催された第16回環大平洋精

神医学カレッジにおいて研究協力者である村

上裕子心理士が岩手県大槌町における遠隔メ

ンタルヘルス支援活動について発表し、参加

者との議論を深めた。同年11月には仙台にお

いて被災地支援３団体の交流事業として教育

講演会とシンポジウムを開催した（復興庁、

ローズファンド、Japan Platform助成）。本事

業は，岩手県、宮城県、福島県でアウトリー

チ型メンタルヘルス支援活動を行う3団体が

協力して運営し、サテライト会場（東京、盛

岡、釜石）にも配信した。参加者は約100名で

あった。 

 

４）海外邦人のメンタルヘルスに関する状況

把握 

 方法の項で述べた通り、海外在住の邦人精

神保健専門家、外務省在外公館に勤務する邦

人援護担当領事および医務官等との国内外で

の接触機会を最大限に活用して上記に関する

情報収集を行った。従来の欧米先進国大都市

を中心とした調査と異なり、本調査研究では

広く中国、東南アジア、アフリカ、中東での

状況も聴取することができた。その結果、平



 

時においても海外邦人のメンタルヘルスをめ

ぐる状況が常に変容していることが明らかと

なった。そもそも海外の勤務生活環境は極め

て多様であり、自然災害のみならず大規模事

故、暴動、クーデター、紛争、テロ、人質事

件、ハイジャック事件、大規模感染症等によ

る惨事ストレスに曝された時には、情報遮断

や主体的移動の制限により海外邦人は災害弱

者化しやすい。危機介入を行うことができる

邦人メンタルヘルス専門家の需要は世界各地

で認めたが、とりわけ邦人コミュニティ内の

相互支援力が脆弱な地域への支援が必要とさ

れた。総じて海外邦人は生活環境変化という

恒常的ストレス要因と地域特異的なストレス

要因に曝されており、これに大規模緊急事態

による惨事ストレスが付加されたゆえに、ス

トレス反応の重症化をきたしたと思われる事

例の報告が目立った。聞き取り調査により急

性ストレス反応を呈した事例、PTSD を疑う事

例は多数認められたが、専門医による診断が

ないこと、いったん国境と跨ぐと継続的なケ

アが分断されてしまうこと等の理由から医学

的に適正な状況把握が困難な事例情報が多か

った。 

 なお、国内での海外邦人メンタルヘルス連

絡協議会、海外での領事会議や医務官会議と

いった会合を利用することで世界各地からの

情報収集をより効率的に行うことが出来るだ

けでなく、居住地域や職種を越えた支援者間

連携強化に繫がった。支援団体間連携強化に

より個々の海外邦人コミュニティの支援力が

向上したことに着目し、平成25年12月に東北

被災3県で活動する長期メンタルヘルス支援

団体の連携強化を試み、平成26年11月にも3

県での支援活動を結ぶ共同シンポジウムを開

催した。 

 

６）国内外における支援者育成のための PFA

研修会   

 上述した通り、平成24年12月にシンガポー

ルで、平成25年にタイで開催した在東南アジ

ア在留邦人を対象としたPFA研修に続き、平成

26年にはタイでPFA指導者研修を行った。平成

25年、26年には外務省内において邦人援護担

当領事を対象としたPFAを計3回施行した。平

成25年8月には岩手県在住の学生、教員などを

対象に単一会場でのPFA研修を行い、26年10

月には国内4つの会場をテレビ会議システム

で結んだ遠隔PFA研修を試行した。非専門家の

みならず経験豊かな対人援護職においても研

修による学習効果を認め、参加者の満足度は

高かった。支援者育成の方法としての有用性

が高く、実際の介入方法としても有用である

ことが強く示唆された。 

 

 

Ｄ. 考察 

１）海外惨事ストレスの多様性と支援専門家

の育成 

 海外邦人（海外在留邦人と海外渡航邦人）

は毎年増加を続けており、それに伴って増加

傾向にある外務省在外公館における邦人被援

護数は年間約 20,000 人である。そのうち約 3

割が犯罪被害者であり、その対応には家族、



 

遺族支援、支援者支援を含む複雑なケースワ

ークを要することが多い。海外での惨事スト

レスは大規模災害にとどまらず航空事故、政

変、大規模感染、テロ等多様である。本調査

の対象地域は欧米、アジア、中東、アフリカ

と広範であり、アルジェリアでの邦人人質事

件、フィリピンの台風被害、ボストンマラソ

ンでの爆破事件、西アフリカでのエボラウイ

ルス感染拡大等の邦人への影響や支援者とし

ての経験、現地精神医療資源等について詳細

を聴取する機会を得た。災害弱者となった邦

人への時機を得た介入には、緊急出動が可能

な人材の確保が必要と考える。そういった人

材には海外で多様な事件、事故への対応がで

きるだけの経験と技能が要求されることから

災害メンタルヘルスの専門家を育成するプロ

グラムの導入について検討すべきであろう。

もっとも広域精神医療過疎地への専門家の緊

急派遣が海外邦人被災者、被害者全例に必要

というわけではない。支援専門家の遠隔派遣

の適応については合わせて吟味する必要があ

る。 

 

２）広域精神医療過疎地における支援者育成 

 世界各地の状況を聴取するにつけて、一部

の先進国を除けば世界の大半の国が広域精神

医療過疎地であり人材不足に悩んでいること

が明らかとなった。WHO が提唱している mdGAP

などの既存人的資源の育成と活用は、海外邦

人コミュニティ支援と東日本大震災被災地支

援に共通した解決策の一つと言うことができ

る。1980 年代から世界中の邦人コミュニティ

で次々と生まれたメンタルヘルスケアのため

のボランティア団体は、まさに海外邦人コミ

ュニティにおけるメンタルヘルス需要の反映

ということができる。彼らは海外邦人メンタ

ルヘルス対策における貴重な人的資源である

が、多くは数年間で帰国するため安定した活

動の継続に苦労していることが多い。現地の

精神医療機関や邦人ボランティア等による支

援が困難な場合は、世界約 200 カ所に配置さ

れた在外公館邦人援護担当領事が実質的な支

援者として様々な対応を行っている。同じく

約 100 カ所の在外公館に配置された外務省医

務官は、基本的に公館職員の健康管理を業務

としているが、現地での殆どの赴任国で医療

行為は許されておらず公館長の裁量で邦人の

ケアを担当することがある。邦人のメンタル

ヘルス不調事例を最もよく把握しているのが、

これら海外在住の邦人メンタルヘルス専門家、

外務省在外公館に勤務する邦人援護担当領事

および医務官である。彼らの対人支援技能を

標準化し向上させることが医療過疎地におけ

るメンタルヘルスサービスの底上げに通じる。

WHO 版 PFA の支援者育成のツールとしての有

用性は国内外での複数回の研修で確認するこ

とができた。文化的多様性に配慮した内容で、

講義とロールプレイとのバランスがよく、多

職種での共用が可能であること等、優れた点

が多い。 

 

３）支援者間連携の強化による各コミュニテ

ィとしての支援力の底上げ 

 海外での対人援護体験は、現地の医療シス

テム、文化風土により大きく影響を受ける。

海外在住の邦人メンタルヘルス専門家、外務



 

省在外公館に勤務する邦人援護担当領事およ

び医務官らは、自らの在住地域については精

通しているものの、それ以外の邦人メンタル

ヘルスの現況については知らないことが殆ど

である。本調査研究において情報収集を効率

的に行うために取り入れた会合による報告会

という型式は参加者にとっても有益であり、

他地域での取組を活動の参考にしたり、他国

に赴任する邦人事例についての情報共有を行

ったりする場となった。住民が移動しないこ

とを前提とした地域医療制度の限界を見据え

た対策のためにも、支援者間の連携は不可欠

となろう。そして支援者間連携は継続すべき

である。海外邦人メンタルヘルス連絡協議会

は年に 1 回の会合ながら 4 回目を迎え、各組

織の支援力向上に貢献し、個別の聞き取り調

査では期待できない相互支援と動機付け強化

の場となっている。本研究の報告会型式の情

報収集は、海外在住の邦人メンタルヘルス専

門家のネットワーク拡大に寄与した。平成 25

年にシンガポールで開催した第 3 回東南アジ

ア連携会議は米国で構築されていた JAMSNET

と連携する JAMSNET-Asia に拡がり、平成 26

年には JAMSNET-World に発展した。本調査研

究の副次的効果ということができよう。この

ネットワークは個々の脆弱なボランティア組

織の継続性を支援するシステムとして有用で

あり、国境を越えて発生した惨事ストレスの

際に災害弱者となった在外邦人の後方支援機

能が期待されるところである。 

 

４）海外邦人への遠隔支援と東日本大震災被

災地への遠隔支援 

 両者に共通する基本問題である人的資源不

足への対策は、遠隔地からの専門家派遣、既

存人的資源の育成活用であり、最も重要なの

はコミュニティにおける予防医学的啓発教育

によるセルスケア能力および対人支援力の強

化である。この 3 点については、海外邦人支

援と東日本大震災被災地支援に共通する平時

の中長期的備えである。上述した通り、有事

の時機を得た介入も国内外の遠隔支援に共通

するものである。一方、海外への遠隔支援に

際しては支援先の生活勤務環境、文化風土、

医療制度、邦人コミュニティの特性等への理

解力、対応力を持たねばならない。もちろん

程度の違いはあれ、国内での遠隔支援におい

て既存の医療資源の尊重と文化的感性が不可

欠である。IT活用による遠隔支援の効率化は、

複数拠点での安定したテレビ会議や PFA 研修

など、国内での実験的取組が実用レベルに達

しつつある。今後は通信速度のさらなる高速

化により適用地や適応対象の拡大が期待され

る。遠隔ケアの対象は国内外の現地での被災

者、被害者にとどまらない。遠隔地在住の家

族や現地支援者へのケアを含む体制の整備も

今後の課題の一つである。 

  

Ｅ. まとめ 

 海外邦人のメンタルヘルス対策は、個人、

所属組織のみならず国にとっても重要なリス

クマネジメントの一つである。海外での惨事

において災害弱者化しやすい海外邦人のメン

タルヘルス対策は、介入が遅延しやすく、ま

た惨事の多様性から複雑なケースワークを要

するが、それに対応する人的資源は不足して



 

いる。本調査研究から WHO 版 PFA は海外在住

支援者が共有できる有用なツールであり支援

技能の向上に寄与しうる。また支援者連携に

よる介入の効率化と円滑化が可能であること

が示された。今後は緊急出動が可能な災害メ

ンタルヘルス専門家の確保に加え、平時から

既存の人的資源である海外在住の邦人メンタ

ルヘルス専門家、外務省在外公館邦人援護担

当領事、同医務官等への啓発教育とさらなる

支援者間連携強化を推進すべきである。また

海外邦人へのメンタルヘルス支援の手法は、

広域医療過疎地への遠隔支援という点で、東

日本大震災被災地域への支援と重なるところ

が多い。双方での取組が相補的に発展するこ

とが期待される。 

（本報告書の内容は個人的見解に基づくもの

であり、外務省の公式見解ではない。） 
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研究要旨 

 東日本大震災において東大病院は、震災直後から現在に至るまで、多職種スタッフを宮城県に派遣して、

身体・こころのケアの活動を続けている。活動の教訓として、被災地スタッフと連携し、医療チーム・地域・

国レベルでの円滑な支援活動のコーディネートによる市民への保健医療サービス、救急医療の初動からここ

ろのケアの保健・予防活動までの長期的視野にもとづく多職種協働チームでの支援の重要性を認識した。こ

のような包括的なマネジメントが今後の災害医療のおいても重要であり、手法の確立が必須とされる。平成

24 年度は東大病院の震災支援の振り返りを行ったうえで、マネジメントの前提となる点を指摘した。平成 25

年度は東大病院の震災支援についてまとめ、学会発表・投稿を行い、さらに子供のこころのケアについての

結果を論文にした。平成 26 年度はこころの相談窓口への相談内容の変化や特定健診アンケートの解析を行

い、震災後のメンタルヘルスの変化を明らかにし、さらに東松島市市役所職員全員面談を行い、職員ケアを

行った。 

 

 

A．研究目的 

 2011 年 3月 11 日に生じた東日本大震災に対して

東大病院は、震災直後から現在に至るまで、多職種

スタッフを宮城県に派遣して、身体・こころのケア

の活動を続けている。こうした活動の教訓として、

被災地スタッフと連携し、医療チーム・地域・国レ

ベルでの円滑な支援活動のコーディネートによる市

民への保健医療サービス、救急医療の初動からここ

ろのケアの保健・予防活動までの長期的視野にもと

づく多職種協働チームでの支援が重要であることを

認識した。このような包括的なマネッジメントが今

後の災害医療のおいても重要であり、手法の確立が

必須とされる。今後の自然災害において、災害医療

マネッジメントの手法を生かすことにより、こころ

のケアを含む円滑かつ総合的な災害医療を提供する

ことが可能となると考えられる。 

 

B．研究方法 

東大病院の荒木は震災医療の初動から中長期的保

健・予防活動に関して、東日本大震災において宮城

県東松島市にて深く関わってきた。その経験を基に

災害医療マネッジメントの手法を確立していく。ま

た東松島市において震災後より健康調査・訪問調査

において精神症状の評価を行っており、それらを基

にして、心理社会的支援・精神医療の有効的な提供

を行ってきた。これらの精神症状評価尺度を後方視

的に解析することによって、震災後の精神症状の推

移を観察することが可能となる。またその推移に応

じた適切な精神医療・保健活動を行えたかどうかを

検証できる。この後方視的研究は、「大規模震災後に

発症する精神症状に関する臨床評価指標の後方視的

研究」として東京大学倫理委員会にて承認されてい



る（承認番号 3583-(2)）。 

 

C．研究結果 

 

1) 東大精神科の支援の概要について 

・震災直後～1 カ月間の初期は、避難所巡回・自宅

往診などのアウトリーチが中心となり、市保健所と

の指揮の下、もともと精神科に通院していた人の継

続フォロー、急性ストレス反応、環境因による不眠、

不安、抑うつなどに対する対応（心理療法、薬物療

法）を、身体科チームと綿密に連携して行った。さ

らに、宮城県の石巻医療圏を統括していた石巻日赤

病院との連携も行っていた。 

・2011 年 4 月から 5月にかけての震災 1ヵ月以降の

移行期は、地元医療機関と連携し、要フォロー者の

多くを紹介した。震災 2か月後（2011 年 5 月）から、

避難所巡回・自宅往診に加え、全戸訪問調査の準備

協力、同調査で同定されたハイリスク者への来所・

訪問による個別支援を行った。また、市保健所の依

頼により、上記以外の経路で対応が必要となった人

への来所・訪問による個別支援を行った。 

・震災 4ヵ月後（2011 年 7 月）からは中長期的な保

健・予防活動が中心となった。市職員のケアのため、

名古屋大学と連携して外傷後ストレス障害のスクリ

ーニング、こころのケアの啓発活動を行い、カウン

セリングや相談窓口設置による支援を行った。市民

のこころのケアとしては、千葉大学と連携してうつ

病・アルコール依存の予防を目的とした講演を行い、

仮設住宅に移行した高齢者を対象とした生活調査を

実施した。また、市全体の自殺予防として、自殺対

策連絡会に参加し、講演を行った。3 大学が連携し

て支援にあたり 9月まで継続して行った。 

・以後 2011 年 10 月から 2013 年 3 月にかけて長期間

にわたって、市保健所の要請に応じ、市民および市

職員を対象とした精神保健活動に対する支援を継続

している。具体的には、仮説住宅に移動した住民に

対する全戸訪問調査の準備・実施後の個別支援、特

定健康検査の準備・結果分析、自殺対策連絡会への

出席・提言、市職員ケアの計画・準備、サポートセ

ンター職員との連携・事例検討会の開催などである

（図 1）。 

2)子供のケア 

 小児に関しては，2011 年 4 月に教員や教育委員会

の要望に応じる形で、児童精神科医が、学校の教員

を対象に，児童・生徒の精神保健的・医学的対応に

ついての講演会を実施した。また、同様に教員や教

育委員会の要望に基づいて、2011 年 4 月に全校児

童・生徒を対象にスクリーニング調査を実施した。

その後，2011 年 5 月～2012 年 3 月まで心理士が学校

へ訪問し相談を行った。市内全 14 校に 1校当たり 2

回～5 回の訪問を行い、教員と児童・生徒の精神保

健的・医学的問題について相談を実施した。さらに、

精神医学的評価が必要であると同定された児童・生

徒の家庭に学校から連絡し保健センターへの来所を

勧めた。保健センターでは児童精神科医が精神医学

的評価を行い，精神医学的治療の必要性が認められ

た児童・生徒に宮城県内の児童精神科を紹介した(図

2)。 

 2011 年 4 月に 1 回目を行ったスクリーニングは，

2011 年 11 月，2012 年 11 月と実施し，その度ごとに

結果の解析及び各学校へのフィードバックを実施し

た。2011 年 11 月，2012 年 11 月は教員のスクリーニ

ングも同時に実施した。児童の様子を把握すること

の重要性、さらに教員に対する啓発の重要性などが

明らかであった。 

今回、自記式質問紙 PTSSC15（post traumatic 

symptoms scale for children）を用いてスクリーニ

ングを行った。対象は小学生 1102 名、中学生 1157

名。津波による影響を受けた地域と受けていない地

域との 2群にわけて解析を行った。小中学生全員の

解析においては、影響の有無による PTSSC のスコア

の群間の有意差は認められなかった。しかし中学生

においては、津波の被害を受けた地域の子供の方が

やや PTSSC のスコアが高くなっていることがわかっ

た。 

3) こころの相談窓口における相談内容 

支援の原則はニーズに基づいた支援であり、これは

震災直後から中長期的な時期に移行しても最も大切

なことである。地元の被災者の支援を適切に把握し、

それに対応する支援を行わなければ意味のある震災

支援は行えない。 

宮城県東松島市では、こころのケア相談窓口を開設

していたが、そこにおける平成 23 年度、平成 24 年

度、平成25年度の相談内容の内訳を報告する（図3）。 

平成23年度つまり震災から約1年の間の相談内訳で、

最も多かったのが、不眠・不安・抑うつであった。

それらでほぼ 7割の相談内訳を占めていた。 

平成 24 年度となって、不眠・不安の割合が減少し、

抑うつとアルコールの問題が明らかとなってきた。

この 2項目でほぼ 6割の相談内訳を占めていた。 



平成 25 年度ではさらにその傾向が強まり、アルコー

ルの問題の割合の高さが強まっている。 

 

4) 特定健診におけるアンケートの結果 

 一般市民に対するメンタルケアの一環として、特

定健診受診者に対して、こころのアンケートを行っ

ている。睡眠、アルコール(CAGE)、抑うつ傾向(K6)

などについてアンケートに答えてもらい、その結果

をもとに、保健師や PSW が電話や訪問によるフォロ

ーアップを行うという精神保健活動を震災後から継

続的に行っている。 

 今回、平成 24 年から 25 年にかけての特定健診受

診者に対するアンケート調査の縦断的検証を行った。

平成24年こころの健康アンケート対象者11855人の

うち平成 24 年回答者 3518 名（回答率 29.7％）、そ

の中で、平成 25 年にも回答したのが 2192 名（追跡

率 62.3％）であった。追跡調査に参加した人は男性

が多く、年齢が高く、抑うつ傾向が低い特徴がみら

れた。平成 24 年にはうつ病性障害が 8.8%、アルコ

ール依存が 2.9%、平成 25 年にはうつ病性障害が

11.0%、アルコール依存が 2.8%みられた。抑うつ、

睡眠障害は平成 24 年に比べて 25 年では悪化傾向が

みられた。また重度抑うつは回復しにくく遷延する

ことが多く、男性に比べ女性のほうが抑うつが悪化

する傾向がみられた。また睡眠障害があると抑うつ

が悪化する傾向、大規模半壊以上の家屋被害を抱え

る方の抑うつの回復が妨げられる傾向がみられた。 

これらより、継続して市民のこころの健康を見守る

必要性、家屋の被害が大きい世帯におけるサポート

の必要性、抑うつのリスクとなる睡眠障害を持つ人

へのケアが大切であることがわかった。 

5) 東松島市職員等の心の健康維持事業 

震災後 3年たってようやく体制が整い、総務課が窓

口となって東大精神科の医師 3名心理士 1名による

全職員452名の全員面談を2014年 5月から8月にか

けて全 18 回でおこなった。WHO-5, K6, CAGE, 睡眠, 

サポートの有無, 自己参照などの項目を含めた事前

質問紙に記入してもらい、守秘義務をもって面談を

行った。人の目を気にしないで、普段話せないよう

なことを話せた、など前向き感想をいただいて、職

員ケアの一端を担った。 

 

D．考察 

 東大精神科の支援を振り返り、まとめることによ

って、マネッジメントの大切さと難しさを痛感した。

また、今回の研究においては現地の被災者や支援者

の妨げにならないように極力配慮しながら、いくつ

かの研究を行うことが可能になった。忘れてはなら

ないのが、現地における調査に支援を前提とした必

ず何らかの役に立つ調査を行うことの大切さと、倫

理的に許される、つまり倫理委員会を正式に通した

調査を行うべきであるという当たり前の研究に対す

る姿勢である。 

こころの相談窓口に関しては、ニーズの変化が明ら

かとなり、急性期から中長期にかけてニーズの変化

に合わせた円滑な支援の大切さが明らかとなった。

また、子供やその親の支援の大切さやこどものここ

ろの強さも明らかとなった。さらには健診データの

一部を用いた研究では抑うつや睡眠の問題が少なか

らず被災地においては存在していることが明らかと

なった。また、ようやく職員ケアを行うことができ

たが、震災後 3年たってもその影響はまだまだ大き

く、被災地の職員のこころの健康に留意しつつ、支

援に入ることの大切さをあらためて知った。 

 

E．結論 

 震災支援においては、基本的な道徳に基づき、ひ

との心に寄り添う気持ちを持ち、被災地におけるニ

ーズをくみ取り、被災地において中心的に働いてい

る支援者の指揮下に入って活動することが肝要であ

る。このような精神医療や精神保健活動の基本とな

る姿勢を今回の支援を通して学ばせてもらった。

2011年3月の急性期から支援を行っていたスタッフ

による支援が2015年3月現在でも継続されているの

が、東大精神科の支援の特徴である。今後も現地の

ニーズがある限りは支援を続けていきたいと考えて

いる。これまでの支援活動の全ては現地の市役所の

保健師の方々の適切な指揮によって進められてきた。

地元の保健師の方々、市役所の職員の皆様との関係

を築けたことに感謝する。 
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研究要旨 
本研究では、科学的根拠および国内関係者のコンセンサスなどをもとに、統一的な災害時の精神保健の
評価方法を推奨・提案することを目的として、①被災地における精神健康調査尺度の使用と信頼性・妥
当性に関する文献レビュー、②被災者における精神健康調査尺度の特性に関する情報を既存調査および
既存データの再解析から収集すること、③被災地住民の調査に係わった調査員からの聞き取りによる被
災地における心の健康に関する調査の留意点を明らかにした。その上で「一般住民におけるトラウマ被
害の精神影響の調査手法マニュアル」を作成した。 
１）文献レビューからは、国内外で被災状況で使用されている精神健康尺度が収集された。しかしその
種類には大きなばらつきがあり、また被災状況での信頼性・妥当性・評価方法が検討されている尺度が
少ないことが明らかとなった。 
２）岩手県、福島県で実施された調査からは、被災者では K6のカットオフが上昇する場合があり、また
その診断有用性（尤度比）が低下していることが明らかとなった。 
３）調査員のヒアリングから、調査員が種々の調査技術を活用していることが明らかになった。また被
災地調査では、聞き取り調査が好まれることが示唆された。 
４）被災地住民の精神健康の調査方法について、①被災者の精神健康調査の概要、②抑うつ・不安の評
価、③心的外傷後ストレス症状の評価、④飲酒行動および飲酒関連問題の評価、⑤その他の精神健康状
態の評価についてまとめた。マニュアルの素案を専門家に送付し、意見をもらって修正し「一般住民に
おけるトラウマ被害の精神影響の調査手法マニュアル」を完成した。 
３年間の研究成果を要約し、被災地住民の精神健康の調査方法について「一般住民におけるトラウマ被
害の精神影響の調査手法マニュアル」を完成した。マニュアルは現在実施されている被災者の精神健康
に関する追跡調査および今後の災害における精神健康の調査において活用できると期待される。 
 
研究要旨 
本研究では、科学的根拠および国内関係者のコンセンサスなどをもとに、統一的な災害時の精神保健
の評価方法を推奨・提案することを目的として、①被災地における精神健康調査尺度の使用と信頼性・
妥当性に関する文献レビュー、②被災者における精神健康調査尺度の特性に関する情報を既存調査およ
び既存データの再解析から収集すること、③被災地住民の調査に係わった調査員からの聞き取りによる
被災地における心の健康に関する調査の留意点を明らかにした。その上で「一般住民におけるトラウマ
被害の精神影響の調査手法マニュアル」を作成した。 
１）文献レビューからは、国内外で被災状況で使用されている精神健康尺度が収集された。しかしそ
の種類には大きなばらつきがあり、また被災状況での信頼性・妥当性・評価方法が検討されている尺度
が少ないことが明らかとなった。 
２）岩手県、福島県で実施された調査からは、被災者では K6のカットオフが上昇する場合があり、ま
たその診断有用性（尤度比）が低下していることが明らかとなった。 
３）調査員のヒアリングから、調査員が種々の調査技術を活用していることが明らかになった。また
被災地調査では、聞き取り調査が好まれることが示唆された。 



４）被災地住民の精神健康の調査方法について、①被災者の精神健康調査の概要、②抑うつ・不安の
評価、③心的外傷後ストレス症状の評価、④飲酒行動および飲酒関連問題の評価、⑤その他の精神健康
状態の評価についてまとめた。マニュアルの素案を専門家に送付し、意見をもらって修正し「一般住民
におけるトラウマ被害の精神影響の調査手法マニュアル」を完成した。 
３年間の研究成果を要約し、被災地住民の精神健康の調査方法について「一般住民におけるトラウマ
被害の精神影響の調査手法マニュアル」を完成した。マニュアルは現在実施されている被災者の精神健
康に関する追跡調査および今後の災害における精神健康の調査において活用できると期待される。 
キーワード：災害精神保健、抑うつ・不安、心的外傷後ストレス症状、飲酒関連問題 
 
 
A．研究目的 
本分担研究の目的は、科学的根拠および国内関
係者のコンセンサスなどをもとに、統一的な災害
時の精神保健の評価方法を推奨・提案することで
ある。またこれにより、災害時の症状評価方法を
統一し、共通の方法で災害時の精神保健の情報収
集、整理、相互比較が可能になる枠組みを提供す
ることである。 
このために、平成 24年度には文献レビューを行
い、抑うつ・不安、心的外傷後ストレス症状、飲
酒問題、不眠などの精神健康状態について、国内
外の被災者において使用されている尺度とその信
頼性、妥当性の情報を収集した。平成 25年度は、
K6尺度をとりあげて、既存の報告や既存データを
もとに被災者におけるそのスクリーニング効率を
検討した。また被災地住民の調査に係わった経験
のある調査員からの聞き取りを行い、被災地にお
ける心の健康に関する調査の留意点をまとめた。
平成 26年度研究では、被災地における精神健康調
査尺度の特性を既存調査から明らかにする作業を
継続した。また３年間の研究成果を要約し、被災
地住民の精神健康の調査方法について「一般住民
におけるトラウマ被害の精神影響の調査手法マニ
ュアル」を作成した。 
 
B．研究方法 
１．文献レビュー 
データベースとしてPubMedおよび医中誌を用

いて、①災害状況で使用されている尺度、②災害
状況での尺度の妥当性検討に関する文献検索をそ
れぞれおこなった。 
災害状況で使用されている尺度の検索では、

PubMedにおいて、“("screening"[All Fields] OR 
"scale"[All Fields] OR "questionnaires"[All 
Fields] OR "checklist"[All Fields]) AND 
("disasters"[MeSH Terms] OR "earthquake"[All 
Fields] OR "tsunami"[All Fields]) AND ("mental 
health"[Mesh Terms] OR "alcohol-related 
disorders"[MeSH Terms] OR "sleep 
disorders"[MeSH Terms] OR "stress disorders, 
post-traumatic"[MeSH Terms] OR "depressive 
disorder"[MeSH Terms] OR "stress, 

psychological"[MeSH Terms]) AND 
English[lang]”の検索式で英語論文に限定して文
献検索した。さらに医中誌において、“(((災害/TH 
or 災害/AL) and (([精神科]/JN or 精神/AL) or メ
ンタル/AL)) and (AB=Y and PT=原著論文)) ”の
検索式で文献検索した。 
災害状況での尺度の妥当性検討については、

PubMedにおいて、“("disasters"[MeSH Terms] 
OR "earthquake"[All Fields] OR "tsunami"[All 
Fields]) AND ("mental health"[Mesh Terms] OR 
"alcohol-related disorders"[MeSH Terms] OR 
"sleep disorders"[MeSH Terms] OR "stress 
disorders, post-traumatic"[MeSH Terms] OR 
"depressive disorder"[MeSH Terms] OR "stress, 
psychological"[MeSH Terms]) AND English 
[lang] AND ("validity" OR "validation")”の検索
式で英語論文に限定して文献検索した。 
 
２．被災者における神健康調査尺度の特性 
１）岩手県被災者コホートデータにおける K6の
心理測定特性 
厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管
理対策総会研究事業）「岩手県における東日本大震
災被災者の支援を目的とした大規模コホート研
究」(H24-健危-指定-001)（研究代表者：小林誠一
郎）の一部として実施されている研究(1)では、東
日本大震災に被災した岩手県住民の調査データと、
「健康と暮らし向きについての調査」および平成
22年国民生活基礎調査データの２つの全国調査
データを利用して項目応答理論(IRT)による解析
を行い、K6の心理測定的特性を被災者と地域住民
との間で比較している。 
２）福島県仮設住宅調査（１） 
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ターの調査事業として、2012 年 10 月から 2103
年３月までの間に、福島県の２つの仮設住宅の 16
歳以上住民 913 人、平成 24 年度「こころの健康
度・生活習慣に関する調査」で K6が 20点以上の
者のうちから抽出された者 150人、および福島県
内の精神科医療機関を震災と関連した抑うつ・不
安状態で受診した者で期間中に調査可能だった者
に対して K6 を含む自己記入式調査票および



WHO 統合国際診断面接(CIDI)3.0 版による調査
が実施された(2)。CIDIでは DSM-IV診断による
４つの気分・不安障害（大うつ病性障害、気分変
調性障害、全般性不安障害、心的外傷後ストレス
障害）の過去 12ヶ月経験を調査した。精神科受診
者のうち CIDI で診断がつかなかった者 6 人は他
の精神疾患に罹患している可能性が高いため解析
から除外した。K6に欠損値のある者、地震、津波、
原発事故のいずれも経験していないと回答した者
も解析から除外した。各群それぞれ101人、22人、
9人を解析対象とし、気分・不安障害の過去 12ヶ
月の経験を外的基準として、K6の ROC曲線、感
度、特異度、尤度比を算出している。                  
３）福島県仮設住宅調査（２） 
福島市の仮設住宅（２カ所）に居住する避難区
域Ａ町住民（全員）、南相馬市の仮設住宅（３カ所）
に居住するＢ市住民（全員）を対象として、平成
25 年 10 月 1 日から平成 26 年 1 月 31 日の間に
CIDI3.0 による面接調査および質問票調査(K6 な
ど)が実施された(3)。仮設住宅住居のうち 64.1％
に接触、居住者のうち 518人（69.4％）に面接調
査が実施された。このデータを二次解析し、CIDI
では DSM-IV診断による気分・不安・物質使用障
害（大うつ病性障害、気分変調性障害、双極性障
害、全般性不安障害、パニック障害、社交不安障
害、広場恐怖、心的外傷後ストレス障害、アルコ
ール乱用・依存）の過去 12ヶ月経験を調査した。
気分・不安・物質使用障害の過去 12ヶ月の経験を
外的基準として、K6の ROC曲線、感度、特異度、
尤度比を算出した。このデータを同時期に実施さ
れた世界精神保健日本調査セカンドの関東地方一
般住民 527人のデータの二次解析結果と比較した
(4)。 
４）岩手県における神健康調査尺度の特性 
平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金(こころ
の健康科学研究事業)「岩手県における東日本大震
災津波被災者の支援を目的とした大規模コホート
研究」における分担研究報告書「岩手県被災地域
における精神健康調査の妥当性の検討」(5)では、
岩手県陸前高田市において、東日本大震災健診の
受診者を対象として K6、PTSDチェックリスト 4
項目版(PCL-4)、PTSD-3による精神疾患のスクリ
ーニングの妥当性が検証された。PTSD-3 は、
PTSD-3 とは金吉晴（国立精神・神経医療研究セ
ンター精神保健研究所）らが開発したものであり、
過去 1週間の PTSD症状に関する 3つの項目から
なるスクリーニング尺度である。 
 
３．被災地における心の健康に関する調査の留意
点 
東日本大震災で宮城県沿岸部の調査に携わった

経験のある調査員７名へのヒアリングを行った。 
 
４．「一般住民におけるトラウマ被害の精神影響の
調査手法マニュアル」の作成 
 マニュアルでは、①被災者の精神健康調査に関
する総論、各論として②抑うつ・不安、③心的外
傷後ストレス症状、④飲酒行動および飲酒関連問
題をとりあげることとした。作成されたマニュア
ルを、本研究班の分担研究者および被災地におけ
る精神保健調査の経験を持つ研究者に送付し、意
見を収集した。意見に基づいてマニュアルを修正
し完成した。 
 
C．研究結果 
１．文献レビュー 
災害状況で使用されている尺度については、

PubMedでヒットした 644件中、最新の 50件
（2011年～2012年）、医中誌でヒットした 658件
中、最新の 200件（2007年～2012年）の抄録を
読み、尺度を使用している論文それぞれ 39および
25本ついて整理した。災害状況での尺度の妥当性
検討については、ヒットした全 44件の抄録を読み、
うち 25本について整理した。 
 抑うつ・不安については、災害状況で使用され
ている尺度としてGeneral Health Questionnaire 
(GHQ)と The symptom Checklist-90 (SCL-90)が
主流であり、他に Center for Epidemiologic 
Studies Depression (CES-D)、Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ)などが用いられ
ていた。日本では The Screening Questionnaire 
for Disaster Mental Health (SQD), Kessler’s 
Psychological Distress Scale (K6)が使用されて
いた。一方で、海外において、災害状況で妥当性
検討がおこなわれているのは GHQ-28の他、使用
頻度が少ない 3尺度のみであった。日本語版では
SQDの妥当性が検討されている。PTSD症状につ
いては、災害状況における調査では Impact of 
Event Scale-Revised (IES-R)が主流であり、他に
PTSD Checklist (PCL)、UCLA PTSD Reaction 
Index (PTSD-RI)、精神疾患簡易構造化面接法 
(M.I.N.I.)などが用いられていた。日本では改訂日
本版出来事インパクト尺度 (IES-R-J)およびSQD
が使用されていた。海外においては IES-R、PCL
の被災状況における妥当性検討がおこなわれてい
た。アルコール問題に対して尺度を用いて評価し
ていた論文は、国内では 1本のみ、海外では飲酒
頻度や飲酒量の増加を質問する論文 1本のみであ
った。睡眠障害についても、1項目での質問がな
されている研究が多かった。アルコール問題と睡
眠障害の尺度で、災害状況で妥当性検討がされて
いる尺度は、海外・国内ともになかった。その他



の症状に関しては、日本と中国で QOLについて
Short Form-12 version (SF-12)または SF-8が用
いられていた。その他、レジリエンス、対処行動、
自尊感情、希望などが尺度を用いて評価されてい
た。 
 
２．被災者における神健康調査尺度の特性 
１）岩手県被災者の調査 
１）岩手県被災者コホートデータにおける K6の
心理測定特性 
岩手県被災者健康診断を受診した住民において
は、平成 22年国民生活基礎調査の岩手県データ
(4,149名)および全国データ(199,275名)、および
健康と暮らし向きについての調査データ(557名)
と比較して、K6の合計得点および各基準点を用い
た高得点者の割合が有意に高かった(p<0.01)。IRT
分析の結果では、岩手県被災者データでは、いず
れの項目についても「少しだけ」の回答が、潜在
特性（心理的ストレス反応）が低い状態から選択
される確率が上昇していた。 
２）福島県被災者調査（１） 
気分・不安障害の過去 12 ヶ月経験者は合計 38

人であった。K6の ROC曲線下の面積は 0.836で
あり、感度＋特異度の和が最大になるカットオフ
点は 12+であった。K6の既存カットオフ点を使用
した場合、感度、１－特異度、尤度比は、5+（心
理的ストレス相当）でそれぞれ0.941，0.541, 1.740、
10＋（気分・不安障害相当）で 0.853, 0.276, 3.096、
13+（重症の精神障害相当）で 0.735, 0.194, 3.793
であった。尤度比は 17+で最大の 4.900 に達した
がこれ以上点数を上げても増加しなかった（図２）。
得点区分別の層化尤度比はオーストラリアおよび
日本の一般人口を対象とした研究にくらべ低かっ
た。 
３）福島県仮設住宅調査（２） 
気分・不安・物質使用障害の過去 12ヶ月経験者は
合計 28人であった。K6の ROC曲線下の面積は
0.780であり、感度＋特異度の和が最大になるカ
ットオフ点は 3+であったが、2+から 7+まで感度
＋特異度の和は大きく異ならなかった。尤度比は
点数を上げても増加しなかった（図３）。得点区分
別の層化尤度比は同時期に実施された世界精神保
健日本調査セカンド（関東地方一般人口）にくら
べ低かった。世界精神保健日本調査セカンドでは
最適カットオフ点は 5+であった。 
４）岩手県における神健康調査尺度の特性 
調査参加者は 96名であり、うち過去 30日にい
ずれかの診断がついた者は 18名、PTSD診断のつ
いた者は５名だった。K6の最適カットオフ点は
8/9であり、この場合、感度 0.89、特異度 0.69、
陽性的中率(PPV)0.40、陰性的中率(NPV)0.96で

あった。PTSD-3はカットオフ点 1/2で、感度 0.80、
特異度 0.73、PPV0.14、NPV0.99であった。K6
が 9点以上でかつ追加項目の「こうした不調が原
因で、日常生活に支障をきたすことがあった」に
少しだけ以上を陽性とした場合には、感度 0.89、
特異度 0.77、PPV0.47、NPV0.97となった。 
 
３．被災地における心の健康に関する調査の留意
点 
東日本大震災で調査に関わった調査員へのヒア
リングから、宮城県での調査に従事した調査会社
調査員から、K6の「6. 自分は価値のない人間だ
と感じましたか。」への回答に考え込む、回答に時
間がかかるとの意見があった。また陸前高田市消
防団員の心の健康相談を行った調査員から、MINI
の「罪悪感を感じますか」の質問に対して、被災
者が考えこむことがあったとの意見が寄せられて
いた。 
 
４．「一般住民におけるトラウマ被害の精神影響の
調査手法マニュアル」の作成 
 被災者の精神健康調査に関する総論については、
被災者の精神健康調査で調査すべき側面、被災者
の精神健康調査の方法（尺度の選定方法、調査方
法、時期、欠損値の取り扱い）、被災者の精神健康
調査の一般的留意点（精神健康調査で高得点にな
った者のうち精神疾患である者の割合は限られて
いること、精神健康調査の集団平均得点の高低は
その集団の精神疾患の頻度を反映したものではな
いこと）、および調査研究として実施する場合の留
意点（倫理的配慮や回答者・自治体との関係）に
ついて記載した。抑うつ・不安、心的外傷後スト
レス症状、飲酒行動および飲酒関連問題について
は、文献レビューを行い、その要素の(a)モニタリ
ングの重要性、(b)調査時期と方法、(c)代表的な評
価ツールについての紹介（信頼性・妥当性・評価
基準、被災者における信頼性・妥当性・評価基準、
許可が得られ、重要な尺度についてはその原本も）、
(d)その他の評価法の情報、(e)留意点について整理
した。 
 



表１ 「一般住民におけるトラウマ被害の精神影
響の調査手法マニュアル」の目次 
 
 
Ⅰ．はじめに 
１．被災者の精神健康調査にあたって 
２．被災者の精神健康調査で取り上げるべき側面 
３．被災者の精神健康調査の方法 
４．被災者の精神健康調査の一般的留意点 
５．調査研究として実施する場合の留意点 
Ⅱ．抑うつ・不安の評価 
１．災害発生後における抑うつ・不安 
２．抑うつ・不安のモニタリングの重要性 
３．調査時期と方法 
４．代表的な評価ツール 
１）Ｋ６ 
２）Screening Questionnaire for Disaster Mental 
Health (SQD) 
３）その他の抑うつ・不安の評価法 
４）災害時における子供の抑うつ・不安の評価 
５．留意点 
Ⅲ．心的外傷後ストレス症状 
１．災害発生後における心的外傷後ストレス症状 
２．心的外傷後ストレス症状のモニタリングの重
要性 
３．調査時期と方法 
４．代表的な評価ツール 
１）改訂出来事インパクト尺度 Impact of Event 
Scale-Revised (IES-R) 
２）Screening Questionnaire for Disaster Mental 
Health (SQD) 
３）PTSD-3 
４）その他の PTSD症状の評価法 
５）子供の PTSD症状の評価法 
Ⅳ．飲酒行動および飲酒関連問題の評価 
１．災害発生後における飲酒行動および飲酒関連
問題 
２．飲酒行動および飲酒関連問題のモニタリング
の重要性 
３．調査時期・方法 
４．代表的な評価ツール 
１）AUDIT-C  (3項目)  
２）その他の飲酒関連問題の評価法 
５．評価にあたっての留意点 
Ⅴ．その他の精神健康状態の評価 
１．自殺傾向の評価 
２．睡眠障害の評価 
文献 
 
２）専門家の意見による修正 
 作成したマニュアル素案は、専門家からはおお

むね適切なものであると評価された。意見を踏ま
えて、全般的な留意点への倫理面の加筆、尺度の
高得点者をそのまま精神疾患と考えないことにつ
いて留意点、自殺のスクリーニングの考え方、睡
眠障害について記述を追加した。 
 以上の検討を経て、マニュアルを完成した。そ
の目次を表１に示す。 
 
D. 考察 
１．文献レビュー 
文献レビューから、抑うつ・不安に関する尺度
である K6は国内外で被災状況での研究において
使用されつつあるが、被災状況での妥当性・カッ
トオフ値の情報が少なかった。PTSDに関する尺
度では、国際的に研究で多数使用されている
IES-Rが推奨される。また、日本で作成され妥当
性が確認されている SQD、現在妥当性検討中の
PCLも使用可能と思われる。一方、アルコール問
題と睡眠障害に関する尺度を使用した研究は少な
かった。 
 
２．被災者における神健康調査尺度の特性 
岩手県および福島県で実施された調査の文献レ
ビューおよびデータの二次解析からは、被災者に
おける K6の回答選択肢の分布を見ると、「少しだ
け」という軽症の選択肢に対する回答が増加して
いた。また福島県被災者サンプルでは K6のカッ
トオフが上昇する場合があり、またその診断有用
性（尤度比）が低下していることが明らかとなっ
た。これらは K6を被災者で使用する場合に注意
しなくてはいけない可能性を意味している。岩手
県陸前高田市での妥当性検討でもこの点が確認さ
れた。被災者での精神健康調査では、尺度のスク
リーニング効率が低下し、カットオフ点が一般に
上昇することに留意する必要がある。 
 
３．被災地における心の健康に関する調査の留意
点 
 被災地の調査員のヒアリングから、調査にあた
って調査員が種々の調査技術を活用していること
が明らかになった。また被災地調査では、聞き取
り調査が好まれることが示唆された。これらは災
害時における精神保健調査において考慮される必
要がある。 
 
４．「一般住民におけるトラウマ被害の精神影響の
調査手法マニュアル」の作成 
 「一般住民におけるトラウマ被害の精神影響の
調査手法マニュアル」が、文献レビュー、被災者
における精神健康尺度の妥当性に関する最近の情
報の収集結果、専門家による意見に基づいて完成



された。マニュアルは現在実施されている被災者
の精神健康に関する追跡調査および今後の災害に
おける精神健康の調査において活用できると期待
される。しかし被災者における精神健康尺度の妥
当性に関するこれまでの研究は小規模なものが多
く、今後さらに研究が進むものと考えられる。被
災者における研究が不十分な尺度もある。本マニ
ュアルは、最新の情報を反映して、今後継続的に
改訂されることが望まれる。 
 
E．結論 
本研究では、科学的根拠および国内関係者のコ
ンセンサスなどをもとに、統一的な災害時の精神
保健の評価方法を推奨・提案することを目的とし
て、①被災地における精神健康調査尺度の使用と
信頼性・妥当性に関する文献レビュー、②被災者
における精神健康調査尺度の特性に関する情報を
既存調査および既存データの再解析から収集する
こと、③被災地住民の調査に係わった調査員から
の聞き取りによる被災地における心の健康に関す
る調査の留意点を明らかにした。その上で「一般
住民におけるトラウマ被害の精神影響の調査手法
マニュアル」を作成した。 
１）文献レビューからは、国内外で被災状況で
使用されている精神健康尺度が収集された。しか
しその種類には大きなばらつきがあり、また被災
状況での信頼性・妥当性・評価方法が検討されて
いる尺度が少ないことが明らかとなった。 
２）岩手県、福島県で実施された調査からは、
被災者では K6のカットオフが上昇する場合があ
り、またその診断有用性（尤度比）が低下してい
ることが明らかとなった。 
３）調査員のヒアリングから、調査員が種々の
調査技術を活用していることが明らかになった。
また被災地調査では、聞き取り調査が好まれるこ
とが示唆された。 
４）被災地住民の精神健康の調査方法について、
①被災者の精神健康調査の概要、②抑うつ・不安
の評価、③心的外傷後ストレス症状の評価、④飲
酒行動および飲酒関連問題の評価、⑤その他の精
神健康状態の評価についてまとめた。マニュアル
の素案を専門家に送付し、意見をもらって修正し
「一般住民におけるトラウマ被害の精神影響の調
査手法マニュアル」を完成した。 
３年間の研究成果を要約し、被災地住民の精神
健康の調査方法について「一般住民におけるトラ
ウマ被害の精神影響の調査手法マニュアル」を完
成した。マニュアルは現在実施されている被災者
の精神健康に関する追跡調査および今後の災害に
おける精神健康の調査において活用できると期待
される。 

 
F. 健康危険情報 
該当なし。 
 
G. 研究発表 
該当なし。 
 
H. 知的財産権の出願・登録状況 
該当なし。 
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災害直後の精神科医療・保健活動を担うシステムとして、厚生労働省は都道府県に災害派

遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team :DPAT）を設置するよう通達し、
整備が進められている。復興期においては、過去の大災害での方法を踏襲するだけでなく、

その地域特性にあった、柔軟なシステムを早期から検討することが重要である。 
本研究では、過去の災害について、保健所などの既存組織が果たす役割、こころのケア

センターなどの災害後に作られる専従組織の役割と課題、東日本大震災後に新たな枠組み

で活動している NPOなどの状況を報告した。 
 

 

A. 既存組織の取り組み 
１．阪神・淡路大震災以前 
 わが国で、自然災害の復興期に継続的な

精神保健活動が行われたのは、雲仙普賢岳

噴火災害が嚆矢となる。この災害は、1990
年 11 月の噴火に始まり、44 名が死亡した
翌 91年 6月の大火砕流をピークとして約 3
年間にわたって持続したという点で、特異

な災害であった。反復的に予想を上回る噴

火を繰り返したために、被災者は何度も転

住を強いられ、噴出された火山灰や溶岩に

よって被災地域は半永久的に戻れない土地

になってしまった。災害そのものの衝撃や

恐怖体験よりも、生活の場を失われたこと、

生活再建の見通しのなさが長期に続いたこ

となどが、被災者の精神健康に持続的な影

響を与えた。 
 しかし、精神保健活動の必要性はまった

く認知されていなかったため、健康調査を

実施し、必要性を説くことから始めなくて

はならなかった。被災から半年後に行われ

た初回調査の結果は、被災住民は何らかの

精神健康上の問題を持つと考えられる割合

（GHQ30 総得点 8 点以上の者）が、対照
群に比較して著しく高いというもので、こ

れを示すことで、関係者、特に医師会の精

神保健対策への関心が得られるようになっ

た。その後、さまざまな活動が長期に行わ

れると同時に、健康調査も経時的に実施さ

れた。種々の活動の最も重要な担い手は保

健師であった。しかし、県保健所、市町担



当課に所属する保健師は 15 人とマンパワ
ーは絶対的に不足していた。たとえば、初

回調査においてGHQ-30高得点は有効回答
の 67%にも達しており、すべての対象を訪
問することは困難であった。現実的に対応

できる範囲として、まず高齢者で GHQ 得
点が著しく高い（21点以上）の住民 240人
から関与し始め、徐々に範囲を広げていっ

た。このような献身的な保健師の活動は、

保健所の通常業務が再開されるようになる

と、次第に限界に近づいたため、1992年 6
月（大規模火砕流から 1年後）に、「訪問相
談員制度」という新たなマンパワー確保の

方法が開始された。これは、被災者の中で

民生委員や自治会役員などに、自分の属す

る仮設住宅を中心に一人あたり 100人世帯
を担当してもらい、原則月 1 回受け持ち世
帯を訪問するという役割を担ってもらうも

のである。活動に対しては担当世帯数に応

じた薄謝が支払われたが、辞退するものも

少なくなかったという。健康や生活再建に

関する問題が、県や市町の担当者に還元さ

れ、きめ細かい支援対策に結びついていっ

た。 
 
２．阪神・淡路大震災 
 専従組織の活動が軌道に乗るまでには、

どうしても時間が必要である。時間の経過

とともに明らかになっていく精神保健上の

問題もあるが、災害前から把握されている

精神障害者への対応などは、直後から既存

の枠組みの中で対応していく必要がある。

しかし、被災によって増大した地域内のニ

ーズに応えるためには、賦活化させるため

の働きかけが必要になる。その一例として、

阪神・淡路大震災後の兵庫県明石市での取

り組みについて当時の記録をもとにまとめ

た。 
 明石市は神戸市に隣接した人口約 28万 1
千人（当時）の中規模の市で、震源となっ

た明石海峡にもっとも近い地域であるが、

被害は比較的少なく市民の死者は 24名、重
傷者 139 名、全壊家屋 4029 世帯（全世帯
数 97628世帯）にとどまった。避難所は最
大 30カ所、仮設住宅は 13カ所 856戸が建
設された。地域内には明石市 1 市だけを管
轄する兵庫県明石保健所があり、明石市と

協力して地域保健活動を行っており、平成

7 年当時は精神保健に関する業務は主に県
保健所が担当していた。震災前から、ある

開業医の強力なリーダーシップによって精

神保健に関する意識が高い地域であった。

震災後には専従組織は設置せず、地域内の

ネットワークを強化することによって、さ

まざまな問題に取り組んだ。 
 
３．東日本大震災 
 東日本大震災では、当初からこころのケ

アへの関心が高く、全国から多数の支援チ

ームが入った。その活動を受け入れたのは、

地元の市町における地域保健担当者、県保

健所、そして精神保健福祉センターなどで

あり、多くの場合、保健師がコーディネー

ターの役割を担っていた。保健師側から見

ると、こころのケアは DMATなどの救急医
療活動が終わった時期から復興期に至るま

で、保健師業務の重要な柱と位置づけられ

ている。 
 初期には、精神障害者の状況把握や支援、

避難所や被災者宅を訪問する中で発見され

る精神科的問題への対応が主体となる。こ

ころのケアチームの活動も、保健師が発見



してくる問題への対応が、多くの場合は主

な内容となる。また、復興期には仮設住宅

を中心として、積極的に訪問を行いながら、

健康相談や住民同志の交流促進事業などの

催しを調整するなど、保健師の役割は大き

い。 
 また、多くの自治体では復興期になって

から、仮設住宅住民を中心に健康状態のス

クリーニングを実施しており、精神的問題

に関する項目も入れられている場合が多い。

たとえば、宮城県はみなし仮設住宅とプレ

ハブ仮設住宅の住民を対象とした悉皆調査

を経時的に行っている。項目として K6 が
入れられており、総得点 13点以上の住民に
対して、訪問や架電によるフォローが続け

られている。 
 岩手県陸前高田市では平成23年5月から、
仮設住宅でのサロン活動を、社会福祉協議

会や NPO が開始したが、多くの支援チー
ムが参加したため、その調整が必要だった

ことが報告されている。なお、同市には全

国から17の保健師チームが入り、延べ6120
人が活動したほか、こころのケアチームも

東京都チームなど 7チーム（延べ 630人）、
医療チームは 94チーム（延べ 8191人）の
外部支援者が入った。これらの調整業務を

県保健所と市の保健師が、外部のスーパー

バイザーの協力を得て行っており、その活

動は高く評価されるべきだろう。 
 復興期の精神保健活動は、保健師などが

担ってきた平時の活動と、地域ネットワー

クの活性化をベースにして、その中に新し

く作られた機関が役割を見いだし参入し、

地域全体の認識が深まり、活動が充実され

ていくことが重要である。そして、災害後

の活動が昇華され、地域が抱える精神保健

上の問題に取り組む契機となることが望ま

れる。その一例として、岩手県大船渡保健

所が始めた自殺予防を目指した事業を紹介

した。これは「はまってけらいん、語って

けらいん運動」と呼ばれており、孤立を予

防し地域住民同士のつながりを深めるため

の活動である。「はまって」とは方言で「皆

で集まって」という意味で、象徴的な標語

を用いることによって、地域全体のメンタ

ルヘルスへの関心を高めることを目指して

いる。東北は以前から自殺率の高い地域で

あり、災害後の心のケアへの高まりが、自

殺予防に向けたプロモーション活動に展開

されている。 
 
B. 専従組織の取り組み 
 被災者を対象とした精神保健活動を担う

専従組織「こころのケアセンター」が作ら

れた災害は、東日本大震災以前に３つある。

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震そして

新潟県中越沖地震である。いずれも復興基

金を財源としているため、精神保健に関す

る啓発を行う民間組織（県精神保健福祉協

会）に運営業務が委託され、前者は 5 年、
後者は 10年の期限付きで設置された。それ
ぞれの組織の活動内容については昨年度の

報告書にまとめ、直面した問題点を述べた。

それは、ほぼ共通しており、方針を確立し

活動が軌道に乗るまで時間を要すること、

マンパワーの確保の困難さ、行政組織との

調整の困難さ、などであった。 
１．阪神・淡路大震災 
 阪神・淡路大震災の場合、相談ケース数

がピークに達するのは、平成 9 年度であっ
た。つまり、新しい組織が認知され、活動

が軌道に乗るまでには時間が必要だった。



阪神・淡路大震災は被災地域が広く、しか

も人口の密集した都市部を襲った災害であ

った。被災者数は膨大で、支援活動を提供

する上では、ターゲットを決める必要があ

った。自宅を失い、自力での再建が難しく、

高齢者や障害者が多く、低所得者が多いと

いう特徴を持つ仮設住宅は、もっとも優先

すべき対象と考えられた。そのため、地域

センターの多くは、大規模な仮設住宅の近

くあるいは中に設置された。しかし、被災

者が自発的に相談に訪れることは少なく、

訪問や健康相談会などのイベントをとおし

て積極的にアウトリーチしていくことが必

要だった。 
 被災程度が軽微だった神戸市西区および

北区には、地域センターは当初は設置され

なかった。しかし、多数の仮設住宅が作ら

れたため、計画を変更し 1 年後に、保健所
内に地域センターを置いた。また、被災地

ではない加古川市や姫路市にも仮設住宅は

建設されたため、本部がこれらを担当し、

定期的にスタッフを派遣した。さらに、大

阪市淀川区や大阪府八尾市、泉佐野市には

大阪府民向けの仮設住宅が作られていたが、

ほとんどの入居者は兵庫県民であった。こ

れらには、兵庫県の行政組織は関与するこ

とができなかったため、地元の保健所や大

阪府の精神保健センター（大阪府こころの

健康総合センター）と協力し、専従のスタ

ッフを配置した。このように、被災者の動

向に合わせて、柔軟に活動地域や規模を変

更することを、重要な方針とした。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。これは、民間団体が受託したこ

との一つの利点であったといえよう。 

 地域の医療・保健関係者との連携も重要

であった。個別訪問や仮設住宅内での相談

会などでは保健所と共催することが多かっ

た。住民にとっては保健所、特に保健師は

もっとも受け入れやすい支援者であり、彼

らとともに活動することによって、次第に

こころのケアセンターも認知されていった。

保健所長などの兼務が外されてからは、地

域内の精神科病院や精神科診療所の医師に

センター長や顧問に就任してもらい、定期

的にケースカンファレンスなどに参加して

もらうようにした。また、年間予算の 3 分
の 1にあたる約 1億円は、精神障害者の社
会復帰施設の整備に充てられた。震災以前

のこの地域は、作業所などの社会復帰資源

が乏しかったので、この機会に底上げする

ことを目指したのである。最終的に 13カ所
のグループホームと 9 カ所の小規模作業所
が作られ、その運営は地域内の医療機関に

委託し、5 年間のこころのケアセンター事
業が終了したあとも、すべての施設で運営

は継承され、現在に至っている。 
 
２．新潟県中越地震 
 新潟県中越地震の場合、設置時期が震災

から 10ヶ月を経ていたことから、仮設住宅
への訪問活動は市町の保健師を中心として

行われており、そこに加わる余地はなかっ

た。そのため、活動の場を求めて被災市町

村の地域保健担当者との協議を重ね、小千

谷市、長岡市十日町地区、川口町などにお

いて仮設住宅に入居しなかった被災者を対

象とした全戸訪問を行った。しかし、全体

の活動は普及啓発に重点が置かれ、当初は

被災地域で「こころの健康づくり講座」な

どと題した講演会が多数開催されたほか、3



年目からは、地域が被災前から抱えていた

自殺予防、高齢者のメンタルヘルス対策に

軸足を徐々に移していった。 被災地では

精神保健や心理のマンパワーは確保しにく

く、なかなか定着しなかったが、県を退職

していたベテランの精神保健福祉士が統括

部門に入り、活動の方向性を見直すことに

なった。方針の核となったのは、「すきま」

になっている分野の活動を担うということ

であった。そのため被災市町村の地域保健

担当者との協議を重ね、小千谷市、長岡市

十日町地区、川口町などにおいて仮設住宅

に入居しなかった被災者を対象とした全戸

訪問を行った。その際、スクリーニングの

方法として標準化されている尺度（K6およ
び K10）を用い、ニーズが明示できるよう
に留意するとともに、結果を地区住民に還

元するよう努めた。この活動は、小千谷市

などでは住民健康調査の継続実施につなが

った。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

った。 
 
３．東日本大震災における専従組織 
復興期の精神保健活動を行う方法として、

今回の震災でも専従組織が各県に設置され

た。財源は、国が創設した復興基金である

が、取り崩し型基金で各県が直営で事業の

運営にあたる点が、基金が運用型で、行政

組織とは別に財団を設立して運営にあたっ

た阪神・淡路大震災や中越地震とは異なる

点である。直営型であるので、心のケア事

業として、保健所などへの増員も可能であ

った筈だが、結果的に各県ともに民間組織

に委託することになった。その理由として

は、過去の大災害をモデルとしたことが大

きいが、そもそも被災地内の保健所や市町

村の保健部署の多くが被災しており、新た

な大事業を展開する余裕がなかったことが

大きく影響したと思われる。宮城県、福島

県では阪神・淡路大震災と同様に精神保健

福祉協会が受託し、岩手県では自殺対策な

どの精神保健施策を県とともに推進してき

た岩手医科大学が運営主体となった。 
 平成 23年 12月に宮城県が基幹センター
を仙台に開設したのを皮切りに、各県とも

に被災地に地域センターを設置している。

その活動実績については、各県からの報告

を待ちたいが、設立の際、過去の災害と異

なる試みとして次のような工夫がなされて

いる。まず、東北地方はもともと精神保健

に関わる専門職が少なく、マンパワー確保

に困難が予想されため、厚生労働省が各職

能団体に依頼し全国から広く募集した。待

遇面でも経験に応じた給与水準にするなど、

応募しやすい環境を整えた。また、県保健

所の中に地域センターを設置し密接な連携

を取っている場合がほとんどで、地域によ

っては被災市町に心のケアセンター職員を

派遣し通常業務を支援するなど、行政組織

との関係が強い。そして、事業の方向性と

して支援者の支援と啓発活動を重視してい

ることや、自殺予防などの被災前から地域

が抱える精神保健の課題に取り組もうとし

ているのも、特徴といっていいだろう。さ

らに、各県の大学医学部に寄付講座を設置

し、研究やスタッフ教育に取り組ませてい

るのも、これまでにない方法である。 



 
C. 民間団体の試み 
 東日本大震災では、専従組織である心の

ケアセンター以外に、これまでにない枠組

みの活動が行われている。その一つは、震

災後のボランティア活動を踏襲し、NPO法
人や社団法人を設立することによって継続

されている活動である。福島県相双地区で

福島県立医大が震災後早期に行った活動を

継承した NPO 法人相双に新しい精神科医
療保健福祉システムをつくる会、宮城県石

巻市で日本精神科診療所協会の支援を受け

地元の精神科医が設立した一般社団法人震

災こころのケア・ネットワークみやぎなど

が、心のケアセンター発足前から活動をし

てきた。これらが、共通して目指している

のは、もともと精神科医療が充足されてい

なかった地域に新たな拠点を作り、地域内

の精神科医療・精神保健を根付かせようと

することである。 
 
１．福島県相双地区 
 福島県の太平洋岸、通称浜通りは、原発

事故によって南部のいわき市と相馬市など

の北部に分断された。浜通りの中央部は、

いうまでもなく原発事故のため避難を余儀

なくされた地域で、5 か所の精神科病院か
ら患者を転院させるという事態になった。

浜通り北部には新地町、相馬市、南相馬市

が含まれており、そのうち南相馬市の一部

も避難勧告地域となった。また、最沿岸部

は津波被害を受けたところもある。この地

域の精神科医療資源は震災前から少なく、

南相馬市に雲雀ケ丘病院があるだけだった。

その唯一の病院も使えなくなったため、一

時的に精神科医療の空白地域になった。こ

の状況に対して、地元福島県立医大はここ

ろのケアチームを編成し、早い時期から医

療を継続させるための活動を行った。全国

から集まった有志の協力を得て、相馬市の

公立相馬総合病院で精神科の診療が出来る

ように調整した。また、県保健所や市町の

保健師と連携して、避難所の巡回、在宅の

精神障害者の訪問なども行った。この活動

を継続させるためのシステムを作ることが

検討され、数回の準備会を経て 2011 年 11
月 29日にNPO法人相双に新しい精神科医
療保健福祉システムをつくる会（以下、「つ

くる会」）が設立された。 
 「つくる会」の事業は、2012年 1月から
始まった「相馬広域こころのケアセンター

なごみ」と、2014年 4月に開業した「訪問
看護ステーションなごみ」の二つから構成

されている。前者は、精神障害者アウトリ

ーチ推進事業（震災対応型）と、ふくしま

心のケアセンター事業を主な活動としてお

り、資金は二つの活動に対する福島県から

の助成金のほか、会費収入、米国日本人医

師会など民間からの寄付および助成金であ

る。平成 24年度の会計報告によれば、経常
収入は約 1億 3千 2百万円で、公的資金は
その約 2分の 1である。ふくしま心のケア
センターは、福島県が一般社団法人福島県

精神保健福祉協会に委託している事業で、

本部機能を有する基幹センターと 6 カ所の
方部センター（地域拠点）から構成されて

いる。6 方部センターの中で相双地域だけ
は、NPO法人である「つくる会」に再委託
している。この組織が心のケアセンターよ

り早い時期に立ち上がり、地道に活動を展

開し地域内のネットワークに浸透していた

ことを考えれば、きわめて現実的な方法だ



ったといえよう。訪問看護ステーションは、

2014年度からの新規事業で、精神障害者の
訪問看護に特化した活動を行っている。「つ

くる会」の設立に併せて、精神科医療を提

供するために診療所が当初から設置された。

相双地域には、もともと精神科医療機関が

少なく、特に相馬市以北は皆無であった上

に、原発事故によって南相馬市以南の医療

機関もほとんどが失われたため、新たなリ

ソースが必要と認識された。そのため、「つ

くる会」に隣接して、メンタルクリニック

なごみを開設したのである。訪問看護ステ

ーションは、この診療所の患者を中心に、

精神障害者や認知症患者へのサービスに特

化した事業を行っており、将来の安定的な

活動財源となる可能性を探っている。 
 
２．宮城県石巻圏域 
 宮城県の中でも石巻圏域は、被災が甚大

で死者数も多かった。仙台からのアクセス

が可能だったことから、外部支援チームが

多数入り、災害救助法による都道府県など

からの派遣だけで 13 チームに上っていた
（石巻市 11、東松島市 1、女川町 1）。その
中に日本精神科診療所協会（日精診）に所

属する全国の医療機関の医師、パラメディ

カルスタッフで構成されるこころのケアチ

ームがあった。日精診チームは、当初は仙

台市若林区での活動に加わった。同時に、

被災状況の大きかった石巻市でも、4 月中
旬から活動を始めた。拠点となったのは、

二つの精神科診療所、仙台市にある原クリ

ニックと石巻市の宮城クリニックである。 
 仙台市での活動は徐々に収束に向かい、

日精診チームは 2012 年 1 月で支援を終了
した。石巻圏域でも、多くの外部支援チー

ムは避難所が閉鎖された 2011年 10月で撤
退していった。自主的な活動だった日精診

チームの活動を何とか継承するために、一

般社団法人「震災こころのケア・ネットワ

ークみやぎ」が、同年 6 月に設立された。
主な資金は二つの自治体からの助成金と民

間からの寄付であるが、全国の精神科診療

所の関係者からの無償の協力も大きな基盤

となった。助成金としては、石巻市から「こ

ころのサポート事業」、宮城県から「精神障

害者アウトリーチ推進事業（震災対応型）」

を受託した。活動の拠点は当初、宮城クリ

ニックであったが、2011 年 10 月に JR 石
巻駅前に「からころステーション」を開設

した。 
 代表者である原は、訪問活動の中で被災

者の多くが身体的不調を訴えており、まず

身体的問題への対応をすることが重要で、

そこで培われた関係性によって始めて心理

的問題にもアプローチできるとしている。

そして「からころ」という名称は「からだ

とこころを一体としてとらえて支援してい

く拠点」であると、その由来を説明してい

る。原クリニックや宮城クリニックから出

向した職員を中心に、全国の医療機関から

参集した者も含めて、約 20名のパラメディ
カルスタッフがいる。加えて日精診に加盟

する全国の診療所医師が、現在もボランテ

ィアで支援を続けている。活動方針は①ア

ウトリーチ型支援、②ニーズに即した包括

的支援、③柔軟かつ迅速な支援、④震災経

験を次世代に活かすための取り組み、が掲

げられており、活動は 365日体制で行われ
ている。 
 石巻市からの助成金は平成 27 年度で終
わる予定だが、アウトリーチ事業など震災



前にはこの地域にはなかった活動を通して、

少なくとも 15年間の事業継続を目指し、地
域内の精神保健ネットワークの底上げを目

指している。 
 
D. おわりに 
  災害後の復興期における精神保健活動

は、訪問による地道な予防活動、健康教育

などの啓発活動、スクリーニングなどが主

体になる。小規模で地域が限定された災害

では、都道府県の保健所や市町村の保健セ

ンターなどが、通常の活動の延長として対

応する。しかし、広域で被害の大きな災害

の場合は、通常の活動を強化するとともに、

マンパワーを補うための工夫が必要となる。

阪神・淡路大震災では、専従組織（こころ

のケアセンター）を、公的基金を財源とし

て設置し、その方法が新潟県中越地震およ

び東日本大震災でも踏襲された。本稿では、

それぞれの活動内容についてまとめ、直面

した問題点を述べた。それは、ほぼ共通し

ており、方針を確立し活動が軌道に乗るま

で時間を要すること、マンパワーの確保の

困難さ、行政組織との調整の困難さ、など

であった。 
 東日本大震災では専従組織だけでなく、

民間組織が早期から活動を行ってきた。そ

の活動は、震災直後から地元の精神科医療

関係者が行ったボランティア活動を継承し

ており、公的な助成金を主な原資としてい

る。専従組織よりも早く活動を開始したこ

とから、被災者支援において大きな役割を

果たしただけでなく、地域の精神保健シス

テムを賦活するという目的を持ち、永続的

な社会資源になることを目指している。 
 災害直後の精神科医療・保健活動を担う

システムとして、厚生労働省は都道府県に

災害派遣精神医療チーム（ Disaster 
Psychiatric Assistance Team :DPAT）を設
置するよう通達し、整備が進められている。

復興期においては、過去の大災害での方法

を踏襲するだけでなく、その地域特性にあ

った、柔軟なシステムを早期から検討する

ことが重要と思われる。 
 
E. 健康危険情報：該当なし 
 
F. 研究発表：該当なし 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況： 
該当なし 
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Ａ．研究目的 
阪神・淡路大震災や東日本大震災など大規模な

自然災害時には、自治体の組織自体が被災によっ

て麻痺状態に陥ることもあり得ることが明らかに

なり、「公助」だけではなく、個人や家庭における

防災に対する「自助」やさらに自治会や地域社会

における防災に対する「共助」がとりわけ重要で

あり、これら 3 つの取り組みの充実が求められて

いる 1)。 

特に、本報告書においては、個人的な特性・要

因と個人を取り巻く地域特性および自治体組織の

特性が、防災行動にどれほど影響するのかについ

て焦点をあてて検討することとした。また、公僕

としての使命がある自治体職員(以下、職員とす

る)と地域住民(以下、住民とする)との差異がある

のかどうかについて議論することを目的とした。 

分析モデルとしては、個人レベルの行動変容理

論として用いられることの多い、行動変容理論の

1つである、ヘルス・ビリーフ・モデル 2)を活用し、

次のような分析概念枠組みを考えた。防災行動に

むすびつくかどうかは、震災経験の有無や震災遭

遇の予期的不安の強さという「脅威・危機感」の

強さに影響する。そして、「脅威・危機感」は、在

住地域の災害ハザードのレベル認識という「罹患

性」、家族内の災害弱者(災害時要援護者)の存在の

有無などの「重大性」、周囲の人からの誘いなど「防

災行動のきっかけ」が誘因になると考えられる。

さらに、実際に防災行動を起こすためには、時間

的制約・経済的負担感・面倒さなどの「障害」よ

りも備える安心感などの「有益性」が増すことが

研究要旨 

 自治体職員および地域住民の防災行動に関連する要因分析として、個人特性および自治体組織
特性・地域特性の側面から検討することを目的として分析を行った。郵送法で実施した防災認識
(知識・意識・行動)に関する自記式質問紙調査データに加えて、全国自治体の防災体制の実態を
把握することを目的とした調査結果データ、電化した自治体組織特性および地域特性に関する公
表データを突合した。職員 357 名(有効回答率 88.1％)、住民 590 名(58.6％)、計 947 名(67.1％)
を分析データとして用いた。 
 防災行動を従属変数とし、性別、年齢を調整し、SC、地域活動、人とのつきあい度、人への信
頼度、防災知識を共変量とした多変量ロジステック回帰分析を行った。職員の防災行動に関連が
認められた変数は地域活動、防災知識、住民では防災知識であった。自治体組織特性および地域
特性に関する要因については今回の分析では同定できなかった。 
防災行動を促進するためには、個々人へ働きかけるだけでなく、地域活動や SCを高めること

が重要であることが示唆された。 



 

必須となる。「有益性」をサポートする 1 つ目が、

ソーシャル・キャピタル 3)(以下、SC とする)や実

際の日常的な人とのつながり度、人への信頼度な

ど個人的な側面と捉えることができる。一方、自

治体組織特性や地域特性の側面から検討すること

で、個人を取り巻く環境からの影響の大きさを考

慮することができるのではないかと考える。 

そこで本報告は、上述の分析モデルを用いて、

職員および住民の防災行動に関連する要因分析を

行い、個人特性および自治体組織特性・地域特性

の側面から検討することを目的とした。 

 
Ｂ．研究方法 
B-1）調査方法および調査対象 
 職員に対する調査に関しては、平成 26 年 10
～12 月の期間において、防災担当部署の参加協
力承諾を得た自治体 4ヵ所に従事する常勤職員
548 名に対して、郵送法により自記式質問紙調
査票を配付した。一方、住民に対する調査に関
しては、平成 26 年 11 月に、1自治体に在住す
る全 6565 世帯を対象に、広報配付時に調査票お
よび返信用封筒を折り込み、職員以外の 20 歳以
上の成人に回答を求めた。回収は、京都大学大
学院宛てへの郵送返信とした。 
B-2）本報告で分析に用いた調査項目 
①防災行動：家族内での避難経路の相談、飲料水
の備蓄、住宅の耐震対策、住宅の地震保険への加

入、家財の地震保険の加入、地震情報入手の頻度

の 6項目 

②防災知識：居住地域の避難場所、災害ハザード
の用語の認知、居住地域のハザードマップの 3項

目 

③SC：地域における SC で、互助と信頼、社会的責

任感、地域への愛着、対人的なつながり、地域の

優しさの 5項目から構成(本橋ら 4) が信頼性の検

討済み)  

④人への信頼度：一般的に人への信頼度、旅行先

や見知らぬ土地で出会う人への信頼度の 3項目

(内閣府の調査項目 5)を参照) 

⑤人とのつきあい度：近所の人や職場の同僚、親

戚との交流度合など(内閣府の調査項目 5)を参照) 

④基本情報：性別、年齢、家族内の災害弱者の存

在 

B-3）分析方法 

本報告において各調査項目は、中央値を参考
にカットオフとし、2値化した。職員および住
民別に、防災行動を従属変数とし、性別、年齢
を調整し、SC、地域活動、人とのつきあい度、
人への信頼度、家族内災害弱者の存在を共変量
とした多変量ロジステック回帰分析を行った。 
また、防災体制の実態調査の結果を踏まえて、
地域特性としては、人口、高齢化率、第一次産
業人口、自治体組織特性としては、防災職員配
分割合、防災決算配分割合、防災計画策定状況
を調整変数としたロジステック回帰分析を行っ
た。 
B-4）倫理的配慮 
 本調査は、無記名自記式調査であるため、調
査の段階で個人情報が取り扱われることはなく、
個人的な侵襲や有害事象を招く恐れはない。調
査票の管理は施錠できる棚に保管した。なお、
本調査は京都大学大学院医学研究科・医学部及
び医学部付属病院医の倫理委員会の承認を得て
実施した(第 E1730 号)。 
 
Ｃ．結果 
C-1）回収データ 
 調査票を回収できた職員 405 名(回収率
73.9％)および住民 1007 名(15.3％)、合計 1412
名(19.9％)であった。分析に用いた質問項目す
べてにもれなく回答した職員 357 名(有効回答
率 88.1％)、住民 590 名(58.6％)、計 947 名
(67.1％)を有効分析データとした。 
C-2）基本属性および自治体組織・地域特性の分
布 
 調査協力者の主な基本属性を示す。職員にお
いては男性251名(70.3％)、女性106名(29.7％)、
住民においては男性 345 名(58.5％)、女性 245
名(41.5％)であった(p<0.001)。年齢は 55.4±
14.7 歳、職員においては 43.2±10.6 歳、住民
においては 62.7±11.6 歳であった(p<0.001)。
家族内に災害弱者が 1名以上存在は 504 名
(53.2％)、職員においては 138 名(38.7%)、住民
においては 366 名(62.0％)であった(p<0.001)。
SC高値群は502名(53.0％)、職員においては143
名(40.1％)、住民においては 359 名(60.8％)で
あった(p<0.001)。地域活動の高値群は 799 名
(84.4％)、職員においては 276 名(77.3％)、住



 

民においては 523 名(88.6％)であった
(p<0.001)。人への信頼度の高値群は 577 名
(60.7％)、職員においては 217 名(60.8％)、住
民においては 360 名(61.0％)であった
(p=0.499)。人とのつきあい度の高値群は 475 名
(50.2％)、職員においては 174 名(48.7％)、住
民においては 301 名(51.0％)であった
(p=0.270)。 
 調査協力者の勤務するあるいは居住する主な
自治体組織の特性および地域特性を次に示す。
防災計画(全体計画、要援護者名簿、個別計画)
の策定状況は、職員が従事する 4ヶ所の自治体
のうち 3つとも策定・整備済みが 2ヵ所、2つ
が 1ヵ所、1つが 1ヵ所で、住民が居住する自
治体は 2つ策定・整備済みであった。人口(平成
25 年)は 18.9±6.2 千人、職員においては 16.8
±9.8 千人、住民においては 20.1 千人であった
(p<0.001)。高齢化率は 31.7±3.2％、職員にお
いては 29.2±4.1％、住民においては 33.2％で
あった(p<0.001)。第 1次産業従事者人口(平成
22 年度国勢調査)は 1.9±1.1 千人、職員におい
ては 2.3±0.4 千人、住民においては 1.2 千人で
あった(p<0.001)。職員が従事する自治体の防災
決算配分割合は 0.20％であった(住民の居住す
る自治体の数値は不明)。防災職員配分割合は
1.9±1.1 千人、職員においては 0.4±0.6 人、
住民においては 1.8 人であった(p<0.001)。但し、
単変量ロジステック回帰分析においては、自治
体組織の特性および地域特性と捉えたすべての
要因に関して、有意差は認められなかった。 
C-3）防災行動 
防災行動 6項目における「はい」の回答数は、
平均 2.44±1.47 項目であり、職員 2.75±1.50
項目、住民 2.30±1.44 項目であった(p<0.001)。
防災行動の低値群(2 点未満)は 313 名、高値群
(2 点以上)は 764 名であった。 
性別、年齢を調整した多変量ロジステック回
帰分析を行ったところ、職員における各オッズ
比(95％信頼区間)は、SC=1.11(0.67-1.86)、地
域活動=1.83(1.04-3.21)、防災知識
=2.01(1.22-3.31)、人への信頼度=1.16 
(0.71-1.60)、人とのつきあい度
=1.41(0.88-2.42)であった。一方、住民のオッ
ズ比(95％信頼区間)は、SC=1.33(0.91-1.96)、

地域活動=1.41(0.81-2.46)、防災知識
=1.71(1.19-2.46)、人への信頼度=1.18 
(0.81-1.72)、人とのつきあい度
=1.40(0.97-1.02)であった。 
 
Ｄ．考察 
D-1）防災行動 
防災行動は、住民に比べて職員の方が高値で
あった背景には、数年ごとに職員の配置転換が
行われ、防災部署に配属される可能性があるこ
とを予期していること、また災害時の対応は防
災部署に限らないことを認識していること、な
どが想定される。しかしながら、消防庁防災課
による「地方公共団体の防災に関する職員研修
に係る調査報告」6)によると、防災担当職員が着
任した際に研修を実施または研修への派遣を行
っている都道府県は約 8割、市町村は約 5割で
あり、住民に比べて、防災に関する体系的に習
得できる研修や学習会に参加し、実践的な技能、
最新情報、正しい知識を得る機会が多い。つま
り、「公助」を担う究極のジェネラリストとして
の責務や行動が、職員自身の防災行動にも反映
されていると思われる。 
また、防災行動の高値群は低値群に比べて、
職員では仕事以外の地域活動が 2倍、住民では
SC の高値群が 1.6 倍、高い割合であった。これ
らの結果に基づくと、防災に限定した活動を推
進するだけでなく、地域活動を通じた、あるい
は SC といった地縁的な人とのつながりを重視
したポピュレーション・アプローチによって防
災行動を広めていくことが有用であると考える。
看護学生を対象にした調査結果であるが、学生
の防災意識を変化させ防災行動につなげていく
には、居住地域を視野に入れた災害看護を学生
が自ら考えられるような教育が必要であると述
べている 6-9）。これを住民対象に置き換えて考え
ると、自分の住んでいる地域の防災マップ等を
用いて、近所や友人とともに避難場所や危険箇
所を認知したり、地域の防災訓練に参加するこ
とで、地縁的な人とのつながりを高めることが
必要である。また、自分でできること、家族で
できること、隣近所で力を合わせてできること
等を日頃から考えておけるような機会を設定す
ることで、防災行動のレディネスにつなげるこ



 

とが大切である 10)。つまり、地域コミュニティ
における自助・共助による「ソフトパワー」を
培うことは、災害時に効果的に活用することを
目的にするだけでなく、平時の健康増進にもつ
なげていくことが有用と考える。 
D-2）防災知識 
 防災知識と防災行動の相関係数をみると、ほ
とんど相関がなかった。たとえ、防災知識が十
分にあったとしても、「自分だけは大丈夫」だと
いう「非現実的な楽観主義」10)や自分が実際に
被害にあう確率は低いと考える傾向「楽観バイ
アス」11)が影響要因として考えられ、直接的な
関連性は低い。 
しかしながら、職員においても住民において

も防災行動の関連要因として防災知識が認めら
れた。つまり、共変量である地域活動や SC の影
響によって、防災知識が高まることで防災行動
につながる、あるいは防災行動をとることで防
災知識を入手しやすい環境に身を置くことにな
る、という機序が考えられる。そのため、防災
知識の付与と防災行動を促すアプローチをセッ
トにして、特に地縁活動に不参加の住民を防災
行動ハイリスク集団と捉えて、SC を日頃から高
めておくことがいざという時の我が身を守るこ
とにつながる可能性が高いことを周知する機会
を増やすことを提案する。 
D-3）SC を含む地域づくり 
発災後しばらくの間は、行政の支援を受ける

ことなく、地域住民が自発的に避難行動を行っ
たり、地域コミュニティで助け合って、救助活
動、避難誘導、避難所運営等を行うことが重要
になってくる。災害からの復興に当たっても、
地域住民一人ひとりや地域コミュニティ全体が
主体的にかかわることが「よりよい復興」にと
って不可欠である 12)。 
防災白書 1)にはすでに、地域住民一人ひとり
や地域コミュニティ全体が、「災害はひとごと」
と思わず、いつ発生するかわからない災害に備
えておくことが、大規模広域災害での被害を少
なくすることにつながると明記されており、啓
蒙活動を充実していく必要性がある。また、そ
の重要性を知識や情報として取得するだけでな
く、未来への投資として今できることを各自が
考え、地域のつながりの強化につながるような

アプローチとして、危機状況を想定できるよう
な実践型避難訓練 13)や防災シミレーション・ゲ
ーム 14,15)など体験学習が有用ではないかと考え
る。 
 
E．結論 
 防災行動に関連する要因として、SC、地域活
動、人とのつきあい度、人への信頼度、防災知
識について検討した結果(性別、年齢を調整)、
職員では地域活動および防災知識、住民では防
災知識であった。自治体組織特性および地域特
性に関する要因については今回の分析では要因
として同定できなかった。 
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研究要旨 

 東日本大震災津波により岩手県沿岸地域では甚大な被害を受けた。災害発生当初 1週間目より岩手医科大

学では、こころのケアの体制を整備し、活動を開始した。こころのケアチームとして岩手県では約 30 チーム

が活動を行い、岩手医科大学こころのケアチームも岩手県北沿岸にて震災後のこころのケアのモデル構築を

県、市町村、関係機関と連携しながら行った。多職種専門職によるこころのケアチームによるこころのケア

を中長期的に継続していくために、岩手県こころのケアセンターによる事業が岩手県から岩手医科大学内に

業務委託された。岩手医科大学では「岩手県こころのケアセンター」を同大学内に、「地域こころのケアセン

ター」を沿岸４か所に設置した。こころのケアセンターの活動方針は、これまでこころのケアチームが担っ

てきた地域・地元市町村支援を中心とした活動を出発点とし、活動当初は専門職による支援を念頭におきつ

つ、中長期的には地域主体になる支援への移行を目標としている。現在の岩手県こころのケアセンターの具

体的な活動としても、１）訪問活動などを通じた被災者支援、２）震災こころの相談室による精神科医師、

精神保健専門職による個別相談、３）市町村等の地域保健活動への支援、４）従事者支援、５）自殺対策、

６）その他地域のニーズによる活動、を骨子として活動している。平成 26 年度においても、被災地域におけ

るこころのケアセンターで対応した相談者の主訴では身体症状、他の精神症状、不眠が多かった。身体症状

は抑うつや不安を背景とした症状が考えられた。背景の問題として、住居環境変化、家族・家庭問題等が目

立っており、二次的生活変化によるストレス過重の問題が出現していると考えられた。住民はいまだに不自

由で困難な生活を送っており、今後も被災地におけるこころのケアを推進していく必要があると考えられた。 
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A．研究目的 

東日本大震災は、平成 23年 3 月 11 日 14 時 46 分

18 秒、宮城県牡鹿半島沖を震源として、マグニチュ

ード 9.0 の規模で発生した。地震発生後の大津波も

加わり、死者・行方不明者は岩手県、宮城県、福島

県、茨城県沿岸部など 1都 1道 9県にもわたって発

生した。警察庁によれば平成 24 年 7 月 18 日現在の

死者は 15867 人にのぼる。また建造物の損壊につい

ては、全壊 13 万 0436 戸、半壊 26 万 3950 戸、全半

焼 279 戸、床上浸水 2万 0544 戸、床下浸水 1万 5583

戸、一部破損 72 万 0249 戸であった。 

岩手県の人的被害としては死亡者 4671 名、行方不明

者 1207 名、負傷者 200 名にのぼり、家屋倒壊数は 2

万 4212 戸である。三陸鉄道北リアスや南リアス線の

線路が流出するなど地域の交通機関も大きな被害を

受けた。岩手県沿岸では一次産業の比率が大きいた

め、漁業、農業被害が与える地域への影響は大きい。

これまでの先行研究でも第三次産業就業率と自殺率



の負の相関が認められてきた（１） 。また、失業率、

人口密度、医療資源、精神科医療資源、病床数、分

配所得、などが自殺の集積性と連動する指標として

挙げられてきた（２） 。 

被災により人口の減少、医療機関のダメージ、失

業者の増大、産業のダメージによる所得の減少など

がもたらされているのは想像に難くない。以上のこ

とから、災害による地域の自殺のリスクが増大した

ことが想定される。被災後のこころのケアを中長期

的に検討する上では、自殺対策の観点も必要になる。 

本研究では岩手県こころのケアセンターの活動状

況について平成 24 年度から平成 26 年度（平成 26

年 12 月迄）までの実態を縦断的に把握し、今後のケ

ア体制に関する課題を明らかにすることを目的とし

た。 

 

B．研究方法 

 本研究では岩手県こころのケアセンターの活動に

ついて１）記述的に整理し、2）活動状況について骨

子毎にまとめ、3）相談者の主訴と背景についての傾

向を把握すること、とした。 

１．初動期 

岩手医科大学では災害発生当日より災害対策本部

が設置され、災害医療に全学的に取り組んだ。岩手

県の災害対策本部に岩手医科大学も加わり、精神科

スタッフも足を運んだ。また、岩手県災害医療支援

ネットワーク（岩手県担当各課（保健福祉部、医療

局など）、岩手医科大学、岩手県医師会、日本赤十字

病院、国立病院機構）においても岩手医科大学神経

精神科学講座スタッフも参加し、災害医療の全体的

な流れの中でのこころのケアについての情報共有や

方法論提示等を行った。3 月 15 日より 3 月 22 日ま

で、岩手医科大学における災害派遣医療チームにメ

ンタルヘルス関連各科（精神科、心療内科、睡眠医

療科）が加わり、岩手県沿岸での災害医療を開始し

た。 

2．こころのケアの受入体制の整備 

東日本大震災発生時より、災害医療においては、

こころのケアが重要領域の一つであり、最終的にこ

ころのケアチームに代表される多職種による精神保

健チームを被災地へ派遣することが想定された。現

地では、保健所や市町村など行政との連携なくして、

継続的な活動は困難である。加えて、現場の行政と

連携や調整を行う必要がある。さまざまな支援チー

ムを現地の行政が調整することは負担が大きい。こ

のため、岩手県における支援チームに関しても、当

初より窓口は岩手県に一本化して、現地との調整を

図る方針が出された。4 月上旬に、災害時のこころ

のケアの対策の中長期的計画を立案し、全県へ方向

性の周知を図った。 

3．こころのケアチームの派遣 

１．発災直後から平成 24 年 3 月まで全国から 30

チーム以上の「こころのケアチーム」の派遣をうけ

た。県、市町村、地域の関係機関が密接に連携し、

こころのケア対策を推進した。こころのケアチーム

は保健所、市町村との連携、指示のもとで避難所巡

回、相談、診療が行われた。また、仮設住宅への入

居後も、継続して、保健師の訪問への同行や、困難

ケースのスーパーバイズなどの後方支援的活動や市

町村保健師からの依頼ケースの対応も行われた。ま

た沿岸 7地域に震災こころの相談室を設置し、震災

ストレス関連の相談対応の拠点も整備された。 

3月24日より岩手県北沿岸の久慈地域において岩

手県のこころのケアチームとして、岩手県立久慈病

院、久慈享和病院、日本医科大学、九州大学、大分

大学、順天堂大学、澤病院の協力を得て、該当 4市

町村、久慈保健所、久慈医師会と連携し、活動を開

始した。当初、ケアチームの活動は避難所巡回、ハ

イリスク者の個別訪問、遺族支援、従事者ケアを中

心として開始した。岩手医科大学での災害時のここ

ろのケアの活動は、岩手県におけるモデル構築の位

置づけとなることもあり、岩手県障がい保健福祉課

や岩手県精神保健福祉センターと相互補完的な協力

体制をとってきた。久慈地域（久慈市、洋野町、野

田村、普代村）を担当し、災害の相談拠点である野

田村こころの健康相談センターを中心に、相談、訪

問、従事者教育、保健事業への協力などの支援活動

を行った。 

4.こころのケアチームとしての中期的活動 

保健医療福祉分野での対策としては、災害ではこ

ころ、身体、運動、栄養、対人交流、生活習慣など

の健康問題が継続して課題となるため、包括的な健

康問題への対策として保健事業計画を講じる必要性

がある。また、就労、経済、生活面での問題も併存

しているため、生活支援など対策との連携も必要で

ある。そして、問題への対処行動がメンタルヘルス

に与える影響も大きいため、問題の抽出と介入をセ

ットでとらえる必要がある。 

 仮設住宅入居が開始されると、それまでの避難所

の集団生活から個々の生活へ状況が変化する。個別



なケアとして、訪問だけでなく、震災こころの相談

室の体制整備や、関係機関との連携した支援も重要

となった。また、地域精神保健福祉的介入としての

住民教育や、関係従事者へのケア的な視点や、教育

的アプローチを重視した。加えて、集会場でのサロ

ン活動を実践し、安心して語れる場づくりを行い、

地域住民のつながりや絆を構築できるようなことを

重視して、地域の関係従事者の教育を実施した。 

 こころのケアを実践する上では、地域市町村の保

健師や看護師、栄養士、職員などや、県保健所の保

健師等、児童相談所職員、保健師や他の医療チーム

などと連携を取ってきた。 

 地域支援をひろげていくために、地域の医療従事

者、相談窓口担当者、メンタルヘルス関連の従事者

等に対して、被災者の支援法を教育していくことが

求められた。例えば、こころの危機を迎えているも

のへの低強度の認知行動療法的アプローチや、筆者

の研究班（平成 22 年度科学研究費補助金基盤 C「医

療、精神保健、および家族に対する精神科的危機対

応の習得を目的とした介入研究」，主任研究者）も作

成に加わったメンタルヘルス・ファーストエイドを

もとにした内閣府のゲートキーパー養成プログラム

（ 内 閣 府 HP ：

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/kyoukagek

kan/gatekeeper_text.html）などでは、被災地の従

事者教育やゲートキーパー養成に活用された。 

 地域では健診をはじめとした住民への保健事業へ

こころのケアの観点を含めて支援を行った。たとえ

ば、健診とメンタルヘルスのスクリーニング事業を

組み合わせることなどがその一例である。 

 行政職員や消防署員なども大震災の復旧復興業務

等に係り勤務時間の増加など被災後の強いストレス

を経験したものも多数おり、職員の健康状態が懸念

されていた。職場のメンタルヘルス対策への協力や

ハイリスク者の対応なども行った。 

 そして、地域の自殺対策を推進することも当初よ

りこころのケアの重要な骨子として位置づけてきた。

岩手県では震災前より県北の久慈地域における自殺

対策「久慈モデル」を全県的なモデルとして自殺対

策を岩手県、岩手医科大学等の協力により進めてき

た。 

５．岩手県こころのケアセンターの設置 

災害発生当初は、医師、看護師、保健師、臨床心理

士、精神保健福祉士、社会福祉士など精神科専門職

で構成されるこころのケアチームが被災地の保健

所・自治体との連携・指示により避難所での巡回相

談や診療が行われる。東日本大震災でも大規模災害

であったため、県内の支援だけではチームの充足は

困難であり、全国の病院や行政機関などから派遣を

受けた。財源としても災害救助法の範疇で支援が提

供されていた。その後、仮設住宅が設置されていく

と、仮設住宅への訪問や保健事業の支援が必要とな

る。避難所設置時期では被災住民へ集団的介入が可

能な時期であるが、仮設住宅へ入居後は、被災住民

の個別介入が主体となる。岩手県においても、平成

23年4月より被災の影響が強い自治体において震災

こころの相談室を開設し、個別相談や支援者へのス

ーパーバイズ等が開始され、同年 8月までに最終的

に 7か所に設置された。 

こころのケアチームは、保健所・市町村との連携・

指示により、主に避難所を巡回し、相談や診療等を

行ってきた。そして、仮設住宅の設置とともに、保

健師の訪問活動への同行、困難ケースへの対応、ス

ーパーバイズなど、市町村毎の精神保健活動の状況

を踏まえながら、地域や市町村が主体となった活動

への支援を中心に行ってきた。 

 このような多職種専門職によるこころのケアチー

ムによるこころのケアを中長期的に継続していくた

めに、こころのケアセンターによる事業が構築され

た。岩手県では、岩手県から岩手医科大学内に業務

委託により「岩手県こころのケアセンター」を同大

学内に、「地域こころのケアセンター」を沿岸４か所

に設置された。 

こころのケアセンターの活動方針は、これまでこ

ころのケアチームが担ってきた地域・地元市町村支

援を中心とした活動を出発点とし、活動当初は専門

職による支援を念頭におきつつ、中長期的には地域

主体になる支援への移行を目標としている。 

また、被災以前より岩手県では自殺対策などの領

域で、精神科医療等の社会資源に乏しく、少ない社

会資源を有効に活用し、様々な機関によるネットワ

ークを構築し、マンパワーの不足を機関相互の連携

により補う精神保健体制を推進してきた。震災後の

こころのケア活動も同様に、こころのケアセンター

が地域の支援体制に加わり、市町村や関係機関との

密接な連携のもと、地域のネットワークの構成機関

として活動することが求められる。 

そして、「医療」、「保健」、「福祉」の三領域において、

こころのケアセンターは「保健」の領域における活

動を主体として、「医療」、「福祉」の領域との連携を



図りながら、支援を行っていく。たとえば、被災者

へのメンタルヘルス対策としての医療化させないた

めのこころの健康づくりなどをとおした予防介入や

健康増進、医療が必要な者への早期介入、継続的な

相談支援による見守り、サロン活動などでの保健活

動の提供、従事者への支援 など幅広い支援を地域の

状況に合わせて提供することが目標となった。 

６．岩手県こころのケアセンターの具体的な活動 

１）こころのケアセンターの活動骨子 

被災地のメンタルヘルスとしては、メンタルヘルス

不調者への個別介入だけでなく、被災地住民のメン

タルヘルスリテラシーの向上、住民の相互交流の再

構築、生活支援との連携、従事者へのメンタルヘル

ス対策など包括的な対策が求められる。中長期には

自殺対策事業の構築も重要であり、平成 24 年 8 月に

改正された自殺総合対策大綱では、自殺対策として

「４．心の健康づくりを進める」の項目で、あらた

に「（４）大規模災害における被災者の心のケア、生

活再建等の推進」が課題として提示された。 

現在の岩手県こころのケアセンターの具体的な活

動としても、１）訪問活動などを通じた被災者支援、

２）震災こころの相談室による精神科医師、精神保

健専門職による個別相談、３）市町村等の地域保健

活動への支援、４）従事者支援、５）自殺対策、６）

その他地域のニーズによる活動、を骨子として活動

している。特に、中長期的視点で考えた場合には、

地域の人材を育成していく人づくりの視点が最重要

課題である。地域支援をひろげていくためには、地

域の医療従事者、相談窓口担当者、メンタルヘルス

関連の従事者等に対して、被災者の支援法を教育し

ていくことが求められる。例えば、こころの危機を

迎えているものへの低強度の認知行動療法的アプロ

ーチは、相談対応の時に役立つため、ボランティア

レベルから医療従事者レベルまでの教育を実践して

きた。また、自殺対策と災害支援はそれぞれに困難

を抱えた人を支援するというアプローチであり、方

法論、システム、人材養成等で共役性がある。内閣

府での自殺対策緊急強化基金などは災害支援の中で

の自殺対策としての活用が推進されている。 

平成24年度から平成26年度（平成26年12月迄）

の活動の概要を、表１にしめした。活動開始当初か

ら、沿岸各地域において行政、関係機関と調整を行

った。また、関連の事業調整で、地域のニーズも踏

まえてケアセンター事業を具体的に実践した。 

 相談者の主訴では平成 24 年度（図１）と平成 25

年度（図２）、平成 26 年度（図３）では身体症状、

他の精神症状、不眠が多いという傾向は同様であっ

た。身体症状は抑うつや不安を背景とした症状が考

えられた。 

 平成 24 年度の背景の問題（図４）では、住居環境

変化、家族・家庭問題等が目立っており、二次的生

活変化によるストレス過重の問題が出現していると

考えられた。平成 25 年度（図５）、平成 26 年度（図

６）は健康問題も背景として抽出することにしたが、

健康問題が多くその他、平成 24 年度と同様に被災生

活での悩みが検知されていた。 

 

D.考察 

(1)被災地における住民のメンタルヘルスや生活状

況の変化の把握 

現在、被災地では高台移転や復興住宅への住民の入

居が開始されている。被災者の生活と合わせた適切

な支援につなげるために、住民のメンタルヘルスの

変化のプロセスの実態を踏まえた対応を行っていく。 

(2)メンタルヘルス不調者に対する健康面と生活面

の両面の支援 

被災者は徐々に自立的生活を求められるようにな

る。生活の回復に至らない場合にメンタルヘルス不

調を呈することが従来から指摘されており、健康面

に加えて生活面も含めたケア体制を地域で構築して

いく。 

(3)被災地における地域ケアの充実化：こころの健康

づくりと自殺対策 

  被災地沿岸では、精神科医療施設及び精神科医が

少ない。精神医療に加えて、こころのケア活動によ

る予防的介入としての精神保健活動における地域ケ

アが充実することで、住民がこころの健康を享受で

きる。そのためには、住民への普及啓発や支援者へ

の教育等の地域づくりとしてすすめる健康づくり事

業や自殺対策事業を浸透させていく必要がある。深

刻な問題を抱えメンタルヘルス不調となっている自

殺ハイリスクの住民も少なくないため、自殺対策は

必須の課題である。これまで、岩手医科大学と岩手

県がすすめてきた「久慈モデル」による総合的な自

殺対策モデルを地域に展開していく必要がある。骨

子になった戦略研究の自殺対策のエビデンスも明ら

かとなった（Ono Y et al. Pros one, 2013）。また、

今後も精神保健活動を充実させるために、地域関係

従事者に対するゲートキーパー養成研修プログラム

を地域に提供していく（大塚は内閣府のゲートキー



パー養成研究プログラムにおいて被災地対応編の作

成に協力してきた）。また、地域連携会議等において

実務者のネットワーク活動をひろげていく。 

(4)こころのケアに関する方法論の構築 

岩手医科大学では、これまでも学術団体として地

域精神保健従事者や住民に対する教育活動を行って

きた。今後も被災地の精神保健活動への支援として、

適切な教育法や、支援法などのノウハウを構築し、

地域へ還元していく。 

(5)今後のこころのケアに対するニーズについて 

被災者は持続的なストレスが継続しており、さら

に現実的な生活の様々な困難を抱え問題も長期化し

ている。現段階で被災者の相談対応については一定

のニーズが持続している。今後、新たにメンタルヘ

ルス不調を訴える住民が出現し、ケアに対するニー

ズが増える可能性も想定される。また、県内外から

の支援団体が撤退することも予測され、こころのケ

アの重要性がさらに高まると考えられる。 

(6)長期的支援のための計画や財源確保等の枠組み

の必要性 

大規模災害により、地域の復興と住民の生活の回

復に至るまでに、いまだにかなりの期間が必要と考

えられ、その間、メンタルヘルス不調者が継続的に

出現することが想定される。災害支援と自殺対策の

両面にわたって中長期的視点にたって地域事業を構

築していく必要がある。地域住民への支援、人材養

成、健康づくり等はいずれも長期的視点に立って事

業を実施することが重要である。財源等も長期的展

望にたって確保することが対策の基盤として重要で

ある。 

岩手県は精神科医不足であり、ケアセンターで相

談室業務に従事する精神科医の確保も必須の課題で

ある。このような状況の中、岩手県こころのケアセ

ンターにおいては、岩手県立病院の一戸病院、中央

病院、南光病院、さらに国立病院機構の花巻病院、

希望ヶ丘病院、未来の風せいわ病院の医師派遣を受

けている。また、学術団体として精神科救急学会が

医師派遣を行っている。さらに、全国精神医学講座

担当者会議よる支援を受けている（平成 25 年度は

16 大学、平成 26 年度は 21 大学）。このような県内

外の支援の存在が、岩手県のこころのケアの推進力

を一層高めている。 

当然ながら、精神保健従事者の安定的な確保も必

要となる。そして、支援者が行うべき支援の増加や

内容の多様化も見られてきており、支援者に対する

ケア体制の充実を図っていく必要がある。 

 

 なお、情報発信に関しては、時々に応じて新聞や

テレビ、ラジオ、広報などを通じて、被災後のメン

タルヘルス状況や、対策等を通知した。また、各地

域において地域センターの情報周知をチラシや広報

等を通じて行ってきた。 

 

E．結論 

 今現在も被災地住民は、住宅再建や住宅確保、地

域産業の再興、生活再建などさまざまな問題に直面

している。被災地住民のメンタルヘルスへこれらの

状況が及ぼす影響は大きいと想定され、こころのケ

アへのニーズは減ることはなく、さらなるストレス

加重により高まっていくことが予想される。一方で

これまで指摘されていた精神科医や専門職の不足、

そして今後見込まれる支援者の減少という問題もあ

り、財源の確保等の継続的な措置も含めたこころの

ケアの推進体制を維持することが求められる。 

精神医療機関の抱える現状と課題としては、精神

科医の不足が従来からあり、中長期的に支援する精

神科医の必要性、現場精神科医に負担をかけないト

リアージの必要性があり、精神保健相談・プライマ

リケアレベルの対応をケアセンターによる相談・診

察拠点が協力することが重要である。そして、地域

のさまざまな関係機関が重層的に支援を提供するこ

とで、被災者のこころに寄り添った支援が可能とな

ると考えられる。 

今後も、保健事業などの支援により住民がこころ

の健康に対する理解が深まっていくようなこころの

健康づくりが推進されることが求められる。このよ

うな包括的なモデルは地域づくりでもあり、地域復

興における生活基盤と豊かな心をはぐくむことにも

つながると考えられる。いまだ地域は復興の真っ只

中であるが、被災地支援と自殺対策を連動させなが

ら、今後もこころのケアセンターを含めた被災地保

健医療事業を推進し、被災地住民や各地の心理的危

機にある方々への支援が行き届くような仕組みづく

りが推進される体制の構築が必要である。そして、

健康を大切にする地域づくりを通して、地域が再構

築され、地域住民がこころの豊かな生活を安心して

享受できる社会につながる取組を提供していくため

に、長期的な視点で支援が提供されることが大切で

ある。 

これまで被災地のこころのケアに携わっていただ



いた県内外の多くの方々の協力なしには被災地支援

は成立しない。支援いただいた関係各位にこころよ

り感謝している。 
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図1．相談の主訴

（平成24年4月～平成25年3月N=7,737）

表１．平成 26年度岩手県こころのケアセンター活動概要（中央センター、地域センター） 

領域 内容 
H24.4- 
H25.3 

H25.4- 
H26.3 

H26.4- 
H26.12 

合計 

被災者支援 相談利用延人数 7737 10201 8430 26368 
相談室実施回数 323 278 224 825 
相談室利用延人数 1294 1755 1038 3867 
支援者面接人数 916 2435 1228 4579 

市町村関係機関
等との連絡調
整・ケース検討等 

会議参加 764 1546 1720 4030 
参加人数 1761 3520 5196 10477 
ケース検討 190 183 21 394 

サロン仮設集会
所等での活動へ
の支援 

実施回数 54 90 88 232 

参加人数 310 651 941 1902 

住民健康教育人
材養成研修等 

実施回数 334 303 236 873 

参加人数 10252 8033 6467 24752 

（特定健診全戸
訪問等）への支援 

実施回数 1627 3261 1632 3527 

参加人数 2455 3427 1961 7843 

支援者に対する
研修技術援助等 

専門家による同行訪問 699 732 310 1741 
スーパーバイズ 1560 1499 2748 5807 
保健師向け技術支援研修会 5 13 22 40 
参加人数 266 233 179 678 
センター職員研修 98 180 156 434 
参加人数 582 630 669 1881 

 
 
 
 
図１．平成 24年度の相談主訴の内訳（N=7737）   図⒉．平成 25年度の相談主訴の内訳（N=10201） 
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図 3. 平成 26 年度の相談主訴の内訳（N=8430）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4．平成 24年度相談の背景にある主な原因別内訳 図 5.平成 25年度相談の背景にある主な原因別内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6．平成 26年度相談の背景にある主な原因別内訳 
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被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究 

平成 24年度～26年度 分担研究報告書 
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丹野孝雄  公益社団法人宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケアセンター 
甘糟郁   公益社団法人宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケアセンター 
瀬戸萌   公益社団法人宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケアセンター 

 

自然災害の多いわが国では、特に阪神・淡路大震災以降、被災地に住む住民の精神健康を保つためには継
続的な支援が必要となることが広く知られるようになった。こうした支援を行うために、心のケアセンター
が設置されるが、その役割は、設置された自治体の特質、災害の性質、設置時期、地域精神保健の状況など
さまざまな因子に影響されるが、一方で、多くの災害を通じた普遍的な役割も有している。本研究は、みや
ぎ心のケアセンターの開設からの約 3年間の軌跡を経時的な活動内容を分析することで振り返り、今回の災
害におけるこれからの支援に活かすとともに、今後に起こりうる新たな災害後の復興支援のあり方について
検討することを目的とした。 
心のケアセンターは、その性質上、発災からの短期間のうちに人員を募集し、組織作りを行わなければい
けないという宿命を背負っており、活動を行いながら人員をまとめ、活動方針や内容を具体化し、地域の中
に入っていき、市町自治体をはじめとした関係機関との関係作りを行わなければいけない。しかも、災害後
の被災地域のニーズは地域ごとに異なり、また、時間とともに変化するという特徴があり、活動を円滑に進
めることは容易ではなく、軌道に乗せるまでにはさまざまな困難に向き合うことになる。みやぎ心のケアセ
ンターの 3年間も、こうした困難の連続であった。 
みやぎ心のケアセンターの組織上の特徴としては、出向制度を採用し、一部の職員を市町自治体などに派
遣したことが挙げられる。支援の効率が高まるという利点があったが、出向職員の組織の中での立場や役割
を含めた人事管理上の課題も浮き彫りになった。設立当初より、市町自治体のニーズに応えることを第一優
先とし、職種にかかわらず、アウトリーチを柱とする直接支援に力を注いだ。被支援者は、高齢者が多く、
支援者には高齢者特有の課題への知識やスキルが求められた。また、統合失調症、気分障害、アルコール使
用障害などの精神疾患をもつ住民に対する支援が求められることも多かった。発災以前からの罹患者が 7
割を占め、災害後の環境変化によって病状が増悪する者も認められた。また、発災後に発症した 3割に対し
ては、精神疾患の早期段階への早期介入という視点からも支援を行っていく必要があった。地域において支
援を行っている支援者をエンパワーメントする活動も重要であり、行政機関の職員や仮説支援員を対象とし
た支援が行われた。また、住民の集いを促すための活動も行われ、特に、コミュニティーから外れてしまう
恐れの高い借り上げ仮設の住民を対象とした支援が大切だと考えられた。 
今後は復興の進展具合の格差がさらに一層広がることが予想されており、また、被災地のニーズは刻々と
変化していくことが予想される。このため、みやぎ心のケアセンターでは、地域と時間による変化を把握し
ながら、被災地域住民のニーズに応え、適切な支援を提供するために、対応を柔軟に工夫していく必要があ
ると考えられた。 



A. 研究目的 

 みやぎ心のケアセンターは東日本大震災により影

響を受けた県内の住民を対象として、地域の実情に

合わせた支援事業を行っている。本センターの活動

内容を分析することにより、災害後の中長期的なリ

カバリーセンターとしての役割を検討し、今後の我

が国で生じうる災害に備えることを本研究の目的と

する。 

 

B. 研究方法 

本研究報告では、平成 24 年度、25 年度、26 年度

の各研究報告に基づいて、みやぎ心のケアセンター

の大規模自然災害後のリカバリーセンターとしての

組織づくりにおける問題点について記述的に分析を

行った。 

分析に際しては、平成 24 年 4 月～平成 26 年 12

月までの本センターで集計している活動内容を分析

し、それぞれのフェーズで地域ではどのような支援

を必要としているのかみやぎ心のケアセンターのス

タッフによる検討を行い、研究協力者の福地がこれ

をまとめた。また、集計には反映されない活動の実

情を可能な限り拾い上げ、記述的に検討を行った。 

 

C. 結果および考察 

1. 組織づくりについて 

1） 設立までの経過 

東日本大震災から 4日後の平成 23 年 3月 15 日

に、東日本大震災に対する精神医療保健福祉につ

いての対策について検討するために宮城県内の精

神保健医療関係者が参集した会議が行われた。そ

の後、宮城県がイニシアティブを取る形で「心の

ケア対策会議」が定期的に開催され、東日本大震

災後の精神医療保健福祉についての検討が重ねら

れた。その中で、同年 4月の時点でみやぎ心のケ

アセンター設立の必要性が認識されるようになっ

た。兵庫県や新潟県への視察を重ね、同年 8月に

は県議会において予算の承認が得られ、9月には

宮城県精神保健福祉協会への委託が決定した。12

月には県庁近くの雑居ビルを拠点として、本セン

ター準備室が開設された。平成 24 年 4月には石

巻・気仙沼に地域センターを設置して、震災から

およそ 1年後に本格始動となった。 

2） 活動方針の立て方 

当センター開設の声掛けに対して参集した志願

者の中で、かつてよりお互いに面識があった者は

数少なかった。設立準備段階から活動開始までの

時間が短い中、各々にどのような力量があるのか

を把握し、組織化して役割を配分することに当初

は苦労した。平成 24 年 4月の本格活動開始時には

1つの基幹センター、2つの地域センターで開始し、

基幹センターに多くの人員を配置した。当時は、

組織として大枠の方向性はあったものの、具体的

かつ明確な方向性は確立されていなかった。この

ため、特に、基幹センターから離れた地域センタ

ーでは活動上で迷うことが多かった。こうした複

数のセンターによる組織の立ち上げ時期には、丁

寧な連絡や意思疎通体制を工夫する必要があると

考えられた。大規模自然災害後のリカバリーセン

ターの在り方として、既存組織の拡充か新しい組

織の新設かで議論されることがあるが、後者を採

用するのであれば必要最小限のブランチ数で開始

することが、組織としての統一性を保つためには

重要と考えられた。 

多様な職種がいる中で、職種による明確な役割

分担を敢えて行わず、誰もが等しく「広く浅く」

支援を行うことができるようにスキルアップをす

る方針を立てた。つまり、医者や心理士などの個

別治療が得意な職種であっても、開設当時は誰も

が等しくアウトリーチに献身し、必要な地域支援

機関へつなぐ方針を立てた。当初は地域の現状を

正確に把握しきれていなかったため、上記以上に

明確な活動方針を立てることが難しかったという

事情もあった。そのため、支援の窓口のなる市町

自治体との関係作りを当初の最優先事項とした。

宮城県で実施した仮設居住者対象の健康調査をは

じめとして、いくつかの被災者調査が実施されて



おり、そこから数多くのハイリスク者が抽出され

ていた。こうした中で、当センターがハイリスク

者に対する家庭訪問を積極的に行うことで市町自

治体との信頼関係を構築し、また、被災地の住民

との直接的な接触が可能となった。 

3） 職員構成および配置（資料 1） 

東北地方はもともと精神保健に携わる専門職が

少なく、マンパワーの不足が当初から想定された

ため、厚生労働省が各職能団体に依頼し全国から

募集を行った。職員は精神科医をはじめ精神保健

福祉士、臨床心理士、保健師など専門的な資格を

有する職種で構成された。活動開始当初の職員数

は 34 名（非常勤 17 名）だったが、段階的に増員

し平成 26年 12 月時点では 73 名（常勤 50 名、非

常勤 23 名）となった。職種としては開設当初より

精神保健福祉士の割合が最も高かった。県内から

の入職する者の割合は比較的高く、県外からの入

職者は 10 名にとどまった。活動開始から約 3年間

のうち離職者は 5名であり、そのうち県外出身者

は 4名、地域センター勤務が 4名だった。離職の

理由には個別的な状況や要因も関与するが、志高

く県外から被災地の任務に就いた職員、組織とし

ての準備期間が短く、活動方針が曖昧な時期に地

域センターに配置された職員に離職者が多かった

ように思われた。この時期における組織内相互支

援が大きな課題と考えられた。 

当センターでは、みやぎ心のケアセンターに所

属する職員が市町自治体や保健所などに出向とし

て派遣するシステムを積極的に導入した。出向職

員は、身分は当センター職員として雇用されてお

り、各種会議や研修は当センターのシステムに従

うが、普段の活動の多くは出向先の指示の元で行

う形で勤務した。平成 26年 12 月の時点で 10 機関

11 名が出向しているが、当センターにおける職員

配置の中で、出向職員が最も難しい立場にあると

考えられるようになってきた。出向職員は当セン

ターと出向先からの二つの指示系統を持つことに

なる。基幹センターもしくは所属する地域センタ

ーからこまめに連絡を取ることをしないと、出向

職員はみやぎ心のケアセンター職員としての情報

が不足してしまい、孤立した状況に陥りやすく、

組織内で齟齬を生じるような事態が散見された。 

しかし、出向職員は、こうした困難な立場にあ

る一方で、当センターの活動実績においては、出

向職員が行う地域住民への直接的な支援数は、基

幹センターや地域センターの枠で行う支援数より

も圧倒的に多い。これは、多くの時間を出向先の

職員と過ごすため、出向先の自治体や機関から信

頼を得やすく、大切な仕事を依頼されやすいこと

が要因のひとつと考えられた。 

大規模災害後に設立されるこころのケアセンタ

ーにおける出向制度の意義や問題点についての検

証は、今後も引き続き行っていく必要があると考

えられる。 

 

2． 活動統計からみえること 

次に当センターの 3年間の活動内容を分析し、考

察を加えて記す。上述のように、慌ただしい中での

開設だったため、活動記録を収集・統計する体制が

当初は不十分であり、平成 24 年度分のデータが不足

している。 

当センターでは 1）地域住民支援、2）支援者支援、

3）普及・啓発、4）人材育成、5）各種活動支援、6）

調査研究の 6つのカテゴリーに分けて事業を展開し

ており、以下に順を追って説明を加える。 

1） 地域住民支援（資料 2,3） 

  当初からアウトリーチを主体とする活動を当セ

ンターの主要な活動指針として掲げていたため、

来所相談を受ける体制（予約体制や面接室など）

や電話などのホットラインは開設していない。そ

のため、来所者や電話の件数が少なく、家庭訪問

の件数が住民に対する支援全体の約 6 割を占めて

いる。支援対象者の性別としては、平成 25 年度は

女性が男性よりも多かったが、少しずつ男性の非

支援者が増え、平成 26 年度は若干ではあるが男性

の方が多くなっている。支援活動は平日日中の時



間帯に集中するため、家庭訪問をしても必然的に

無職の女性に接触する可能性が高い。一方、平成

26 年度は中年層の無職男性への支援が増えてい

ることは特筆に値すると考えられる。一般に男性

への直接支援は女性と比べて関係作りが難しいこ

とが多いと考えられているためである。対象者の

年齢分布としては、男女ともに 60 歳代、70 歳代

以上の高齢者に被支援者が多いことから、支援者

には介護予防や孤立防止など認知症対策を含めた

高齢者特有の問題への知識やスキルが必要と考え

られた。 

疾患分類別では、活動当初より F2（統合失調

症・統合失調症型障害及び妄想性障害）が多くを

占めた。時間の経過とともに、F1（精神作用物質

使用による精神および行動の障害）と F3（気分・

感情障害）の増加がみられ、平成 26 年度は

F2>F3>F1 となっている。全体としては災害前に発

症しているものの割合が約 7 割を占め、震災によ

り既存の保護因子が脆弱化し、病状が増悪したケ

ースが多いと考えられた。そのため、災害に対し

て脆弱性を持つ住民を早期に発見し、必要な場合

には適切な医療機関へ繋げる動きが求められてい

ると考えられた。また、震災後に新たに精神疾患

を発症した事例も 3 割を占めており、発症して間

もない早期段階の精神疾患に対する支援も重要な

役割であると考えられた。 

2） 支援者支援（資料 4,5） 

現場で被災者を支える支援者に対して、後方的

に支援をする活動を支援者支援として分類し、重

点的な取り組みを行った。活動の内訳としては、

「専門的立場からの指導・助言」と「事務作業の

支援」が多くを占めた。今までの現場経験からケ

ース対応の助言を求められる一方で、事務作業な

どの裏方としての役割を求められていた。また、

市町自治体を足掛かりとして活動を展開する方針

を立てたため、支援対象者としては必然的に行政

機関の職員が多くを占めた。 

対人救助や対人支援を主とする職場では、日頃

より自分自身のメンタルヘルスを保つセルフケア

の意識は比較的高いと考えられた。また、職場内

での相互支援体制や各種研修会を定期的に行って

いる職場では、当センターによる支援を行うこと

ができた。当センターの「職場のメンタルケア」

は、仮設支援員を対象とした活動が多くを占めた。

宮城県の仮設支援員は災害後に雇用された非専門

職が多く、日頃からのストレス状況下での備えが

不十分な職場が多いと考えられた。また、各種職

場の中で自殺や事故などが生じた場合、緊急職場

支援としてグループワークや個別面談などポスト

ベンションに入ることもあった。 

3） 普及啓発（資料 6） 

各種研修会の企画、ホームページやパンフレッ

トの発行などを通じて、地域住民に対してメンタ

ルヘルスに関わる普及・啓発事業を行った。普及

啓発のための研修会は経時的に減少傾向にあり、

地域のニーズにも変化がみられた。当初は災害後

特有の心の反応の啓発や、当センターの活動を周

知し、その他の地域の状況を伝える役割が多くを

占めた。時間の経過とともに大災害後の一般的な

こころの反応を啓発する内容よりは、地域生活の

中で配慮を有する精神疾患についての知識を求め

る傾向がみられた。具体的には、統合失調症や認

知症をはじめとする精神疾患、アルコールなどの

アディクションの理解を深めるための普及啓発が

求められた。 

サロンなどの集いでは、時間経過とともに地域

住民の居住形態が変化し、集いに求める内容の変

化が見られた。当初は主にコミュニティーを維持

する目的で、プレハブ仮設を中心に集いが自然発

生した。しかし、その後コミュニティー崩壊の危

機にあるのはプレハブ仮設よりも借り上げ仮設の

住人であることが気付かれ、借り上げ仮設の住人

を対象とした地域の中での集いが次々と企画され

た。更にその後、町内会などを中心とした被災の

有無は問わない集いを作る必要性が高まってきた。

こうした地域のコミュニティー形成に関わる活動



では、それがどのような形態であっても、参加者

は比較的健康な高齢女性に多く、男性、高齢者以

外の世代、健康に問題を抱える住民の地域参加を

どのように高めていくかが課題として挙げられた。 

4） 人材育成（資料 7,8） 

復興に向けて必要となる知識や技術を習得した

人材を育成するための研修事業を行った。内訳と

しては「支援スキル研修」が多くを占め、その中

でも自分自身の「セルフケア」と「傾聴」に関わ

る研修が多かった。支援するための高度な専門技

術ではなく、誰にでもできる汎用性の高い面接技

術が求められていると考えられた。また、普及啓

発と同様にアディクションに関わる研修会のニー

ズが高く、アルコール使用障害を中心としたアデ

ィクションをもつ住民への対応が地域の中で課題

となっていることと、この問題に対する知識や対

応を学びたいというニーズが高いことがうかがえ

た。 

東日本大震災後の精神保健福祉領域での活動に

関わる宮城県内の行政や医療機関、教育機関の担

当者や民間の支援員などを対象に交流する場を提

供する目的で「震災こころのケア交流会」を、一

般社団法人震災こころのケア・ネットワークみや

ぎの運営するからころステーションとの共催で計

10 回開催した。様々な領域で活動を行う支援者同

士が交流することで、支援における連携を促進す

ることを目的とし、講演会やそれぞれの職域にお

ける取組の報告や情報交換を行った。年に 1回、

各圏域で行う方針ではあるものの、参加者の減少

傾向がみられている。災害後のフェーズの移り変

わりにより支援者の入れ替わりがあったり、支援

者側のニーズに変化が見られている可能性がある。

地域のニーズを把握した上で計画を修正していく

必要がある。 

5） 各種活動支援（資料 9） 

宮城県では仮設住宅に居住する被災者を対象と

して健康調査を継続し、その結果を各自治体へフ

ィードバックしている。調査結果に基づいてハイ

リスク者を選定する基準は各自治体の判断に任さ

れているが、当センターでは①K6 が 13 点以上、

②朝から飲酒、③65 歳以上で単身生活、④何らか

の疾患の治療中断の 4 点を判断基準として推奨し

た。K6 が 13 点以上の割合は、支援を開始した当

初は仮設住宅住民の約 1 割を占めていたが、時間

経過とともにその割合は減少傾向にあった。独居

高齢者は民賃の借り上げ仮設住宅と比べ、応急仮

設住宅に居住していることが多いという特徴を認

めた。朝、または昼から飲酒している割合は平成

23 年度からの比較では増加しているが、平成 24

年度以降は不変もしくは微増となっていた。 

県の健康調査に加えて、独自の健康調査を行う

市町自治体が複数あった。調査目的は市町自治体

それぞれであったが、心の健康に関する質問を加

える市町もあり、その結果は概ね県の調査結果と

同様であった。しかし、複数の調査を並行するた

め、ハイリスク者として抽出される住民の数はそ

れだけ多くなった。このため、支援者は家庭訪問

や電話による確認作業に追われ、丁寧なケアより

もノルマをこなす形に終始することもあった。 

ハイリスク者を抽出する目的で健康調査を行う

場合には、調査計画時にフォローアップ体制を整

えてからスタートし、フォローアップ体制に見合

うサイズにハイリスク者の数や調査回数を調整す

るための工夫が必要と考えられた。 

6） 調査研究 

研究については宮城県による寄附によって設置

された東北大学大学院医学系研究科予防精神医学

寄附講座と連携、協力し、調査研究やスタッフ教

育に取り組んだ。主に、当センターと連携して行

っている被災自治体の行政職員の健康調査や社会

福祉協議会職員の健康調査について共同で実施し、

健康調査と連動した相談や研修会などを実施した。

また、被災地で希望する住民を対象に認知行動ア

プローチに基づく研修会についての研究や、復興

期の心理支援方法であるサイコロジカル・リカバ



リー・スキル・トレーニング（SPR）についての研

究に対する協力を行った。 

当センター内に調査研究の体制を作るには長い

時間を要したが、これにはいくつかの要因が関係

したと考えられる。まず、新しい組織を発災後に

慌ただしく立ち上げ、組織作りや地域との関係作

りに追われる中で活動していたため、各種データ

を収集するための体制が整わず、活動の分析に取

り掛かれなかったことが挙げられる。また、参集

した職員は現場の経験は豊富であったが、調査研

究のような取り組みには馴染みが少なかったこと

も考えられた。最後に、被災者との距離が非常に

近いため感情移入が生じ、被災者を調査の対象と

してみたくないという抵抗感も強く働いていたと

考えられた。 

 

3． コミュニティーの観察からみえること 

ここではデータからは反映されない、コミュニテ

ィーの観察からからみえることについて記す。 

1） コミュニティーの開閉 

発災から時間が経過するとともに、地域の支援

受け入れ態勢には変化が生じた。発災直後に扉は

大きく開き、制限なく支援者を受け入れる傾向に

あった。被災地は「猫の手も借りたい」状態にあ

り、支援者は気分高揚状態にあった。被災地が求

めている支援は泥かきなどの力仕事が多く、数日

サイクルで支援者が入れ替わることに大きな支障

はなかった。ところが数ヵ月経過すると、際限な

く支援者を受け入れることの弊害に気づきはじめ、

扉が固く閉じるようになった。この時期に求めて

いる支援はサロンの中での話し相手などコミュニ

ケーション能力を要求される役割に変わり、信頼

関係の構築や安心感の提供が大切となり、支援者

は数ヵ月サイクルで被災地に留まることが求めら

れた。更に時間が経過すると警戒心が少しずつ溶

け、再び扉が開き、長期的なプランに沿った支援

者を受け入れるようになった。このように時間経

過に沿ったコミュニティーの扉の開閉が見られて

いたと考えられ、支援者側はタイミングを見極め

た支援を提供する必要があると考えられた。 

2） 過剰な警戒 

コミュニティーを脅かす危機が生じた場合、同

じ出来事が起きないように防御策を考え、一時的

に過剰な警戒に傾くことは一般的なことかもしれ

ない。被災地においては、プレハブ仮設住宅内で

孤独死や自死が生じた場合、同じ事態が起きない

ようにお互いの変化に早めに気づこうという動き

が強まることがあった。電気メーターや郵便ポス

トをお互いに確認したり、緊急事態を外部に知ら

せるための警報システムを全戸に設置するという

ことも起こった。また、障害者の家族のなかには

避難所で理解を求めることの大変さを経験し、平

時から地域住民に障害を理解してもらうために積

極的に開示する行動をとる者も見られた。一方で

スーパー堤防のように、地域住民が過剰な警戒に

違和感を抱くようになり、自分たちの地域に高い

堤防は必要ないと感じ、反対運動が生じる地域も

見られた。時間の経過とともに住民は過剰な警戒

に基づいた行動に違和感を抱き、警戒心は少しず

つ通常に戻っていくものと推定される。 

 

D. 結論 

本研究では、平成 24 年 4月～平成 26 年 12 月まで

の当センターの取り組みについて提示し、実情と課

題について検討を行った。 

自然災害の多いわが国においては、大規模自然災

害が 10 年～数十年単位で起こっており、発災後には

広範な被災地に住む住民の精神健康を保つためには

継続的な支援が必要となることが広く知られるよう

になってきた。みやぎ心のケアセンターは、東日本

大震災における宮城県での被災地における住民の精

神健康を保つ目的で活動を行っているが、過去の災

害で設置された、あるいは今回の災害で設置された

他県の心のケアセンターと同様にさまざまな課題に

直面しながら支援を行っているのが現状である。そ

れでも、過去の災害において行われた支援活動を参



考にし、また、さまざまな関係者の助言、指導、協

力により、現状において実施可能なあらゆる支援を

行えるように最大限の努力をしている。 

今回の報告は、当センターが設立されてからの初

期 3年間をまとめたものである。宮城県の被災地に

おける復興は、まだ端緒についたばかりであり、今

後とも住民の精神健康を保持、増進し、不健康や精

神疾患の予防に向けた取り組みを継続する必要性は

高いと考えられる。特に、今後は復興の進展具合の

格差がさらに一層広がることが予想されており、ま

た、被災地のニーズは刻々と変化していくことが予

想される。このため、みやぎ心のケアセンターでは、

地域と時間による変化を把握しながら、被災地域住

民のニーズに応え、適切な支援を提供するために、

対応を柔軟に工夫していく必要があると考えられた。 
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資料 1 当センターの職員構成（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

 
 

資料 2 支援方法の内訳（平成 24 年 4 月～平成 26 年 12 月） 

 

 

資料 3 支援対象者の属性（平成 24 年 4 月～平成 26 年 12 月） 

 

H24年度 H25年度 H26年度12月まで

訪問 3259 3807 3187
来所 1091 880 634
電話 1944 1310 1192

集団活動内での相談 117 87 163
手紙等でのアプローチ （不明） 155 148

ケース会議 （対象者出席） 4 12 22
受診同行 （不明） 115 96
（その他） 18 25 38

本人 5414 4581
本人以外 822 751

あり （同席機関複数回答） 1596 1301
自治体 609 583
保健所 127 79

医療機関 41 84
福祉関係 130 128
サポセン 561 364
（その他） 212 140

相

談

者

他
機
関
同
席

支
援
方
法

H24年度 H25年度 H26年度12月まで H24年度 H25年度 H26年度12月まで

6391 5480 男 女 男 女 男 女 本人から 818 859
(6236) (5332) 20歳以下 36 42 62 31 家族親族から 362 452

2752 2154 20歳代 102 180 94 92 近隣住民から 47 20
(404) (538) 30歳代 254 401 261 260 職場から 56 78

男 2804 2720 40歳代 366 492 500 372 行政機関から 2964 1468
女 3428 2608 50歳代 514 511 465 357 康調査・全戸訪問等によるピックアップ 1204 2195

（不明） 4 4 60歳代 787 679 670 584 サポセン・仮設支援員等から 615 564
近親者喪失 1257 1069 70歳以上 707 1021 633 821 医療機関から 151 169

本人負傷 189 130 年齢層不明 38 102 35 91 福祉機関から 526 108
住居被害 5066 4112 不明 0 2

経験 2814 2369 （その他） 93 115
環境喪失 3281 3023 教育・育児・転校 244 147

自宅 2380 2324 近親者喪失 740 461
応急仮設 2139 1677 住環境の変化 1648 1096
民賃仮設 1516 982 経済生活再建問題 1084 635
復興住宅 7 141 社会資源の活用 203 204

親戚・知人宅 61 25 失業就労問題 442 297
入所施設 14 19 人間関係 617 480

病院 17 8 家族家庭問題 1170 930
その他 28 24 放射能 31 14
（不明） 74 132 将来への不安 558 354

1951 1721 職務上の悩み 139 134
勤務・自営（休職中含む） 1571 1151 精神変調 1621 1533

無職 4443 4012 加齢による問題 429 340
学生 64 78 健康上の問題 1649 1357

（不明） 158 91 アディクション問題 1062 1094
1865 1984 その他 134 117
3500 2954 不明 63 18

なし 235 80
※訪問不在件数を除く

H26年度12月まで

※性別不明を除く

（新規のうち、他機関支援有り）

※訪問不在件数を除く
※表内の数字は新規受理件数を除きすべて延べ件数
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（手紙等による支援を除く）

性
別

　単身生活

　精神科受診歴有り
　精神変調有り

現
在
の
住
居

被
災
状
況

就
労
状
況

6433

うち、新規受理件数

相
談
経
路
 

※
複
数
回
答

相
談
背
景
 

※
複
数
回
答

延べ支援回数



資料 4 支援者支援の内訳（平成 24 年 4 月～平成 26 年 12 月） 

 
 

資料 5 支援者支援の対象者（平成 26 年 4 月～12 月のみ） 

 

 

資料 6 普及啓発の内訳（平成 24 年 4 月～平成 26 年 12 月） 

 

H24年度 H25年度 H26年度12月まで
専門的立場からの指導・助
言（ケース数）

H24年度 H25年度 H26年度12月まで

訪問・面談後の報告 189 169 アルコール問題 162 138
（ケース数） (634) (481) ギャンブル問題 2 3

専門的立場からの指導・助言 585 501 薬物問題 1 0
（ケース数） (1425) (981) うつ 186 104

地域の課題 75 53 複雑性悲嘆 11 12
職場のメンタルケア 182 62 ＰＴＳＤ 19 8

ケース会議 226 181 虐待 48 45
（ケース数） (1571) (1155) その他 996 671

心の相談窓口の開設 38 33 合計 1425 981
（ケース数） (51) (25)

健診支援 68 46
事務作業の支援 391 332

その他 108 88

※斜線は不明のもの

※斜線は不明のもの

支援回数 169 501 53 62 181 33 46 332
ケース数 481 981 1155 25

自助Ｇ 5
民生委員・区長 2

自治会役員 4
保健推進員
他地域役職

サポートセンター 2 45 13 4 48 4 7
仮設支援員 28 99 24 196 86
行政関係者 200 923 89 8 331 23 276 482
医療関係者 2 55 3 2 56 20 1
教育関係者 107 25 16 1 2
司法関係者

地域包括支援センター 3 47 10 6 61
自衛隊

警察 3 2
消防 4

消防団
企業 2

公的団体 16 1 12 2
民間団体 1 264 3 1 39
職能団体 17 10 70

社会福祉協議会 2 60 44 44 45 2
障害福祉 2 17 1 8 1
児童福祉 13 2 9
高齢福祉 44 16

ボランティア 20
その他 1 14 1 14 42 6

心の相談窓口
の開設

健診支援
事務作業の

支援
H26年度

訪問・面談後
の報告

専門的立場から
の指導・助言

地域の課題
職場の

メンタルケア
ケース会議
（対象者欠席）

H24年度 H25年度 H26年度12月まで 普及啓発研修の内容 H24年度 H25年度 H26年度12月まで

普及啓発用品の配布 15 8 10 震災後の心の反応 7 1
視察対応 10 7 （参加者数） (257) (60)

報道機関対応 15 7 精神疾患について 10 11
メディアを活用した普及啓発活動 8 1 （参加者数） (148) (242)

ホームページ管理・更新・情報提供 35 22 ストレスを抱える人に接するときの注意点 2 2
学会・職能団体等での発表 12 1 （参加者数） (43) (108)

心の相談窓口の開設 35 55 アディクション問題について 4 9
普及啓発研修 59 52 39 （参加者数） (88) (243)

サロン活動 34 113 137 震災が子供にもたらす影響 1 2
その他 7 4 （参加者数） (100) (88)

ストレスと心のケア・セルフケアについて 12 10
（参加者数） (340) (270)

センター主催・共催サロン活動等 H24年度 H25年度 H26年度12月まで 体の健康について 8 2
お茶のみサロン 23 10 （参加者数） (177) (50)

（延べ参加者数） (338) (123) 職場のメンタルヘルスについて 5 1
ここファーム（農作業） 19 20 （参加者数） (553) (120)

（延べ参加者数） (118) (219) 被災地の状況とセンター活動について 3 1
ちぎり絵教室 3 9 （参加者数） (63) (50)

（延べ参加者数） (23) (70) 実施数合計 52回 39回
ビーズ教室 2 0 （参加者数合計） (1769人) (1231人)

（延べ参加者数） (14)

断酒例会 6 9
（延べ参加者数） (21) (76)

作品展 1 0
（参加者数）

子どもキャンプ 1 1 1
（子ども 参加者数） (25) (26) (20)

（保護者 参加者数） (4) (3) (4)

リハ相談会 1 0
（参加者数） (20)

気仙沼市健康フェスティバル協力 1
(255)

実施なし

実施なし

実施なし

※斜線は不明のもの

（斜線は回数不明のもの）　※単位：回数

実施なし

実施なし

実施なし



資料 7 人材育成の内訳（平成 24 年 4 月～平成 26 年 12 月） 

 

 

資料 8 人材育成の対象者（平成 26 年 4 月～12 月のみ） 

 
 

資料 9 仮設住宅健康調査の結果 

 

実施回数 3 22 1 7 12 0 7 41 5 4 10 6
一般 2 55 30 100

自助Ｇ 1 19
民生委員・区長 10 500 15 1 160 82 10 37

自治会役員 10
保健推進員 41 77 118
他地域役職

サポートセンター 23 15 5 1 35 2 5
仮設支援員 13 120 23 113 50 3
行政関係者 25 108 2 11 133 70 145 15 55 174 15
医療関係者 7 66 46 31 1 53
教育関係者 1 215 40 6
司法関係者 2

地域包括支援センター 3 41 1 15 39
自衛隊

警察 1
消防

消防団 154
企業 4 3

公的団体 6 4 10 1 7
民間団体 31 9 5 40 165 4 5 2
職能団体 4 18 3 60

社会福祉協議会 7 40 10 10 94 27 13
障害福祉 5 8 5 8 1
児童福祉 66 35
高齢福祉 17 33 10 89

ボランティア 5 5
その他 13 11 18 38 15 7

被災地の状況・
センターの活動

事例検討
精神疾患・障害

について
職場の

メンタルヘルス
メディア

カンファレンス
支援者の

メンタルヘルス
支援スキルH26年度 震災交流会

アディクション
関連問題

高齢者の
メンタルヘルス

自死対策
関連問題

子どもの
メンタルヘルス

H23年度 民賃 H24.1～3 73.4% 6.0% 2.2% 9.6% 1.0% H23年度 民賃
プレハブ H24.9～12 58.6% 16.4% 5.8% 9.5% 1.8% プレハブ
民賃 H24.12～H25.3 63.7% 7.6% 6.5% 8.0% 1.8% 民賃 13095人 38.3%
プレハブ H25.9～11 50.9% 18.8% 3.4% 8.3% 2.2% プレハブ 12216人 73.0%
民賃 H25.11～H26.2 62.8% 10.4% 4.2% 6.8% 2.1% 民賃 21307人 78.2%

H26年度 プレハブ H26.9～11 50.2% 22.3% 2.6% 8.2% 2.1% H26年度 プレハブ 9784人 74.9%

H25年度

実施時期 回収率
前回から引き続き

回答あり
当該年度の回答者

に占める割合

H24年度

H25年度

Ｋ６
13点以上

朝又は昼
から飲酒

高齢
独居世帯

治療中断
※

H24年度



厚生労働科学研究費補助金 

（障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（精神障害分野））） 

被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び 

介入手法の向上に資する研究 

 

平成 24 年度～26 年度 分担研究報告書 

ふくしま心のケアセンターの活動の成果と課題 

 

分担研究者 前田正治 1)2) 

研究協力者 植田由紀子 1)、昼田源四郎 1) 

 

1) ふくしま心のケアセンター 

2) 福島県立医科大学医学部  災害こころの医学講座 

研究要旨：ふくしま心のケアセンター設立から 3 年間の活動状況について、主として DMHISS

（Disaster mental health information support system）を用いた記述統計結果から分析、今後

の課題等について考察した。またあわせて、沿岸部被災地自治体職員の精神保健面接調査も行っ

たので、その結果概要を報告した。当センターの活動はこの 3 年を通じ、基本的に変化がある

ものとないものがあった。たとえば基本的にアウトリーチによって支援するという構造は変化が

なかったが、その内容や相談場所、相談の契機等については大きな変化があった。とくに年を経

るごとに行政からの依頼や、行政職員等の精神保健上の相談が飛躍的に増えた。また沿岸部被災

地自治体調査からも、自治体職員のうつ病の有病率がきわめて高いなど深刻な様相がうかがわれ

た。当センターは設立当初より組織システム上、あるいは運用上の多くの課題があり、これらを

どのように解決し、安定した支援機能を発揮できるかが今後の課題である。 

Key word: 原発災害、こころのケアセンター、アウトリーチ、支援者支援 

 

 

Ⅰ．はじめに 

東日本大震災後に生じた様々なメンタルヘ

ルス上の困難な状況に対処するため、既存の

地域精神保健福祉活動を担う機関とは独立し

た専門機関を設けるべきという考えから、福

島県が福島県精神保健福祉協会に事業委託す

る形で、ふくしま心のケアセンター（以下当

センター）設立が決まった。発災後約 1 年を

迎える平成 24 年 2 月に基幹センターを設立、

活動準備を開始、2012 年 4 月 1 日より方部セ

ンターを開所、実質的な活動を開始した。当

センターにおける被災者支援活動のうち、相

談支援活動及び、それ以外の活動について、

記述統計データ（平成 24 年 4 月～平成 26 年

12 月）を基に分析、考察し、今後の活動につ

いての課題を検討する。 

同時に、福島県においては多数の被災地自

治体職員が過重な労働を長期間にわたって強

いられており、彼らの精神保健上の問題もま

た危惧されるところである。そこで、当セン



ターと福島県立医科大学医学部災害こころの

医学講座と合同で、沿岸部被災自治体職員に

対する精神保健調査を行った。本調査につい

ても、当センターの主要な活動の成果として、

その結果の概要を報告する。 

 

Ⅱ．当センターの構造 

１． 組織体制 

 県内全域に散らばった東京電力第一原発事

故での避難者のケアに対応すべく、ふくしま

心のケアセンターは設立当初、県庁所在地で

ある福島市に基幹センター（以下、基幹）を

設置。その他、浜通り（相馬、いわき）、中通

り（県北、県中、県南）、会津（会津）に６つ

の方部センター（以下、方部）を配置した。

加えて、福島県障がい福祉課、南相馬市、県

外に避難していた双葉町（埼玉県加須市）に

駐在を置き、計 10 カ所の拠点で活動を開始し

た。 

設立から 3 年を経過し、避難者の動向、職

員拡散防止の観点から、駐在を廃止、県南方

部センターを統合して、県中・県南方部セン

ターとすることを決めている。平成 27 年度か

らの体制としては、基幹センターと 5 つの方

部センター、あわせて 6 つの拠点となる。 

 

２． 人員体制 

 職員（平成 27 年 1 月 1 日現在）は、セン

ター全体で 60 名（非常勤を含む）である。た

だし、事業委託先の職員、非常勤を除き、当

センター正規職員に限ると 45 名、うち専門職

に限定すると 39 名である。 

設立当初から人員確保の課題を抱えており、

福島では比較的多く県外からの入職者があっ

た。設立当初は全体のおよそ 3 割が県外から

入職した職員であったが、2 年目には 2 割、3

年目には 1 割となり、27 年度にはさらに減少

する見込みである。 

 

３． 人員配置 

 60 名の内、14 名を基幹センターに配置し

ている。その他方部には、地域状況に応じて

人員を配置しているが、県中といわきに 10

名程度。その他方部には 4～5 名を配置してい

る。 

 

Ⅲ．当センターの活動について 

当センターの相談支援活動について、

DMHISS（Disaster mental health 

information support system）のデータに基

づき、個別支援に関して相談経緯、症状など

の分析を行った。加えて、個別相談以外の集

団活動などについても、3 年間の推移を分析

した。分析データを基に、今後の活動方針な

どについて記述統計学的にまとめた。 

 

１．相談方法 

 相談支援の方法として、3 年間通じて最も

多いのが『訪問』である。初年度は、全体の

87.1％、次年度が 74.5％、今年度 12 月時点

で 65.7%を占めている。 

 『訪問』の割合が低下する一方、『来所』の

割合が初年度 1.7％から、3 年目には 16.5％と

増加している。震災後 4 年を経ても、依然ア

ウトリーチでの支援活動が 3 分の 2 を占めて

いるが、来所等の相談方法に徐々に移行して

いることがうかがえる。 

 

２．相談場所 

 相談場所の割合としては、平成 24 年度は

『仮設住宅』が 46.2％、『借上住宅』が 31.1%

であり、『仮設住宅』と『借上住宅』への訪問



が大部分を占め（77.3％）、その他は少数であ

った。平成 25 年度になると『仮設住宅』38.2％、

『借上住宅』20.3%、平成 26 年度『仮設住宅』

22.9％、『借上住宅』15.4%となり、被災後の

仮住まいとなる『仮設住宅』、『借上住宅』へ

の訪問支援も全体の 4 割程度に減少した。一

方、『自宅』、『相談拠点』は上昇傾向に転じて

いる。『自宅』は、平成 24 年度 11.1％だった

のが、平成 26 年度には 22.0％になり、自宅

等へ居住の移行がうかがえる。また、『相談拠

点』は平成 24 年度 4.1％から平成 26 年度

27.5％に急上昇した。『相談拠点』に来所可能

な被災者が増えたことに加え、行政職員等へ

の支援活動に力を注いだ結果として、職場等

で相談拠点を構え面談を行う機会が急速に増

加したためと考えられる。（図１） 

『復興住宅』は未だ１％程度であるが、こ

れは建設の遅れから未だ入居が進んでいない

ためである。ただし今後は、復興公営住宅へ

の移転など住民の居住の変化に伴い、相談場

所も変化していくものと思われる。 

 

３． 相談の背景 

 相談の背景として、平成 24 年度最も多かっ

たのが『居住環境の変化』（36.2%）、次いで

『健康上の問題』（15.8%）、『家族・家庭問題』

（13.7%）であった。平成 25 年度は『健康上

の問題』（31.4%）がもっとも多い割合を占め、

次いで『居住環境の変化』（26.9%）、『家族・

家庭問題』（11.7%）であった。平成 26 年度

は、『健康上の問題』(29.9%)、『居住環境の変

化』(19.6%)、『家族・家庭問題』（14.1%）が

上位である。順位の変動はあるが、『居住環境

の変化』『健康上の問題』が全体の半数程度、

『家族・家庭問題』が 1 割超を占め、3 つの

大きな背景要因と言える。また、少数である

が、徐々に増加しているのが『人間関係』『教

育・育児』『放射能』である。（図２） 

 

４． 相談の契機 

 相談の契機としては、『健康調査・全戸訪問

からのピックアップ』が、平成 24 年度全体の

62.7％を占めていた。しかし、平成 25 年度は

23.4％、平成 26 年度は 12.3％と急激に減少

している。避難している住民の健康状態につ

いて、しらみつぶしに訪問してまわるという

時期は初年度にほぼ終了したと言える。反対

に上昇しているのが、『行政機関からの依頼』

で、平成 24年度 17.9％、平成 25年度 37.5％、

平成 26 年度 49.9％と約半数を占める割合と

なっている。（図３） 

 

５． 相談者の精神症状 

 対象者の症状をみると、平成 24 年度は『身

体症状』（21.2%）、次いで『睡眠の問題』

(18.9%)、『不安症状』（15.5％）の順に多かっ

た。平成 25 年度になると、最も多いのは『身

体症状』（28.7%）と変わらないが、『気分・

情動に関する症状』（23.9％）が上昇して 2 番

目となり、次いで『睡眠の問題』（14.8％）の

順となった。平成 26 年度は、平成 25 年度と

順位は変わらず、『身体症状』（25.4%）、『気

分・情動に関する症状』（23.4%）、『睡眠の問

題』（13.7%）が上位であった。割合として年々

減少しているのは『睡眠の問題』で、初年度

18.9％から 3 年目には 13.7％となっている。

また上昇傾向にあるのが『気分・情動に関す

る症状』、および少数ではあるが『飲酒の問題』

が初年度 4.6％から、3 年目には 6.0％に増加

している。（図４） 

 

６． 集団活動 



 避難により新たな環境での生活になったこ

とから、住民同士の繋がりを促進、健康づく

り、介護予防などさまざまな観点からサロン

活動が実施された。年度を経る毎に自治体な

ど住民主体のサロンも立ち上がり、当センタ

ーにおける集団活動は減少傾向にある。件数

としては、平成 24 年度 1,316 件が、平成 26

年度 578 件と半減している。 

 

７． 支援者支援活動 

 被災によって、通常業務に加え被災者のケ

アや復興業務が膨らみ、支援が必要となった

学校や行政機関など既存の外部機関に対して

行った支援活動である。 

 対象として、『学校・幼稚園』『一般事業所

等』は、3 年間でほぼ横ばいであるが、『地方

公共団体等』への支援は、平成 24 年度 364

件から平成 26 年度には 746 件と倍増してい

る。後述するような自治体職員調査を特別に

実施したことは、こうした支援者支援のニー

ズの高まりがあった。 

 

８． 人材育成 

 地域における人材育成活動として、『専門職

向け研修会』は、平成 24 年度 26 件（1,110

名）から平成 26 年度 80 件（1,751 名）と約

3 倍の件数に増加している。内容としては、

被災者の見守り活動等を担っている生活支援

相談員を対象とした研修などが含まれる。 

 また、『一般向け研修会』は、平成 24 年度

7 件（255 名）から、平成 25 年には 31 件（1,252

名）と 4 倍以上に増加し、平成 26 年度は 24

件（723 名）となっている。これは、専門職

ではない地域の自治体などに自殺予防活動と

してゲートキーパーについて研修するなどの

内容が含まれる。当センターの専門性が認め

られるにつれ、こうした一般向けあるいは専

門職向け研修のニーズが非常に高まっている。

そして、このような人材育成は当センターの

主要な業務となったことがうかがわれる。 

 

９． 連携、調整機能 

 活動の中で顕著なのびを示しているのが、

連携・調整機能を表している会議の数である。 

 当センター内の会議は、平成 24 年度 128

件から、平成 26 年度は 485 件となり、3.8 倍。

外部機関との会議は、平成 24 年度 144 件か

ら平成 26年度には 539件で 3.7倍に増加して

いる。 

 

 

Ⅳ. 福島県における行政職員のメンタル

ヘルスの実態に関する調査 

 

１．本調査の目的 

福島県では原発事故による影響が長期

化し，行政職員は通常業務の他に震災関連

業務が加わり過酷な過重労働が続いてい

る．また災害時における被災自治体職員の

心理的ストレスの特徴 1）は，１）災害対

応に関する組織内，家庭内での葛藤が傷つ

きをもたらし様々なマイナス感情を引き

起こす，２）葛藤がもたらす傷つきやその

傷つきを語り合えない雰囲気が疎外・孤立

を生み出す，３）職務を果たそうとする過

程において役割上のストレスを認識する，

と言われる．また、加藤ら 2)は生命の危機

を感じるような出来事以外でも，十分な成

果があげられないことやこれまで経験し

たことのない状況に置かれるだけでも心

理的負荷になると言う．とりわけ福島県沿

岸部の自治体は、その多くが避難を余儀な



くされており、職員は職務上の多大なスト

レスに加え、自らも避難生活を余儀なくさ

れていたり、あるいは家族が離散していた

りと被災者としてのストレスもある等、そ

のストレスは多重であり、より精神保健上

の問題も大きいと考えられる。 

 今回，福島県立医科大学医学部災害ここ

ろの医学講座とふくしま心のケアセンタ

ーいわき方部との合同調査で、避難を余儀

なくされた福島県Ａ町および B 町役場職

員全員に対し，精神疾患簡易構造化面

（M.I.N.I.）を実施し、外傷後ストレス障

害 ： Posttraumatic Stress Disorder: 

PTSD やうつ病等の精神障害の時点（現

在）有病率を調査したので報告する。なお

両町とも沿岸部(通称浜通り)に属し、全町

民が一時避難を余儀なくされたが、A 町は

現在多くが避難指示解除地域となった一

方で、B 町は現在もまだ多くが帰宅困難区

域となっている。このように両町の被災状

況や復興の様相が相当に異なることから、

両町の結果を別個に提示し比較した。 

 

２．方法 

１）対象者数 福島県 A 町行政職員（N＝

92）およびＢ町行政職員（Ｎ＝76） 

２）調査期間 A 町調査は平成 26 年 1 月

20 日～平成 26 年 1 月 24 日で、Ｂ町調査

は平成 26 年 9 月 1 日～平成 26 年 9 月 4

日 

３）調査   

   面接実施前にフェイスシートと以下質

問紙への回答を求め，精神科医 1 名・臨床

心理士 1 名で構造化面接を行った.面接の

所要時間は１人あたり約１時間を予定し

た． 

（１）質問紙調査 

 ① K6（Kessler-6）：一般的な精神保健

上の問題をスクリーニングする質問紙 

 ②  IES-R （ Impact of Event Scale 

Revised Version）：PTSD のスクリーニン

グ用質問紙 

（２）面接調査 

 ①  精 神 疾 患 構 造 化 面 接 法 （ MINI 

International Neuropsychiatric 

Interview: M.I.N.I.）：精神疾患について

DSM4 に基づいて比較的短時間に査定で

きる構造化診断面接法。今回はとくに以下

の５つの診断・状態を査定した。大うつ病

性障害」「自殺の危険」「パニック障害」「広

場恐怖」「PTSD」 

② ストレス状況や対処行動等に関する

質問表：睡眠状況（平均睡眠時間等），飲

酒，喫煙，食欲，身体疾患の有無等を調べ

るために作られたオリジナルの調査票 

4）統計解析 

統計解析には IBM SPSS version22.0 

を用いた。 

5）倫理的配慮 

 本研究は，福島県立医科大学倫理委員会

の承認を得た．調査に当たっては対象者に

文書による説明同意を得た上で行われた. 

 

３．結果 

上述したように、結果に関しては、A 町

および B 町の被災状況や復興の様相が相

当に異なることから、別個に提示した。今

回はとくに MINI 診断面接結果および K6

と IESR の両質問紙調査結果を中心に報

告する。 

 

1. １）A 町の結果 



（１）属性 

A 町行政職員のほぼ全員に当たる 92

名が調査説明後、同意し調査に応じた。男

性 69 名、女性 23 名で、平均年齢が 41.4

（SD:12.6）歳、男性が平均年齢 42.1 歳、

女性が 39.1 歳であり男女間で有意差を認

めた  (t 検定, p>o.o5)。平均勤続年数は

14.6（SD:12.4 ）年であった。 

（２）M.I.N.I.面接の結果 

 大うつ病性障害は 14 名と全職員の

15.2％が該当した.この他，パニック障害 2

名(2.2%)， PTSD0 名，自殺の危険性が中

等度以上ありと判断された者が 8 名

(8.6%)という結果となった． 

（３）K6 の結果 

 平均 5.1（SD：4.5）であり 6 名(6.5%)

が今回想定したカットオフ値 13 点を超え

る結果となった． 

（４）IES-R の結果 

 平均 13.0（SD：13.5）となった．20 名

（21.7％）が今回カットオフ値として設定

した 25 点を超えるという結果となった．  

 

２）B 町の結果 

（１）属性 

A 町と同様に、B 町行政職員のほぼ全員

に当たる 76 名が調査説明後、同意し調査

に応じた。男性 53 名、女性 23 名で、平

均年齢が 43.4（SD:10.9）歳、男性が平均

年齢 44.5 歳、女性が 41.0 歳であった。平

均勤続年数は 13.7.（SD:13..5）年であっ

た。就労状況では、A 町職員が震災前から

ほとんど変わっていないのに対し、B 町で

は震災後に採用した職員は 32 名（42.1%）

にのぼった（他県からの派遣を含む）。 

（２）M.I.N.I.面接の結果 

 大うつ病性障害は 16 名と全職員の

21.1％が該当した.この他，パニック障害 4

名(5.3%)， PTSD7 名(9.3%)，自殺の危険

性が中等度以上ありと判断された者が 7

名(9.2%)であった． 

（３）K6 の結果 

 平均 6.3（SD：6.2）であり 11 名(14.5%)

が今回想定したカットオフ値 13 点を超え

る結果となった． 

（４）IES-R の結果 

 平均 13.9（SD：14.7）となった．16 名

（21.3％）が今回カットオフ値として設定

した 25 点を超えるという結果となった． 

 

３）質問紙調査と診断 

 両町を通した質問紙調査と MINI 診断結

果との関係は以下の通りである。 

（１）K6 とうつ病 

 M.I.N.I.診断面接（うつ病）と K6 との

関連は，感度 44.8％，特異度 97.1%，陽

性的中率は 76.5%，陰性的中率は 89.3%で

あった. 

（２）IES-R と PTSD 

 M.I.N.I.診断面接（PTSD）との関連は，

感度 71.4%％，特異度 80.6%，陽性的中率

は 13.9%%，陰性的中率 98.5%であった. 

 

 

Ⅳ．考察 

1. DMHISS からみた当センターの相談支援事

業 

 ふくしま心のケアセンター設立からの 3 年

間の活動を俯瞰すると、初年度は避難してい

る住民の健康状態を確認する訪問活動（健康

調査）が中心の 1年と言える。健康調査が落

ち着くにつれ、支援者支援活動や人材育成、



他機関との連携などが活発に行われる経過が

見受けられる。 

 まず、被災住民への個別支援であるが、健

康調査と言われる全戸訪問調査から、精神的

不調をきたしている対象者へのアウトリーチ

ケア活動まで中身は様々である。 

当センターが活動を開始したのは、発災後

1 年を過ぎた頃であり、未だ仮設住宅、借上

住宅入居者の状況把握が十分ではなかった。

そのため上述したように、主に活動 1年目は

健康調査が活動の中心であった。健康調査が

一通り落ち着き始めると、そこからピックア

ップされた対象者への個別支援、住民の状況

把握が進んだ行政機関からの依頼が増えてき

た流れがある。全体の訪問件数は減少してい

るが、当初の混乱期を経て、状況把握がある

程度進んだ段階であることが理由として挙げ

られる。未だ行政機関も避難している中、ま

かないきれない部分、または行政機関で実施

するよりもより専門的な支援が必要なケース

について心のケアセンターに依頼する流れが

出来てきた。 

相談方法は依然アウトリーチが 3分の 2を

占めているが、これもケースによって来所相

談などに少しずつ移行している。特に、状況

把握が進むにつれ、支援者のケアが喫緊の課

題となった。設立 2年目以降、支援者支援に

力を注ぎはじめ、職場等で相談拠点を構え面

談をするスタイルが増加したことも来所相談

増加の一因である。 

 相談の背景や症状をみると、3 年を通じて

『居住環境の変化』『健康上の問題』『家族・

家庭問題』3 つの大きな背景要因と言える。

避難による環境の変化がメンタルヘルスに影

響を与えることは明白であるが、被災後 4 年

を経てなおその影響は強いことがうかがえる。

また、原発事故の影響により避難の繰り返す

もしくは、永住先の目処が立たないことも関

係している可能性が考えられる。それ以外で

は『健康上の問題』、『家族・家庭問題』を背

景に持つ相談対象者が多くの割合を占めるこ

とがうかがえる。症状としては、『身体症状』

に表れ易く、経年変化をみると『気分・情動

に関する症状』が上昇傾向にある。抑うつ症

状を呈する対象者に今後も注意が必要である。 

 被災住民への個別支援以外の活動において

は、いわゆるサロン活動は年々減少し、3年

で件数が半減した。自治体や住民主体のサロ

ンが立ち上がり、また他の支援者によるサロ

ン活動もあることから、当センターのサロン

活動の関わりとしては落ち着いてきている傾

向にある。ただし、復興公営住宅への移行や

避難町村の帰還などにより、今後さらに住民

の移動、コミュニティの変化が見込まれるこ

とから新たなサロン活動の展開も十分に想定

される。 

 設立から 3年の間に当センターとして力を

注ぎ、活動の柱として築いてきたのが『支援

者支援』『人材育成』『連携・調整機能』と言

える。未だ県内外に 12万人近く（平成 27年

1 月現在）の避難者を抱え、到底心のケアセ

ンターだけで住民のメンタルヘルスケアを担

うことは不可能である。そのため、まずは住

民生活の基盤となる自治体等行政機関への支

援は不可欠と考える。また仮設住宅の見守り

等を役割とする新たな支援者も誕生しており、

より支援の網の目を張りめぐらせるためにも

支援者の育成には力点を置いた。そうしたこ

とから、当然他機関との連携、また自治体自

身が避難している状況であることから地域内

での調整機能は一層労力がかかる活動であっ

た。この 3点については、今後も重点課題と



して、変わらず当センターの方針に掲げるも

のである。 

 

2．沿岸部被災地自治体職員のメンタルヘ

ルスに関して 

 今回本研究の一環で行われた自治体職

員調査では、福島県沿岸部に位置する A町

および B 町の行政職員は大うつ病性障害

の現在有病率がそれぞれ、15.2%、21.1%

ときわめて高い数値を示していた．この両

町は被災状況や復興状況が若干違うとは

いえ、このような結果は我々が調査前には

予想もしなかったことであった。これらは、

単なる質問紙の結果ではなく、一定の経験

を有する精神科医による構造化面接の結

果であるだけに、診断の精度は高いと考え

られる。とくに本邦における疫学研究、た

とえば川上ら 3)（2008）によるうつ病の１

２ヶ月有病率 2.1％と比しても、15％を超

える時点（現在）有病率というのはきわめ

て高い値と考えるほかない。 

両町でこれほど高いうつ病の現在有病

率が示された要因について考察すると、と

くに彼らとの面接の結果から以下のよう

な諸点があげられる。①多くの職員は長期

化する原発事故の影響により終わりの見

えない過重労働が続いていた。②さらに職

業上ストレスになったのは、残業が続く、

休みが取れないなど量的な問題ばかりで

はなく、住民の怒り感情に暴露されたこと

も大きな一因であった。地震や津波そのも

のよりも、こうした体験のほうがトラウマ

ティックな記憶を職員に植え付けたよう

だ。③多くの職員自身も仮設や借り上げに

住む、あるいは家族と離別しているなどま

さに被災者であること．こうした数多くの

ストレスが多層的に職員に降りかかった

ために、これほどの高い有病率になったの

ではないかと推察される。 

また、このような高いうつ病有病率に応

じて、自殺の危険がある者の率も、両町で

それぞれ 8.6%、9.2%ときわめて高い値を

示した。こうした結果は、この両町の個人

の危機的状況を表しているだけではなく、

組織体の危機的状況をも表していると言

えよう。このような高いうつ病の有病率、

あるいは自殺危険者率を考えると、もはや

既存のラインのケアはもちろん個人のケ

アのレベルでも対処できない事態に陥っ

ていると考えられる。早急な対応が必要と

考えられるし、心のケアセンターはもとよ

り、地元医療機関との連携や民間相談組織

の活用を考慮する必要がある。また他の同

様の状況にある沿岸部被災地自治体職員

においても、深刻な精神保健上の問題が出

現していると考えるべきあることから、こ

れらをケアするための新たな体制を作る

ことも考慮しなければならないだろう。 

現在、福島県において活動する支援機関

もまた基本的に被災住民の支援に追われ

ており、疲弊している状況にある。また

我々が今回調査した両町においては、すで

に地方公務員災害補償基金によるメンタ

ルヘルス総合対策事業に基づく支援を受

けていた。今回の結果をみると、これらの

対策の効果がきわめて限定的であると判

断するしかない。また今回調査した両町の

ような自治体は他にも複数ある（一時強制

避難の対象となった市町村だけで１３あ

る）ことを考えると、下図に示したような

臨床心理士やソーシャル・ワーカー、保健

師、看護師等からなる専従の行政職員のメ



ンタルヘルス支援チームが必要であると

考えられる。ただこうしたチームを全く独

立させても、十分に稼働しない、あるいは

稼働するまで相当の時間がかかるだろう

ことは十分予想される。したがって福島県

や福島県立医科大学等との連携を図りつ

つ、心のケアセンターに付置させるような

工夫が必要と考えられる。 

さて、PTSD 例は事前に行った IES-R の

結果からは予想下よりも遙かに少ない数

であった。これは被面接者が再体験症状と

して語った内容の多くが、地震、津波、原

発事故そのものというよりも、上述したよ

うな住民からの怒りや不平に関連してい

たことから、面接者が PTSD の A 基準を満

たさないと判断したためである。これらの

体験イベントを震災に密接に関連した出

来事であったとし A 基準を満たすと判断

すれば、ずっと多くの職員が PTSD と診断

されたであろう。 

 

Ⅴ．おわりに：当センターの課題 

 以上、当センターの 3年間の活動を振り返

り、その成果と課題について述べた。研究初

年度に、我々は福島での課題として、次の 6

点を上げた。1）爆発事故に直接起因するトラ

ウマ反応、2）慢性の被爆不安、3)あいまいな

喪失状況，4)コミュニティの分断、5)放射線

スティグマとセルフ・スティグマ、6)支援者

の疲弊 4)5)。 

これらの特徴のほとんどは原発事故に起因

したものであり、津波が主たる被害となった

他の被災県とは大きく様相が異なる。発災後

4 年を経過しようとする今、これら福島の特

徴があらためて浮き織りになったと考えられ

る。とくに一般大衆のスティグマの問題、あ

るいは被災者のセルフ・スティグマの問題は、

過去の震災復興から学ぶと言うよりも、むし

ろ広島や長崎の原爆被爆者から学ぶところが

大きいのかもしれない 6)。いずれにせよ、福

島の復興を考えるには、被災者の目線に立っ

た、新しい発想や概念が必要となるだろう。 

 さいごに、当センターの組織上・構造上の

課題について述べて稿を終えたい。センター

設立から立ちはだかっていたのが『全体の状

況把握と集約』『マネジメント』である。多く

の拠点を県内全域に配置していることに加え、

基幹センター、方部センター等の役割や関係

性に関する枠組みが必ずしも明確でなかった

ことが原因となり、組織内に混乱を生じさせ

た。 

しかしながら、拠点の多さ、各拠点同士の

距離、福島の広域性や地域性を鑑みると、当

初から構築化されたシステムを作ることがき

わめて困難であったことは否めない。したが

って、地域の状況に応じて、各方部が暗中模

索でセンター全体のシステムを構築していく

やり方は致し方なかったものと振り返ること

が出来る。 

3年の間に、システムとして導入したのは、

全職員を対象とした研修会、および拠点を越

えた委員会方式の導入、ＷＥＢ会議システム

の導入などである。いずれも職員の凝集性向

上、全体の情報共有および集約のための取り

組みである。平成 26 年度から徐々に取り組み

を開始しているが、全体研修会の開催につい

ては一定の成果をあげていると言える。 

また人員体制について、福島においては、

他県出身スタッフが比較的多かったことが特

徴としてあげられる。原発事故の影響もあり、

『専門職の人員確保』もまた重大な課題であ

る。県外からの職員は数年で福島を離れるこ



とを決めていた者も多く、3 年の経過をみる

とその相当数が離職したこともやむを得ない

ことである。そもそも基本的に単年度事業で

あるため、継続的な就労を望みにくいという

とこもある。このような構造上の問題につい

ては別論文で詳述している 7）。いずれにせよ、

そうした特徴を考えると、人材の継続的なサ

プライが必要であり、そのためにも組織内の

安定化を図るとともに、今後長期的視点に立

った支援活動を続ける必要があるだろう。 

 

注）DMHISSは平成 24年 11月から導入したた

め、DMHISSを用いての活動統計は平成 24年

11 月から平成 26年 12 月のものとなる。平成

24年 4月から 10月までは当センター独自の

活動報告を DMHISS の項目に合わせ、合算した。 
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図 1．相談場所 

 

図２．相談の背景 

 

図３．相談の契機 



 

 

図４． 相談者の精神症状 

 

 

図５．今後の精神保健システム構築のための提言 
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平成 24年度～26年度 分担研究報告書 

 

被災地域におけるグリーフ・ケア研究 

－岩手県における実践から－ 

 

研究分担者  山田幸恵  東海大学文学部 

研究協力者  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 

       中谷敬明  岩手県立大学社会福祉学部 

       中村美津子 一般財団法人岩手済世医会三田記念病院 

       藤澤美穂  岩手医科大学教養教育センター 

 

研究要旨 

【目的】東日本大震災による被災者および支援者に対して、災害後の心理や死別による悲嘆反応、

子どものこころのケアならびにあいまいな喪失に関する心理教育を行う効果を検討することを

目的とした。 

【方法】心理教育とわかちあいの時間から構成されるセミナーを実施し、心理教育の効果を検討

するために、心理教育の前後で質問紙への回答を求めた。 

【結果】本研究の結果、すべての内容のセミナーにおいて、心理的ストレス反応の軽減が認めら

れた。また、心理教育による災害後の心理、死別による悲嘆反応、子どものこころのケアへの理

解の向上、あいまいな喪失への理解が深まる傾向が認められた。 

【結論】心理教育による災害後の心理、死別による悲嘆反応、子どものこころのケア、あいまい

な喪失への理解が深まることにより、心理的ストレスが軽減する可能性が示唆された。自分自身

に何が起こっているのかわからない、自分だけがおかしいのではないか、といったよくわからな

いことによる不安は大きいものである。また、自分がおかしいのではないかという自尊感情の低

下も引き起こす可能性がある。このような不安を軽減するために、心理教育が有効であったもの

と考えられる。大規模災害等の際には、多くの被災者を対象にできる心理教育は、被災者のスト

レス軽減のために有効である可能性がある。日常的なストレスを軽減することは、予防的な意味

合いも含まれている。被災地でのこころのケアは様々な形で行われる必要があり、被災地の支援

者が災害によって起こるいろいろな心理的変化への理解を含め、広く被災者のケアに関われるこ

とが望ましいと思われる。 

 



 

Ａ．研究目的  

（１）はじめに  

2011 年 3 月 11 日、東北太平洋地域は

マグニチュード 9 という地震とそれに

続く大津波によって甚大な被害を受け

た。東北から太平洋にかけての太平洋

沿岸、特に岩手・宮城・福島の沿岸市

町村は、地域自体が流されるという未

曽有の被害をこうむった。  

 東日本大震災は地震と津波体験が及

ぼすトラウマ体験であったと同時に、

大切な人、住居、財産、見慣れた故郷

の風景、思い出、仕事、地域のつなが

りなど、有形無形を問わず様々なもの

を失う喪失体験でもあった。  

 

（２）岩手県における被災状況および

現状  

今回の東北地方太平洋沖地震により、

岩手県では震災による死者が 4,672 名

にのぼった。さらに、震災後の震災関

連死も増え続け 450 名となった（平成

27 年 1 月 31 日現在）。震災による直接

死と関連死を合わせると、5,122 名にの

ぼる。また、関連死は今後も増えるこ

とが予想される。また、岩手県の震災

による行方不明者は 1,129 名であり、

このうち死亡届の受理件数が 1,116 件

となっている（岩手県総務部総合防災

室）。  

1 人に対し 5～ 6 名の親密な関係者が

いると想定すると、岩手県内だけでも 3

万人を超える遺族が存在することにな

る。被災者の多くは家屋が流出し、仕

事も失っているため、岩手県内陸部に

も避難してきている方も多い。遺族は

被災の大きい沿岸地域だけではなく、

岩手県内の全ての地域に居住している

ことは想像に難くない。  

 

（３）岩手県におけるこころのケア  

岩手県の被災地域は、震災前から精

神保健医療体制が脆弱な地域であり、

今回の震災による精神保健システムの

ダメージから回復しつつあるものの、

圧倒的に精神科医、臨床心理士、精神

保健福祉士といった専門職が不足して

いる。こころのケアセンターを中心と

した被災地のこころのケア体制が構築

されてきたものの、十分とはいえない

状況である。  

震災では地域コミュニティも失われ

た。これまでであれば地域コミュニテ

ィで癒されるなど、地域の持つささえ

あいの力があったであろうが、その力

も弱まっているものと考えられる。  

 

（４）心理支援の役割  

 上記のような状況にあるものの、被

災地では必ずしも心理的支援を望んで

いない被災地域の住民も多い。また、

何らかの問題を抱えていても、援助を

求める自発的な行動につながりにくい

といわれている。都市部では一般的に

なりつつある心理的な支援も、地方で

は抵抗感が大きいこともある。このこ

とから、個別的な関わりよりも地域精

神保健活動と協働したサロン的な関わ

りの方が、対象者にとっては参加しや

すいものと考えられる。  



さらに、災害時の心理支援は特殊で

あり、一般の心理職や医療職はこうし

た動き方に慣れていないことが指摘さ

れている (1)。また、支援者自体も悲嘆

やトラウマティック・ストレスの対応

を熟知していない現状がある。岩手県

には自殺予防対策の一環として要請さ

れた傾聴ボランティア組織が災害後の

支援を行っているケースも多い。傾聴

ボランティアは被災者の話を聴く中で、

死別にまつわる話を聴くことも多いが、

どのように対応してよいか困惑してい

るといった声もあがっている。遺族だ

けではなく、遺族に関わる支援者にと

っても心理教育が必要な実態が被災地

にあるといえるであろう。つまり、遺

族への支援だけではなく、遺族を支援

する支援者への支援としての心理支援

も求められている。  

コミュニティが失われたとはいえ、

残された人と人のつながりはある。し

かしながら、これほど多くの人命が失

われた事態において、大切な人を失っ

た友人・知人にどのように接していい

かわからない故に、距離をとってしま

うということもおきている。大切な人

を失った人を支える、またコミュニテ

ィの支えあいの力を育成するために、

周囲の人への適切な心理教育も、大切

な心理支援となるであろう。  

 

（５）心理教育  

心理教育とは正しい知識や情報を心

理面への十分な配慮をしながら伝え、

自分自身の状態をよりよく理解すると

ともに、問題や困難に対する対処方法

を修得することを目的とする。認知行

動療法では、治療プログラムの一環と

して用いられることが多く、治療初期

に症状と治療内容の理解のために行わ

れる。心理教育のみによる治療効果や

予防効果に関する研究は散見されるの

みであるが、今回の東日本大震災では

対象となる方が多いことや、これまで

述べた被災地の状況を踏まえ、集団を

対象とした心理教育が有効であると考

えられる。  

 

（６）目的  

以上のことを踏まえ、今回の震災に

よる被災者に対して、災害後の心理や

死別による悲嘆反応、子どものこころ

のケアならびにあいまいな喪失に関す

る心理教育を行う効果を検討すること

を目的として岩手県臨床心理士会の協

力の下、実践研究を実施した。  

住居や仕事の問題のため、沿岸から

内陸部に転居した被災者も多いこと、

沿岸部に親族をもつ内陸部居住者も多

いこと、内陸部には支援者も多く居住

することなどから、被災した沿岸部だ

けではなく、内陸部の都市でも心理教

育を実施した。  

 

Ｂ．研究方法  

（１）対象者  

 本研究では対象を遺族やあいまいな

喪失を体験した方だけではなく、それ

らの方の友人・知人といった周囲の方、

支援者などを広く対象とした。その理

由は先に述べたとおり、コミュニティ

の支えあいの力を育成する意味も含ま



れているからである。また、被災地に

おける支援者は、被災者であり支援者

である方も多い。以下、対象者を広く

被災者および支援者とする。  

 

（２）倫理的配慮  

本研究は、岩手県立大学研究倫理審

査委員会にて承認された。  

 

（３）方法  

【内陸部（盛岡市）での実践】  

（１）実施形態  

 震災で家族や友人を失った被災者お

よび関係者を対象とした「遺族ケアセ

ミナー」として、心理教育とわかちあ

いの時間から構成されるセミナー形式

で、月 1 回実施した。心理教育の効果

を検討するために、心理教育の前後で

質問紙への回答を求めた。  

 

（２）心理教育の内容  

 東日本大震災からの時期により内容

は以下の通りであった。  

【平成 24 年度前半】  

 セミナー 1：「災害後のこころ」  

 セミナー 2：「大切な人を亡くした人

のこころ」  

 セミナー 3：「子どものこころのケア」 

【平成 24 年度後半～平成 26 年度】  

 セミナー 1：「大切な人を失った方の

こころ」  

 セミナー 2：「子どものこころのケア」 

 セミナー 3：「あいまいな喪失」  

 なお、本報告書では両時期に共通す

る「大切な人を亡くした人のこころ」

を「悲嘆」の悲嘆の心理教育として表

記する。  

（３）測定指標  

 ストレスの変化を測定するために、

the stress response scale (SRS-18)

を用いた (2)。この尺度は日常的に経験

する心理的ストレス反応を測定するこ

とが可能であり、かつ簡便に用いるこ

とができる尺度である。１８項目４段

階評定であり、信頼性と妥当性が確認

されている。  

 また、各セミナーの知識に関する質

問項目を本研究のために作成し使用し

た。セミナーごとに内容に即した 5 項

目が作成され、まったくそう思わない

～大いにそう思う、まで 5 件法で回答

を求めた。  

 災害後のこころの知識に関する質問

項目は以下の通りであった。  

Q1：災害後に眠れなくなったり気持

ちが落ち着かなくなることは、ご

くあたりまえのことである  

Q2：災害後の心身の不調は、時間の

経過に従い、落ち着いてくるもの

である  

Q3：被災を体験した人には、直後か

ら体験についてたくさん聞き出

し、たくさん話してもらったほう

がよい  

Q4：災害を体験した人のすべてが、

PTSD を発症する  

Q5：普段のストレス解消法は、災害

後にも有効である  

悲嘆の知識に関する質問項目は以下

の通りであった。  

Q1：大切な人を失った人たちが平気

な顔をしているのは、悲しくない



からである。  

Q2：大切な人を失った人たちは、そ

の死が自分のせいであると思う

ことがある。  

Q3：亡くなった人のことは話題に出

さない方がいい。  

Q4：時間がたてば悲しみは薄れてい

くものである。  

Q5：大切な人を亡くすと悲しいのは

当たり前であり、一人で解決しな

ければならない。  

子どものこころのケアの知識に関す

る質問項目は以下の通りであった。  

Q1：子どもは、身体や行動でストレ

スを表すことが多い  

Q2：子どもがばかばかしいことを口

にしたら、訂正したほうがよい  

Q3：地震・津波遊びは、止めさせた

ほうがよい  

Q4：子どもは「死」について理解で

きないため、そのことを隠してお

いたほうがよい  

Q5：追悼行事や宗教儀礼などは、子

どもに参加させないほうがよい  

 あいまいな喪失の質問項目は以下の

通りであった。  

Q1：行方不明の方のご家族は、その

方の死を認めたほうがよい。  

Q2：あいまいな喪失は答えを出した

方がよい。  

Q3：行方不明の方のことは話題に出

さない方がいい  

Q4：時間がたてば悲しみは薄れてい

くものである  

Q5：家族が行方不明の場合悲しいの

は当たり前であり、一人で解決し

なければいけない  

 

【沿岸部での実践】  

（１）実施形態  

 震災で家族や友人を失った被災者お

よび関係者を対象とし、た「遺族ケア

セミナー」として、心理教育とわかち

あいの時間から構成されるセミナー形

式で実施した。心理教育の効果を検討

するために、心理教育の前後で質問紙

への回答を求めた。  

 

（２）心理教育の内容  

 心理教育の内容は、「大切な人を亡く

した人のこころ」であり、遺族の心理

状態を中心として、子どものこころの

ケアや震災後の心身の変化についてま

とめたものであった。  

 

（３）測定指標  

 ストレスの変化を測定するために、

the stress response scale (SRS-18)

を用いた。  

 また、セミナー内容の知識に関する

質問項目を本研究のために作成し使用

した。内容に即した 5 項目が作成され、

まったくそう思わない～大いにそう思

う、まで 5 件法で回答を求めた。質問

項目は以下の通りであった。  

Q1：災害後の心身の不調は、時間の

経過に従い落ち着いてくるもの

である。  

Q2：大切な人を失った人たちは、そ

の死が自分のせいであると思う

ことがある。  

Q3：亡くなった人のことは話題に出



さない方がいい。  

Q4：大切な人を亡くすと悲しいのは

当たり前であり、一人で解決しな

ければならない。  

Q5：追悼行事や宗教儀礼などは、子

どもに参加させない方がよい。  

 

Ｃ．研究結果  

【内陸部（盛岡市）での実践】  

（１）災害後のこころの心理教育  

災害後こころの心理教育のセミナー，

平成 24 年度のべ３回）参加者のうち、

研究参加に同意し、心理教育前後に回

答した質問紙に欠損がなかった者のデ

ータを分析対象とした。分析対象者は

計 17 名（男性 3 名，女性 14 名，平均

年齢 44.88 歳， SD=11.86）であった。  

１）ストレス得点  

 心理教育前後のストレス得点の平均

値と標準偏差を Table1 に示した。  

心理教育前後のストレス得点の平均

値の差を検討するため t 検定を行った

結果、有意差が認められた（ t（ 16）=5.05, 

p<.001）。このことから、心理教育によ

る心理的ストレス得点の軽減が示され

た。  

２）知識項目得点  

 心理教育の内容に関する知識を問う

質問項目の心理教育前後の得点の平均

値と標準偏差を Table2 に示した。  

心理教育前後の知識に関する質問項

目の得点の変化について検討するため

に t 検定を実施した。その結果、 Q2、

Q5 で有意差が認められた（ t（ 16）=-2.86, 

p<.05, t（ 26） =-3.00, p<.001）。有意

差の認められた項目のいずれも、知識

の向上を示している。  

 

（２）悲嘆の心理教育  

悲嘆の心理教育のセミナー（「大切な

人を失った方のこころ」，平成 24 年度

からのべ 11 回）参加者のうち、研究参

加に同意し、心理教育前後に回答した

質問紙に欠損がなかった者のデータを

分析対象とした。分析対象者は計 15 名

（男性 3 名，女性 11 名，不明 1 名，平

均年齢 39.64 歳，SD=14.92）であった。  

１）ストレス得点  

 心理教育前後のストレス得点の平均

値と標準偏差を Table 5 に示した。  

心理教育前後のストレス得点の平均

値の差を検討するため t 検定を行った

結果、有意差が認められた（ t（ 14）=2.81, 

p<.05）。このことから、心理教育によ

る心理的ストレス得点の軽減が示され

た。  

２）知識項目得点  

 心理教育の内容に関する知識を問う

質問項目の心理教育前後の得点の平均

値と標準偏差を Table 4 に示した。  

心理教育前後の知識に関する質問項

目の得点の変化について検討するため

に t 検定を実施した。その結果、 Q3、

Q4、 Q5 で有意差が認められた（ t（ 26）

=3.24, p<.01, t（ 26） =2.96, p<.01, t

（ 26） =4.00, p<.001）。有意差の認め

られた項目のいずれも、知識の向上を

示している。  

 

（３）子どものこころのケアの心理教

育  

子どもこころのケアの心理教育のセ



ミナー（平成 24 年度からのべ 11 回）

参加者のうち、研究参加に同意し、心

理教育前後に回答した質問紙に欠損が

なかった者のデータを分析対象とした。

分析対象者は計 27 名（男性 7 名，女性

19 名，不明 1 名，平均年齢 43.62 歳，

SD=13.05）であった。  

１）ストレス得点  

 心理教育前後のストレス得点の平均

値と標準偏差を Table 5 に示した。  

心理教育前後のストレス得点の平均

値の差を検討するため t 検定を行った

結果、有意差が認められた（ t（ 26）=2.56, 

p<.05）。このことから、心理教育によ

る心理的ストレス得点の軽減が示され

た。  

２）知識項目得点  

 心理教育の内容に関する知識を問う

質問項目の心理教育前後の得点の平均

値と標準偏差を Table 6 に示した。  

心理教育前後の知識に関する質問項目

の得点の変化について検討するために

t 検定を実施した。その結果、すべての

知識項目で有意差が認められた（ t（ 14）

=-2.82, p<.05, t（ 14） =2.96, p<.01, 

t（ 14）=3.16, p<.01, （ t（ 14）=-2.17, 

p<.05, t（ 14） =2.86, p<.05）。有意差

の認められた項目のいずれも、知識の

向上を示している。  

 

（４）あいまいな喪失の心理教育  

あいまいな喪失の心理教育のセミナ

ー（のべ 6 回）参加者のうち、研究参

加に同意し、心理教育前後に回答した

質問紙に欠損がなかった者のデータを

分析対象とした。分析対象者は計 8 名

（男性 2 名，女性 6 名，平均年齢 40.57

歳， SD=7.41）であった。  

１）ストレス得点  

 心理教育前後のストレス得点の平均

値と標準偏差を Table 7 に示した。  

 心理教育前後のストレス得点の平均

値の差を検討するため t 検定を行った

結果、有意差が認められた（ t（ 7）=2.67, 

p<.05）。このことから、心理教育によ

る心理的ストレス得点の軽減が示され

た。  

２）知識項目得点  

 心理教育の内容に関する知識を問う

質問項目の心理教育前後の得点の平均

値と標準偏差を Table 8 に示した。  

心理教育前後の知識に関する質問項

目の得点の変化について検討するため

に t 検定を実施した。その結果、 Q2 で

有意傾向が認められた（ t（ 7） =1.99, 

p=.09）。これは Q2 に関する知識の向上

を示している。  

 

【沿岸部での実践】  

 沿岸部のセミナー（のべ１ 6 回）の参

加者のうち、研究参加に同意し、心理

教育前後に回答した質問紙に欠損がな

かった 23 名（男性 6 名，女性 17 名，

平均年齢 45.05 歳， SD=15.70）のデー

タを分析対象とした。  

１）ストレス得点  

 心理教育前後のストレス得点の平均

値と標準偏差を Table 9 に示した。  

心理教育前後のストレス得点の平均

値の差を検討するため t 検定を行った

結果、有意差が認められた（ t（ 22）=2.88, 

p<.01）。このことから、心理教育の前



後でストレスが軽減する傾向が示唆さ

れた。  

２）知識項目得点  

 心理教育の内容に関する知識を問う

質問項目の心理教育前後の得点の平均

値と標準偏差を Table 10 に示した。  

心理教育前後の知識に関する質問項

目の得点の変化について検討するため

に t 検定を実施した。その結果、 Q1、

Q3 で有意差が認められた（ t（ 22）=-2.37, 

p<.05, t（ 22） =2.24, p<.05）。有意差

の認められた項目のいずれも、知識の

向上を示している。  

 

Ｄ．考察  

 本研究の目的は、災害後の心理や死

別による悲嘆反応、子どものこころの

ケアならびにあいまいな喪失に関する

心理教育を行うことによる心理的スト

レス軽減の効果を検討することを目的

とした。  

各心理教育について分析した結果、

心理教育前後でのストレス軽減が有意

であった。また、心理教育による災害

後の心理、死別による悲嘆反応、子ど

ものこころのケアへの理解の向上が認

められ、あいまいな喪失への理解が深

まる傾向が認められた。このことから、

心理教育により、災害後の心理、死別

による悲嘆反応、子どものこころのケ

ア、あいまいな喪失理解が向上し、ス

トレスが軽減した可能性が示された。

自分自身に何が起こっているのかわか

らない、自分だけがおかしいのではな

いか、といったよくわからないことに

よる不安は大きいものである。また、

自分がおかしいのではないかという自

尊感情の低下も引き起こす可能性があ

る。このような不安を軽減するために、

心理教育が有効であったものと考えら

れる。大規模災害等の際には、多くの

被災者を対象にできる心理教育は、被

災者のストレス軽減のために有効であ

る可能性がある。  

本研究の母体となる遺族ケアセミナ

ーへの参加者は少なく対象者がごく限

られていた。しかしながら、特に沿岸

部では不安定ながらも一定数の参加者

があり、開催の意味があると考えられ

る。参加者が少ない理由の一つとして、

多くの遺族はまだまだ生活再建の途上

にあり、自らセミナーに参加してご自

身の問題に向き合う段階には至ってい

ない可能性が考えられる。また、仮設

住宅の多くが、交通が不便な立地にあ

り、自家用車を持たない高齢者にとっ

ては参加が難しいという問題もある。  

震災後３年がたったが、著者のアウ

トリーチ活動や、傾聴ボランティアの

活動では、遺族の悲嘆が語られること

も多い。しかし、自発的に出かけてい

ってということには抵抗があるようで

ある。岩手県沿岸部のような地域では、

都市部では浸透してきた“他者にここ

ろの問題を相談しに出かける”カウン

セリング的行為が、まだまだ抵抗感の

ある行動であることもうかがえる。本

研究では、セミナー後の分かち合いの

会を発展させ、ピアグループの形成を

目的としていたが、地方、特に岩手県

沿岸部のような地域のつながりの強い

地域では、対象者が自発的に出かけて



きて参加する形式よりも、誰かが来て

くれれば話をするという気持ちが大き

いのかもしれない。被災地でのこころ

のケア、特にグリーフ・ケアの必要性

は高いものと考えられるため、複数の

介入経路を検討する必要もあるだろう。 

遺族は自発的に援助を求めることが

少ない。このことから、日常の生活支

援の中に悲嘆やあいまいな喪失に留意

した活動が求められる。心理や福祉関

連の専門職だけではなく、生活支援を

行う行政職員やボランティアに対する

研修を行い、様々な支援の中に生かし

ていける体制が求められるだろう。  

 

Ｅ．結論  

 大規模災害等の際には、多くの被災

者を対象にできる心理教育は、被災者

のストレス軽減のために有効である可

能性がある。日常的なストレスを軽減

することは、予防的な意味合いも含ま

れている。被災地でのこころのケアは

様々な形で行われる必要があり、被災

地の支援者が災害によって起こるいろ

いろな心理的変化への理解を含め、広

く被災者のケアに関われることが望ま

しいと思われる。  
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p

mean SD mean SD

9.24 6.00 5.82 4.43 ***

pre post

Table 1 災害後のこころの心理教育前後のストレス得点の平均値と標準偏差

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

mean 4.65 3.00 1.94 2.00 3.53
SD .86 1.32 .66 .87 1.07

mean 4.82 3.65 1.59 1.71 4.35
SD .73 .93 .80 .69 .79

p * **

Table 2 災害後のこころの心理教育の内容についての知識に関する質問項目の平均点と標準偏差

pre

post

p

mean SD mean SD

13.96 9.61 11.67 8.92 *

pre post

Table 3 悲嘆の心理教育前後のストレス得点の平均値と標準偏差

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

mean 1.26 3.81 2.70 2.89 1.85
SD .53 .92 .82 .89 .82

mean 1.11 3.52 2.15 2.33 1.41
SD .32 1.37 .91 1.21 .57

p ** ** ***

Table 4 悲嘆の心理教育の内容についての知識に関する質問項目の平均点と標準偏差

pre

post

p

mean SD mean SD

9.13 6.98 5.80 5.09 *

pre post

Table 5 子どものこころケアの心理教育前後のストレス得点の平均値と標準偏差



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

mean 4.40 2.07 1.93 1.73 1.93
SD .63 .96 .88 .70 1.10

mean 4.87 1.33 1.27 1.27 1.13
SD .35 .49 .46 .46 .35

p * ** ** * *

Table 6 子どものこころのケアの心理教育の内容についての知識に関する質問項目の平均点と標準偏差

pre

post

p

mean SD mean SD

21.63 13.47 15.63 9.83 *

pre post

Table 7 あいまいな喪失の心理教育前後のストレス得点の平均値と標準偏差

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

mean 3.14 3.25 3.00 3.50 2.25
SD .69 1.17 1.41 .93 1.39

mean 2.86 2.38 2.63 2.88 2.38
SD .69 .74 .92 1.13 1.51

p †

Table 8 あいまいな喪失の心理教育の内容についての知識に関する質問項目の平均点と標準偏差

pre

post

p

mean SD mean SD

15.30 11.93 10.83 11.05 **

pre post

Table 9 沿岸セミナー心理教育前後のストレス得点の平均値と標準偏差

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

mean 2.91 3.70 2.65 1.74 1.83
SD 1.20 1.22 .94 .96 .98

mean 3.52 3.61 2.26 1.83 1.96
SD 1.04 1.20 .86 .94 1.15

p ** **

Table 10 沿岸セミナー心理教育の内容についての知識に関する質問項目の平均点と標準偏差

pre

post
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広域自然災害の精神医療保健体制に及ぼす影響の情報把握と 

対応のあり方の検討 

 

分担研究者  富田博秋 

 

東北大学災害科学国際研究所 災害精神医学分野 

 

研究要旨 

本研究は東日本大震災の教訓を踏まえて、今後予想される災害に対応することのできる強い精神医療保健体

制を構築するため、被災県の精神科病院協会、保健所、自治体などと協力して、東日本大震災における精神

科医療保健に関わる機関の被害と対応の実態や、災害の復興・防災に関する有益な情報を抽出し、得られた

教訓を今後の精神科医療に関わる医療機関の防災・減災に活かすことを目指す。本年度は宮城県下の精神科

医療機関を対象に各医療機関の事前の災害への備えと災害が精神科医療機関の施設、医薬品、物資、職員、

精神疾患罹患者の診療体制に及ぼした影響等を分析し、精神科医療機関の今後の災害への備えに有用な情報

を抽出することを目的に岩手県、宮城県、福島県の精神科医療機関 66 病院を対象にアンケート調査と聞き取

りを行い、岩手県 5、宮城県 22、福島県 5の合計 32 病院からの回答を得た。これまでのところ福島県で回答

の得られた医療機関は、福島第一原子力発電所事故の避難区域から離れた、内陸部に位置する医療機関に限

られていたこともあり、3県の回答のプロファイルに大きな相違はなかった。東日本大震災発災時点では被

災医療機関の被災状況の支援側への伝達や支援者側の状況把握のあり方は定まっておらず、伝達に遅れがみ

られた医療機関が多く、中には深刻な支援の遅れに至ったケースがみられた。広域災害の場合、被災地域内

の精神科医療機関の被災状況と支援のニーズのアセスメントを早期に行うことは災害後急性期のメンタルヘ

ルス支援の枠組みの中で重要事項に位置づけるべきである。今年度の調査から精神科医療機関の今後の防

災・減災・災害対応に向けて有益な情報が多く得られた。今後、更に情報の集積、抽出を進め、全国の精神

科医療機関の防災・減災・災害対応の体制づくりに有用な情報の共有を図る予定である。また、発災以降、

被災地域で様々な団体により、多様なメンタルヘルス支援活動が行われていることから、その実態を把握す

るため、宮城県、岩手県、福島県の精神保健を所管する公的組織 164、教育機関 314、NPO 法人 2786 を対象

に支援活動内容と成果、課題を把握する調査を行い、これまでのところ、公的組織 16、教育機関 44、NPO 法

人 160 の合計 220 団体から回答を得ている。そのうち、101 団体がメンタルヘルス支援を行っていると回答

している。研修会等の開催を行っている団体が 56、研究・情報収集 50 団体、健康法の指導 43 団体、コーデ

ィネート業務 38 団体、移送・送迎 28 団体、電話相談 21 団体、家庭訪問 17 団体などの多様な活動を行って

おり、被災者への関わり方、専門的知識・技術の不足、専門機関との連携、資金や人材不足、セルフケアな

どの課題を抱えていることが伺われた。 

 

 

 



 

 

Ａ．研究目的 

本研究は東日本大震災の教訓を踏まえて、今後予想

される災害に対応することのできる強い精神医療保

健体制を構築するため、被災県の精神科病院協会、

保健所、自治体などと協力して、東日本大震災にお

ける精神科医療保健に関わる機関の被害と対応の実

態や、災害の復興・防災に関する有益な情報を抽出

し、得られた教訓を今後の精神科医療に関わる医療

機関の防災・減災に活かすことを目指した。 

 更に、東日本大震災以降の多様なメンタルヘルス

支援活動の全容を把握し、今後の大災害時の有効な

メンタルヘルス支援活動の連携体制構築に有益な情

報を集積するため、被災 3県の公的機関、教育機関、

NGO を対象に調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

調査対象：宮城県、岩手県、福島県に位置する日本

精神科病院協会所属の医療機関（宮城県 24 病院、岩

手県 15 病院、福島県 26 病院）、および、宮城県立精

神医療センター 

調査方法： 郵送または訪問面接調査 

調査項目：被害について（施設の被害状況、施設の

復旧状況、診療への影響）、地震保険について（加入

状況、加入に対する考え、未加入である理由）、避難

訓練（想定した災害内容・時間帯・出火元・階層、

訓練内容、防災訓練の内容に含まれておらず実際の

震災で想定外であったこと、防災訓練の内容に含ま

れていたが、実際の震災で実行出来なかったこと、

震災の体験を通して、防災訓練に取り入れた方が良

いと思ったこと）、避難について（震災当日に避難を

した場合の、患者の状況別の避難・誘導方法や注意

事項、今後起こり得る災害を想定した避難方法や避

難誘導方法のアドバイス）、防災マニュアルについて

（策定年月日・改訂年月日、防災マニュアルの中で

震災で実際に役に立った内容、震災の体験を通して、

防災マニュアルに新たに取り入れた方が良いと思っ

たことや、改良すべき点であると思ったこと、緊急

時の職員の非常招集についてのマニュアル設定状況、

災害・緊急時の職員の非常招集の設定内容、災害・

緊急時の職員の非常招集について震災後に変更した

点・新たに設定したこと）、震災直後の被災状況の発

信について（被害状況を発信した日、発信先、発信

方法）、震災直後の外部からの支援状況について（支

援があった日、支援元、支援の内容）、不足していた

支援について（いつ頃まで不足していたか、不足し

ていた支援内容）、緊急時に備えた他医療機関との連

携・契約状況について（契約状況、契約先、契約内

容、契約及び調整内容、連携すべき点等）、緊急時に

備えた業者との契約状況について（契約状況、契約

内容、契約時期、連携・契約すべてき点等）、職員に

ついて（職種別職員数への影響、減少理由、必要で

あった制度・支援・準備等、安否確認完了日、連絡

に時間を要した理由、連絡方法の改善点、職員の通

勤被害への対応、子ども保育への対応、生活支援、

健康支援のあり方）、病院への避難者について（受け

入れ有無、食事提供、病院への影響）、隔離・拘束に

ついて（問題になったこと、誘導方法）、患者の転院

受け入れ・送出しについて（有無、問題点、備えて

おくべきこと、必要なシステム）、転院超過入院につ

いて（有無、工夫した点・病院にもたらした影響）、

診療緑について（震災時に使用していた診療録、診

療への支障、電子カルテの導入状況・導入の問題点）、

ライフラインについて（被害有無、復旧時期、震災

後変更した点、給水方法、停電時でも使用可能な井

戸設備の有無、自家発電機燃料種類、備蓄燃料の種

類、持ち運び可能なポータブル発電機の所有、異な

る複数種類のエネルギー利用）、医薬品について（外

来診療の医薬品処方方法、医薬分業システムの改善

点、医薬品備蓄計画の有無、医薬品リストの策定状

況、医薬品の備蓄量、災害時に不足していた薬剤、

保険診療以外で提供した薬剤の有無、薬剤支援供給

の望ましい制度）、備蓄量について（自家発電、生活

用水・飲用水、患者用・職員用・職員家族用の食糧、

実際に備蓄しておいた方がよかった備蓄量とその根

拠）、通信について（災害時用通信回線設置、衛星電

話や衛星携帯の保有、衛星回線のインターネット使

用可否、院内電話交換機の非常用電源回路接続可否、

通信機器の充電状態を含めた管理の実施、非常時も

使用できるトランシーバーか PHS、EMS の参加状況、

EMS の緊急時の入力者の設定、困ったこと）、その他

（震災後に地域被災者に対して行ったこと、震災前

からやっておけばよかったこと、震災時にやってお

けばよかったこと、震災後災害に備えて心掛けてお

いた方がよかったこと、など） 

 東日本大震災以降の多様なメンタルヘルス支援活



 

動が行われていることから、その実態を把握するた

め、宮城県、岩手県、福島県の精神保健を所管する

公的組織 164、教育機関 314、NPO 法人 2786 を対象

に支援活動内容と成果、課題を把握する調査を行い、

これまでのところ、公的組織 16、教育機関 44、NPO

法人 160 の合計 220 団体から回答を得ている。その

うち、101 団体がメンタルヘルス支援を行っている

と回答した。研修会等の開催を行っている団体が 56、

研究・情報収集 50 団体、健康法の指導 43 団体、コ

ーディネート業務 38 団体、移送・送迎 28 団体、電

話相談 21 団体、家庭訪問 17 団体などの多様な活動

を行っており、被災者への関わり方、専門的知識・

技術の不足、専門機関との連携、資金や人材不足、

セルフケアなどの課題を抱えていることが伺われた。 

 

（倫理面への配慮）医療機関の被害状況と災害対応

のあり方、および、被災地域のメンタルヘルス支援

活動について、各施設に関する情報のみの収集を行

い、個人を特定する情報を一切取り扱わなかった。 

 

Ｃ．研究結果 

全対象となる宮城県、岩手県、福島県に位置する

日本精神科病院協会所属の医療機関（宮城県 24 病院、

岩手県 15 病院、福島県 26 病院）、および、宮城県立

精神医療センターの合計、66 病院のうち、32 病院

（回収率 48 ％）からの情報の回収、情報の聴取を

終了した。うち宮城県 22 病院、岩手県 5病院、福島

県5病院で、県ごとの回収率はそれぞれ88％、33％、

19％であった。福島県で回答の得られた医療機関は、

福島第一原子力発電所事故の避難区域から離れた、

内陸部に位置する医療機関に限られていたこともあ

り、3 県の回答のプロファイルに大きな相違はなか

った。32 病院からの回答結果から得られた被害の概

要と東日本大震災の体験から精神科医療機関の防災

や災害対応として考慮するべき主な点は下記の通り

である。引き続き、より多くの医療機関からの情報

収集を進め、詳細な結果は別途、公表予定である。 

 

1. 被害について： 

a. 施設の被害状況: 32 病院のうち、全壊 2、
一部損壊 28、被害なし 2 

b. 施設の復旧状況: 被害のあった 30 病院の

うち、復旧のめどが立たない 1、復旧中 1、

復旧済 28 (復旧時期：発災年 19、翌年中 7、

翌々年 2) 

c. 外来診療への影響：一時的に受け入れ制限

を行った病院13（最短4日間、最長19日間）、

一時的に受け入れが全くできなかった病院

6（最短 2日間、最長 48 日間） 

d. 入院診療への影響：受け入れ制限を行った

病院 6（最短 4日間、最長 20 日間）、受け入

れが全くできなかった病院 3（最短 2 日間、

最長 22 日間） 

2．防災訓練の内容に含まれておらず実際の震災で

想定外であったことと対応の例 

【情報に関すること】 

・行政の支援リストからもれ孤立状態になった。 

・外部との連絡手段がなく、情報収集に手間取った。 

・防災無線も聞こえず広報車も回ってこなかった。 

【ライフライン・物資に関すること等】 

・自家発電（水冷式）がオーバーヒートして停止し

た。 

・ライフラインの長期停止。 

・ガソリン不足 

・しばらく食糧供給する委託業者との連絡が取れな

くなった。 

・発電機の軽油の確保に苦慮した。 

・トイレの水、生活用水の不足 

・電気は簡易自家発電を利用したがすぐに燃料不足

になった。 

・停電により水を屋上のタンクまで上げることがで

きなかった。そのため下のバルブで水を汲み、人力

で各階にあげた。 

・電力に頼らない暖房器具がなく、毛布の重ね着や

厚着で寒さを凌いだ。 

・停電時に病棟の電気錠が働かなかったのでドア付

近に職員が張り付いた。 

【避難に関すること】 

・外来患者の津波避難誘導及び避難場所を想定して

いなかった。 

・地震の揺れが強いため屋外への避難は無理だった。 

・自治体が指定した病院の周辺地域住民の避難先に

津波がきた。市のハザードマップでは津波による被

害は想定されていなかったところ津波がきた。 

・院内保育所児童避難誘導 

・建物の被害を実際以上に甚大な印象を持った職

員・患者が多く、避難の方針が影響を受けた。 

3．震災の体験を通して、防災訓練に取り入れた方



 

が良いと思ったこと 

【情報に関すること】 

・外部との連絡。当時通信手段が不通となり、数日

孤立したため、可能な連絡手段を複数想定し、訓練

することが必要。現在は、アマチュア無線（ハンデ

ィ機）を常備。 

【ライフライン・物資に関すること等】 

・停電に備えてポータブル発電機を購入した。防災

訓練時にポータブル発電機の使用方法を確認してい

る。 

・停電時の熱源確保策を含めた防災訓練を検討して

いく必要がある。 

・長期に及ぶライフラインの停止に備え、発電機の

作動訓練や飲料水の搬送訓練、炊き出し等の訓練が

必要。すべての電気が途絶えた場合、夜間も含めど

う対処するのかといった訓練も必要。 

【避難に関すること】 

・入院患者の全員避難の実施。以前は動ける患者及

び歩行困難（軽度）な患者の誘導が主で、重症患者

避難誘導は行っていなかった。 

・実際の場面を想定した患者の避難誘導。例えば、

２人一組で担架や毛布等で避難させる訓練だけでな

く、緊急時には、一人で抱きかかえたり、背負った

り、肩に担いだりして非難させる訓練も必要と思わ

れる。 

・建物の損壊場所を複数を想定し、避難経路・避難

場所への誘導訓練すること。また机上（頭上）訓練

を重ね防災意識を深めること。 

・患者が不安にならないよう、停電で明かりがない

中でも、常に声掛けをするように心がける。 

・寝具のマットレスを 2階の廊下いっぱいに敷き詰

め、床の冷たさを感じにくくする。避難前に病室の

危険物を除去する。 

・情報収集の際、窓口を一本化し、即報告する体制

が必要。 

4．震災の体験を通して、防災マニュアルに新たに

取り入れた方が良いこと、改良すべき点 

・建物の倒壊による負傷者が発生した場合の救出救

護活動 

・建物内部に閉じ込められたり、落下物の下敷きに

なった人を救出する場面での対処の方法 

・負傷者の応急処置は駐車場もしくはグラウンドに

テントを設置して行うこと 

・電気、ガス、水道のライフライン停止に加え、電

話の不通、燃料（ガソリン・軽油・重油）の不足、

しかも長期間の対応 

・状況によって臨機応変に対応できる余地を残して

おく 

・物資、備品の調達方法及び職員用を含めた備蓄品。

職員の通勤手段、燃料の調達方法 

・水の確保のための手段 

・職員へのケア 

・津波警報発令時は、避難行動以外は一階での作業

を一切行わないようにし、全員二階以上のフロアで

待機した方が良い 

・何よりもまずは自分の命を守ることが最優先であ

ること 

 

メンタルヘルス支援活動の実態把握 

メンタルヘルス支援活動の実態把握に関しては、宮

城県、岩手県、福島県の精神保健を所管する公的組

織 164、教育機関 314、NPO 法人 2786 を対象に支援

活動内容と成果、課題を把握する調査を行い、これ

までのところ、公的組織 16、教育機関 44、NPO 法人

160 の合計 220 団体から回答を得た。そのうち、101

団体がメンタルヘルス支援を行っていると回答して

いる。研修会等の開催を行っている団体が 56、研

究・情報収集 50 団体、健康法の指導 43 団体、コー

ディネート業務 38 団体、移送・送迎 28 団体、電話

相談 21 団体、家庭訪問 17 団体などの多様な活動を

行っていた。 

 

Ｄ．考察 

被災医療機関の被災状況の支援側への伝達と支援

ニーズ 

東日本大震災発災時点では被災医療機関の被災状況

の支援側への伝達や支援者側の状況把握のあり方は

定まっておらず、伝達に遅れがみられた医療機関が

多く、中には深刻な支援の遅れに至ったケースがみ

られた。広域災害の場合、被災地域内の精神科医療

機関の被災状況と支援のニーズのアセスメントを早

期に行うことは災害後急性期のメンタルヘルス支援

の枠組みの中で重要事項に位置づけるべきである。 

 

防災マニュアル・防災訓練 

防災マニュアルの内容は施設毎で、力点が置かれて

いるところや、抜けている点など、大きくことなる。 



 

また、防災訓練で想定されている内容、訓練方法な

ども大きく異なっており、事前の訓練が功を奏した

と思われる点、改善を要すると思われる点が散見さ

れた。防災マニュアル・防災訓練の改良・標準化を

検討する必要性が示唆された。 

防災設備・備蓄・協定関係 

東日本大震災で事前に準備されていた防災設備、備

蓄されていた物資、医薬品は医療機関ごとに大きく

異なり、災害時に有用だったことや困難を招いたこ

とがみられた。事前に他の医療機関や業者と災害時

の救援の協定、取り決めを行っていたことで災害後

の復旧が円滑に行われた事例がみられた。防災設

備・備蓄・協定関係に関する情報の整理・共有化を

行うことが今後の防災・減災・災害対応に有用であ

ると考えられる。 

今後、宮城県の残りの医療機関での調査を行うと

ともに、他県の医療機関についても原子力発電所事

故などの人為的要因も含め調査検討を行い、精神科

医療機関の大災害への備えのあり方と被災精神科医

療機関への支援のあり方に関する包括的な指針の策

定することが望まれる。 

 

メンタルヘルス支援活動の実態把握 

被災地域のメンタルヘルス支援活動の実態把握は多

様で、被災者への関わり方、専門的知識・技術の不

足、専門機関との連携、資金や人材不足、セルフケ

アなどの課題を抱えていることが伺われた。今後さ

らなる実態把握を進め、今後の大災害に向けて、有

効な支援体制のネットワークの形成を行うことは有

用であると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

東日本大震災発災時点では被災医療機関の被災状況

の支援側への伝達や支援者側の状況把握のあり方は

定まっておらず、伝達に遅れがみられた医療機関が

多く、中には深刻な支援の遅れに至ったケースがみ

られた。広域災害の場合、被災地域内の精神科医療

機関の被災状況と支援のニーズのアセスメントを早

期に行うことは災害後急性期のメンタルヘルス支援

の枠組みの中で重要事項に位置づけるべきである。 

今回の調査から精神科医療機関の今後の防災・減

災・災害対応に向けて有益な情報が多く得られた。

今後、更に情報の集積、抽出を進め、全国の精神科

医療機関の防災・減災・災害対応の体制づくりに有

用な情報の共有を図る予定である。また、被災地域

のメンタルヘルス支援活動の実態把握を進め、今後

の大災害に向けて、有効な支援体制のネットワーク

の形成を行うことは有用であると考えられる 
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東日本大震災 2011 による不眠症とメンタルヘルスの追跡調査、 
及び Hyperarousal Scale 日本語版の開発に関する研究 
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研究要旨 2011 年の東日本大震災とその後に生じた大規模津波と原子力事故は日本人に甚大な身体的およ 
び心理的影響をもたらした。平成 24 年度は、震災が日本人の不眠症の罹患率とメンタルヘルスに及ぼした 
影響とその臨床的特徴を明らかにした。その結果、2011 年における不眠症の罹患率は日本全体で 21.2%であ 
り、2009 年の 11.8％に比較して 1.79 倍に有意に増加していた。不眠症の罹患率の増加は被災強度の大きい 
地域においてもっとも顕著であった（2.48 倍）。一方、2012 年における不眠症の罹患率は日本全体で 10.6% 
と震災前の水準に低下していた。不眠症の罹患率は被災強度の大きい地域で 14.0％、対 2009 年比で 1.50 倍 
と高止まりしていたが、その他の地域では震災前の水準にまで回復していた。2011 年に比較して 2012 年の 
K6 得点はすべての area で低下傾向にあったが、不眠症者の K6 得点は非不眠群に比較して有意に高止まっ 
ていた。震災後の不眠症についてはレジリアンスが認められたが、被災強度の大きいエリアでは震災 1 年６ 
ヶ月後においても慢性不眠群が残存しており、これらの多くは治療抵抗性と推察され、メンタルヘルスの改 

善も十分ではないことから、今後の長期的なケアと観察を要すると思われた。 

平成 25 年度は、これらの災害後に生じる不眠症、気分障害、PTSD 等に共通した病態として、生理的過覚醒 

（Hyperarousal）の存在に焦点を当て、簡便にこれらの疾患に対する罹患脆弱性のスクリーニングツールの開発を 

目的として、Hyperarousal Scale（以下、HAS とする）日本語版を作成し、その信頼性と妥当性の検討を行った。そ 

の結果、HAS 日本語版のクロンバックの α 係数は、α = .84 であり、高い信頼性を有していることが示された。また、構 

成概念妥当性検討のため、HAS 日本語版と抑うつ、不安、不眠の重症度等の睡眠関連の指標との相関分析を行っ 

たところ、いずれも有意な高い相関関係が示された。したがって、HAS 日本語版は高い信頼性と構成概念妥当性を 

有していることが示され、生理的過覚醒の側面から簡便にうつ病、不眠症、PTSD 等に対する罹患脆弱性のスクリー 

ニングに有用である可能性が示された。平成 26 年度は、HAS 日本語版作成の調査に参加した者を対象に 3 カ月 

後、1 年後の追跡調査を行い、過覚醒状態がその後の抑うつや不眠を予測するリスク因子となり得るかについて検討 

を行った。従属変数を 3 ヶ月後、１年後の抑うつ（CESD 得点）、不眠重症度（ISI 得点）、独立変数をベースラインの 

背景情報（年齢、性別、疾患の有無）、過覚醒（HAS 得点）、抑うつ（CESD 得点）、不眠重症度（ISI 得点）としたロジ 

スティック回帰分析を行った結果、ベースラインの高過覚醒状態は、1 年後の抑うつや不眠の関連要因であることが 

示された。したがって、HAS 日本語版を用いて同定された高過覚醒状態にある者は、1 年後の抑うつ状態と不眠の 

発症と独立したリスク因子であることが示された。 

これらの研究結果をまとめると、大規模災害など高ストレスを受けた後に罹患しやすいうつや不眠のハイリスク群の 

早期発見や予防が重要であること、そのスクリーニングに過覚醒状態の評価が有効であることが示された。過覚醒状 

態を測定する HAS は、今後被災者のメンタルヘルス対策において有用なツールになり得ると考えられる。 



（平成 24 年度） 
東日本大震災 2011 による不眠症とメンタルヘ 
ルスの追跡調査 

 
 

A．研究目的 

過去に生じた大規模な自然災害後に被災地に居住 

する住民を対象に実施されたメンタルヘルスに関す 

る調査では、震災 1〜2 ヶ月後の早期フェーズでは、 
どの報告でも共通して約 60％前後の住民で不眠症 
状が認められることが明らかになっている。 平常

時には、一般成人の 20〜30％が入眠困難、中 
途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難（非回復性睡眠）のい 

ずれかの不眠症状を有する。不眠症状を有する人の 

一部では、日中の眠気、倦怠や抑うつ、精神運動機 

能の低下、消化器症状など不眠症状に起因する種々 

の機能障害が生じる。不眠症の国際的な診断基準で 

は不眠症状に加えて不眠に起因する機能障害が存在 

することが定義づけられており、これらの基準に合 

致する不眠症の有病率は一般人口の 6％以上と推定 
されている。 

今回我々は、東日本大震災前後に全国の一般住民 

を対象として実施した三つの調査結果を比較解析す 

ることにより、日本に甚大な心理・社会的・経済的 

なネガティブインパクトをもたらした東日本大震災 

が、日本人の睡眠状態、QOL およびメンタルヘルス 
に及ぼした影響とその臨床的特徴、被災強度との関 

連について検討した。 
 
 

B．対象と方法 
1. 調査対象者の選定および調査方法 我々は、震災
の 1 年 4 ヶ月前（2009 年 11 月）、 
震災 4 ヶ月後（2011 年 7 月）、および 1 年６ヶ月後 
（2012 年 9 月）のそれぞれ 1 ヶ月間で同一の調査 
手法で日本人の睡眠状態に関する住民調査を実施し 

た。各調査ではともに、調査対象者の代表性を確保 

するため、日本国内に居住する満 20 歳以上の男女 
4,000 名を対象とした層化無作為抽出法を実施した。 
全国市町村を県または市を単位とした 12 ブロック 
（北海道・東北・関東・京浜・甲信越・北陸・東海・ 

近畿・阪神・中国・四国・九州）と市町村の人口規 

模（20 大市、その他の市、郡部）で層化した 36 層 
から、2005 年の国勢調査時に設定された調査区を使 
用し、1 調査区あたりの標本となる対象者が 25 名と 
なるように調整し、157 地点を抽出した。電子地図 
データベース（OA-TOWN II、ゼンリン製）を用い、 

抽出された調査地点から 3 軒おきに対象となる世帯 
を抽出し、それぞれの対象世帯内で、調査実施月か 

ら最も早く誕生日を迎える 20 歳以上のものを調査 
対象者とした。調査対象者が選定された後、調査員 

が調査月中（1 ヶ月間）に調査対象者の自宅 4000 
世帯を訪問した結果、在宅していたのは 2,206 人 
（2009 年）、2,254 人（2011 年）、および 2,238 人 
（2012 年）であり、インフォームドコンセントと回 
答が得られた 1,224 人（回答率 55.5%、2009 年）、 
1,259 人（回答率 55.9%、2011 年）、および 1,289 
人（回答率 57.6%、2012 年）を対象として、面接 
法の訓練を受けた調査員による面接聴取法による調 

査を実施した。本研究は国立精神・神経医療研究セ 

ンター倫理委員会の承認を得て行った。 
 
 
2. 被災強度による地域の分類 調査対象者が居住す
る県から以下の 3 つの地域を 

設定した；１）震源地に近く県内の最大震度が 6 以 
上でかつ津波の遡上による被害あった東日本の太平 

洋沿岸 5 県（岩手、宮城、福島、茨城、千葉：Central 
disaster area）、２）県内の最大震度が 6 以上だが 
津波被害を受けなかった、または県の最大震度が 5 
以上 6 以下の 12 県（青森、秋田、山形、新潟、群 
馬、栃木、埼玉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡： 

Outer disaster area）、３）上記以外で比較的被害 
が少なかった地域（Other area）。 
 
 
3. 調査項目 
1）基本属性 両年の調査では、調査対象者の性別、
年齢、居住 

地（県）のデータを採取した。不眠症罹患率との関 

連を検討するために年齢は以下の 3 群を設定した； 
1）若年群（20-39 歳）、2）中年群（40-59 歳）、3） 
高齢群（60 歳以上）。 
2）不眠症状の評価 両年の調査では、調査時点にお
ける不眠症状およ 

び不眠症状に起因する機能障害の有無と頻度に関す 

る 5 つの質問を設定した。 
3）不眠症の定義 
入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒が「時々あった」 

以上の頻度であった者、もしくは、熟眠困難が「悪 

い」以上であった者の中で、不眠に起因する機能障 

害が「時々あった」以上の頻度であった者を不眠症 

者と定義した。 

4）震災後の日本人の精神的健康度 mental health 



の評価 

2011 年および 2012 年の調査では、K6 を用いて 
震災後の精神的健康度を評価した。 

 
 

C．結果 
1. 調査対象者の demographical data 
いずれの調査年とも男女比は 4.5:5.5、平均年齢は 

2009 年で 51.0 歳（20-98 歳）、2011 年で 51.9 歳 
（20-93 歳）、2012 年で 52.9 歳（20-93 歳）と年齢 
性別比に偏りはなかった。また、Central disaster 
area  における調査対象者の割合は全対象者の約 
12％であった。 
2. 不眠症状の頻度 入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、
熟眠困難を有す 

る者の割合は、いずれも、2009 年のそれらに比較し 
て有意に増加していた。性別、年齢階層別、居住地 

域別の解析でも、ほぼ同様に震災後に各不眠症状の 

頻度の増大が認められた。 

3. 不眠症の罹患率（表 1） 
2011  年における不眠症の罹患率は日本全体で 

21.2%であり、2009 年の 11.8％に比較して 1.79 倍 
に有意に増加していた。不眠症の罹患率の増加は 

Central disaster area においてもっとも顕著であり 
（2.48 倍）、Outer disaster area および Other area 
がそれに次いでいた（ともに 1.71 倍）。一方、2012 
年における不眠症の罹患率は日本全体で 10.6%と震 
災前の水準に低下していた。不眠症の罹患率は 

Central disaster area で 14.0％と高止まりしていた 
が、Outer disaster area および Other area ではそ 
れぞれ 10.3％、10.2％まで低下していた。対 2009 
年比での不眠症の罹患率は Central disaster area 
で 1.50 倍、Outer disaster area および Other area 
ではそれぞれ 0.83 倍、0.88 倍と Central disaster 
area での不眠症の残遺が明瞭であった。 
4. 震災後の精神的健康度 

2011 年、2012 年ともに、不眠症者の K6 得点 

は非不眠群に比較して有意に高かった。2011 年に比 
較して 2012 年の K6 得点はすべての area で低下傾 
向にあった。 
 
 
D．考察 

2009 年、2011 年及び 2012 年に連続して実施さ 
れた層化無作為抽出法による全国調査をもとに、東 

日本大震災が日本人の睡眠状態およびメンタルヘル 

スに与えた影響について検討した。震災後には不眠 

症の罹患率が顕著に増大し、被災中心部に近いほど 

罹患率は増加していた。不眠症の罹患率は、男女と 

もに、全年齢階層において増加していたが、とりわ 

け中年期の男性において相対危険度が増大していた。 

被災強度の強い地域住民、とりわけ不眠症群におけ 

るメンタルヘルスの悪化が示された。一方、震災 1 
年６ヶ月後には日本全体では不眠症の有病率、K6 
得点ともに低下しており、不眠症についても顕著な 

レジリアンスが認められた。ただし、被災強度の大 

きいエリアでは震災 1 年６ヶ月後においても不眠症 
罹患率は高止まりしていた。これらの慢性不眠群の 

多くは治療抵抗性と推察され、また同時にメンタル 

ヘルスの改善も十分ではなく、今後の長期的なケア 

と観察を要すると思われる。 
 
 
F. 健康危険情報特になし 
 
 
G. 研究発表 
論文発表 

1. Iwaki S, Satoh K, Matsumoto Y, Echizenya M, 
Katoh T, Kusanagi H, Kitamura S, Shimizu T, 
Mishima K. Treatment-resistant residual 
insomnia in patients with recurrent major 
depressive episodes. Sleep and Biological 
Rhythms. 2012;10(3):202-11. 

 
表１  東日本大震災前後での日本国内の不眠症有病率の変化 
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（平成 25 年度） 

Hyperarousal Scale 日本語版の開発に関する研 

究 
 
 

A.  研究目的 大規模災害後に睡眠問題が急増し、急

性期では共 

通して約 60％の住民で不眠症状が認められる。たとえ 

ば、東日本大震災後の調査においても、社会的役割の 

高い世代において、不眠症へのリスクが高いことが示唆 

された。さらに、震災後に不眠症を有していた群では、 

高率に心理的ストレスや抑うつ状態を呈していたことが 

明らかにされている。 

ところで、震災後に生じる不眠症、気分障害、PTSD 
等 に 共 通 し た 病 態 と し て 、 生 理 的 過 覚 醒 

（Hyperarousal）の存在が想定されている。生理的過 

覚醒とは、たとえば、交感神経の緊張が持続的に高まる、 

ストレスホルモン（副腎皮質ホルモンなど）の分泌が過 

剰になる、基礎代謝が亢進する、体温が上昇するなど、 

絶えず身体的興奮が持続している状態を指す。一般に、 

震災のような甚大なストレスを受けた場合、ヒトは不安を 

感じ、一時的に覚醒した状態に陥る（情動的過覚醒）。 

しかしながら、高齢者や、心配や不安が強いなどの個 

人特性を有している場合は、情動的過覚醒の状態から 

抜け出せずに生理的過覚醒に移行することによって、 

不眠が慢性化するといった悪循環に陥る可能性が高ま 

ることが知られている。したがって、不眠症や気分障害、 

PTSD 等の背景にある生理的過覚醒を評価し、これら 

の疾患への罹患脆弱性をスクリーニングすることができ 

れば、臨床的に非常に有用であると考えられる。 

海 外 に お い て は 、 過 覚 醒 の 状 態 に 着 目 し た 

Hyperarousal  Scale（Regestein, Q et al., 1993，以 

下 HAS とする）が存在する。この尺度は自記式 26 項目 

で構成され、不眠症群は健常者群と比較すると過覚醒 

得点が有意に高いことや（Regestein, Q et al., 1996）、 

うつ症状やストレス、睡眠に関する問題行動と関連して 

いることが知 られている（Ulla Edéll-Gustafsson  et 
al., 2006）。そこで本研究は、 HAS 日本語版を作成し、 

その信頼性と妥当性の検討を行うことを目的とした。 
 
 
B. 研究対象と方法 

調査対象者 東京近郊エリアに配布した広告媒体を用 

いて、これまで交代勤務に従事したことのない一般成人 

男女対象に調査を行った。調査期間は 2013 年 9 月～ 

2014 年 2 月とし、最終的にすべての質問票に回答した 

348 名を解析対象者とした。 
 
 
調査項目  以下の質問票を用いた。 

1．HAS 日本語版（表 2） 日本語版作成にあたり、原著

者の許諾を得た上で原 

版を翻訳し、バイリンガルによるバックトランスレーション 

を行った。そして、バックトランスレーションを行ったもの 

と原版との比較を原著者に依頼し、等価性についての 

確認を得た。 

2．抑うつ（CES-D） 

3．不安（新版 STAI 状態ｰ特性不安検査） 

4 ． 睡 眠 障 害 （ 日 本 語 版 ピ ッ ツ バ ー グ 睡 眠 質 問 票 ； 

PSQI） 

5．朝型夜型タイプ（朝型夜型質問紙；MEQ、Munich 
ChronoType Questionnaire； MCTQ） 

6．不眠症リスク（Ford Insomnia Response to Stress 
Test；FIRST） 

7．日中の眠気（エプワース眠気尺度；ESS） 

8．日中の支障度（Sheehan Disability Scale 日本語 

版；SDISS） 

9．不眠の重症度（Athens Insomnia Scale；AIS、日 

本語版不眠重症度質問票；ISI）、 

10 ．気 分 状 態 （ 日 本 語 版 POMS （ Profile  of  Mood 
Status）短縮版） 

11 ． ス ト レ ス （ 知 覚 さ れ た ス ト レ ス 尺 度 （ Perceived 
Stress Scale）日本語版；PSS） 

12．性格・人格検査（NEO FFI） 

13 ． 健 康 関 連  QOL （ HRQOL:  Health  Related 
Quality of Life；SF-8） 



**

14．対処行動（３次元モデルにもとづく対処方略尺度 

（Tri-axial Coping Scale-24；TAC-24） 

（倫理面への配慮） 本研究は国立精神･神経医療研究

センター倫理委員 

会の承認を受けており、臨床研究及び疫学研究の倫理 

指針に基づく手続きを遵守した。個人情報をはずした 

情報のみを分析に用いており個人のプライバシーは保 

護されている。 
 
 

C.  結果 

1）対象者の年齢 

対象者 348 名全体の平均年齢は平均 44.11±15.19 
歳であった（男性 145 名：平均 47.66±15.23 歳、女性 

203 名：平均 41.57±14.65 歳）であった。 
 
 

表 2  作成した HAS 日本語版 
 

作成した日本語版  （４件法） 

０：全く、そうでない   １：少し、そうだ   ２：かなり、そうだ   ３：きわめて、そうだ 

1   几帳面だ 

2   朝は目覚めが悪い 

3   注意深く仕事をする 

4   いつも考え事をしている 

5   自分や他人の感情を気にしがちだ 

6   明るい光、人混み、騒音、車の行き来が煩わしい 

7   夕方から夜にかけてが最も好きな時間帯だ 

8   昼寝はしようと思ってもできない 

9   問題が起こると思いがちだ 

10  寝室は散らかっている 

11  何事も自分自身に関連づけて考える 

12  たくさんの事が同時に起こると混乱してしまう 

13  細かい作業が得意だ 

14  寝つきが悪い 

15  用心深い人間だ 

16  夜、寝床に入っても考え続けてしまう 

17  突然、大きな音を聞いたら、どきどきがなかなか収まらないだろう 

18  過度に実直だ 

19  カフェインが非常に良く効く 

20  物事がうまくいかないと落ち込みやすい 

21  日常の活動はいつもほぼ同じである 

22  何度も何度も同じ事を考え込んでしまう 

 
 

表 3  HAS 日本語版の得点分布 
 

 
 

度数  平均値  中央値  標準偏差    分散  範囲  最小値    最大値 

  348  26.66  26.00   9.313  86.739     60         4         64     
 
 
3）信頼性の検討 

クロンバックの α 係数を用いて、信頼性の検討を行っ 

た。その結果、α = .84 を示した。また、3 カ月後の調査 

を利用して、3 ヶ月間体調に「変化がなかった」と回答し 

た 173 名を対象に ICC を用いた再検査信頼性を行っ 

たところ、r = .87 であったことから、HAS 日本語版は高 

い信頼性を有していることが示された。 
 
 
4）構成概念妥当性の検討 

HAS 得点と抑うつ、不眠の重症度、不安、気分状態 

の 指 標 と の 相 関 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 抑 う つ 

（CES-D）、不眠の重症度（AIS、ISI）、不安（STAI-T、 

STAI-S）、気分（POMS）と有意な高い相関関係が示さ 

れた。したがって、過覚醒状態が高いほど、抑うつや不 

眠症状、不安やネガティブな気分状態との関連が示さ 

れた。これらの結果から、作成した HAS 日本語版は、 

高い構成概念妥当性を有していることが示唆された。 
 
 

表 4  HAS とうつ、不眠、不安との相関分析結果 
 

    CES-D  AIS  ISI  First  STAI-T      STAI-S   

23  決断するのに時間がかかる 
HAS  

.53 .51** .50** .49** .61** .46** 

24  飲酒すると眠くなる 

25  些細なことで涙が出る 

26  いつまでも同じ事が頭から離れない 

 
 

2）HAS 得点の分布 原版と同様に、各項目について

「全く、そうでない（１ 

点）」～「きわめて、そうだ（４点）」の４件法で評価するも 

のとし、合計 26 項目から構成される。すべての項目の 

合計得点を HAS 得点とした。得点範囲は 0 点～78 点 

であり、得点が高いほど過覚醒状態が高いことを示す。 

348 名の HAS 得点の分布を表 3 に示す。平均得点は 

26.66±9.31 点であった。 

(.51**)  (.50**)  (.49**) (.49**)  (.59**)  (.45**) 
(上端は単相関、下段は年齢を統制した偏相関） **p <.001 

 
 
5）過覚醒状態とその他の指標との関連 

HAS 得点について平均点±１SD を基準とする 3 群を 

設定した（低群・中群・高群）。過覚醒の状態像を明らか 

にするために、過覚醒 3 群を独立変数、その他の指標 

を従属変数とした一要因分散分析を行った。平均点±１ 

SD を基準とした HAS 高群については、抑うつ（図１）だ 

けでなく、不眠の重症度（AIS、ISI）においてもカットオ 

フ得点を超えており（CES-D：16 点、AIS：6 点、ISI：10 
点）、過覚醒の得点が高い者ほど気分障害や不眠症の 

罹患脆弱性が高い状態像が示唆された。 
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図 1 CESD-D を従属変数とした一要因分散分析 
 
 

D.考察 

本研究では、HAS 日本語版を作成し、その信頼性・ 

妥当性を検討することを目的とした。信頼性については 

クロンバックの α 係数を用いて検討を行ったところ、 

α=.84 を示し、高い信頼性を有していることが示された。 

また、 妥当性の検討においては、抑うつ、不眠の重症

度、不 

安、気分状態の指標を用いて検討を行った。その結果、 

いずれの指標とも有意な高い相関関係を示した。過覚 

醒の高さが、抑うつ、不安、不眠の重症度との関連を示 

したことから HAS 日本語版は高い構成概念妥当性を 

有していると考えられる。なかでも HAS 高群については、 

従属変数として用いた抑うつや不眠の重症度の各指標 

のカットオフ得点を超えており（CES-D：16 点、AIS：6 
点、ISI：10 点）、過覚醒の得点が高い者ほど気分障害 

や不眠症の罹患脆弱性が高い状態像を示唆しているも 

のと考えられる。 したがって、本研究の結果をふまえると、

HAS 日本語 版は気分障害及び不眠症の罹患脆弱性の

スクリーニン グ尺度として有用であることが示唆された。

今後の展望 として、患者群における過覚醒傾向と臨床経

過・症状を 評価することにより本尺度の概念、因子構造、

有用性を 検証するとともに、本尺度を用いたコホート調

査や治療 介入研究での有用性の検討が望まれる。 
 
 

E.結論 

１．Hyperarousal  Scale（HAS）日本語版の作成を行 

った。 

２．HAS 日本語版は高い信頼性と構成概念妥当性を 

有していると考えられた。 
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（平成 26 年度） 過覚醒尺度日本語版作成に関す
る研究－3 ヶ月、 
1 年後追跡調査－ 

 
 

A. 研究目的 

平成 25 年度に作成した HAS 日本語版用いて 3 ヶ 

月後、1 年後の追跡調査を行い、HAS によって同定さ 

れた過覚醒がその後の抑うつや不眠を予測するどうか 

検討を行った。 
 
 

B. 研究対象と方法 

調査対象者 平成 25 年度に東京近郊エリアに配布し 

た広告媒体を用いて回答に協力した 348 名に追跡調 

査の依頼を行った。回答は、留め置き法、もしくはオンラ 

イン入力による質問紙調査とした。追跡調査の参加に 

同意を得てすべての質問票に回答した者は、3 カ月後 

が 203 名、1 年後は 171 名であった（ベースライン、3 カ 

月後、1 年後の 3 時点すべての調査に参加した者は 

146 名、ベースライン、1 年後の 2 時点に参加した者は 

24 名であった）。 
 
 
調査項目    以下の質問票を用いた。 

－3 ヶ月後調査－ 

1．過覚醒（Hyperarousal  Scale；HAS） 

2．抑うつ（The Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale；CES-D） 

3．不眠症リスク（Ford Insomnia Response to Stress 
Test；FIRST） 

4．不眠の重症度（Athens Insomnia Scale；AIS、日 

本語版不眠重症度質問票；ISI）、 

5 ． 不 眠 症 者 の 生 活 の 質 （ Quality  of  Life  for 
Insomnia；QOLI） 

 
 
－1 年後調査－ 

1．過覚醒（Hyperarousal  Scale；HAS） 

2．抑うつ（The Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale；CES-D） 

3 ． 睡 眠 障 害 （ 日 本 語 版 ピ ッ ツ バ ー グ 睡 眠 質 問 票 ； 

PSQI） 

4．不眠症リスク（Ford Insomnia Response to Stress 
Test；FIRST） 

5 ． 健 康 関 連  QOL （ HRQOL:  Health  Related 
Quality of Life；SF-8） 

6 ． 不 眠 症 者 の 生 活 の 質 （ Quality  of  Life  for 
Insomnia；QOLI） 

 
 
方法  従属変数を 3 ヶ月後、１年後の CESD 得点（カッ 

ト・オフ 16 点）、ISI 得点（カット・オフ 10 点）、独立変数 

をベースライン時の背景情報（年齢、性別、疾患の有 

無）、HAS 得点（カット・オフ 26 点）、CESD 得点、ISI 
得点としたロジスティック回帰分析を行った。なお、HAS 
得点については、昨年度調査に基づきベースラインの 

平均点+１SD を基準とした高過覚醒状態（≧36 点）をカ 

ット・オフポイントとした。また、ロジスティック解析は、（1） 

回答者全員を対象とした場合と、（2）カット・オフポイント 

未満の非臨床群のみを対象とした場合の 2 通り行った。 

（倫理面への配慮） 本研究は国立精神･神経医療研究

センター倫理委員 

会の承認を受けており、臨床研究及び疫学研究の倫理 



指針に基づく手続きを遵守した。個人情報をはずした 

情報のみを分析に用いており個人のプライバシーは保 

護されている。 
 
 

C.  結果 

１）デモグラフィックデータおよび得点の推移 

３時点それぞれの解析対象者の人数、年齢、性別、 

疾患の有無、HAS 得点、CESD 得点、ISI 得点を表 5 
に示した。 

 
 

表 5  デモグラフィックデータおよび得点の推移 
 

 
 
 

2）HAS とうつ、不眠の変化量の相関について 

HAS 得点の変化量（3 ヶ月後－ベースライン、1 年後 

－ベースライン）と、CESD、不眠重症度のそれぞれの 

変化量について相関分析を行った。ＨＡＳ得点の変化 

量と、ＣＥＳＤ得点、ＩＳＩ得点の変化量との相関において 

は、3 ヶ月後の HAS 得点と CESD 得点の変化量に弱 

い相関が見られたが（r =.173, p  <.05）、それ以外は、 

HAS の変化量と他の変数に有意な相関はみとめられ 

なかった。 
 
 

3）ロジスティック解析の結果 

（※結果の詳細は平成 26 年度報告書を参照のこと） 

－抑うつ（CESD）との関連要因の検討－ 

（1）回答者全員を対象とした場合 

3 ヶ月後抑うつ状態は、ベースラインの抑うつのみがリ 

スク因子となることが示された。一方で、1 年後の抑うつ 

状態はベースラインの抑うつに加えて HAS がリスク因 

子となることが示された。不眠重症度は予測因子となら 

なかった。 

（2）ベースラインの非抑うつ群を対象とした場合 解析対

象者は、ベースラインの CESD 得点が 16 点 

未満の者を対象とした（3 カ月後：N = 136、1 年後：N = 
114）。3 ヶ月後の抑うつ状態はどの変数も予測因子とな 

らなかったが、1 年後の抑うつ状態は HAS がリスク因子 

となることが示された。 
 
 
－不眠重症度との関連要因の検討－ 

（1）回答者全員を対象とした場合 

3 ヶ月後不眠重症度は、ベースラインの抑うつと不眠 

がリスク因子となることが示され、HAS はリスク因子とは 

ならなかった。一方で、1 年後の不眠重症度はベースラ 

インの不眠に加えて HAS がリスク因子となることが示さ 

れた。 

（2）ベースラインの非不眠群を対象とした場合 解析対象

者は、ベースラインの ISI 得点が 10 点未満 

の者を対象とした（3 カ月後：N = 162、1 年後：N = 
140）。3 ヶ月後の不眠重症度は CESD のみがリスク因 

子となったが、1 年後の不眠重症度は HAS と CESD が 

リスク因子となることが示された。 
 
 
D.考察 

本研究では、HAS 日本語版を用いて同定された過 

覚醒状態が不眠や抑うつ状態を予測するかどうかを検 

討した。 

抑うつを従属変数とした場合においては、回答者全員 

を解析対象とした場合、ベースラインの抑うつ状態は 3 
ヶ月後、１年後いずれにおいてもリスク因子であることが 

示された。これは、ベースライン時においてすでに抑う 

つ状態にある者は、３ヶ月後、１年後においても症状が 

維持されていると考えられる。また、ベースラインの非抑 

うつ群のみを対象として同様に解析を行った結果、ベ 

ースラインでは抑うつ状態にないが高過覚醒状態にあ 

る者は１年後の抑うつのリスク因子となり得ることが示さ 

れた。このことから、抑うつ状態を呈していない者であっ 

ても、過覚醒状態が高い者は、将来の抑うつのリスクが 

高いことが考えられる。 

不眠重症度を従属変数とした場合においては、回答 

者全員を解析対象とした場合、3 ヶ月後においては、ベ 

ースラインの抑うつ、不眠重症度がリスク因子であること 

が示された。3 ヶ月後においては HAS はリスク因子とは 

ならなかったが、１年後においてはベースラインの HAS 
と不眠重症度が予測因子であることが示された。これら 

のことから、ベースラインの不眠重症度は 3 ヶ月後、１年 

後も不眠症状が維持されている可能性が考えられるとと 

もに、高過覚醒状態にある者は１年後の不眠症の発症 

リスクを高めることが考えられる。一方で、ベースライン 

に非不眠群のみを対象とした場合は、3 ヶ月後の不眠 

重症度はベースライン時の抑うつのみがリスク因子であ 

ったが、１年後には抑うつとあわせて HAS もリスク因子 

となることが示された。不眠重症度に関しては、不眠症 

状を呈していなくても、抑うつ症状や高過覚醒にある者 

は 1 年後に不眠症の発症リスクがあることが示唆され 



る。 

なお、HAS の変化量と CESD、ＩＳＩとの変化量に有 

意な関連がみとめられなかった結果をふまえると、高過 

覚醒状態にある者が必ずしも抑うつや不眠症状を呈し 

ているとはいえないことが示唆された。すなわち、高過 

覚状態にある者は、うつや不眠といった症状を呈してい 

なくても、その後ストレス負荷がかかったり、高過覚醒状 

態が続いたりすることで、将来の抑うつや不眠を発症す 

るリスクを抱えている可能性が考えられる。 

本研究の結果をまとめると、HAS を用いた過覚醒状 

態の評価は、被災者のメンタルヘルス対策におけるうつ 

や不眠の早期発見や予防に有用な尺度である可能性 

が示唆された。本調査においては、HAS 原版に基づい 

て全 26 項目を用いて過覚醒状態の評価を行ったが、 

今後は日本人では関連の低い項目を削るなどして短縮 

版の作成を試み、より簡便にうつや不眠のハイリスク群 

をスクリーニングできる尺度としての有用性を検討する 

必要がある。 
 
 

E.結論 

1. Hyperarousal Scale（HAS）日本語版を用いて同 

定された高過覚醒状態にある者は、1 年後の抑うつ 

状態と不眠の独立したリスク因子とあった。 

2．HAS を用いた過覚醒状態の評価は、被災者のメン 

タルヘルス対策におけるうつや不眠の早期発見や 

予防に有用である可能性がある。 
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研究要旨 
【研究目的】 
1－1)東日本大震災における心のケアチーム派遣・活動実績に関する調査：平成 23年東日本大震災
における「心のケアチーム」の全国レベルでの派遣および活動実績を把握すると共に、支援の全体

像を明らかにし、今後あるべき災害時精神保健医療活動について検討する。 
1－2)東日本大震災における宮城県、仙台市、福島県で活動した心のケアチームの処方箋調査；心
のケアチームの処方実績を統一した項目に基づいて集計することにより災害時精神科薬物療法の

全国的な実態を把握し、今後の活動の基礎資料とする。 
2－1)平成 24 年度 都道府県・政令指定都市の災害時精神保健医療体制整備状況調査；現在の自治
体における災害時精神保健医療体制の課題について整理した上で、今後あるべき災害時精神保健医

療活動について検討する。 
2－2)平成 26 年度 災害拠点病院調査；災害拠点病院における精神科医療機能を把握し、災害時に
おける DPAT活動拠点の検討のための基礎資料とする。 
【方法】 
1－1)厚生労働省から派遣要請を受けた、全都道府県・政令指定都市及び国立病院等および同対象
のチームリーダーに派遣実績・実態に関する調査を行った。また、宮城県、仙台市、福島県におけ

る日報、個票の集計を行った。 
1－2) 宮城県、仙台市、福島県における心のケアチームの投薬に関わる全処方箋から、処方日、薬
品名（商品名）、規格、1日の用量もしくは 1回の用量、用法、日数もしくは回数を集計した。 
2－1)平成 25年度 DPAT研修に参加した 67都道府県・政令市、188名に対し、自治体における災
害時精神保健医療整備状況、研修・訓練状況について調査を行った。 
2－2) 全 67都道府県・政令指定都市担当課を対象とし、災害拠点病院情報について調査した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．東日本大震災における心のケアチーム活

動に関する調査 
 
１）東日本大震災における心のケアチームの

派遣・活動実績に関する調査  
A．研究目的 

平成 23年東日本大震災においては、厚生労 
 
 
働省の斡旋のもと、全国の自治体から、災害

時精神保健医療活動を行ういわゆる「心のケ

アチーム」の派遣が行われた。しかしながら、

支援活動が大規模かつ長期間に渡ったことか

ら、個別での報告はなされていたものの、そ

の全体像の把握と評価は行われていない。 

【結果】 
1－1) 49都道府県等および 9国立病院等が派遣を行い、3,299人が支援に関わり、派遣経費
の総額は約 4億円であった。派遣スタッフ数、支援開始時期、相談対応延人数や相談場所に
ついて地域別の差異があった。また、チームの活動は震災発生後 1か月までは医療行為が主
体であるが、それ以降は健康相談などの保健活動にシフトしていた。 
1－2) 抽出した処方箋は 2262枚、総処方数は 3827件であった。分析対象の全体処方のうち
精神科薬は 8割、身体科薬や 2割であった。 
2－1)平時の体制整備や物資準備が出来ている都道府県等は 4割以下であり、研修の開催等に
ついては、都道府県等間でばらつきがあった。また、局所災害より広域災害の方が自身の自

治体で訓練不可能とする自治体が多かった。 
2－2)災害拠点病院数は 671 箇所、そのうち精神病床を有するのは 261 箇所（全災害拠点病
院の 39％）であった。精神病床を有する病院の合計精神病床数は 11108床であった。 
【考察】 
1－1)今後の大規模災害に備えた訓練や災害時精神保健医療活動等のためには、活動中に精神
保健医療活動に関する実績について評価できる仕組み（DMHISS）を活用し、被災地のニー
ズや復興状況に合った支援体制を迅速に構築していく必要があると考えられた。 
1－2)精神科薬以外に多様な身体科薬の処方が全体の 2 割を占めており、今後の DPAT 活動
においても身体科の薬物療法のニーズを加味しておく必要がある。抗精神病薬、抗うつ薬の

種類のばらつきは少なかったが剤形が多様であり、現場活動に適した剤形のニーズがあるこ

とが示唆された。 
2－1) 災害発生後に迅速かつ効率的に精神保健医療に関する活動を行っていくために、平時
において、自治体レベルで具体的な体制、人材の確保、ロジスティックスを含めた人材育成

をしていく必要があり、広域災害に関しては国レベルで研修、訓練を実施する必要があると

考えられた。 
2－2) 全災害拠点病院の 39%が入院機能を有していたが、その総数は全精神病床の 3%しか
なく、災害拠点病院に精神病床を持たない自治体もあった。災害拠点病院精神病床をどのよ

うに機能させるか、または他にどのような医療機関で災害拠点病院精神科医療機能を担保す

るのかは、地域ごとに平時に計画を立案しておく必要があると考えられた。 
 



 したがって、全国レベルでの派遣および活

動実績を把握すると共に、各心のケアチーム

のリーダーに対する調査を行い、支援の全体

像を明らかにし、今後あるべき災害時精神保

健医療活動について検討する。 
 
B．研究方法 
研究Ⅰ．東日本大震災心のケアチーム派遣

実績調査；厚生労働省から派遣要請を受けた、

全都道府県、政令指定都市（以下：都道府県

等）並びに国立病院、国立精神・神経医療研

究センター病院および国立国際医療研究セン

ター国府台病院（以下：国立病院等）を対象

に、派遣実績についての調査を行った。 
研究Ⅱ．東日本大震災心のケアチーム・チ

ームリーダーに対する派遣・活動実態に関す

る調査；研究Ⅰで対象とした各チームのチー

ムリーダーを対象に派遣・活動実態に関する

調査を行い、平成 16年の新潟県中越地震にお
ける同じ手法の調査結果と比較した。 
研究Ⅲ．東日本大震災における宮城県、仙

台市、福島県で活動した心のケアチームの日

報、個票集計；宮城県、仙台市、福島県にお

いて心のケアチームが行った相談・診療の記

録（日報、個票）より、日報では相談件数を、

その内個票が確認できるものは個人情報以外

の ID、年齢、性別、相談場所、症状を抽出、
集計を行った。 
 
C．研究結果 
研究Ⅰ．49都道府県等および 9国立病院等
が派遣を行い、3,299 人が支援に関わり、派
遣経費の総額は約 4 億円であった。派遣スタ
ッフ数や支援開始時期に地域別の差異があり、

特に福島県では派遣スタッフ数の少なさ、支

援開始時期の遅れが目立っていた（図 1）。

また、被災 3県全体での相談場所については、
避難所が半数以上を占めていた（図 2－1）。
しかし、時期別に見ると震災発生後 3 か月ま
では避難所がほとんどであったが、3～6か月
になると避難所が減少するとともに仮設住宅

が増えていき、6 か月以降になると相談拠点
が増加していた（図 2－1）。県別に見ると、
時間が経つにつれて、岩手県では相談拠点が

増え（図 2－3）、宮城県ではアウトリーチが
増えていた（図 2－4）。 
研究Ⅱ．チームの活動は震災発生後 1 か月
までは医療行為が主体であるが、それ以降は

健康相談などの保健活動にシフトしていた

（図 3）。平成 16年の新潟県中越地震におけ
る調査結果の比較では、「事前訓練の不足」

「地元機関との連携」等の支援体制等の多く

の項目で「不足していた」と答えた割合にほ

とんど変化がなかった。また、「支援者にお

ける災害意識の高まり」、「災害情報の共有

化についてのニーズの高まり」に関する回答

が増加していた。 
 研究Ⅲ．宮城県において、日報での相談件

数は 12794件、個票は 5664件、仙台市にお
いて個票は 1673 件であった。福島県におい
て、日報での相談件数は 6609件、個票は 4021
件であった。 
(1)週毎の相談対応延人数 
宮城県（仙台市除く）と福島県の週毎の相

談対応延人数を図 4 に示した。宮城県を見る
と、震災発生後 1 か月以内の時期をピークと
して減少し、震災発生後約 3 か月から更に減
少する経過であった。一方、福島県を見ると、

震災発生後約 2 か月をピークとして減少し、
震災発生後 3 か月半から更に減少する経過で
あり、宮城県の結果と比較すると、福島県で

は早期に支援が終了していることが分かった。 



(2)性別 
 男性 4割、女性 6割であり、県別、時期別
においてもほとんど差異はなかった。 
(3）年齢 
高齢 4割、思春期～成人 5割、小児 1割で
あり、県別、時期別においてもほとんど差異

はなかった。 
(4）症状 
不安症状が約 1割、不眠が 3～4割、身体症
状が 1～2割、症状なしが 2～3割であり、県
別、時期別においても明確な変動はなかった。 
(5）相談場所 
宮城県（仙台市除く）と福島県の週毎の相

談場所の割合を図 5 に示した。宮城県を見る
と、震災発生直後は約 9 割が避難所での対応
であり、その後徐々に仮設住宅、自宅へ移行

していた。一方、福島県では、震災発生直後

は約 9 割が避難所での対応であるが、震災発
生約 4 か月後には仮設住宅と自宅へ移行して
いた。 
 
D．考察 
大規模災害支援において支援開始時期、支

援投入量、相談場所に地域別の差異があった。

チームの活動は震災後 1 か月までは診療活動
という医療行為が主体であるが、それ以降は

健康相談などの保健活動にシフトしていた。

今後は、活動中に精神保健医療活動に関する

実績について評価できる仕組み（災害精神保

健医療情報支援システム；DMHISS）を活用
し、避難所活動からアウトリーチ活動へ活動

内容のシフトなど、被災地のニーズや復興状

況に合った支援体制を迅速に構築していく必

要があると考えられた。 
 
２）東日本大震災における宮城県、仙台市、

福島県で活動した心のケアチームの処方箋調

査 
A．研究目的 
平成 25 年 4 月 1 日に厚生労働省が「災害

派遣精神医療チーム（Disaster psychiatric 
assistance team: DPAT）活動要領」を発出（障
精発 0401第 1号）、平成 26年 1月 7日には
DPAT活動要領が改訂され（障精発 0107第 1
号）、災害時こころの情報支援センターにて

DPAT 活動マニュアルを作成した。同マニュ
アルにおいて、DPAT は震災によって障害さ
れた既存の精神医療システム機能を支援する

ことを目的の一つとし、薬が入手困難な患者

への投薬を重要業務としていることから、災

害時に必要とされる薬剤の把握は急務である

と考えられる。しかし、災害時の精神科薬物

療法の全国的な実態は把握できていない。 
したがって、東日本大震災における心のケ

アチームの処方実績を統一した項目に基づい

て集計することにより、災害時精神科薬物療

法の全国的な実態を把握し、今後の活動の基

礎資料とする。 
 
B．研究方法  
宮城県、仙台市、福島県において心のケア

チームが行った処方の個人ごとの記録（処方

箋）より、処方日、薬品名（商品名）、規格、

1 日用量もしくは 1 回用量、用法、日数もし
くは回数を抽出し、集計を行った。原則とし

て、厚生労働省の「使用薬剤の薬価（薬価基

準）に収載されている医薬品について」の薬

価基準収載医薬品コード（先頭 3 桁）に基づ
き、精神科薬剤および身体科薬剤を分類した。 
発災から 1 週間以内の精神科薬処方につい
ては、3月 11日から 3月 17日の 7日間分の
処方を、発災から 1 週間以降の精神科薬処方



については、3月 18日から 4月 10日までの
処方を集計した。上記データ抽出概要につい

ては図 6に示した。 
 
C．研究結果 
抽出した処方箋は 2262 枚、総処方数は

3827 件であった 。総処方数のうち、薬剤名
が判別・検索不能な 130 を除外した 3697 を
分析対象とした。結果 、精神科薬は 2916（全
処方数の 79%）、身体科薬は 781（全処方数の
21%）であった（図 7）。精神科薬の内訳は、
催眠鎮静剤・抗不安剤が 2024（69%）、精神
神経用剤が 774（27%）、抗てんかん剤が 62
（2%）、抗パーキンソン剤が 41（1%）、その
他の中枢神経系用薬が 15（1%）であった（図
8）。以下に各分類における薬剤について示す。 
1．精神科薬 
1）睡眠鎮静剤・抗不安剤（図 9） 
 エチゾラム、ブロチゾラム、ゾルピデムが

多く処方されていた。 
2）抗てんかん剤（図 10） 
 1 番多く処方されたバルプロ酸ナトリウム
のうち、徐放剤が 75%、錠剤が 25%の割合で
処方されており、次いでゾニサミドが多く処

方されていた。 
3）精神神経用剤の中の抗精神病薬（図 11） 
 1 番多く処方されたリスペリドンのうち、
錠剤が 58%、口腔内崩壊錠が 7%、液剤が 35%
の割合で処方されていた。 
4）精神神経用剤の中の抗うつ薬（図 12） 
 セルトラリン、ミアンセリン、パロキセチ

ンが多く処方されていた。 
5）精神神経用剤の中の双極性障害治療薬（図
13） 
 1 番多く処方されたオランザピンのうち、
錠剤が 25%、口腔内崩壊錠が 75%の割合で処

方されていた。 
6）抗パーキンソン剤、その他の中枢神経系用
剤（図 14） 
 ビペリデンが 1番多く処方されていた。 
2．身体科薬 
1)内服薬（図 15） 
 総合感冒剤、消化性潰瘍用剤、その他の循

環器官用薬が多く処方されていた。 
2)外用薬（図 16） 
 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤が 1 番多く処方
されており、次いで解熱鎮痛消炎剤、眼科用

剤が多く処方されていた。 
 
発災から 1 週間以内の処方について図 17

に示した。総処方数は 50件であり、内訳は、
催眠鎮静剤・抗不安剤 37 件（74%）、精神神
経用剤 13 件（26%）、抗てんかん剤、抗パー
キンソン剤、その他の中枢神経系用薬につい

ては 0件であった。また、発災から 1週間以
降の処方について図 18に示した。総処方数は
2861件であり、内訳は、催眠鎮静剤・抗不安
剤 1983件（69%）、精神神経用剤 760件（27%）、
抗てんかん剤 62件（2%）、抗パーキンソン剤
41件（1%）、その他の中枢神経系用薬につい
ては 15 件（1%）であり、処方された精神科
薬の分類毎の割合に時期別の差異はほとんど

なかった。 
本調査結果を基に、災害時こころの情報支

援センターでは DPAT携行医薬品リストを作
成した。 

 
D．考察 
東日本大震災における宮城県、仙台市、福

島県で活動したこころのケアチームが処方し

た全処方箋を集計し、初めて災害時精神科薬

物療法の全国的な実態が明らかになった。精



神科薬以外に多様な身体科薬の処方が全体の

2 割を占めており、今後の DPAT 活動におい
ても身体科の薬物療法のニーズを加味してお

く必要がある。精神科薬においては、抗精神

病薬、抗うつ薬ともいわゆる新薬が中心であ

り、種類のばらつきは少なかった。むしろ、

口腔内崩壊錠や液剤など剤形が多様であり、

水が不足した状況下や緊急時の服用など、現

場活動に適した剤形のニーズがあることが示

唆された。抗てんかん薬については、ほとん

どがバルプロ酸であったが、処方実績が少な

くても必要な薬剤のニーズには対応しておく

必要があると考えられる。今回の調査におい

は、現地で処方された薬剤の効果や、それが

適切に使用されたかどうかの検証はできない

が、これまで統一された災害時精神科薬剤リ

ストがなかったことから、今後の DPAT活動
における同リスト作成の基礎資料となると考

えられる。 
 
２．都道府県・政令指定都市の災害時精神保

健医療体制整備状況調査 
1)平成 24年度 都道府県・政令指定都市の災
害時精神保健医療体制整備状況調査 
A．研究目的 
今後、地域で DPAT を整備するにあたり、

現在の自治体における災害時精神保健医療体

制について把握し、課題について整理する必

要があるため、全都道府県等の当該情報を収

集することを目的とする。 
 
B．研究方法  
研究Ⅰ．平成 24年度の体制整備状況 
全都道府県等の精神保健担当者 67 名を対
象に調査を行った。調査項目は、平成 24年度
の（ア）災害精神保健医療体制（心のケアチ

ーム等の災害精神保健医療の派遣と受入れに

ついて）の有無（イ）災害精神保健医療関連

研修の開催回数と参加人数（ウ）平時の物資

の準備（薬剤・医療機材、標準ロジスティッ

クス関連機材、個人装備）の有無とした。 
研究Ⅱ．今後の災害精神保健医療研修体制 
平成 25年度 DPAT研修の参加者 188名に

対して、各都道府県等の災害精神医療に関す

る訓練体制（局所災害、広域災害）、今後の災

害精神保健医療体制整備に当たって、災害時

こころの情報支援センターの研修を希望する

か調査した。 
 

C．研究結果 
研究Ⅰ．（ア）心のケアチーム等の災害精神保

健医療の都道府県等内・外への派遣（図 19、
20）、都道府県等が被災した場合の受け入れ
（図 21）について、平時の体制整備として、
窓口が決まっている都道府県等は 3～4 割で
あり、初期活動を行う第 1 班の機関が確定し
ている自治体が 1～2割であった。（イ）都道
府県等が主催した、災害精神保健医療に関す

る研修の開催回数と参加人数について、対象

者ごとの結果は図 22の通りである。また、1
年間の合計の参加人数については最大が

1014人、最小が 7人と、都道府県等間でばら
つきのある結果となった。（ウ）平時の物資等

の準備状況について、薬剤・医療機材、ロジ

スティクス関連機材、個人装備における平時

の準備状況は表 1 の通りであり、全ての項目
で 4割以下という結果となった。 
研究Ⅱ．局所災害訓練は、約 3 割が自分の自
治体内では訓練不可能と回答したが、広域災

害になると約 5割が訓練不可能と回答した。 
また、災害時こころの情報支援センターに

研修を希望すると回答したのは 97%であった。 



 
D．考察 
東日本大震災後の全自治体における災害精

神保健医療体制について調査した。災害時の

窓口や初期活動を行うための人員が確定して

いない自治体が多く、自治体間の研修実施状

況や実施対象者に差が見られた。局所災害訓

練は 7 割が自治体内で実施可能と回答したこ
とから、災害発生後に迅速かつ効率的に精神

保健医療に関する活動を行っていくために、

平時において、自治体レベルで具体的な体制、

人材の確保、ロジスティックスを含めた人材

育成をしていく必要があると考えられた。ま

た、広域災害訓練は 5 割が自治体内で実施不
可能と回答したことから、広域災害に関して

は国レベルで研修、訓練を実施する必要があ

ると考えられた。 
 
2)平成 26年度 災害拠点病院調査 
A．研究目的 
災害時において、初期救急医療の要となる

災害拠点病院の精神科医療機能は重要であり、

当該機関についての状況を把握しておくこと

は重要である。 
したがって、災害拠点病院における精神科

医療機能を把握し、災害時における DPAT活
動拠点の検討のための基礎資料とすることを

目的とする。 
 
B．研究方法  
全 67都道府県・政令指定都市担当課を対象
とし、災害拠点病院ごとの（ア）災害拠点病

院内の精神病床数、（イ）精神科外来の有無、

（ウ）精神科医師の有無（常勤精神科医師、

非常勤精神科医師）について調査した。 
 

C．研究結果 
回収率は 100％であった。災害拠点病院数
は 671箇所、そのうち精神病床を有するのは
261箇所（全災害拠点病院の 39％）であった。
また、精神病床を有する病院の合計精神病床

数は 11108床であった。災害拠点病院のうち、
精神科外来を有するのは 375箇所（全災害拠
点病院の 56％）であった。精神科医師の有無 
において、常勤医師を有するのは 271箇所、
無しが 339 箇所、不明が 61 箇所であった。
非常勤医師を有するのは 230箇所であった。
非常勤医師を有する病院の中で、常勤医師が

いないのは 61箇所であった。 
 さらに、県ごとの人口に対する精神病床数

を算出するため、総務省統計局による人口推

計（平成 25年 10月 1日現在）を用いて分析
を行った。その結果、1 万人に対する災害拠
点病院における精神病床数は 0‐5.3 床と各
都道府県で異なっており、全国平均は 1.1 床
であった。茨城県、京都府、山口県、香川県、

鹿児島県においては精神病床数は 0 であった
（図 23）。 
 
D．考察 
全災害拠点病院における精神科医療機能に

ついて調査した。全災害拠点病院の 39%が入
院機能を有していたが、その総数は全精神病

床の 3%しかなく、災害拠点病院に精神病床を
持たない自治体もあった。災害時には身体合

併症の問題が課題となる。災害拠点病院精神

病床をどのように機能させるか、または他に

どのような医療機関で災害拠点病院精神科医

療機能を担保するのかは、地域ごとに平時に

計画を立案しておく必要があると考えられた。 
 
G．研究発表 
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H．知的財産権の出願・登録状況 
 なし 
 
参考文献 
 
1)岩手県精神保健福祉センター.「こころのケアチーム対応件数報
告(～H24/3/31)」http://www.pref.iwate.jp/view. 
2)宮城県精神保健福祉センター.「東日本大震災における心のケア
～発災から 10ヶ月の活動記録～」     
http://www.pref.iwate.jp/view. 
3)福島県精神保健福祉センター 「平成 23年度精神保健福祉セ
ンター所報第 40集」
http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/shohou/h23.pdf 
4)平成 16年度厚生科学研究費補助金(特別研究事業)「新潟県中越
地震を踏まえた保健医療における対応・体制に関する調査研究」 
5) 宮城県資料 東日本大震災～保健福祉部災害対応・支援活動
の記録 
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/121782.pdf 
6) 宮城県の被災状況とその対応 佐藤宗一郎，樹神學：老年精神
医学雑誌 23：165-168，2012 
7) 東日本大震災における心のケア活動の調整－岩手県精神保健
福祉センターの視点から 黒澤美枝：日本社会精神医学雑誌 21：
367－373，2012 
8) 福島県原発事故と精神科病院入院患者避難－私たちの経験－
熊倉徹雄：臨床精神医学 40：1417-1421，2011 
9) 福島原発事故と精神科病院の緊急避難 杉山健志：日本精神病
院協会雑誌 31：906-911，2012 
10) 福島県いわき市被災最前線の現場から－現場からの教訓と
提言 緑川大介，澤温：日本社会精神医学雑誌 21：572-577，2012 
11) ロジスティックスの活用 米川博之：Modern Physician 32：
625-527，2012 
12) 平成 24年度厚生動労科学研究費補助金 障害者対策総合研
究事業（精神障害分野）「被災地における精神障害等の情報把握
と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究」 
13）広島県公式ホームページ 平成２６年広島県大雨災害への被
災者支援について 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/136209

.pdf 2015年 2月 18日参照 
14）災害時こころの情報支援センターホームページ 9月 27 日
に発生した御嶽山噴火により被災した登山者及び遺族の対応に
ついて http://saigai-kokoro.ncnp. go.jp/pdf/141001.pdf 
2015年 2月 18日参照 
15）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
健部 東日本大震災被災地での心のケアチーム活動マニュアル
Ver.2 http://www.ncnp.go.jp/pdf/ 
mental_info_careteam.pdf 2015年 2月 18日参照 
16）平成 25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研
究事業（（精神障害分野））「被災地における精神障害等の情報把
握と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究分担研究
報告書」 
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）大規模災害時に向けた公衆衛生情報基盤の構築に関する
研究分担研究報告書「災害時における要援護者情報の把握－
DPATの活動と DMHISSの活用について」 
18）平成 25年度厚生労働科学研究費補助金 
（障害者対策総合研究事業（（精神障害分野））「被災地における
精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び介入手法の向上に
資する研究分担研究報告書」 
19）広島県公式ホームページ 平成２６年広島県大雨災害への被
災者支援について 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/136209
.pdf 2015年 2月 18日参照 
20）災害時こころの情報支援センターホームページ 9月 27 日
に発生した御嶽山噴火により被災した登山者及び遺族の対応に
ついて http://saigai-kokoro.ncnp. go.jp/pdf/141001.pdf 
2015年 2月 18日参照 
21）国立精神・神経医療研究センター （厚生労働省 災害時ここ
ろの情報支援センター事業） DPAT 活動マニュアル ver.1.1（平
成 27 年 1 月） 
22）総務省統計局 人口推計（平成 25年 10月 1日現在）―全
国：年齢（各歳）、男女別人口 ・ 都道府県：年齢（5歳階級）、
男女別人口―http://www.stat.go.jp/data/ 
jinsui/2013np/ 2015年 2月 18日参照 
23）鈴木貴博（2010）. 災害拠点病院編. 日本内科学会雑誌, 99
（11）, 2872-2875. 
24）厚生労働省医政局指導課 災害医療について
http://www.mhlw.go.jp/seisakun 
itsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_a-
4.pdf 平成 27年 2月 18日参照 

 

 
図 1．被災 3県への派遣スタッフ数の推移 
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図 2-1．岩手県、宮城県、福島県における相談場所 

 
図 2-2．岩手県、宮城県、福島県における相談場所（時期別） 

 
図 2-3．岩手県における相談場所 

 
図 2-4．宮城県における相談場所 
 

 

図 3．活動時間の内訳 
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図 4．宮城県（仙台市除く）と福島県における週毎の相談対応延人数 
 

 
図 5．宮城県（仙台市除く）と福島県における週毎の相談場所 
 

 
図 6．東日本大震災心のケアチームにおける処方実態調査でのデータ抽出概要 



      

図 7．処方された精神科薬、身体科薬の    図 8．処方された精神科薬の内訳 
割合（対象処方数＝3697件）        （対象処方数＝2916件） 

 

 
図 9．催眠鎮静剤、抗不安剤における各薬剤の処方数（対象処方数＝2024件） 
 

 
図 10．抗てんかん剤における各薬剤の処方数（対象処方数＝62件） 



 
図 11．精神神経用剤の中の抗精神病薬における各薬剤の処方数（対象処方数＝456件） 
 

 

図 12．精神神経用剤の中の抗うつ薬における各薬剤の処方数（対象処方数＝313件） 
 

 
図13．精神神経用剤の中の双極性障害治療薬における各薬剤の処方数（対象処方数＝82件） 



 
図 14．抗パーキンソン剤、その他の中枢神経系用剤における各薬剤の処方数（対象処方数
＝56件） 
 

 
図 15．身体科薬の内服薬における各薬剤の処方数（対象処方数＝588件） 
 

 
図 16．身体科薬の外用薬における各薬剤の処方数（対象処方数＝193件） 



      
図 17．発災から 1週間以内に処方された  図 18．発災から 1週間以降に処方された精神 
精神科薬の内訳（対象処方数＝50件）   科薬の内訳（対象処方数＝2861件） 
 

  
図 19．都道府県等内への派遣に対する体制 
 

  
図 20．都道府県等外への派遣に対する体制 
 

 
図 21．心のケアチーム等の受け入れ窓口 
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図 22．災害精神保健関連研修の開催状況 
 
 
表 1．物資等の平時の準備が有と回答した都道府県等の割合 

薬剤・医療機材 ロジスティックス関連機材 個人装備 

標準薬剤（精神） 25％ 通信・記録機器 39％ 服装    28％ 

標準薬剤（その他） 24％ 生活用品・雑品 28％  

医療関連機材   40％ 非常食 19％  

 調理器具 18％    
 
 

 
図 23．都道府県別人口に対する災害拠点病院の精神病床数 
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サイコロジカル・ファーストエイド（PFA）を実施する際に必要な 

基本的コミュニケーションスキル訓練 
 

研究分担者 堀越 勝 独）国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター 
研修指導部長      

研究協力者 大江悠樹 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 
【背景】2011年の未曾有の大震災では広い範囲で死者、負傷者が確認され、死者の数は

15,872名と 1995年に発生した阪神淡路大震災の 6,434名を大きく上回る結果となった。
こうした危機的な出来事に対し、特に、被災者の精神面へのケア、また危機介入の備えは

充分なのかを問われる中で、危機介入についての標準的な危機介入技法の全国的な均霑化

の必要性が叫ばれるようになった。その答えの一つとして、サイコロジカル・ファースト

エイド（Psychological First Aid：PFA）の全国規模での導入が考えられている。実際に、
当研究班（大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と対応ガイドラインの作

成・評価に関する研究）では世界保健機関（WHO）が開発した PFAの導入を計画し実行
に移しつつある。その計画では、まず専門家を対象に PFAの方法を教えられる人材の育成
を行い、さらに全国規模で専門家を中心に PFAの技法を広め、最終的には、各地域、さら
には学校などの教育機関などを通じて一般人にまで PFAを浸透させることを考えている。
そこで、外国の事情や文化に合わせて開発された介入技法を我が国に導入する際に必要な

文脈化（contextualization）の一環として、我が国において PFA訓練を実施する際にコミ
ュニケーション技法の訓練を付加することで、より一層効果的な PFA導入を可能になるも
のと考えた。特にメンタルヘルス分野の訓練において、我が国では基礎的なコミュ二ケー

ション訓練などが手薄であり、個人の資質などに任されることが多いため、外国製の精神

療法の真価が発揮できていないとする考え方もある。 
【目的】（1）PFAを我が国に導入する際に必要と思われるコミュニケーション訓練プロ
グラムを作成すること、（2）開発されたコミュニケーション訓練プログラム全国的に普及
させるため、訓練用マニュアルおよび DVDを開発することを目的とした。 
【方法】看護師を対象にコミュニケーションスキル訓練プログラム作成のためのパイロ

ットスタディを実施した。次に、作成された訓練プログラムを援助の専門家ではない対象



に対して PFA研修前に実施し、PFA研修のみを受けた群と比較した。同時に基本的なコミ
ュニケーションスキル訓練に対する援助の専門家のニーズや問題意識の調査を行った。こ

れらの結果をもとに PFA実施に際して必要な基本的なコミュニケーションスキル訓練プロ
グラムを修正・完成させ、訓練用マニュアルおよび DVDを作成した。 
【結果】援助の専門家であっても、基本的なコミュニケーションスキルに自身のない者

が全体の半数近くいることが明らかとなった。また、基本的なコミュニケーションスキル

訓練へのニーズも高いことが示された。PFA実施に際して必要な基本的コミュニケーショ
ンスキル訓練プログラムが開発され、一定の効果を持つことが示された。この訓練プログ

ラムにもとづき、全 70ページの訓練用マニュアルおよび 3時間にわたる付属 DVDが作成
された。 
【結論】これまで我が国では十分な訓練体制が整備されていなかった、基本的なコミュ

ニケーションスキル訓練を実施するための資材としてマニュアルと付属 DVDが作成され
た。これにより各地で比較的簡便に一定水準以上の基本的なコミュニケーション訓練を実

施することが可能になると考えられる。 
 
A．はじめに 

2011年 3月 11日、日本は三陸沖を震源
としたマグネチュード 9.0の大地震に見舞
われた。後に「東日本大震災」と呼ばれる

この地震によって、北海道から高知まで、

広い範囲で死者、負傷者が確認され、死者

の数は 15,872名と 1995年に発生した阪神
淡路大震災の 6,434名を大きく上回る結果
となった。地震国である日本は阪神淡路な

ど一連の地震災害から次を予想し準備をし

ていたが、その予想を遥かに超えた地震を

体験したことになる。地震を含め、こうし

た危機的な出来事に対して日本は充分に備

えているのだろうか。特に、被災者の精神

面へのケア、また危機介入の備えは充分な

のか。こうした疑問の中で、危機介入につ

いての標準的な危機介入技法の全国的な均

てん化の必要性が叫ばれるようになった。

今回の地震では、当日の首相官邸に「緊急

対策本部」が設置され、宮城、岩手、福島

の三県に派遣自衛隊を派遣した。その他に

は、消防官、海上保安官など、公に仕える

援助者たちも動員されることになった。ま

た、政府機関だけでなく、日本全土からボ

ランティアが集まり、岩手県、宮城県、福

島県に災害ボランティアセンターが 104セ
ンター設置され、これらのセンターを介し

て、2011年 3月の時点で、三県合計して
60,100人が活動したと報告されている。こ
れらの援助者の質は様々で、精神的なケア

に長けた援助者もいれば、全く精神的なケ

アについての訓練を受けていない者もいた

と報告されている。東日本大震災では治療

を行うはずの医療機関が多く被災し、岩手、

宮城、福島の 3県、合わせて 380病院中 10
病院が全壊、290が部分損壊した。また、
消防職員は20名の死者と7名の行方不明者、
消防団員では 192名の死者と 52名の行方
不明者を出している。消防本部、消防署は

47棟、出張所は 82棟が全壊、または部分
損壊し、消防団の拠点施設は 405ヵ所が使
用不能となった。このように、今回の震災



のような大規模災害では援助する側とされ

る側が渾然一体となっており、全国から現

地に駆けつける専門家ボランティアやの働

きが重要となる。したがって、全国の専門

家やボランティアに対し、精神的な危機介

入法が広められ、普段から精神的危機介入

についての備えがなされている状況が望ま

しいと考える。以前は、こうしたトラウマ

ティックな体験をした人々のために、36時
間以内のデブリーフィングを実施すること

で PTSDの予防が可能だとする考え方もあ
ったが、現時点ではその考えに対する専門

家の意見は否定的である（Rose, Bisson, 
Churchill, & Wessely, 2002）。実際に
APA(米国心理学会）は、米国で勃発した
9.11同時多発テロの際に、被害の直後にデ
ブリーフィングを行うことに対し警告を発

しており、意図的にトラウマ体験を話させ

たり感情を出させたりすることは、状態悪

化に繋がる可能性が高いことを示唆してい

る。こうした事情を鑑み、ディブリーフィ

ングとは異なる危機介入法として推奨され

ているのはサイコロジカル・ファースト・

エイド（Psychological First Aid: PFA)であ
り、当研究班（研究代表者：金吉晴）では、

世界保健機関（WHO）によって開発された
PFAの導入を計画し、23年度の研究課題の
一つとしてWHOのPFAマニュアルの日本
語版の作成とPFA指導者養成研修を開始す
る運びとなった。 

 
B．PFAの導入に際しての課題 

PFAは心理的な支援を実施するためのマ
ニュアルであるが、専門家だけを対象とし

たものではなく、被災者に関わるすべての

支援者、救援者が持つべき基本的姿勢と知

識を提供するものである。PFAの活動原則
は「見る、聞く、つなぐ」であり、介入技

法というよりも、危機的な状態にある時に

援助者、支援者が持つべき態度というべき

ものである。状況を見て観察し（査定）、耳

を傾け（共感的、支持的な関係作り）、必要

な援助への橋渡しをする（介入）を順を追

って実施する。実はこの順番にケアをする

者が持つべき態度が隠されており、PFAを
介入と考えるよりも態度だと考える理由が

そこにある。つまり、介入技法をどのよう

な順序でつないでいくかを覚えることが重

要なのであり、その順序でつなげることが

即ちケアの態度なのである。我々は往々に

して、介入法に気を取られ、介入をする前

に、的確に査定をして相手と支持的な関係

作りをすることを忘れがちになる。つまり、

介入法のみを覚え、査定や関係作りを無視

して実施しても、そこにはケアの態度が出

来ていないことになり、援助を受ける相手

側からすると唐突で、受け取り難いものと

なってしまう。こうした態度作りについて

は、海外のメンタルヘルス訓練の場合、基

本的なコミュニケーション技法として初期

段階で学習していることが多い。そして、

その土台の上に様々な介入法が展開される

という仕組みになっている。表１は米国カ

ルフォルニア州のクリ二カル・サイコロジ

ストの訓練課程を示したものである。5年
間の博士コースの初めの２年間（修士課程）

は特定の精神療法を学習するのではなく、

基本的なコミュニケーションのスキルを学

ぶ時間とされ、その期間に基本的な関係作

りの技法を学習する。分担研究者は著書

（2012、堀越、野村）の中で米国でのクリ
二カル・サイコロジストの訓練について触



れ、大まかな訓練システムについて紹介し

ているが、数千時間にもなる必須の実習時

間に伴って求められるスーパービジョンも

時間も同様に何百時間になることを指摘し

ているが、そうした訓練システムを有する

諸外国と比べ我が国におけるメンタルヘル

ス訓練は基礎訓練の部分が手薄であると言

わざるをえない。したがって、PFAの導入
に際し、ケアのコミュニケーション技法を

同時に学習してもらうことで、ケアをする

態度としてのPFAを広めることが出来るも
のと考えている。そこで、本分担研究班は、

我が国においてPFA訓練を導入する際にコ
ミュニケーション技法の訓練を付加するこ

とで、より一層効果的な PFA導入を可能に
なるものと考え、コミュニケーション技法

の向上を促進するためのプログラム開発に

着手することを研究の目的とすることとし

た。 
 
C. 研究内容 
1. PFAに際して必要な基本的コミュニケ
ーションスキル訓練作成のためのパイ

ロットスタディ 
A) 目的 
 分担研究者は著書（堀越・野村, 2012）
の中で米国でのクリ二カル・サイコロジス

トの訓練について触れ、大まかな訓練シス

テムについて紹介しているが、充実した訓

練システムを有する諸外国と比べ我が国に

おけるメンタルヘルス訓練は基礎訓練の部

分が手薄であると言わざるをえない。した

がって、我が国では PFAの導入に際し、ケ
アの基礎的なコミュニケーション技法を同

時に学習してもらうことでPFAの質を高め
ることができると考えられる。そこで本研

究ではコミュニケーション技法の向上を促

進するためのプログラム開発に着手するこ

とを目的とした。 
B) 方法 
 基本的なケアのコミュニケーション訓練

プログラムを開発し、看護師を対象にパイ

ロット・スタディとして研修プログラムを

実施した。その際、複数回に分けて定期的

に実施するグループと一日の単発で行うグ

ループを設定し、参加者の満足度および、

コミュニケーションスキルの５つの分野に

ついての主観的な自信がどのように変化す

るか質問紙を用いて調査した。前述の５分

野を測定する尺度は臨床心理士が協議し、

KJ法を用いて独自の尺度を開発した。設定
された５分野は以下の通りである。１）査

定スキル、２）共感スキル、３）指示スキ

ル、４）行動変容スキル、５）認知変容ス

キル。これらのスキルについて自分がどの

程度の能力を持っているかという自信を

15項目 5件法でたずねた。付録１は今回の
パイロット・スタディに用いた質問紙であ

る。 
また、研修に先立ち、国立精神・神経医

療研究センター倫理委員会より本研究につ

いて承認を得ている。 
＜研修の形態＞ 
1） 複数回に分けて実施したグループ 
国立精神・神経医療研究センターの看護

師（N=22）を対象に、分担研究者自身が研
修用のスライドを用いて実施した。月一回

一時間全 6回のプログラムを 6ヶ月かけて
実施した。研修の間にはホームワークを課

した。 
2） 一日研修を実施したグループ 
愛知県看護協会の呼びかけて集まった看



護師（N=56)を対象に、分担研究者自身が
研修用のスライドを用いて実施した。6時
間の研修を一日で実施した。 
C) 結果と考察 
1） 複数回に分けて実施したグループ 
 研修前後で比較したところ、研修により

コミュニケーションスキルに自信がつき、

自身を能力不足と認識することが減少し、

ストレッサーが低減した可能性が示唆され

た（参考資料 図 1）。また、自身のスキル
認識の経時変化を見たところ、結果から、

参加者は、研修前は自身のコミュニケーシ

ョンスキルをやや高めに評価していたが、

初回の研修を受け、自身のスキルについて

正しく認識することで一度得点が低下し、

その後研修を受けることで次第に得点が増

加していったと考えられる（参考資料 図

2）。 
2） 一日研修を実施したグループ 
前後比較（対応のある t検定による）を
実施したところ、セミナー効果尺度合計得

点は、研修後有意に増加し（t(52)=12.82, 
p<.001）研修を通して、コミュニケーショ
ンの幾つかの分野での自信が向上したこと

が伺われる（参考資料 図 3） 
  

2. 基本的なコミュニケーションスキルに
対する看護師の意識調査 

A) 目的 
 先述のパイロットスタディによって作成

された訓練プログラムの修正・改善の参考

とするため、援助の専門家が自身の基本的

なコミュニケーションスキルについてどの

ように考えているか、また基本的なコミュ

ニケーションスキル訓練に対するニーズを

どのように考えているかを把握することを

目的とした。 
B) 方法 
 援助専門職の代表として、今回は最も患

者の近くにいることが多い看護師を対象と

して調査を行った。インターネットリサー

チ会社に登録している看護師 1840名に対
してウェブ上で無記名回答方式による質問

紙調査を行った。 
C) 結果と考察 
 対象となった 1840名全員から回答を得
た。その結果、自身の基本的な看護技術に

自信がある（とても自信がある～どちらか

といえば自信がある）と回答した者は約

61%であった。また、基本的なコミュニケ
ーション技術に自信がある（とても自信が

ある～どちらかといえば自信がある）と回

答した者は約 56%であった。そして、基本
的なコミュニケーションの訓練を受けたい

（とても受けたい～どちらかといえば受け

たい）と回答した者は約 71%であった。 
 援助の専門職である看護師であっても、

約半数は自身の基本的なコミュニケーショ

ン技術に自信がないことが明らかとなり、

その訓練に対するニーズも高いことが示さ

れた（参考資料 図 4、図 5）。我が国にお
ける基礎的なコミュニケーション技術研修

は十分機能していない可能性がある。 
  
3. 非援助専門職者に対する基本的なコミ
ュニケーションスキル訓練がPFA研修
後の自信に与える影響 

A) 目的 
 先の研究で開発されたコミュニケーショ

ンスキル訓練プログラムが非援助専門職者

にも有用であるか、PFA研修の前に訓練を
実施することで有益な効果があるかどうか



検討することを目的とした。 
B) 方法 
 援助専門職者ではない官公庁職員 36名
を 18名ずつの 2群に分け、一方にはコミュ
ニケーション研修を実施してからPFA研修
を同日に実施し、もう一方には PFA研修の
みを実施し、研修後の変化を検討した。 
C) 結果と考察 
 PFA研修前に対話技術研修を実施した群
（介入群）としなかった群について「被災

者の支援にあたっている時、自分自身や自

分のチームメンバーのケアをする能力」の

得点を従属変数とした 2×2の反復測定分
散分析の結果、交互作用が有意であった。

研修後における群の単純主効果が有意であ

り、介入群の得点が有意に高かった（F(1, 
29)=19.52, p<.001）。対話技術研修によっ
て援助者が互いをケアする能力が高まり、

より質の高い支援が可能になるとともに

「無理強いをしない」介入の土台作りに貢

献すると考えられる。 
 
4. PFA実施に際して必要な基本的コミュ
ニケーションスキル訓練プログラムに

もとづく訓練用マニュアルおよび付属

DVDの作成 
A) 目的 
 PFAをより効果的に実施するために必要
な基本的コミュニケーションスキル訓練用

のマニュアルおよび DVDを作成し、この
訓練を全国に広げること、およびこれをも

って災害時における効果的な心理的介入技

法の向上に資することである。 
B) 方法 
 先の研究で実施したパイロットスタディ

や効果研究、調査の結果をもとに、PFA実

施に際して必要な基本的コミュニケーショ

ンスキル訓練プログラムを修正・改善し、

完成させた。この訓練プログラムにもとづ

き、基本的コミュニケーションスキル訓練

用マニュアルおよび付属 DVDを作成した。
作成に当たっては分担研究者および研究協

力者を含む 3名の臨床心理士が内容を確認
し、文言や構成について協議を重ねながら

作成した。 
C) 結果と考察 
 PFA実施に際して必要な基本的コミュニ
ケーションスキル訓練プログラムのための

マニュアルおよび付属 DVDが完成した。
これまでの当分担研究班の研究により、

PFA研修に先だって本訓練プログラムを 1
日実施するだけでもケアチームのメンバー

とうまくやっていく自信が向上することが

明らかになっている。今回作成されたマニ

ュアルや付属 DVDを用いて繰り返し内容
を復習することで、こうした自信がさらに

向上することが期待される。同様に、1日
の研修では十分身につけられたとは感じら

れなかった他の援助に関わる要素について

も、本教材を用いて復習を繰り返すことに

より自信が付き、実際に技術が定着すると

期待される。このように基礎的なコミュニ

ケーション技術についての自信や実際の技

術が向上することにより、PFAをより効果
的に実施することが可能になると考えられ

る。 
 
D. まとめ 
援助の専門家である看護師であっても、

基本的なコミュニケーション技術に自信を

持っている者は半数に過ぎず、こうしたス

キル訓練プログラムへのニーズが高いこと



が明らかになった。 
こうしたニーズに対応し、PFA実施に際
しても必要な基本的なコミュニケーション

技術訓練プログラムを開発し、補助用のマ

ニュアル、自学自習用の DVDといった資
材を作成した。 
本訓練プログラムにより援助チーム内の

交流が円滑になることが明らかにっており、

これにより危機介入時の対応も効果が高ま

ることが期待される。 
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図 1．国立精神・神経医療研究センターでの予備的研修における前後比較 
 

 

図 2．国立精神・神経医療研究センターでの予備的研修における経時変化 
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ついて正しく認識することで一度得点が低下し、その後研修を受けることで次第に得
点が増加していったと考えられる。



 
図 3．名古屋での予備的研修における前後比較 
 

 
図 4．看護師を対象とした自身のケア技術に対する意識調査 



 
図 5．看護師を対象としたコミュニケーション訓練に対するニーズ調査 
  



付録 1 コミュニケーションスキルの 5分野に関する質問紙 

 

  

１． 以下の質問の内容について、自分に最も当てはまる個所に○を付けて下さい。 

  

当
て
は
ま
ら
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

当
て
は
ま
ら
な
い 

ど
ち
ら
で
も
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

当
て
は
ま
る 

当
て
は
ま
る 

1 患者の考え方のクセを見つける方法を知っている 1 2 3 4 5 

2 患者のコミュニケーションの問題がどこにあるかが分かる 1 2 3 4 5 

3 患者に行動を変える意欲を持たせることができる 1 2 3 4 5 

4 患者を問題解決へ導くための方法を知っている 1 2 3 4 5 

5 失敗しても、そこから何かが得られると思う 1 2 3 4 5 

6 患者の行動を変えることができる 1 2 3 4 5 

7 患者の行動を変えるための方法を知っている 1 2 3 4 5 

8 患者の考え方のクセを変える方法を知っている 1 2 3 4 5 

9 患者の気持ちがどのようなものか分かる 1 2 3 4 5 

10 患者の考え方のクセを変えることができる 1 2 3 4 5 

11 患者の気持ちをきちんと相手に伝えられる 1 2 3 4 5 

12 患者を問題解決へ導くことができる 1 2 3 4 5 

13 患者の気持ちをどのように伝えればよいか分かる 1 2 3 4 5 

14 患者のコミュニケーションの特徴が分かる 1 2 3 4 5 

15 患者の問題がこころのどの部分の問題なのかが分かる 1 2 3 4 5 

 



付録 2．作成されたマニュアル（一部抜粋）および DVD 

 
  



 



 



 

 
  



 



厚生労働科学研究費補助金 

（障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（精神障害分野））） 

被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究 

 

平成 24 年度～26 年度	 分担研究報告書 

被災地の子どもの精神医療支援	 

	 

研究協力報告書 

東日本大震災のメディア報道による子どもたちのメンタルヘルスへの影響 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 分担研究者	 	 神尾 陽子	 １）、金  吉晴	  ２） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 研究協力者	 	 大沼 麻実	 ２） 
 

１）国立精神・神経医療研究センター	 精神保健研究所	 児童・思春期精神保健研究部	 

２）国立精神・神経医療研究センター	 精神保健研究所	 災害時こころの情報支援センター	 

［研究要旨］	 

【背景】東日本大震災での揺れの激しさや押し寄せる津波の破壊力は、メディア報道を通じて被災地から

離れた地域にも伝達され、テレビを視聴した子どもの中には、頭痛や腹痛を訴えたり、嘔吐してしまう子

どももおり、保護者からは視聴が子どもに悪影響を及ぼすのではないかという不安の声が上がった。メデ

ィアの影響については専門家の間でも懸念され、たとえば日本小児神経学会は、被害映像に配慮を求める

宣言をマスメディアに対して行っており、その宣言では子どもは未発達であるがゆえにメディアの影響を

強く受ける可能性があることを示唆している(1)。しかし災害のメディア視聴が子どもに及ぼす影響につい

ては、諸外国では PTSD 症状との関係性についての研究や被災現場からの距離の近さが PTSD 有病率に関係

することを明らかにした研究などがあるものの、日本では体系的な研究に基づく論文発表が未だになされ

ておらず、エビデンスに乏しいという現状がある。	 

【目的】そこで本研究は、東日本大震災後のメディアへの暴露が、遠隔地の子どもの心身の成長やメンタ

ルヘルスに与える影響を調査することを目的とする。そのうえで新たな視点として、メディアへの暴露と

プレ要因としての子ども側の要因(自閉傾向や気質など)との関連を明らかにし、要支援児の同定および早

期対応のため方策を検討する。	 

【方法】多摩地区の 6 歳児 426 名の保護者に対し、2013 年 2 月 6 日から 2013 年 3 月 9 日にかけて郵送に

よる質問紙調査を行い、回答があった 192 名	 (回答率 45.1%)のうち、震災時に福島県にいた 1 名を除外し

た 191 名を解析対象とした。平成 24 年度は、先行研究のレビューおよび質問紙の作成・発送の概要報告、

平成 25 年度は返送された質問紙の素集計と一部の重回帰分析の結果報告、平成 26 年度は下記 2 つの仮説、

〔仮説 1：子どもの情緒や行動の問題(SDQ)(特に情緒に着目)において、映像にどれだけ曝されたかよりも、

視聴直後の症状が影響しているのではないか〕と〔仮説 2：自閉症的特徴(SRS)をもつ子どもは映像に対し

て敏感であるため、1 年後および 2 年後の情緒により影響が残りやすいのではないか〕に対する階層的重

回帰分析の報告を行った。	 

【結果】震災から 2 年後については、子どもの情緒と行動の問題(SDQ)の下位分類である情緒に対して、暴

露数ではなく症状数のほうが影響しているという〔仮説 1〕が支持された。さらに、自閉症的特徴(SRS)を

もつ敏感な子どもであるほど、1 年後の情緒に影響があるという〔仮説 2〕も支持された。つまり、当時反

応が大きかった子どもは情緒不安定になり、さらに自閉症的特徴をもつ敏感な子どもは 1 年後も影響が持

続していたといえる。しかし、2 年後の情緒においては、敏感な子どもであることより、当時の症状数の

多さによる影響がみられた。すなわち、反応数の大きさは 2 年後の情緒にも影響を与えたといえる。ゆえ



 
Key words：東日本大震災、メディア暴露、子ども、メンタルヘルス 

 
１. 背景 
	 ニューヨーク 9.11 テロの後では、テレビでのビル

爆破映像を視聴した児童がPTSDになったという研

究結果が出たが、他方でこの度改正された DSM-５
では特殊な場合を除き、テレビ視聴による PTSD 発

症は認められていない。しかし今般の東日本大震災

においても津波映像の視聴が児童に心理的悪影響を

与えるのではないかとの懸念が一部の専門家によっ

て指摘されており、日本での調査報告もまだないと

いう現状にある。  
 
２. 目的 
	 本研究は、１）東日本大震災後のメディアへの暴

露が遠隔地の子どもの心身の成長やメンタルヘルス

に与える影響を調査した上で、2）プレ要因として

の子ども側の要因（自閉傾向や気質など）との関連

を明らかにし、3）要支援児の同定および早期対応

のためのエビデンスを提供することを目的とする。

また後述するが、結論から先に言えば、先行研究で

は、テレビを視聴した際の即時的なストレス反応の

有無や、それがどのくらいの期間で回復するのかに

ついては調査されていないことが明らかとなった。

そこで、即時的な反応の持続期間に加え、震災前後

の体重・身長といった発育、通園状況を調査するこ

とにより、影響を受けた子どもがどのくらいの期間

で回復していくのかを明らかにしたい。 
	 なお、本研究は当センターの倫理委員会の承認を

受けて実施している［NCNP 倫理委員会, 承認番号

A2012-056］。 
 
３. 方法 
	 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

児童・思春期精神保健研究部に研究協力者として登

録された、多摩地区の 6 歳児、426 名の保護者に対

し、2013 年 2 月 6 日から 2013 年 3 月 9 日にかけて

郵送による質問紙調査を行った。質問紙の作成にあ

たっては、先行研究をレビューし(平成 24 年度の報

告書参照)、先行研究と比較可能な項目を網羅したう

え、独自に作成した項目を含めて作成した。本年度

は、質問紙が返送された後にデータ入力を行った。

その集計結果と SPSS によるデータ解析の一部につ

いて報告する。 
	 質問紙の主な質問項目は、下記の通りである。 

１）Demographic features 
２）震災時とその後の生活状況 
３）震災関連の報道映像の視聴内容とその際(当

日ないし翌日)の子どもおよび保護者のス

トレス反応とその持続時間〈※1〉 
	 	 ４）映像の視聴に対する親の認識 
	 	 ５）視聴を挟む震災前後(2010 年 3 月〜2012 年

12 月)の子どもの発育・通園状況 
	 	 ６）震災の 2 年後の Strength and Difficulties	 

Questionnaire; SDQ「子どもの強さと困

難さアンケート(子どもの情緒や行動の問

題)」〈※2〉 
下位尺度である 1.情緒の問題、2.行為の問

題、3.多動・不注意の問題、4.仲間関係の

問題と、その合計である Total Difficulties
スコアをアウトカムとする。カットオフと

して、厚生労働省の web サイトに記載さ

れた Matsuishi et al(2008)の日本におけ

る SDQ（保護者評価）標準値を用いて、3
群に分類した。情緒、行為、仲間関係の問

題は、スコア 5-10 点を High Need、4 点

を Some Need、0-3 点を Low Need とし、

多動・不注意の問題は 7-10 点を High 
Need、6 点を Some Need、0-5 点を Low 
Need とした。Total Difficulties スコアは、

16-40 点を High Need、13-15 点を Some 
Need、0-12 点を Low Need とした。 

７）Social Responsiveness Scale［対人応答性

尺度（自閉症的特徴）］(2012 年 1 月末〜3
月 31 日：児童部の既存データ) 
自閉症的行動特徴の程度を定量的に測定

し、診断カテゴリーによらない ASD 診断

群から閾下群までを連続量で捉えること

のできる質問紙。「あてはまらない(0 点)」

に、不安や症状が出やすい子どもたちに対しては、軽微な出来事でも丁寧に対応していくことが大事にな

ってくるのではないだろうか。	 



〜「ほとんどいつもあてはまる(3 点)」の 4
件法で評価し、SRS 合計得点を算出する。

SRS のカットオフについては、男児は、T
スコア 78 点以上を ASD-Probable 群、T
スコア 51-77 点を ASD-Possible 群、50 点

以下を ASD-Unlikely 群とした〈※3〉。 
８）親の現在の精神状態(K6)〈※4〉 

うつ病・不安障害のスクリーニングのため

の質問紙。被災地域住民と平常時の地域住

民との比較のため、10 点以上を精神健康

不調として算出した（平成 22 年国民生活

基礎調査特別集計）(2)。 
 

※	 1：初めて子どもと一緒に震災映像を視聴した

際の子どものストレス反応を調査する単体で

の適切な尺度が見当たらなかったため、本研

究では先行研究で使用された尺度の重複項目

や、対象と同年齢のお子さんをお持ちでかつ

実際に症状があったという保護者の方から聞

き取り調査を行い、それをもとに尺度を作成

した（平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金

報告書参照）。 
※	 2：SDQ とは、Goodman(1997)によって開発

され、4〜16 歳を対象とした「子どもの強さ

と困難さアンケート」紙である(3)。保護者ま

たは教師が 3 件法で回答する形式で、行為、

多動、情緒、仲間関係のサブカテゴリーの合

計得点に基づき支援の必要性を High Need, 
Some Need, Low Needの3段階によって評価

する。日本では Sugawara, et.al(2006)が翻訳

を行い、その後、森脇ら(2012)によって信頼

性と妥当性が認められている(4)(5)。 
※	 3：SRS は、Constantino(2003)によって開発

された対人応答性尺度であり、対象年齢は 4
〜18 歳である(6)。尺度は保護者または教師に

よって評価され、自閉的な社会性障害をスク

リーニングすることが可能である。日本でも

妥当性が、神尾ら(2009)の検証によって認め

られている(7)。 
※	 4：K6 とは、Kessler(2002)が開発し、うつ病・

不安障害をスクリーニングするために、6 項

目からなる 5 件法の自記式評価尺度である(8)。
大野ら(2002)によって日本語版が作成され、

尺度の有用性も検証により認められている

(9)。 

 
４. 結果 
４−１．素集計結果 
【1、Demographic features】 
	 192 名の保護者から回答を得て(回答率 45.1%)、
解析にあたっては震災時に福島県にいた 1 名を除外

した。性別については(n=189)、男児 53.4％(n=102)、
女児 46.6%(n=89)であった。回答保護者の続柄は

(n=188)、母親 96.8％（n=182）、父親 3.2%(n=6)
であった。 
【2、震災時とその後の生活状況】 
	 震災発生時にいた場所については(n=190)、自宅

にいた子ども 31.1%(n=59)、保育所あるいは幼稚園

にいた子ども 47.4%(n=90)、その他（屋外など）

21.6%(n=41)であった。子どもがいた場所の階数は

(n=164)、1 階 67.1%(n=110)、2 階 23.2%(n=38)、
それ以上 9.8%(n=16)であった。震災発生時に家族と

一緒だった子ども 55.3%(n=105)であり、一緒では

なかった子ども 44.7%(n=85)であった。また、一緒

ではなかった子どもが家族に会えるまでの時間は、

1 時間 32.9%(n=28)、2 時間 23.5%(n=20)、3 時間

20.0%(n=17) 、 4 時 間 10.6%(n=9) 、 そ れ 以 上

12.9%(n=11)であった。震災に伴って子どもを避難

させたかどうかについては、避難させた 6.8%(n=13)、
避難させなかった 93.2%(n=177)であった。震災後

の被災地域の子どもの視察の有無は(n=190)、視察

あり 8.4%(n=16)、視察なし 91.6%(n=174)であった。

また回答保護者では(n=190)、視察あり 12.1%(n=23)、
視察なし 87.9%(n=167)であった。回答保護者に被

災した家族・親戚の有無については(n=190)、あり

12.1%(n=23)、なし 87.9%(n=167)であり、被災した

友人・知人の有無については (n=189) 、あり

25.4%(n=48)、なし 74.6%(n=141)であった。また、

被災した家族・親戚がいることを子どもが知ってい

るかどうかについては(n=23)、知っている子ども

78.3%(n=18)、知らない子ども 8.7%(n=2)であり、

被災した友人・知人がいることを子どもが知ってい

るかどうかについては(n=48)、知っている子ども

20.8%(n=10)、知らない子ども 64.6%(n=31)であっ

た。 
【3、震災関連の報道映像の視聴内容とその際の子

どもおよび保護者のストレス反応とその持続時間】 
	 テレビ視聴に関しては、子どもが初めて震災映像

を見たときに回答保護者と一緒だったかどうかは

(n=191)、一緒だった 85.3%(n=163)、一緒ではなか



った 8.4%(n=16)であった。子どもが初めて回答保護

者と一緒に震災映像を視聴した時期は(n=191)、震

災当日 75.4%(n=144)、翌日 10.5%(n=20)、翌々日

1.6%(n=3)、おぼえていない 11.0%(n=21)であった

〈図１〉。 
	 子どもが視聴した映像の種類は(n=169 複数回答)、
津波 90.5％(n=153)、地震 77.5%(n=131)、家屋の崩

壊 52.1％(n=88)、人々の家屋の屋上への取り残し

35.5%(n=60)、帰宅難民 30.8%(n=52)、人々の救出

23.7%(n=40)、人々の逃走や泣き叫び 84.6%(n=143)、
誰かのケガや死亡 0.6%(n=1)であった〈図２〉。子

どもによるこれらの視聴映像の種類数（暴露数）は

(n=169)、１種類 19.5%(n=33)、2 種類 21.3%(n=36)、
3 種類 16.6%(n=28)、4 種類 16.6%(n=28)、5 種類

11.8%(n=20)、6 種類 8.9%(n=15)、7 種類 5.3%(n=9)
であった〈図３〉。 
	 視聴直後には 20 の症状項目(複数回答)のうち、親

への過剰な甘え(n=169)は 43.8%(n=74)、災害関連

の遊び(n=168)は 39.9%(n=67)、家族の怪我や死亡

への不安(n=167)は 35.3%(n=59)、過敏さ(n=169)は
29.6%(n=50) 、 震 災 映 像 の 忌 避 (n=169) は

16.0%(n=27)、睡眠障害(n=169)は 13.6(n=23)、震

災映像の視聴欲求は(n=170)は 10.6%(n=18)、不自

然にはしゃいだ(n=169)は 10.7%(n=18)、口数が増

えた (n=169) は 5.9%(n=10) 、爪かみ (n=169) は
4.7%(n=8)、涙もろさ(n=169)は 4.1%(n=7)、消化器

系の症状(n=169)は 3.6%(n=6)、食欲の変化(n=4)は
2.4%(n=4)、赤ちゃん返り(n=168)は 2.4%(n=4)、癇

癪(n=167)は 1.2%(n=2)、動きの乏しさ(n=169)は
1.2%(n=2)、頭痛(n=168)は0.6%(n=1)であり、失禁、

持病の悪化、チック症状については該当者はいなか

った。子どもによるこれらの症状の種類数は

(n=160)、0 種類 23.1%(n=37)、1 種類 23.1%(n=37)、
2 種類 18.8%(n=30)、3 種類 13.1%(n=21)、4 種類

10.0%(n=16)、5 種類 5.0%(n=8)、6 種類 1.9%(n=3)、
7 種類 2.5%(n=4)、8 種類 0.6%(n=1)、10 種類

1.9%(n=3)であった〈図４、図５〉。 
	 ほとんどの子どもが津波、地震、倒壊家屋等の報

道映像を目撃していたが、精神、行動面での反応は

子どもよりは保護者に多かったという点が明らかに

なった。 
【4、映像の視聴に対する親の認識】 
	 震災後 1 ヶ月間に子どもへの視聴の影響を心配し

ていたかどうかは(n=191)、とても心配していた

12.0%(n=23)、やや心配していた 41.9%(n=80)、あ

まり心配していなかった 34.6%(n=66)、まったく心

配していなかった 7.9%(n=15)、おぼえていない

3.7%(n=7)であった。震災後 1 ヶ月間に子どもの視

聴を制限していたかどうかは(n=191)、とても制限

し て い た 4.2%(n=8) 、 や や 制 限 し て い た

38.7%(n=74) 、 あ ま り 制 限 し て い な か っ た

36.1%(n=69) 、 ま っ た く 制 限 し て い な か っ た

20.4%(n=39)、おぼえていない 0.5%(n=1)であった。

現在でも当時の視聴の子どものへの影響を心配して

いたかどうかは (n=191)、とても心配している

2.6%(n=5)、やや心配している 10.5%(n=20)、あま

り心配していない 57.1%(n=109)、まったく心配し

ていないのは 27.2%(n=52)、わからない 2.6%(n=5)
であった。身近な地域の震災等の映像は子どもに好

ましくない影響があるかどうかについては(n=190)、
とても影響があると思う 10.0%(n=19)、やや影響が

あると思う 63.7%(n=121)、あまり影響がないと思

う 20.5(n=39)、まったくないと思う 1.6%(n=3)、わ

からない 4.2%(8%)であった〈図６〉。 
【5、視聴を挟む震災前後(2010 年 3 月〜2012 年 12
月)の子どもの発育・通園状況】 
	 2011.3.11 を起点として、前後 1 年間の身長と体

重の伸びと通園状況を分析した。子どもや親の不安

と、子どもの発育や通園状況との間には有意差はな

かった。 
【 6、震災 1 年後と 2 年後の Strength and 
Difficulties Questionnaire; SDQ「子どもの強さと

困難さアンケート(子どもの情緒や行動の問題)」】 
	 震災 1 年後の SDQ は、情緒の問題は Low 
Need86.5%(n=160)、Some Need7.0%(n=13)、High 
Need6.5%(n=12) で あ り 、 行 為 の 問 題 は Low 
Need85.9%(n=159)、Some Need7.6%(n=14)、High 
Need6.5%(n=12)であり、多動・不注意の問題は Low 
Need83.8%(n=155)、Some Need5.9%(n=11)、High 
Need10.3%(n=19)であり、仲間関係の問題は High 
Need6.5%(n=12)、Some Need5.9%(n=11)、Low 
Need87.6%(n=162)であった。Total Difficulties は

Low Need81.1%(n=150)、Some Need7.6%(n=14)、
High Need11.4%(n=21)であった。 
	 震災 2 年後の SDQ は、情緒の問題は、Low 
Need85.6%(n=160)、Some Need6.4%(n=12)、 High 
Need8.0%(n=15) で あ り 、 行 為 の 問 題 は Low 
Need82.9%(n=155) 、Some Need9.1%(n=17)、High 
Need8.0%(n=15)であり、多動・不注意の問題は Low 
Need85.6%(n=160)、Some Need4.8%(n=9)、High 



Need9.6%(n=18)であり、仲間関係の問題は Low 
Need87.2%(n=163)、Some Need7.0%(n=13)、High 
Need5.9%(n=11)であった。Total Difficulties は

Low Need80.7%(n=151)、Some Need10.7%(n=20)、
High Need8.6%(n=16)であった。厚労省の HP に記

載された Matsuishi らのデータと比較しても、本研

究の子どもたちが偏った群ではないことがわかる

〈図７〉。 
【7、Social Responsiveness Scale［対人応答性尺

度（自閉症的特徴）］(2012 年 1 月末〜3 月 31 日：

児童部の既存データ)】 
	 児童部の既存データにて群分けした結果(n=145)、
Probable6.9%(n=10) 、 Possible12.4%(n=18) 、

Unlikely80.7%(n=117)であった。 
【8、親の現在の精神状態(K6)】 
	 K６は (n=189)、10 点以上の精神健康不調は

5.3%(n=10)、 10点未満は 94.7%(n=179)であった。

なお、平時の東京都民の K6 では 10 点以上の割合は

10.5%であるため、回答保護者の精神状態が健康な割

合は高いといえる（平成 22 年国民生活基礎調査特別

集計）〈図８〉。 
 
４−２．解析結果 
【重回帰分析の結果】 
	 まず子どもの視聴直後の症状種類数を従属変数と

して、子どもの視聴映像種類数（暴露数）、保護者

の視聴直後の症状種類数、子どもの自閉症的傾向の

3 つで重回帰分析を行った。保護者の視聴直後の症

状種類数は 1%水準で有意であり、子どもの視聴映

像種類数（暴露数）や自閉症的傾向との間には有意

差がなかった(R2 乗=.170)。このことから、見たか

どうかでいう点ではほとんどの子どもがメディア暴

露していたが、見た範囲の程度つまり視聴映像の種

類数（暴露数）には子どもは影響を受けておらず、

むしろ保護者の反応と密接であることがわかった。 
	 次に、震災から 2 年後の子どもの情緒や行動の困

難さである SDQ を従属変数として、子どもの視聴

映像種類数（暴露数）、子どもの視聴直後の症状種

類数、保護者の視聴直後の症状種類数、子どもの自

閉症的傾向の重回帰分析を行った。子どもの視聴直

後の症状種類数は 1%水準で有意だった (R2 乗

=.069)。震災後の精神健康には視聴種類数（暴露数）

よりも直後の反応が関係していたことから、こうし

た映像刺激に対して敏感な子どもの一群が存在する

ことが疑われる。  

	 さらに、震災から 2 年後の親の K6 を従属変数と

して、子どもの視聴映像種類数（暴露数）、子ども

の視聴直後の症状種類数、保護者の視聴直後の症状

種類数、子どもの自閉症的傾向で重回帰分析を行っ

た。保護者の視聴直後の症状種類数は 1%水準で有

意であったものの、子どもの視聴映像種類数（暴露

数）や、子どもの視聴直後の症状種類数、子どもの

自閉症的傾向との間には有意差は見られなかった

(R2 乗=.119)。 
 
【仮説の分析結果】 
〔仮説 1：子どもの情緒や行動の問題(SDQ)(特に情

緒に着目)において、映像にどれだけ曝されたかより

も、視聴直後の症状が影響しているのではないか〕	 

	 相関分析の結果、子どもの視聴映像種類数（暴露

数）と 1 年後および 2 年後の子どもの情緒や行動の

問題(SDQ)の下位尺度である「情緒の問題」の間に、

弱い有意な正の相関があった（1 年後,	 2 年後ともに

p<.05）。また、子どもの症状種類数と 2 年後の子ど

もの情緒や行動の問題(SDQ)の Total	 difficult	 

score および下位尺度である「情緒の問題」の間に、

有意な正の相関があった（1 年後,	 2 年後ともに

p<.01）。	 

	 重回帰分析の結果、1 年後の子どもの情緒や行動

の問題(SDQ)を従属変数とし、暴露数と症状数を独立

変数として重回帰分析を行った結果、暴露数は

β=.13(n.s.)、症状数は β=.04(n.s.)であった。ま

た、2 年後の子どもの情緒や行動の問題(SDQ)を従属

変数とし、暴露数と症状数を独立変数として重回帰

分析を行った結果、暴露数は β=.13(n.s.)、症状数

は β=.23(P<.01)であった。	 

	 ゆえにこれらの結果から、1 年後は暴露数も症状

数もどちらも情緒に影響していなかったが、2 年後

の情緒に対しては、暴露数ではなく症状数のほうが

影響しているということが分かった。	 

	 

〔仮説 2：自閉症的特徴(SRS)をもつ子どもは映像に

対して敏感であるため、1 年後および 2 年後の情緒

に、より影響が残りやすいのではないか〕 
	 階層的重回帰分析において、STEP1 に暴露数と症

状数、STEP2 に SRS を投入した結果、1 年後の情緒に

つ い て は 、 暴 露 数 は β=.16(p<.05) 、 症 状 数

β=.01(n.s.)であり、SRS は β=.56(p<.0.1)であっ

た。つまり、同じ程度映像に暴露され、症状が同じ

程度みられた子どもの中では、自閉症的特徴をもつ



敏感な子どもであるほど一年後にも情緒に影響があ

ることが分かった。	 

	 また同じく階層的重回帰分析において、STEP1 に

暴露数と症状数、STEP2 に SRS を投入した結果、2

年後の情緒については、暴露数は β=.15(n.s.)、症

状数 β=.21(p<.05)であり、SRS は β=.03(n.s.)で

あった。つまり同じ程度映像に暴露され、症状が同

じ程度みられた子どもの中では、自閉症的特徴の影

響は 2 年後の情緒にはみられなかったということが

分かった〈図 9〉。	 

 
５. 考察 
	 震災から 2 年後については、「子どもの情緒と行

動の問題(SDQ)」の下位分類である「情緒」に対し

て、暴露数ではなく症状数のほうが影響していると

いう〔仮説 1〕が支持された。さらに、自閉症的特

徴(SRS)をもつ敏感な子どもであるほど、1 年後の情

緒に影響があるという〔仮説 2〕も支持された。つ

まり、当時反応が大きかった子どもは情緒不安定に

なり、さらに自閉症的特徴をもつ敏感な子どもは 1
年後も影響が持続していたといえる。 
	 しかし、2年後の情緒においては、敏感な子ども

であることより、当時の症状数の多さによる影響が

みられた。すなわち、反応数の大きさは2年後の情

緒にも影響を与えたといえる。ゆえに、不安や症状

が出やすい子どもたちに対しては、軽微な出来事で

も丁寧に対応していくことが大事になってくるので

はないだろうか。 
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被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究 

 

平成 24年度～26年度 分担研究報告書 

 

被災地の子どもの精神医療支援 

災害時の避難所・仮設住宅における子どもとその家族のための生活環境と 

支援ニーズの実態調査 およびガイドライン遵守のためのチェックリスト作成 

 

研究分担者  神尾 陽子  独）国立精神神経医療研究センター 精神保健研究所  

児童・思春期精神保健研究部 部長 

研究協力者  森脇愛子  東京学芸大学 学生支援センター 

                      金 吉晴   独）国立精神神経医療研究センター 精神保健研究所 

                  災害時こころの情報支援センター 

研究要旨 

【目的】本研究では、国際基準に準拠した子どもの避難所等における環境改善のためのガ

イドラインに基づいて、東日本大震災時の避難所等において子どもを取り巻く生活環境面

の問題点や支援ニーズを実態調査によって明らかにし、今後の支援活動に役立つガイドラ

イン遵守のためのチェックリストを作成することを目的とする。 

【方法】1）UNICEF（2011）「子どもにやさしい空間（Child Friendly Space）」等の既

存のガイドラインを元に暫定的なチェック項目を作成、2）東日本大震災時時の避難所・

仮設住宅における、子どもとその家族のための生活環境と支援ニーズに関する実態調査お

よびチェックリスト作成に向けた課題分析、3）構成の再検討と専門家の意見を加えて、

子どもの生活環境改善と支援活動の際に活用できるチェックリストを作成する。 

【結果】1）国際基準に準拠した各ガイドラインで示される生活環境面の配慮事項および

原則を抜粋し暫定チェック項目を作成した（H24年度）。2）暫定チェック項目を用いて、

応急仮設住宅に居住する子どもの保護者面接を行い、災害直後の生活環境面および精神的

健康面について実態を調査した。またその結果に基づきチェックリスト作成時の内容と形

式についての課題が挙げられた（H24～25年度）。3）国際基準のガイドラインを遵守し、

かつ我が国の状況に対応するチェックリストとなるよう再度構成を検討し、専門家の意見

聴取を加えて、チェックリスト作成を完了した。 

【考察】災害後、避難所等において子どもの精神的健康の回復を妨げないよう、すみやか

に生活環境の改善が図られることが望ましい。そのためには国際基準のガイドラインの普

及とともに、避難所等で子どもに関わる支援者にとっての備え、支援方針の検討、セルフ

モニタリングの機能を伴う本チェックリストが活用できるのではないかと考える。 



A．背景と目的 

被災した子どもたちが災害に関連した心

理的苦痛から精神的健康を回復していくた

めは、急性期における対応が重要である。    

近年、災害直後からの避難所・仮設住宅

等における子どもの権利の保護や心理社会

的支援を行うための「子どもにやさしい空

間（Child Friendly Space：CFS）」という

視点の重要性について国際的に提言されて

いる。国連機関であるUNICEF（2010）に

よるガイドライン“A Practical Guide to 

Developing Child Friendly Space”では、

緊急避難場所における CFSの設置・運営の

ための指針が明記されており、日本版の「子

どもにやさしいガイドブック（第 1 部理念

編、第 2 部実践編）」（金・小野・湯野・本

田・大滝・森脇,2013）においてもその指針

および配慮すべき 6 つの原則が示される

（表 1）。これらが国際的な基準に準拠した

我が国のガイドラインとして普及されるこ

とによって、CFSの理念とともに避難所等

での生活環境面の改善と、人道的支援にお

ける理念や原則についての理解が周知され

ることが望まれている。 

そこで本研究では、災害時の避難所等に

おける子どもを取り巻く生活環境面につい

 

表 1 災害時の避難所等における子どもの生活環境と支援に関するガイドライン 

（「子どもにやさしい空間 第 1部（理念編）」より抜粋） 

【子どもにやさしい空間：CFSとは】 

災害や事故などの緊急事態において、避難した先で子どもたちが安心して、そして安全に過ごすこと

ができる場を指す。そこでは、子どもたちの遊びや学び、こころやからだの健康を支えるための多様な

支援活動や情報が提供される。 

 

【子どもにやさしい空間  6原則】 

1. 子どもにとって安心・安全

な環境であること 

 CFS は、あらゆる子どもの権利侵害から守る場の提供、また保

護者や周りの大人が適切な育児や支援ができる場の提供を行う

こと 

2. 子どもを受け入れ、支える

環境であること 

 CFS を起点に生活・遊び・学習などの子どもの日常生活の復元

に努めることによって、子どもの回復力を支えること 

3. 地域の特性や文化、体制や

対応力に基づいていること  

 地域文化・特性と既存の組織や対応力を尊重し、発災直後から中

長期にわたって持続的に実行可能な CFS体制をつくること 

4. みんなが参加し、ともにつ

くりあげていくこと 

 CFS の地域の様々な役割を持つ人々（子ども・保護者など）が

参加し、協働して設置・運営ができるようにすること 

5. さまざまな領域の活動や 

支援を提供すること 

 災害の程度・時期、あるいは個々の支援ニーズに応じて、医療・

福祉・心理社会的支援など多領域の支援提供ができるよう、分野

や領域の枠を超えて連携ができるようにすること 

6. 誰にでも開かれていること  子どもの多様性（発達段階、性別、障害の有無、国籍、家庭環境

など）に配慮し、これらの要因によって CFSへの参加が制限さ

れたり、支援が行き届かないことがないようにすること 

 



ての効果的な支援方策を検討するため、次

の 2点を目的とする。 

1. 東日本大震災において被災した子ども

の視点に立って避難所等における生活

環境面について実態調査し、その問題

点と支援ニーズを明らかにする。 

2. 子どもにやさしい空間（CFS）等の国

際基準に準拠するガイドラインに基づ

き、避難所等においてすみやかに子ど

もの生活環境の改善が図られるよう、

ガイドライン遵守のためのチェックリ

ストを作成する。 

 

B．方法 

1. 暫定チェック項目の作成 

子どもにやさしい空間（CFS）等の既存

のガイドラインをもとに、暫定的なチェッ

ク項目を作成する。項目には、避難所等に

おける子どもための場の設置の有無やその

利用、 6 原則の達成状況、個別のニーズ

についての記述を含める。 

2. 実態調査および課題の分析 

東日本大震災時の避難所・仮設住宅にお

ける、子どもとその家族のための生活環境

と支援ニーズに関する実態調査を行う。

H24 年 12 月～H25 年 2 月の期間中に応急

仮設住宅に居住する子ども（震災当時 0～

15 歳）7 名の保護者（4 世帯）を対象に戸

別に訪問し、保護者への面接を実施する。

上述した暫定版チェックリストを用いて詳

細な聴取を行うとともに、子どもの情緒・

行動の問題面の評価には「子どもの強さと

困 難 さ ア ン ケ ー ト (Strengths and 

Difficulties Questionnaire ； SDQ

（Goodman, 1997）日本語版」を用いて定

量的に把握する。 

実態調査の結果から明らかになった問題

点や支援ニーズを踏まえ、チェックリスト

作成に関わる課題を整理し分析する。 

3. 専門家聴取とチェックリスト完成 

課題を踏まえたチェックリスト構成の再

検討および専門家の意見を加えて、子ども

の生活環境改善と支援活動の際に活用でき

るチェックリスト作成を完了する。 

尚、本研究は国立精神・神経医療研究セ

ンター倫理審査委員会の承認を受けて実施

した。 

 

C．結果 

１．実態調査 

1）対象児の SDQ得点について 

対象となった 7名中 2名（男女各 1名ず

つ）の困難さの合計得点（TDS）がそれぞ

れ性別のカットオフを上回り、それ以外の

5名（男 2名女 3名）の TDSはカットオフ

を下回っていた。前述の 2 名については情

緒や行動面の問題が顕著であることから精

神的健康面の支援ニーズが高いと考えられ

るため、地域の医療・福祉関係者と連携し

継続してフォローすることとなった。 

2）聞き取り調査について： 

①子どもとその家族の背景情報：発災直後

～半年後にかけて、世帯毎に様々な避難経

過を辿っており、避難場所や避難方法も異

なっていたが、いずれも複数箇所移動して

いた。中でも比較的長期間（3 か月以上）

滞在した場所としては避難者のために一時

的に開放されたホテルや旅館などの宿泊施

設であった。また全ての子どもたちが避難

場所の移動に伴い県内外の学校へ複数回の

転出入を経験していた。 

②暫定的チェック項目に対する回答：各項

目に対する回答は KJ 法により内容分析を

行い、以下のような実態と支援ニーズが明



らかになった。 

■多くの避難所で「子どものための場」の

提供が行われていたが、形態の違い（設置

場所／設置運営者／利用対象児／支援内容）

が利用状況や利用者の満足度に影響した。 

■子どものための場の設置者の主体が運営

の継続性と地域への移行の問題に関連して

いた。特に運営資金や人材確保、コミュニ

ティの形成と情報共有の面での違いを生ん

でいるようであった。 

■年長（小学校高学年以上）の子どもへの

支援が相対的に不十分であると考えられた。

幼児～低学年児と比較して年長の子どもの

場合には、個々に不安やストレスを感じて

いたとしても周囲の大人から気付かれにく

く、結果的に行動問題（反社会的／非社会

的行動）へと発展しやすい傾向が見られた。

特にプライバシーが守られる空間や、性別

（ジェンダー）の違いに配慮した支援のニ

ーズが高く、また保護者への育児等に関す

る専門的なアドバイスの必要性は年少の子

どもと同様に高いことが明らかになった。 

2．実態調査を踏まえたチェックリスト作成

の課題分析 

災害直後の避難所等における子どもを取

り巻く生活環境面の実態と支援ニーズを踏

まえて、ガイドライン遵守のためのチェッ

クリスト作成に向けた課題を挙げた。 

課題としては、①チェック内容に関する

課題と②チェック方式に関する課題の 2 点

から整理された。まず①チェック内容の課

題としては、いずれの災害状況や避難所で

も配慮すべき基本的項目については汎用性

を持たせながらも、地域の体制や文化、子

どもの多様性などに応じて柔軟に変更・修

正ができることの注意書きを加えること、

特に年長の子どものニーズにも対応した支

援の必要性にについて特記すること、また

避難所や支援の場に到達しにくい対象者へ

の気付きやアクセシビリティの視点を加え

ることなどが示された。また、②チェック

方式に関する課題としては、子どもの生活

環境について支援者だけではなく利用者用

として別途チェックリストを作成し、利用

者側の視点を含めた双方向からの確認が行

えるようにすること、災害等の緊急時にも

確認し易い具体的な項目とすること、中・

長期的なモニタリングとしても活用しやす

いものとなることなどが挙げられた。 

3．チェックリスト再構成および専門家意見

によりチェックリスト作成の完了 

前述の課題を反映し、まず子どもの生活

環境整備や支援を主に行う自治体などの避

難所等設置運営者（あるいは支援提供団体

などの支援者）用とは別に、その場や支援

を受ける利用者（保護者）のチェックリス

トの 2 種類を作成した。その際、実際に災

害時の避難所等でも簡便に記録できる方式

や分量、項目の順序も考慮した。各々の構

成（表 2）は、回答者の基本情報と、生活

環境の状況把握のためのチェック項目、ま

た「子どもにやさしい空間（CFS）」ガイド

ラインの 6 原則の達成状況についての確認

は両構成に含めた。また設置運営（支援者）

用としては、支援活動にあたって準備や実

際の活動の際に配慮すべきことのリストも

付け加えた。一方、利用者用には個別ニー

ズを表明できるよう自由記述の回答欄を加

えた。利用者用のチェックリストは回答後

に支援者が内容を確認し、個別のニーズを

把握しその対応ができると考えられる。 

再構成したチェックリストを元に、災害

時に子どもの支援に携わった経験のある専

門家に意見を聴取したところ、以下のよう



な意見があり内容を修正した。 

■6 原則のチェック項目では、いずれの災

害状況や避難場所においても汎用的に留意

するべき観点と対応策を具体的に記述して

おき、地域や文化、子どもの特性など多様

性に応じるためにはチェック項目を柔軟に

変更・追加できる旨は注釈に特記した。 

■設置運営者用には、主に避難所の設置運

営者となる自治体や組織、子どもの支援団

体の支援者らが子どもの生活環境改善と支

援ニーズに対応する「場」の設置から運営

までが継続できるように、災害前、発災直

後、支援継続期間、支援終了時の 4 期の時

間軸に沿った活動順序を考慮してチェック

項目を配列し直した。これにより災害現場

での活動方針を立てる際の参考となるだけ

ではなく、災害時に備えるための予防的観

点や、支援の修了や地域への移行も含めて

見通しを持った支援体制の構築に有効であ

ると考えられた。 

■災害の現場で使用しやすいよう、端的に

分かりやすい文言で、チェックボックスな

ど簡便な形式となるように工夫した。 

チェックリストの最終版は文末に掲載した。 

D．考察 

本研究は災害時の避難所や仮設住宅にお

ける子どもとその家族を取り巻く生活環境

面の問題点や支援ニーズの実態を踏まえて、

子どもにやさしい空間（CFS）等のガイド

ラインに準拠し、かつ災害の現場での子ど

もの生活環境改善や支援活動に役立つチェ

ックリスト作成を目的として検討を行った。 

最終的なチェックリストは実態調査で得

られた子どもの生活環境面での問題と支援

ニーズから検討された課題を反映しており、

国際基準のガイドラインを遵守した内容と

なっているだけでなく、我が国の状況を考

慮し、また災害の現場ですぐに活用できる

簡便性を備えたものとなった。またいずれ

の災害状況や避難所でも原則的に配慮すべ

き汎用的な項目を中心として、地域や文化、

子どもの多様性に応じて変更・追加可能と

いうことを明記することで現場のニーズに

応じて使用できる自由度も担保した。 

災害直後から避難所等において子どもの

精神的健康の回復を妨げないよう、すみや

表 2 災害時における避難所等の子どもの生活環境およびメンタルヘルス支援 

ガイドライン遵守のためのチェックリスト（構成）  

避難所等 設置運営者（支援者）用  利用者（保護者）用 

 回答者の基礎情報   利用者の基礎情報 

 設置運営者の基礎情報   支援の場へのアクセシビリティ 

 子どもの基本的生活環境の 

状況把握リスト 

  利用状況 

 CFSガイドライン 6原則の 

達成状況（環境評価を含む） 

  CFSガイドライン 6原則の 

達成状況（環境評価を含む） 

 子どもに対する支援者の活動 

チェックリスト 

  個別ニーズ把握のための回答欄 

 



かに生活環境の改善が図られ、適切な支援

提供が行われるためにも、今後は子どもに

やさしい空間（CFS）等の国際基準のガイ

ドラインの普及とともに、本チェックリス

トが災害時に避難所の設置運営者となる自

治体、子どもの支援に携わる団体、あるい

はボランティアにとっての災害時の備え、

支援方針の検討、あるいはセルフモニタリ

ングの機能を伴って活用されることが望ま

れる。 
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災害時における避難所等の子どもの生活環境および精神的健康回復のための支援 

ガイドラインに基づく生活環境等のチェックリスト 

避難所等 設置運営者（支援者）用 

 

Ⅰ 避難所等 運営者情報 

避難所/仮設住宅 名称  

回答日       年    月    日（    ） 

回答者（所属）  

提出先  

  

Ⅱ 子どもの基本的生活環境の状況（□にチェック） 

基
礎
情
報 

 避難所が対象としている地域の子どもの数の把握 

 避難所にいる子どもの数の把握 

 避難所にいる子どもの年齢・性別等の情報リストを作成する 

 避難所内のどこに子どもがいるかを示したマップの作成 

 避難所にいる子どもと保護者（家族）の状況把握 

睡
眠 

 子どもが家族と一緒に過ごす場所の確保 

 子どもが眠ることのできる場所の確保 

 子どもの睡眠時間の確保 

食
事 

 年齢帯に応じた食事の準備 

 乳幼児のためのミルク・離乳食の準備 

ト
イ
レ 

 安全性（場所・明るさ）の確保 

 子どもの使いやすさへ（大きさ）の配慮 

 プライバシーの保護への配慮 

衛
生 

 換気・温度・湿度・採光・におい・音への配慮 

 手洗い・うがい・入浴・着替えの実施 

 十分な水分補給 

 マスク・薬品など子ども用の医療用品の準備 

物
品 

 乳幼児用の物品（おむつ・お尻ふき・ミルク・お湯・消毒用品・離乳食）の準備 

 幼児以上の遊び道具の準備 

 児童以上の学習用具の準備 

保
育
教
育 

 保育所・幼稚園、学校等の開校情報の把握 

 子どもの登園・登校の状況の把握 

子
ど
も
の
活
動 

 避難所内に“子どものための場”を設置している 

 子どものための場の設置を、避難所運営者が許可（あるいは承認）している 

 子どものための場について、実施の計画書を作成している 

 子どもの場の運営には、避難所運営者のほか、自治体、民間団体などの複数の関係者が

関与している 

※被災状況、季節、あるいは施設状態などの要件によって異なるため、項目内容を柔軟に変更したり追加できます。 



Ⅲ 子どものための場に関する 6原則の達成状況 

子どものための場とは・・・災害などの緊急時において、避難した先で子どもたちが安心して、安全に過ごすこ

とができる場を指します。そこでは子どもたちの遊びや学び、こころやからだの健康を支えるための活動や情報が

提供されます。 

6 原則とは・・・災害時の避難所等では、子どもの権利が奪われたり、子どもの生活環境が整わないためにこ

ころやからだの健康に影響するリスクが高まります。そのようなときの対応方法として、国際的な指針（ガイドラ

イン）には、「子どもの最善の利益」のための「6 つの原則」が示されています。 

 

これらの 6 原則が、あなた（回答者）が対応する避難所等でも適切に実施されるようにするために、以下

のことについて確認することが必要です。（□にチェック） 

 

１ 生活、心身発達、遊び・学習等の“子どもの権利”侵害からの保護のための場の提供 

  子どもの身体の安全が確保される環境である 

 子どもの心理的安全が確保される環境である 

 子どものプライバシーが保護される環境である 

 子どもに合った多様な遊び・学習や活動が準備されている 

２ 保護者等が適切な育児や支援ができる場の提供 

  子どもの遊び・学習や活動に必要な物品が揃っている 

 保護者・家族や地域の大人が、子どもの育児に参加できるように配慮している 

 保護者や地域の大人が子どものことや育児について相談できる窓口がある（あるいは担当

者がいる） 

 子どもたちを受け入れられる大人（スタッフ・ボランティア）の人数が揃っている 

 子どもたちに接する大人（スタッフ・ボランティア）には、行動規範の説明がなされ、承諾書

にサインしている 

 子どもたちに接する大人（スタッフ・ボランティア）は、子どもとの関わり方や配慮の仕方につ

いて学ぶ機会（研修）がある 

 子どもたちに接する大人（スタッフ・ボランティア）を統括し、その管理ができるリーダーがいる 

 専門的ケアが必要な子どもを発見した場合に、相談したり連携できる機関（医療・福祉・

教育など）がある 

３ 地域文化・特性と既存の組織や対応力の尊重 

  地域の文化や習慣などに配慮して活動が構成されている 

 地域、行政などの既存の組織や機関についての知識を得て、協働しようとしている 

 地域、行政などに対して、子どものための場の運営計画について公表している 

 地域、行政からの援助（人的・物的・資金など）が得られている 

 持続可能な活動となるように、継続期間や地域への移行方法について検討されている 

 

 



４ 地域の参加と協働 

  子どものための場の運営に、保護者、地域の人、行政などの多様な人が参加している（参

加できるように働きかけている） 

 子ども本人、保護者、地域の大人、その他の多様な人たちから、意見や助言を聞く姿勢と

方法がある 

５ 多領域の支援提供と連携 

  子どものための場における活動や支援には、遊び、教育、心理、衛生、保健、福祉、医療

などの多領域の内容を含んでいる 

 気になる言動／反応を示す子どもがいた場合に、連携できる機関・組織のリストを作成し、

連絡方法を決めている 

 子どもための場が同じ地域に集中したり、支援の届かない地域ができないように、他の支援

機関とも調整しながら活動している 

 他の組織・団体と意見交換するための窓口がある 

６ 子どもの多様性（発達段階・性別・障がい・国籍等）への配慮 

  子どものための場はすべての子どもに開かれており、参加を拒否したり、断ることはない 

 子どもための場についての案内や情報を積極的に公開している 

 さまざまな理由（被災の程度、障がいの有無、出身、国籍、宗教、家族の理解など）によ

って利用できない子どもがいないように努め、参加しやすい工夫をしている（アクセシビリティ

の保障） 

 特に配慮の必要な子ども（親や身近な人をなくした子ども、障害のある子どもなど）の状況

を把握し、適切な支援につなげるようにしている 

 年長の子ども（小学校高学年～中学生・高校生）のニーズにも対応した活動がある 

※ 汎用的な内容を挙げていますが、地域や避難所の状況、子どもの実態に応じて柔軟に変更したり追加

することができます。 

※ チェックリストを用いた達成状況の把握は定期的（数週間に 1 回程度の頻度）に行われることが望まし

いでしょう。また複数の関係者が同時につけることで広く状況を把握することができます。 

※ 特に災害後の支援が長期化すると予測される場合には、アドバイザーや外部機関に協力を依頼して、

客観的なモニタリングをすることもよい方法です。 

 

  



Ⅳ 災害時の避難所等における子どもの支援者活動チェックリスト（□にチェック） 

避難所等の設置運営者が子どものための活動や支援を行う場合に必要な手続きを下に挙げています。 

災
害
前 

 避難所等の設置に関する業務計画や規定（行政・自治体）に子どもへの配慮項目や、

子どものための場の設置を含む 

 災害時の子どもの支援に携わる組織・団体の職員を対象とした、子どもへの配慮や、子ど

ものための場の設置に関する研修 

 災害時を想定したシミュレーションの実施 

 避難所等における子どもの生活の必要物品のリストアップと備品準備 

災
害
発
生
直
後 

 避難所等における子どもの数と状況の把握 

 ハイリスクの子どもの把握 

 子どもとその家族に対応する支援スタッフ（職員等）の選定、構成、役割決定 

 支援スタッフ（職員等）の従事期間の決定と、当該職員不在時の体制 

 支援スタッフ（職員等）健康把握 

 支援スタッフ（職員等）の事前ミーティング 

 被災地の情報収集 

 避難所等の窓口との連絡調整 

 避難所等へのアクセス手段の確保 

 支援に必要な道具・備品の準備・移送 

 子どもの支援に関する広報 

支
援
継
続
期
間 

 各ミーティングに参加し、情報を収集 

 支援記録の蓄積・データベース化 

 支援スタッフ（職員等）のシフト、配置の構成 

 支援スタッフ（職員等）の健康管理と生活環境の整備 

 支援業務の引継ぎ 

 関係各部署・組織・団体等との連絡調整、連携体制 

 支援に必要な道具・備品の調達・補充 

 定期的な支援業務および環境のモニタリング評価 

 支援業務および環境の改善 

 地域などの事業への移行支援 

 支援終了（スタッフ撤退）の時期の決定と方法の調整 

支
援
終
了
時 

 避難所運営者および行政等への支援業務の報告 

 支援業務の統括と、職員（スタッフ）全体での情報共有（検討会・報告会） 

 支援スタッフ（職員等）へのねぎらい 

 支援スタッフ（職員等）の疲労やストレスに応じた介入（休暇・カウンセリングなど） 

 支援活動記録のまとめ、将来への対策の検討 

※ 支援業務の計画には、支援実施に伴う費用をどのように調達するのかということも必要です。 

※ 災害の現場では状況にあわせた柔軟な判断のもとで、地域や避難所の習慣や状況についての情報収

集が重要です。活動を実施する際に、保護者や地域の関係者と共同することが望ましいでしょう。 

※ 支援スタッフ（職員等）が安心して支援業務に専念でき、また個人の過重な負担にならないよう管理

者は支援者のセルフケアを促したり、支援者支援の体制を併せて整えていくことも大切です。 



災害時における避難所等の子どもの生活環境についてのチェックリスト 

利用者（保護者・本人）用 

 

Ⅰ 回答者情報 

避難所/仮設住宅   

回答日       年    月    日（    ） 

回答者                              ※匿名希望の場合は無記入 

 □母  □父  □本人（子ども）  □その他（         ） 

お子さまについて   （      ）人  

年齢、上から（   ）歳、（   ）歳、（   ）歳、（   ）歳・・・・ 

提出先  

 

Ⅱ 避難所等における子どものための場へのアクセスと利用状況について 

子どものための場とは・・・災害などの緊急時において、避難した先で子どもたちが安心して、安全に過ごすこ

とができる場を指します。そこでは子どもたちの遊びや学び、こころやからだの健康を支えるための活動や情報が

提供されます。 

 

 項目 はい いいえ わからない 

1）  避難所内に、子どものための場がありますか □ □ □ 

2）  子どものための場を、お子さまは利用していますか □ □ □ 

3）  子どものための場を、保護者は利用していますか □ □ □ 

4）  子どものための場の案内や情報はわかりやすいですか □ □ □ 

5）  子どものための場は、行きやすい場所にありますか □ □ □ 

6）  保護者の目が届く場所にありますか □ □ □ 

7）  ひとりひとりの子どものスペースが十分にありますか □ □ □ 

8）  子どものための場が開かれている時間は適切ですか □ □ □ 

9）  同じくらいの年齢の子どもも利用していますか □ □ □ 

10）  専門のスタッフがいますか    

11）  子どものため場の利用方法ついて、はじめに説明がありましたか □ □ □ 

12）  子どものための場を利用するにあたって、子どものことについて 

スタッフに話す機会がありましたか 

□ □ □ 

13）  保護者が安心して子どもを預けることができますか □ □ □ 

14）  保護者が必要としている子育てなどの情報を得ることができます

か 

   

このほかに、子どものための場の利用についてのご意見があれば、自由にお書きください。 

 

 

 

  



Ⅲ 子どものための場に関する 6原則の達成状況 

6 原則とは・・・災害時の避難所等では、子どもの権利が奪われたり、子どもの生活環境が整わないためにこ

ころやからだの健康に影響するリスクが高まります。そのようなときの対応方法として、国際的な指針（ガイドラ

イン）には、「子どもの最善の利益」のための「6 つの原則」が示されています。 

 

 【6原則】 

①  生活、心身発達、遊び・学習等の“子どもの権利”侵害からの保護のための場の提供 

②  保護者等が適切な育児や支援ができる場の提供 

③  地域文化・特性と既存の組織や対応力の尊重 

④  地域の参加と協働 

⑤  多領域の支援提供と連携 

⑥  子どもの多様性（発達段階・性別・障がい・国籍等）への配慮 

 

これらの 6 つの原則があなた（回答者）とお子さんのいる場でも適切に実施されるようにするために、 

以下のことについて教えてください。（□にチェック） 

 

原則  はい いいえ わからない 

① 1. 子どもの身体の安全が確保されていますか □ □ □ 

2. 子どもの心理的安全が確保されていますか □ □ □ 

3. 子どものプライバシーが保護されていますか □ □ □ 

4. 子どもに合った多様な遊び・学習や活動がありますか □ □ □ 

5. 子どもの遊び・学習や活動に必要な物品がある □ □ □ 

② 6. 保護者・家族や地域の大人が、子どもの育児に参加して

いる 

□ □ □ 

7. 保護者や地域の大人が子どものことや育児について相談

できる窓口がある（あるいは担当者がいる） 

□ □ □ 

8. 子どもに専門的ケア（医療・福祉・教育）が必要な 

場合に、相談できる 

□ □ □ 

9. 子どもたちを受け入れられる大人（スタッフ・ボランティア）

の人数が揃っている 

□ □ □ 

10. 子どものための場にいる大人（スタッフ・ボランティア）  

の子どもたちへの関わり方は適切である 

□ □ □ 

③ 11. 支援や活動は、地域の文化や習慣などにあっている □ □ □ 

12. 支援や活動は、地域のつながりや、もともとの住まい 

（地区や自治会）に配慮されている 

□ □ □ 

④ 13. 子どものための場の運営や活動に保護者自身も参加  

している 

□ □ □ 

14. 子どものための場の大人（スタッフ・ボランティア）は、子ど

も本人、保護者や地域の大人などからの意見やニーズを

聞いてくれる 

□ □ □ 



⑤ 15. 子どものための場における活動や支援には、遊び、教育、

心理、衛生、保健、福祉、医療などの多領域の内容を

含んでいる 

□ □ □ 

16. 子どもための場が同じ地域に集中したり、支援の届かない

地域ができないように、他の支援機関とも調整しながら 

活動している 

□ □ □ 

⑥ 17. 子どものための場はすべての子どもに開かれており、参加を

拒否されたり、断られることはない 

□ □ □ 

18. 子どもための場についての案内や情報は、積極的に公開

されている 

□ □ □ 

19. さまざまな理由（被災の程度、障がいの有無、出身、国

籍、宗教、家族の理解など）があって、参加ができない

（参加を控えたほうがよい）と思ったことがある 

□ □ □ 

20. 年長の子ども（小学校高学年～中学生・高校生）の 

ニーズにも対応した活動もある 

□ □ □ 

 

 

Ⅳ 避難所等におけるお子さまの生活環境や、子育てのことで、ご質問やご意見があれば自由にお書

きください。（自由記述） 
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A．はじめに 
 親の精神健康障害は様々な形で子どもの

養育に影響を与える。うつ状態にある親は

子どもの問題行動をより強く報告する傾向

にあることは既存の研究からしばしば指摘

されている（Gunlicks ら、2008）が、日本

でのサンプル研究はほとんど行われていな

いため、本研究を実施したい。 

研究要旨   

うつ状態にある親は子どもの問題行動をより強く報告する傾向にあることは既存の研

究からしばしば指摘されている（Gunlicks ら、2008）が、日本でのサンプル研究はほと

んど行われていないため、本研究を実施する。東京と福岡をサンプル地域とし、母親の

うつ病と親としての自己評価、子どもの問題行動の関連性について質問紙による横断的

調査を行った。質問紙は、子どもの問題行動（Eyberg Child Behavior Inventory）、親

のうつ病（二項目質問法）、親としての自己評価尺度から構成した。回答は 2歳から 7歳

の子どもを持つ母親 1512 人から回答が得られた。子どもの平均年齢は 4.35 歳、男女比

はほぼ 1:1 であった。11.8％の母親にうつ病がある可能性が指摘された。二項目質問法

で示される母親のうつ状態スコアは ECBI 両スコアと正の相関に、また、親としての自己

評価と負の相関にあった。二項目質問票得点と親としての自己評価を従属変数とした分

析では、ECBI 問題数得点が最も強い予測因子であった。母親のうつ病は産後だけでなく

より広く考慮されるべきである。発達障害の相談等に取り入れる必要性がある。 



  

B. 研究方法 
 本調査は横断研究である。調査対象とな

った園あるいは小学校に子どもが通ってい

る保護者のうち、児の年齢が 2歳から 12 歳

であり、書面での研究協力同意が得られた

保護者に親子の簡単なプロフィール記載を

含む質問紙を配布し、回収した。本研究に

おいては、このうち児の年齢が 2 歳から 7

歳までの事例について検討した。回収した

もののうち、分析可能と判断できる事例を

分析対象とし、統計学的手法を用いて検討

した。 

対象 

東京と福岡をサンプル地域とした。それぞ

れの地域で事前に共著者を通じ幼稚園・保

育園・小学校の園長および校長に書面にて

調査説明を行い、承諾の得られた保育園、

幼稚園、小学校に通っている 2 歳から 7 歳

の児童を調査対象とした。質問紙回答者に

ついては「保護者」としたが、続柄の指定

は行わなかった。こどもが 2 人以上いる家

庭については、どちらか 1 人を任意で選ん

で回答してもらった。本研究では、さらに

ここから回答者が母親である対象を抽出し

た。 

質問紙の内容 

1) 回答者のプロフィール 

回答者の年齢、性別および対象児との続

柄 

2) 対象児のプロフィール 

対象児の性別、年齢およびきょうだい数

合計 

3) Eyberg Child Behavior Inventory(ECBI: 

アイバーグ子どもの問題評価票)日本語版 

 ECBI は、1978 年に米国の Sheila M. 

Eyberg 博士らによって開発（Eyberg ら、

1978）された、36 項目から成る自記式質問

紙である。2歳から 16 歳の子どもの行動上

の問題を評価するためのものであり、その

子どもの養育的立場にある人が回答する。

親の多種多様な懸念を取り扱う 36 項目 25)

（「2. 食事のときにぐずぐずしたり時間が

かかる」「17. 大声を出したり、悲鳴を上げ

たりする」など）があげられており、回答

者はそれぞれの項目に対し頻度（以下、強

度スコアとする）を 1「ない」から 7「いつ

も」まで、7 件法で評定する。次にその問

題行動が養育者（回答者）からみて問題で

あるかどうか（以下、問題数スコアとする）

を「はい」もしくは「いいえ」の 2 件法で

評定する。強度スコアは素点をそのまま加

算し、最少得点は 36 点、最高得点は 252 点

である。問題数スコアは「このことはあな

たにとって問題ですか」という問いに「は

い」が選択された数を 1、「いいえ」を 0と

数え、最少得点は 0点、最高得点は 36 点と

なる。また、ECBI の標準的な回答時間はお

よそ 5 分程度である。日本語版は加茂らに

よって作成され、内的一貫性・妥当性が確

認されている。 

4)うつ病診断の二項目質問票 

 二 項 目 質 問 法 （ Two-question 

Case-finding Instrument, Whooleyら、1997）

はうつ病のスクリーニングに用いられる最

も簡便な方法で、抑うつ気分と興味や喜び

の喪失それぞれ1項目づつについて質問す

るもので、２項目両方に該当する場合には、

うつ病の９０％をスクリーニングできると

されている（鈴木ら、2003）。 



５）親としての自己評価に関する質問 

親としての自己評価に関する質問は、育児

ストレス尺度短縮版（ Parent-Stress 

Index-Short Form：PSI-SF）から下記の1

項目を選択して回答してもらった。 

 次の質問に対し、以下の１から５までの

うち１つを選んでください。                 

私は自分を次の様に感じる：                                               

１．親である事があまり得意ではない 

２．親である事に何かしらの問題がある 

３．平均的な親である 

４．平均的な親よりも良い親である 

５．とても良い親である 

データ取得方法 

 同意を得られた園・小学校に、ECBI日本

語版と保護者用研究説明書を1部ずつ封筒

に入れた質問紙セットを郵送し、園・校内

で保護者に配布し、担任を通じて、もしく

は回収箱を設置し回収した。 

 調査は2012年 6月から同年8月の間に実

施した。 

倫理的配慮 

 本調査については東京女子医科大学の倫

理委員会に確認の上、実施した。筆者およ

び共同筆者と研究協力校および協力者の間

に特筆すべき利益相反はない。 

データ処理法・解析法 

 対象児の年齢、性別の記入があり、かつ、

無記入項目が ECBI 強度スコア、問題数スコ

アそれぞれで 3 項目以下であったものを有

効回答とした。きょうだいについて尋ねて

いる 2項目（No.25, 27）はきょうだいがい

ない場合記入をしない養育者が多く、欠損

が多くなる傾向になると過去の論文で示唆

されていることから、この 2 項目の強度ス

コアが無記入となっていた場合は「ない」

が選ばれた場合の数値“１”に置き換え、

そのほかの項目については項目の平均値を

入力し統計的に解析を行った。 

 統計処理は SPSS-J 22.0 を用いて行った。 

 

C. 結果 
分析対象データ 

回答者を母親とした有効回答数の合計は

1512 であった。各年齢ごとのｎ数は以下の

とおりである；2歳（n=38）、3歳（n=353）、

4歳（n=442）、5歳（n=451）、6歳（n=172）

7 歳（n=56）。 

人口統計的特性をみると、性別は男児 750

人、女児 762 人、年齢は平均 4.35 歳（SD 1.14）

であった。きょうだい数合計は平均 2.19 人

（SD0.85）であった。 

質問紙の回答結果 

 ECBI強度スコアと問題数スコアの平均点

は、それぞれ99.5(SD25.0)点と 6.5(SD6.5) 

点であった。 

 うつ病の二項目質問法の平均点は0.36

（SD0.68）点であり、一項目のみ該当した

ものは184人（12.2％）。二項目両方に該当

したものは178人（11.8％）であった。すな

わち、この結果から対象の母親のうち、

11.8％が90％の確率でうつ病とスクリーニ

ングされたことになる。 

 親としての自己評価に関する質問につい

ては、平均点は2.81（SD0.61） であり、そ

れぞれの項目に関する回答とその割合は表

１に示した。回答のうち１、２を占める割

合、即ち自身を親として低く評価していた

母親は22.1 % (n=334)であった。 

 



表１ 回答者の親としての自己評価 

 

  

 

 

児の年齢、ECBI強度スコア、問題数スコア、

二項目質問法得点、親としての自己評価得

点についてスペアマンの相関係数を用いて

分析した結果を表2に示した。これをみると、

二項目質問法得点で示される母親のうつ状

態スコアはECBI両スコアと正の相関に、ま

た、親としての自己評価と負の相関にあっ

た。 

 

表2 児の年齢、ECBI強度スコア、問題数スコア、

二項目質問法得点、親としての自己評価得点の相

関 

 

 

母親がうつ病と診断される可能性のある群

と非うつ病群の子どもの問題行動と親とし

ての自己評価 

１）うつ病診断の二項目質問法において二

項目とも該当し、うつ病の可能が高いと判

断された母親178人をうつ病群、二項目とも

該当しなかった母親1150人（76.1％）を非

うつ病群とし、両者間でECBI得点、親とし

ての自己評価を対応のないt検定を用いて

比較検討した。 

 結果を表3に示す。 

 

 

 

 

 

 

表3 うつ病群と非うつ病群のECBI得点及び親と

しての自己評価の比較 

 

表2に見るように、うつ病群は非うつ病群に

比べ、有意にECBI頻度スコアおよび問題数

スコアが高く、親としての自己評価が低か

った。 

 

２）次に、重回帰分析（ステップワイズ法）

を用い、二項目質問法得点、親としての自

己評価を従属変数、児の年齢、ECBI強度ス

コアと問題数スコアを独立変数とし、分析

した。 

その結果、二項目質問票得点を従属変数と

した分析では、ECBI問題数得点が最も強い

予測因子であり、 (β= 0.219, adjusted R2 

=0.098)、その次がECBI強度スコア（順にβ

=-0.126）であった 。親としての自己評価

を従属変数とした分析でも同様に、ECBI問

題数得点が最も強い予測因子であり、 (β= 

n %

１．親である事があまり得意ではない 59 3.9

２．親である事に何かしらの問題がある 275 18.2

３．平均的な親である 1082 71.6

４．平均的な親よりも良い親である 91 6.0

５．とても良い親である 5 0.3

児の年齢
ECBI頻度
スコア

ECBI問題
数スコア

二項目質
問法スコ
ア

ECBI頻度スコア Pearsonの相関係数 -0.177

有意確率 <0.001

ECBI問題数スコア Pearsonの相関係数 -0.015 0.612

有意確率 0.561 <0.001

二項目質問法スコア Pearsonの相関係数 0.000 0.026 0.296

有意確率 0.992 <0.001 <0.001

親としての自己評価 Pearsonの相関係数 -0.027 -0.025 -0.276 -0.312

有意確率 0.287 <0.001 <0.001 <0.001

Pearsonの相関係数

うつ病群 非うつ病群 p

n 178 1150

ECBI頻度スコア 114.2(SD28.4) 96.0(SD23.5) >0.001

ECBI問題数スコア 11.2(SD8.15) 5.53(SD5.80) >0.001

親としての自己評価 2.33(SD0.83) 2.90(SD0.52) >0.001

unpaired t-test



-0.196, adjusted R2 =0.085)、その次がECBI

強度スコア（順にβ=-0.130）であった 。 

 

D. 考察 
 まず、一般人口、即ち保育園や小学校に通

う子どもと母親を対象とした本研究におい

て、幼児を養育する母親の 11.8％にうつ病

が疑われた。産後うつ病については地域保

健の分野でも高い関心が示されており、多

くの研究が行われているが、産後というカ

テゴリーを離れて幼児を養育する母親のう

つ病はそれほど注目されていない。今回の

調査からは、産後うつ病とほぼ匹敵する頻

度で、幼児を養育する母親にもうつ病の可

能性があることが指摘できた。 

 被災地などうつ病の発症リスクが高くな

る地域では女性のうつ病に対し、広いスパ

ンで目を向けていく必要がある。 

 うつ病が疑われる母親は親としての自己

評価が低く、子どもの問題行動については、

その強度も、また問題性についても、うつ

病を疑われない母親よりも強く訴えること

が確認された。また、重回帰分析を用いた

分析では、うつ病の母親は子どもの行動を

量的な評価よりも問題性があると捉える傾

向にあることも確認された。 

 近年では子どもの発達障害が注目を浴び

ており、発達に関する相談も頻繁に行われ

ているが、その評価のなかに親の抑うつが

組み込まれることは比較的少ない。しかし

今回の研究の結果を鑑みると、とくに母親

の抑うつを子どもの行動上の問題と同時に

評価することは、子どもの問題行動を客観

的に評価するためにも、また、その後の介

入を計画するためにも非常に重要なポイン

トになると考えられた。 
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研究要旨 

【目的】災害時の調査研究（災害研究）が適正に実施されるためには地方自治体である市町村

の果たす役割が重要である。市町村が災害研究の実施に関してどのような役割を担うべきか明

らかにするために市町村に対して質問紙調査を行った。 

【方法】東日本大震災で大きい被害を被った岩手、宮城、福島の三県の全 127 市町村の総務課、

産学連携課の担当者に対して無記名質問紙調査を実施した。 

【結果】回答した市町村は 60 (回答率 47.2％)であった。研究機関と共同研究をしている市 

町村 9 (18.4％)、研究機関と協定を締結している市町村 22（36.7％）、市民から苦情を受け 

た経験がある市町村 6（10％）であった。自由記載欄にて、事務負担の増大を懸念する記述 

があった。また、苦情の具体的内容として、研究の重複、研究成果の還元のないこと、研究 

成果が政策へ反映されていないこと、が挙げられていた。 

【考察】被災地の自治体である市町村が災害研究に対してどのようなスタンスで望んだらよい

か、戸惑っている現状が明らかとなった。研究者と研究参加者となる被災者（住民）とが信頼

関係を構築するためには地方自治体である市町村の役割が重要である。市町村の事務負担の増

大に配慮しつつ、災害研究の管理や市民への成果の還元を図っていく必要がある。 
Ａ．研究目的 

地震や台風などの自然災害やテロ（以下

「災害」）が発生した直後、被災者や犠牲者

（以下「被災者」）を対象として、メンタル

ヘルスに関する調査研究（以下「災害研究」）

が行われる。このような災害研究は、災害に

よるトラウマを理解し、将来、災害が発生し

た際、被災者に対し適切な精神医療を実施し、

被災者の被害を最小限にするためには不可

欠である。また、災害後の被災者の状況を正

確に調査するためには、被災直後に迅速に調

査を行う必要がある 1)。 



一方、災害により、ストレスに曝され心身

ともに過酷な状況にある被災者を調査の対

象とするため、研究参加者となる被災者の権

利・利益の保護が要請される。災害の発生時

には、内容の重複した調査研究が集中して実

施されるため、研究参加者は、短期間に多数

の調査研究への参加を余儀なくされ、過度な

負担を強いられることになる。そのため、

各々の調査研究自体には倫理的問題がなく

ても、多数になると深刻な問題を引き起こす

ことに留意する必要がある 2)。 

東日本大震災においても、被災者が同じ内

容のアンケートに 5回も協力を求められたケ

ースの報告がなされている 3)。また、緊急事

態がゆえに、平常時の臨床研究の実施要件と

される疫学研究に関する倫理指針等行政指

針に規定された手続を踏まずに災害研究が

行われている事態を懸念する声があがって

いる。このような状況を懸念し、日本精神神

経学会は、「東日本大震災被災地における調

査に関する緊急声明文」を発表し、適切に研

究が実施されるよう注意を喚起している 4)。

また、厚生労働省は、災害時の調査研究を実

施するにあたっては、当該被災地の自治体と

十分に調整することを要請している 5)。  

平成２６年１１月、災害時の研究の調査研

究を適切に実施するために考慮しなければ

ならない事項 6)について、被災地の地方自治

体の研究を担当する者を対象として質問紙

調査を行った。質問紙調査の結果から、災害

時の調査研究において地方自治体である市

町村がいかに関与するべきか、関与の在り方

について考察を行い、災害時の調査研究の対

応ガイドラインを策定するための知見を得

ることを試みる。 

 

Ｂ．研究方法 

１）平成 26 年度は、災害時における調査研

究の実施状況について被災地の市町村に対

して、質問紙調査を行った。 
（１）質問紙調査の対象 

東日本大震災で被災した福島県、宮城県、

岩手県の全市町村 127市町村を調査の対象と

した。 

（２）調査方法と調査項目 

 質問紙調査は、市町村で研究に関する事務

を担当している総務課、または、産学連繫課

宛に郵送による無記名自記式質問紙調査に

より行った。調査項目は、①研究機関との共

同研究の有無、②研究機関との協定の有無、

③研究について苦慮した経験の有無、④市民

からの苦情の有無、⑤被災地の研究機関の関

与の必要性、⑥研究チームの救助チームから

の独立性の要否、⑦災害発生直後の調査の可

否、⑧自由記載である。なお、本調査は名古

屋大学医学部生命倫理員会により審査・承認

（簡易審査）されている。 

 

C 結果 

１）回答率 

 福島県、宮城県、岩手県３県の全市町村 127

市町村のうち 61市町村から回答があった（回

答率：48.0％）。福島県は 59 市町村のうち 28

市町村（回答率 47.5％）、宮城県 35 市町村の

うち 18 市町村（回答率 51.4％）、岩手県 33

市町村のうち 15 市町村(回答率 45.5％)であ

った（図１）。 

２）各調査項目の結果 

災害についての共同研究の実施について

は、10 市町村（16.4％）がありと回答した。

災害研究に関して研究機関と協定を締結し

ているか否かについては、22 市町村（36.1％）



があると回答した（図２）。災害研究に関し

て対応に苦慮した経験の有無については、2

市町村（3.3％）があると回答した。住民か

らの苦情の有無は 6市町村（9.8%）があると

回答した（図３）。災害研究の実施において

被災地域の機関が関与するべきかについて

は、10 市町村（16.4％）が可能と回答した。

研究チームの救助・診療からの独立性につい

ては、必要と回答した自治体は 5（8.2％）に

留まった。災害直後の調査研究の可否につい

ては、21（34.4％）の市町村が可能であると

回答した一方、不可と回答した市町村は 18 

(39.5％)であった（図４）。自由記載欄では、

住民からの苦情の内容、研究機関との関係に

ついての記述があった。苦情としては、仮設

住宅でのアンケート疲れ、繰り返し類似のア

ンケートの実施、意味のないワークショップ

の開催、研究結果の還元がない、研究が政策

につながっていない、などの記述があった。

また、研究機関との関係では、研究機関から

の研究の申し入れを断る負担、研究機関の都

合に振り回された、研究機関の実働部隊にさ

せられたなど、事務負担の増大に関する記述

があった。 

 
D．考察 

本研究は、災害時の調査研究に関して被災

地の自治体の研究担当者を対象に質問紙調

査を実施し、災害時の調査研究の対応ガイド

ラインを策定するための知見を得ることを

試みるものである。 

研究機関と共同し災害研究を実施してい

る自治体は 10 市町村（16.4％）、研究機関と

協定を締結している自治体は 22 市町村

36.1％に留まっていた。研究機関は調査地域

の自治体と協定などを締結することが求め

られているが、必ずししも自治体が関与して

いる事例は多くないことが推測される。 

研究の集中など、災害研究に関して対応に

苦慮した自治体は 2市町村（3.3％）、住民か

らの苦情の有無は 6市町村（9.8%）に留まっ

た。研究の集中など被災者が研究の対象とな

ることで過度の負担を負い、自治体に苦情を

述べるという状況は少数にとどまっている。

質問紙の自由記載欄では同種のアンケート

が重複して行われたとの報告もあり、研究の

集中が実際に多発し、被災者が困難な状況に

陥っていたかはさらに検証が必要である。 

研究チームの救助・診療からの独立性が必

要と回答した市町村は少数にとどまり、倫理

審査委員会の委員長・事務局に対する調査と

は異なる結果となった 7)。その理由としては、

市町村は被災地の現場で被災者の救助を行

うなど、被災現場の近くに位置している。研

究チームは救助とは独立する体制が望まれ、

インフォームド・コンセントは落ち着いた場

所で取得するなど、災害研究の実施に際して

は、被災者の権利・利益を保護する体制が求

められると一般的には考えられているが、救

助や診療と調査を区別することは現実的に

は困難であると考えていることを挙げるこ

とができる。被災地域の機関の関与の必要性

については、必要とすると回答した自治体は

9市町村（15%）にとどまった。ただし、不要

とする回答も 15 市町村（24.6％）と少なく、

被災地の実情が分かっている被災地の機関

が一定程度関与するべきとする余地はある

ように思われる。 

被災直後は被災者の生命・身体の安全を確

保しなければならない。そのような状況で調

査を実施することができるかが問題となる。

この点、21 市町村（34.4％）は可能、18 市



町村（39.5％）は不可と回答した。被災直後

の災害によるトラウマを理解するためには、

被災直後に調査する必要がある。災害直後と

は、災害による破壊が進行中である状況であ

るが、具体的には判断が難しい。「煙などが

巻きあがっている状況」とする報告 8)もある

が、このような状況においても約 60％の市町

村は調査研究の実施に否定的ではないこと

が判明した。 

自由記載欄にて、「研究結果の意味のない

ワークショップの開催」、「研究結果の還元が

ない」、「研究が政策につながっていない」と

の報告があり、研究者は、調査対象とした研

究参加者に研究の進捗状況を公開し、研究の

意義・有用性を説明し、理解を求める必要が

あることが推測された。そのためには住民を

対象とする説明会やシンポジウムなどを開

催することが有効であり、市町村が共催する

などの関与が望ましい。また、自治体の事務

負担の増大を懸念する回答が散見された。

「研究者からの研究の申し入れを断る負担」、

「研究機関の都合に振り回された」、「研究機

関の実働部隊にさせられた」「倫理の専門家

がいない」などの記述があり、災害研究を実

際に実施する上で、被災して業務量が増大し

ている市町村の事務負担を軽減する配慮が

必要であると考えられる。少なくとも、自治

体には研究倫理指針を把握した職員の配置

が望まれる。 

本研究は、災害時の調査研究に関して被災

地の自治体を対象として実施した数少ない

質問紙調査であり、災害時の調査研究の対応

ガイドラインを策定するための有用な知見

を得ることができたと考える。 

本研究の調査の限界として、回答率が

48.0％と必ずしも高くなかったため、被災地

全体の自治体を網羅しているわけではない

こと、複数の担当部署が調査研究の窓口にな

っている場合があり、当該自治体全体として

の回答と評価することができないことが、課

題として残った。 

 

Ｅ．結論 

災害時の調査研究では、迅速な研究の実施

と、研究参加者となる過酷な状況にある被災

者の権利・利益の保護を実現しなければなら

ない。そのためには、研究者と研究参加者と

なる被災者（住民）とが信頼関係を構築する

ことが求められる。定期的に説明会を開催し、

研究参加者の苦情の窓口になるなど、被災地

の自治体が果たす役割は大きい。災害研究の

管理や市民への成果の還元を図っていく必

要がある。 

しかし、自治体の事務負担の増大に対する

懸念に配慮しなければならない。被災地の自

治体である市町村が災害研究に対してどの

ようなスタンスで望んだらよいか、戸惑って

いる現状が明らかとなった。研究者と自治体

は、互いの立場を尊重し、協働して災害研究

を実施できる体制を構築する必要がある。 
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図１

回答率

福島県 59市町村 28市町村 （47.5％）

宮城県 35市町村 18市町村 （51.4％）

岩手県 33市町村 15市町村 （45.5％）

合計 127市町村 61市町村 （48.0％）
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図２

共同研究（n=61）

実施 不実施 不明

協定（n=61）

ある なし 不明



図３

苦慮経験（n=61）

ある なし 不明

苦情経験（n=61）

ある なし 不明

図４

地域の研究機関（n=61）

必要 不要 不明

研究チームの診療からの

独立性（n=61 ）

必要 不要 不明

災害直後の調査研究

（n=61）

可能 不可 不明
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研究要旨 
 
2011.3.11 の東日本大震災は、被災地域に多数の犠牲者と甚大な爪痕を残し、４年を経過し
た現在でも復興や再生が進んでいない。一方で、南海トラフ地震や首都直下型地震の到来が
予測されるなど、新たな危機が迫っている状況にある。精神科病院は病床規模が大きく、担
送や護送といった患者が数多く入院している。大規模災害時において、被災被害はもとより
ライフラインや通信の途絶によって孤立しやすく、救援の遅延がおこりやすい。このための
人的な被害も生じる可能性が高く、実際に東日本大震災では、被災時だけでなくその後の支
援体制の不備により多くの入院患者の人命が失われた。悲惨な経験を再び繰り返すことを防
止するために、現状の災害対応整備状況について被災３県を除く全国の民間精神科病院
1141 ヶ所に調査をおこない、それらの問題点を明らかにし、どのような災害対策を行うべ
きかを検討してマニュアルの作成ガイドを編纂し提供するとともに、医療計画の災害医療事
業において「災害拠点精神科病院」の設置・位置づけが必要であることを強く求め、その備
えるべき役割機能や設置基準を提言した。 



Ａ．研究目的 

１、精神科病院における災害対応整備状況
についての調査を行ない、現状を把握する
とともに必要な支援を検討する。 

２、災害医療の拠点となる災害拠点精神科
病院の機能と役割について検討し、それら
の規格を取り纏める。 

３、精神科病院における災害対策マニュア
ルの作成方法について検討し、とりまとめ
て、精神科病院が対策を強化するための支
援をおこなう。 

Ｂ．研究方法 

１、東日本大震災の被災３県（岩手県・宮
城県・福島県）を除く全国の民間精神科病
院（日本精神科病院加盟病院：1141 病院）
に対して、災害対応整備状況の調査をおこ
ない、結果を精査する。（被災３県は別の分
担研究で行うこととなっている。） 

２、災害拠点精神科病院の機能・役割とそ
れらが有すべき規格について協議し、とり
まとめをおこなう。 

３、精神科病院の災害対策マニュアルの作
成方法について協議し、とりまとめて、作
成ガイドラインとして提供する。 

Ｃ．研究結果 

１、公社）日本精神科病院加盟の 1141病院
を対象に調査を行った。回答は 474 病院で
回答率は 41.5％であった。調査内容および
結果については、別添の調査結果報告書を
参照のこと。 

２、災害拠点精神科病院の機能・役割・設
置基準については、別添の災害拠点精神科
病院の検討報告を参照のこと。 

３、精神科病院における災害対策マニュア
ルの作成ガイドについては別添の制作した
冊子を参照のこと。 

Ｄ．考察 

１、災害対応整備状況の調査について 

東日本大震災(2011．3)を機に、防災訓練

の実施や防災対応マニュアルの作成などが

行われた病院はそれ以前に比して年々増加

している。災害時の協力連携体制について

は総合病院と精神科病院の連携を締結して

いる状況にあり、転院・物資・職員の確保

といった内容で、災害時に精神科病院患者

の転院の問題は危機感を有している。一方

で、特に連携について体制構築を行う予定

がないとする病院が半数あり、大災害時に

は連携していても個々の病院間では支援が

得られないと判断されているものと思われ

る。緊急時の業者による物資供給等の契約

については、やはり大震災を機に締結を行

うようにした病院が多くなっており、その

内容は東日本大震災で問題となった燃料供

給についての契約が一番多かった。 

診療録のバックアップについては、電子

カルテ・紙媒体ともにあまり行われていな

い状況がある。停電や流出などによって診

療録の確認が出来ず混乱する事態について、

危機感を持ち対策を講じる必要がある。電

子カルテのデータを退避させても、それら

を災害時に呼び出せることについても対応

がなされなければならない。 

ライフラインの断絶時対応について、給

水設備として井水を利用できる病院が７割

弱あり、給水について半数の病院で飲用で

きる状態にある井水を備えている。水質検

査の定期的実施などで飲水可能な井水とす

る管理が行われることで、断水への対応が

強化されると考える。自家発電設備を有す

る病院が７割を超えているが、その電力供

給時間については中央値で６時間と災害時

には短すぎることから、発電のための燃料

備蓄量を増やす等の対応が望まれる。多く

は照明設備やコンセントに電力提供されて

いる。暖房設備への供給はわずかであるが、



これらは動力電源であることから電気消費

量も大きく、自家発電対応が難しいことが

うかがわれる。燃料確保については、広域

災害の場合に極度に供給低下をした車両燃

料（ガソリン）についての危機感によるも

のか、備蓄をおこなう病院が見られている。

医薬品備蓄は１週間分あるいは３日間分と

いう病院が多かった。食料備蓄は３日間分

（９食分）が標準的であった。備蓄場所の

大半が地下や１階となっていたことは、津

波や洪水災害において、これらが消滅した

り使用不能になってしまう懸念が大きい結

果となっている。 

通信設備については、多くの病院におい

て災害時に有効な通信手段を有しておらず、

脆弱な状況が明らかになった。停電時には

使用できなくなる光電話等の普及に対応す

る等の対策が必要であるとともに、電話が

使えない場合の緊急連絡方法についても構

築が必要である。 

建物の耐震化については、使用中の建築

物が旧耐震基準であり、かつ耐震診断を受

けていない部分を有している３割の病院が

あった。早急な耐震診断実施と満たしてい

ない場合の耐震化あるいは建替えを進めな

ければならないと考える。 

被災時の移送（転院や避難）について有

効な移送手段を有していない状況が明らか

となった。護送・担送が必要な患者は入院

の４割弱も存在し、長時間の移送に耐えら

れないと予想される患者数も、１病院あた

り 30 人(中央値)に及ぶことがわかった。東

日本大震災時においても、精神科病院の入

院患者は広域避難の活動において対象から

欠落させられ、避難対応が大幅に遅れたあ

げく移送中に多くの死者を出したことは痛

恨の事例として残っている。しかし、この

状況は一向に改善が為されていないことが

はっきりした。早急な体制の構築をおこな

う必要がある。また、避難所などの避難先

については、専用でなければ避難しない方

が良いという結果となっていて、精神科病

院入院患者の特殊性が浮き彫りにされた。

避難命令を発する側も、これらの状況を充

分に配慮して柔軟な対応をする必要がある。

災害時の被災病院からの患者転院受入れに

ついては、受入可能人数は中央値で 10人・

平均値で 33人となっており、各々の病院の

状況により受入人数について差があること

から、平時において各病院の災害時転院受

入れ可能の状況について把握する必要があ

る。一時的に許可病床を超過しても、人員

基準や空間として医療法基準を順守するこ

とができるとした受入可能人数は、中央値

で 10人・平均値で 25人だった。 

精神科緊急医療チーム（DPAT）の常設に

ついては、難しいとした病院が６割を超え

た。人員確保と経費捻出の問題が困難な理

由として挙がっている。遠方の支援ではな

く、近隣（日帰り可能な地域）の支援とい

った限定業務であれば、配備が進むと考え

られる。これらについては、構造のあり方

や役割機能について検討が必要である。半

数の病院において、災害時の拠点支援機能

に協力出来るとしており、特に物資の集積

スペースや物資の搬送車両、支援スタッフ

の使用する部屋等についてはそれらの殆ど

の病院で提供可能としている。 

２、災害拠点精神科病院の機能・役割・規
格について 

以下の機能・役割・設置基準を検討した。 

１）災害拠点精神科病院の必要性とその機



能・役割 

ⅰ．災害発生時の災害地への精神科医療サ

ービスの直接的提供 

①発生時初期における 24 時間の診療応需

対応。 

②避難所や被災家庭における精神疾患者の

増悪あるいは発生に対する緊急収容受入れ。 

③被災病院からの転院患者の一時的受け入

れ。 

④被災地への精神科医療チーム（DPAT）の

即時的派遣。 

ⅱ．災害発生地の被災精神科病院等への診

療および運営支援 

①被災精神科病院への人材支援派遣（初期

対応支援に限る）。 

ⅲ．災害時緊急精神科医療チーム（DPAT）

の受け入れと派遣地調整 

①各地からの災害緊急精神科医療チーム

（DPAT）の派遣配置場所・日程の調整。 

②各々の精神科医療チームの情報集結と共

有のためのスペース等の提供 

ⅳ．支援物資の一次集結と被災地精神科病

院等への物資配送 

①必要な支援物資の要求・物資の受け入

れ・集結 

②状況に応じた物資の配送 

③業者との協調による医薬品の供給等 

ⅴ．被災地状況の情報収集と集約および関

係機関との連絡調整 

①災害対策本部や市町村、消防隊など関係

団体との連絡調整・情報交流 

②地域の医療機関、医師会等との連絡調整

と協調。 

③その他の関係団体などとの連絡調整 

ⅵ．後方支援の精神科病院等の支援要請お

よび患者搬送手配の支援 

①全国的な精神科医療機関団体との緊密な

連携による後方支援体制の確立。 

②災害対策本部等との連絡、搬送などの支

援要請。 

２）災害拠点精神科病院の設置基準 

ⅰ．災害拠点精神科病院として、下記の運

営が可能なものであること。 

①災害発生後すみやかに、24時間緊急対応

し被災地内の精神科診療を必要とする傷病

者等の受入および搬出を行うことが可能な

体制を、２週間以上保持すること。 

②災害発生時に、被災地からの傷病者の受

け入れ拠点にもなること。なお、「広域災

害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能

していない場合には、とりあえずの精神疾

患重症患者の搬送先として重症患者を受け

入れること。 

③精神保健指定医を含む災害派遣精神科医

療チーム（DPAT）を保有し、その派遣体制

があること。また、災害発生時に他の医療

機関の災害派遣精神科医療チーム（DPAT）

などの支援を受け入れる際の待機場所や対

応の担当者を定めておく等の体制を整えて

いること。 

④応急入院指定施設および精神保健福祉法

による指定病院であること。 

⑤地域の関係機関とともに定期的な訓練を

実施し、災害時に医療機関を含む地域の関

係機関への支援体制を整えていること。 

⑥常勤の精神保健指定医が２名以上、従事

されていること。 

⑦医療法上３：１以上の看護配置体制の病

棟を有していること。 

⑧全国的な精神科医療機関団体（日本精神

科病院協会・全国自治体病院協議会）に所

属し、災害発生時にそれらの後方支援を受



けることが出来る体制を整えていること。

および都道府県医師会および区郡市医師会

に所属し、災害医療の連携がとれる体制を

有していること。 

ⅱ．施設および設備 

【医療施設】 

ア、施設 

 災害拠点精神科病院として、以下の診療

施設等を有すること。 

①病棟および診療部門等において、精神科

救急診療に必要な管理体制を設けるととも

に、災害時における患者診療の増加時に対

応可能なスペースおよびベット（簡易でも

可）等の備蓄スペースを有することが望ま

しい。 

②診療機能を有する施設は耐震構造（ある

いは新耐震基準に合致）を有することとし、

病院機能を維持するために必要な全ての施

設が耐震構造であることが望ましい。 

③診療機能など、病院の基本的な機能を維

持するために必要な設備に支障をきたさな

い、適切な発電能力のある自家発電機等か

ら電源の確保が行われていることとし、３

日分程度の燃料を確保しておくこと。なお、

自家発電機等の設置場所については、地域

のハザードマップ等を参考にして検討する

ことが望ましい。 

④適切な容量の受水槽の保有、停電時にも

使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水

協定の締結等により、災害診療に必要な水

を確保すること。 

イ、設備 

 災害拠点精神科病院として、以下の診療

設備等を有すること。 

①衛星電話を保有し、衛星回線インターネ

ットが利用できる環境を整備すること。ま

た複数の通信手段を有していることが望ま

しい。 

②広域災害・救急医療情報システム(EMIS)

に参加し、災害時に情報を入力する体制を

整えておくこと。すなわち、入力する複数

の担当者を事前に定めておき、入力内容や

操作方法などの研修・訓練をおこなってお

くこと。 

③患者多数収容時の、病棟における病床転

用スペースとベッド等(簡易ベットやマッ

ト可)を、許可病床の 10％以上有すること。 

④被災地における自己完結型の精神科医療

に対応できる携行式の応急用医療資器材、

応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、

食糧、生活用品 等 

ウ、その他 

 災害拠点精神科病院の立地場所は、地域

の各種ハザードマップにおいて出来る限り

被災を受けない地域に位置していること。 

 食料・飲料水・医薬品等について、流通

を通じて適切に供給されるまでに必要な量

として、３日分程度を備蓄しておくこと。

その際、災害時に多数の患者が来院するこ

とや職員が帰宅困難になることを想定して

おくことが望ましい。 

 また、食料・飲料水・医薬品等について、

地域の関係団体・業者との協定の締結によ

り、災害時に優先的に供給される体制を整

えておくこと（ただし、医薬品等について

は、都道府県・関係団体間の協定等におい

て、災害拠点精神科病院への対応が含まれ

ている場合は除く。）。 

【搬送等の車両関係】 

①災害派遣精神科医療チーム（DPAT）の派

遣に必要な緊急車両を原則として有するこ

と。その車両には、応急用医療資器材、テ



ント、発電機、飲料水、食料、生活用品等

の搭載が可能であること。 

②緊急支援物資を輸送することに利用でき

る荷物積載車両（乗用車を除く）を用意で

きること。 

③一度に多人数（８人以上）を搬送できる

車両を用意できること。なお、さらに車椅

子搬送や寝台（ストレッチャー）搬送が出

来る車両を用意できることが望ましい。 

④車両の燃料等について、災害時優先的に

供給する旨の契約を燃料販売業者と締結し

ていること。 

３）災害支援物資 

 災害支援物資を集積し仕分けできる、合

計 100 ㎡以上の仕切られた屋内空間（倉庫

利用できる部屋など）を準備できること。

また、災害支援物資の管理担当者を配置で

きること。 

４）その他 

 災害拠点精神科病院の指定に当たっては、

都道府県医療審議会等の承認を得ることと

し、指定されたものについては医療計画に

記載すること。また、都道府県は指定した

災害拠点精神科病院が要件に合致している

かどうかを毎年（原則として４月１日時点）

確認し、指定要件を満たさなくなった場合

は、指定の解除を行うこと。 

 指定又は指定の解除を行った際には、そ

の内容について厚生労働省に報告すること。 

 なお、災害拠点精神科病院は、厚生労働

省および都道府県のおこなう調査に協力す

ること。 

５）適正な設置の考え方 

 概ね人口規模５０万人から８０万人程度

に１か所を指定するのが適正と考えられる。

都道府県においては、相互に補完的な役割

を果たすことを念頭に地理的状況を考慮し

て複数の設置をおこなうこと。（出来るだけ

距離を離して設置する。） 

 ただし大都市県（東京都・大阪府）にお

いては、精神科病院の地理的偏在がみられ

ていることから、それらの特性を考慮する

ものとする。 

３、精神科病院における災害対策マニュア
ル作成ガイドについて 

以下の内容を検討し、作成ガイドを制作
した。 

（災害対策マニュアル作成ガイド目次） 

Ⅰ、震災のための事前対策 

ⅰ、災害に備えて 

①災害のリスク分類 

②地理的要因の情報収集 

③構造上の対策 

④患者さんの安全確保のために 

⑤情報・重要書類の保全 

ⅱ．組織運営 

①精神科病院職員としての災害発生時の心
構え 

②病院における防災組織について 

③災害対策本部構成員の職務と役割 

④職員非常参集 

⑤災害時の通信連絡 

ⅲ．情報通信の確認 

①情報通信手段の確認 

②衛星携帯電話 

③災害用伝言ダイヤルサービス 

④ＳＮＳの活用 

ⅳ．地域ネットワーク 

①防災マップと避難所の指定 

②緊急連絡体制の整備 

③地域の医療機関や行政との連携 

④災害拠点病院との連携 

⑤避難所としての役割 

ⅴ．備蓄品の整備・点検 

①建物・設備 

②給水・下水設備 



③電気・燃料 

④医療機器・医療用ガス 

⑤医薬品 

⑥医療材料 

⑦食料 

⑧その他、初動持ち出し 

Ⅱ、震災発生時の対応 

ⅰ．震災発生時の初動対応・初動対応フロ
ーチャート 

①初動対応フローチャート 

②災害発生直後 

③災害発生数分～数時間後 

④震災時のリスクマネジメント 

ⅱ．医療救護活動 

①医療救護活動 

ⅲ．応援要請 

①応援医療救護班の受け入れ 

②ボランティア・支援物資の要請 

③広報活動 

Ⅲ．災害時のこころのケア 

ⅰ．災害時のこころのケア 

①こころのケアの基本 

②地域のこころのケアの拠点として 

③職員のこころのケアについて 

④精神疾患患者への対応 

Ⅳ．リスト・書式一覧 

①初動持ち出しリスト（医材料・事務用品） 

②備蓄品リスト（食料） 

③備蓄品リスト（飲料水） 

④災害時医薬品チェックリスト 

⑤被災状況リスト（病棟用） 

⑥被災状況報告書（病棟用 

⑦患者・職員被害状況チェックリスト 

⑧施設設備被害状況チェックリスト 

⑨避難所訪問時携帯薬リスト 

⑩自主点検検査表 

Ｅ．結論 

１、災害対応整備状況の調査について 

東日本大震災(2011.1)は多くの精神科病

院に災害時対応の危機感を喚起したことが、

災害後の各病院の対応整備状況から明らか

となった。給水・電力供給・各種備蓄など

の、病院の整備努力によって対応強化され

ることは進めることが出来るが、大規模な

投資が必要とされる建築耐震化建替えや大

規模自家発電装置などの整備には、国の補

助施策が必要である。 

今回調査では、被災した場合の入院患者

等の移送方法や避難先・転院先についての

対策が、ほとんど進んでいないことがわか

った。何よりも優先して、これらの有効な

対策を講じる必要がある。また、災害発生

時に精神科病院の支援をおこない精神科医

療の対応拠点となる機能を果たす病院の存

在が必要である。 

 

２、災害拠点精神科病院の機能・役割・規
格について 

 現在、医療計画において災害医療に精神
科医療の記載はない。一般医療とは異なる
特殊性を持つ精神科医療の災害時対応につ
いて、一般医療における災害拠点病院と同
等に「災害拠点精神科病院」を設置するこ
とを明記し、早急に配備を進めるべきであ
る。 

３、精神科病院における災害対策マニュア
ル作成ガイドについて 

 この「災害対策マニュアル作成ガイド」
は、普遍的な災害対策マニュアルでは有事
において役立たないとの認識から、検討し
編纂されている。実際に役に立つマニュア
ルを作るには、病院の立地する状況から考
えうる災害を想定し、その病院にとって必
要な備えである「防災計画」を作成する必
要がある。その過程の中で、マニュアルを
頭に叩き込む作業をおこなう。被災直後の
初動においては、その頭に叩き込まれたマ
ニュアルこそが役に立つ・・・という考え
のもとで、作成の過程において、各々の病



院が災害対応について熟慮と協議を重ね、
独自の災害対策を組み立てる作業にこそ、
有事への備えが出来上がると結論づけてい
る。 

 これらの成果を日本精神科病院協会加盟
病院すべてに配布し、また協会のホームペ
ージで公開して提供に努めることとしてい
る。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし。 

 

２．学会発表 

 なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし。 

 

Ｉ．引用文献等 

   なし。
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日精協加盟病院への災害対応整備状況についての調査 まとめ 

 
東日本大震災で大きな被災を受けた３県（岩手県・宮城県・福島県）を除く
全国の日精協加盟病院を対象に、災害対応整備状況についての調査を行った。 
 
１、調査の対象と回収 
 
調査対象病院数は1141病院であり、474病院から回答を得た。回答率は41.5％
であった。 
 
２、調査の結果 
 
問１：地震保険の加入状況 
有効回答 472のうち、142病院が加入(30.1％)し、加入していない病院の理由
は保険料が高額(60.4％)、ついで必要が無い(16･3%)・保障内容が不十分(10.4%)
であった。 
問２：防災訓練の実施状況 
震災(2011.3.11)以降の実施状況は、災害年(2011)14.3%から、翌年(2012)23.1%、
翌々年(2013)28.4%、さらに一昨年(2015)34.2%と、年々防災訓練の実施が増え
ている傾向にある。参加人数は病院規模にもよるが平均値で職員 67.5 人患者
131.7人であった。 
問３：防災マニュアルの整備状況 
策定している病院は、78.8％に及んでいることが分かった。そのうち 51.1％
について、災害以降(2011~)に策定している。災害時に職員の非常呼集規定を定
めているところは 76.4％であった。 
問４：災害発生時の支援協力体制の構築状況 
災害発生時の支援協力について他の医療機関との間で連携体制を構築できて
いると回答されたのは 17.9％で現在検討中は 35.1%であった。一方で半数近く
においては今後も構築する予定はない(47.1％)と回答している。 
現在連携している、あるいは連携を検討中の連携先診療科は、総合病院(47.2％)
と一番多く、ついで同じ精神科病院が 32.9％であった。内容については、転院
先の確保(45.1％)・物資等の確保(31.2％)・医療スタッフの確保(23.6％)の順があ
げられた。 
問５：緊急時に備えた業者等との契約状況 
食品(給食)についての契約と契約書を交わしている(51.9％)・口頭での契約を



している(18.8％)で多く、ついで契約合計は、リネン(37.2％)・医薬品(28.6％)
となっている。一方で、今後契約を検討しているは、医薬品(32.6％)・燃料(29.9％)
と高かった。 
これらの契約時期は、震災(2011.3)以降に４割弱の病院が新たに契約を結んで
おり、その内容は震災前に比して、燃料(55.2％)・食品(39.9％)・リネン(37.1％)・
医薬品(32.7％)の割合の順であった。 
問６；診療録の対応状況 
診療録の使用状況は、紙媒体使用が 92.8％を占め、電子カルテは 23.3％（紙
媒体と同時使用を含む）で使用されていた。バックアップについて、電子カル
テは 63.8％で行われていない状況にあった。また紙媒体においても 68.5％がバ
ックアップされていない 
問７：給水設備の状況 
有効回答 448のうち、井水利用が出来るとの回答は 68.1％あり、その 64.7％

(220)の施設で飲水が可能となっている。つまりおよそ半数の施設で井戸を有し
それらの井水が飲用できる状況である。受水槽の容量については、保有水量の
中央値は 34,000L(公共水道)であり、60,000L以下 73.6％であった。 
問８：非常用電気設備の状況 
何らかの自家発電機を保有している病院は 73.6％で、燃料は軽油(68.6％)が多
く、次いで重油(20.1％)であった。電力供給時間の中央値は 6.0 時間であった。
供給先は、入院病棟の一部(14.2％)・事務部門(10.1％)・厨房(9.0％)・外来診療
部門(8.6％)となっており、利用は一部のコンセント(非常用コンセント 19.6％)
が多く、次いで給水給湯設備(12.5％)・病棟照明(12.1％)であった。電子カルテ
等設備(4.8％)や暖房設備(2.9％)は利用が少なかった。 
問９：燃料の確保状況 
使用の状況(複数回答)では、プロパンガス・軽油・灯油・重油・ガソリン・都
市ガスの順に多かった。これらの備蓄の状況については、軽油(33.9％)・灯油
(25.1％)・重油(22.9％)・プロパンガス(22.0％)で、ガソリン(11.6％)は低かった。 
問１０：調剤機能の状況 
外来部門の調剤全てを院外処方(33.3％)および一部を院外処方(30.0％)として
いる状況にあり、自動分包機の利用は 65.5％となっていることから（全て院外
処方としているについては利用なしで集計）、ほとんどが自動分包機を利用して
いる状況にある。 
問１１：医薬品の備蓄状況 
計画的な備蓄を行っているのは 46.1％の病院であり、その備蓄量として１週
間分(25.6％)・３日間分(17.9％)にピークがある。１週間以内の備蓄が６割とな
っている一方で、２週間分(12.7％)・２週間以上分(12.7％)の備蓄対応もみられ



る。 
問１２：食料の備蓄状況 
入院患者用の食料備蓄は 89･6％でおこなわれており、職員用の食料備蓄を行
っているところも 48.9％ある。備蓄量については中央値で患者用 250人分・職
員用 100 人分で、対応提供回数（食事回数）は同じく中央値で患者用・職員用
とも９回となっている。 
また備蓄場所については６割強が専用倉庫（患者用 61.8%・職員用 66.8％）
を有しているが、その場所は地下階と１階に設置されている（患者用 74.4％・
職員用 72.2％）状況にある。 
問１３：通信設備の状況 
防災無線や災害用優先電話等を設置していないとする病院は 66.7％、衛星利
用電話を保有しているは 4.6％であって、衛星回線を保しでインターネット利用
が可能と回答したのは、1.1％となっている。 
電 話交換機の非常用電源接続については 43.1％が接続していないと回答し、
院内連絡用の PHS やトランシーバーについては保有しているが 48.2％あるも
のの、充電状態などの定期点検は 53.9％でおこなわれていない状態にある。 
広域災害救急医療情報システム(EMIS)への参加は 33.8％であった。 
問１４：建物の耐震化状況 
全部あるいは一部が新耐震基準を満たしていない建物は 47.9％で使用されて
おり、その用途は病棟(53.1％)・外来部門(16.4％)・その他である。それらの耐
震診断について受けていないとするところは 64.9％となっている。耐震診断を
おこなって、耐震基準が満たされていたものは 72.9%となっていた。 
旧耐震基準の建築物について、耐震補強工事あるいは建て替え工事の計画を
していないとの回答は、51.5％となっている。 
問１５：災害時の患者搬送対応の状況 
災害時の搬送について自治体や交通事業者（バス会社等）と搬送についての
協議を行っていないと回答した病院は 92.6％である。現在状況おいて患者の護
送・担送の人数については、中央値で 85人となっている。201人以上存在して
いると回答した病院は 10.3％あった。現在使用病床の 37.7％(中央値)が護送担
送の対象と回答されている。これらにおいて長時間の移送に耐えられないと予
想する患者数の中央値は 30 人で、201 人以上とする病院は 4.0％あった。全患
者の避難完了に要する時間の予想については、中央値で 6.0時間・平均値で 12.98
時間となっていて、24時間以上を要すると予想された病院が 13.6％あった。 
通常の避難所環境にて生活が困難と予想される患者について、中央値で 120
人と回答しており、避難については、「他の住民と区画された空間であれば避難
可能」(12.7％)・「専用の避難所が必要」(15.9％)としている一方で、「崩壊など



の危険が無ければ避難しない方がいい」(36.0％)・「ライフラインが供給されれ
ば避難しない方がいい」(34.7％)との回答が多かった。 
問１６：災害時の転院受け入れ対応状況 
被災した精神科病院からの患者転院受け入れについては、56.8％が受け入れ
可能と回答し、自らの病院の被災程度による等の条件付きが 13.4％あった。こ
のような転院受入可能患者数については、中央値で 10 名・平均値で 33.8 名と
なっている。10名以下とする病院は 51.9％であった。調査時点での病床利用率
の中央値は 92.0％となっており、医療法による人員基準を順守した上で許可病
床を超過して受入可能な患者数は、中央値で 10人・平均値で 24.9人であった。
また、この場合の受入を 20人以下と回答した病院は 64.5％だった。 
問１７：精神科緊急医療チーム(DPAT)の常設可能状況 
将来設置を考えたい(30.5％)と回答がある反面で、設置は難しい(63.9％)と回
答している。その理由は、人員確保できない(61.1％)と費用の捻出が難しい
(25.6％)であり、職員の協力が得られない(9.6％)と挙げている。 
問１８：支援拠点機能の状況 
災害時の支援拠点としての役割機能を果たすことが可能かどうかについては、
可能な支援は行うつもりがある(52.4％)と自院の災害対応で手一杯で拠点活動
は出来ない(42.7％)となっている。積極的に拠点活動を行うことができる(3.2％)
と少なかった。 
支援拠点に協力するとした病院において、支援物資の集積や仕分けが出来る
空間について用意できる(81.2%)と回答した病院が多かった。物資の運搬に使用
できる車両についても用意できる(71.2％)と回答している。 
災害発生時に支援対応を専任で行う職員の配置については、配置可能(45･8％)
と配置不能(43.5％)で拮抗している。外部支援者(DPAT 等)に提供できる専用質
が用意できるには、76.9％の病院で用意できるとしている。 
 
 
３、調査の考察 
 
東日本大震災(2011．3)を機に、防災訓練の実施や防災対応マニュアルの作成
などが行われた病院はそれ以前に比して年々増加している。災害時の協力連携
体制については総合病院と精神科病院の連携を締結している状況にあり、転
院・物資・職員の確保といった内容で、災害時に精神科病院患者の転院の問題
は危機感を有している。一方で、特に連携について体制構築を行う予定がない
とする病院が半数あり、大災害時には連携していても個々の病院間では支援が
得られないと判断されているものと思われる。緊急時の業者による物資供給等



の契約については、やはり大震災を機に締結を行うようにした病院が多くなっ
ており、その内容は東日本大震災で問題となった燃料供給についての契約が一
番多かった。 
診療録のバックアップについては、電子カルテ・紙媒体ともにあまり行われ
ていない状況がある。停電や流出などによって診療録の確認が出来ず混乱する
事態について、危機感を持ち対策を講じる必要がある。電子カルテのデータを
退避させても、それらを災害時に呼び出せることについても対応がなされなけ
ればならない。 
ライフラインの断絶時対応について、給水設備として井水を利用できる病院
が７割弱あり、給水について半数の病院で飲用できる状態にある井水を備えて
いる。水質検査の定期的実施などで飲水可能な井水とする管理が行われること
で、断水への対応が強化されると考える。自家発電設備を有する病院が７割を
超えているが、その電力供給時間については中央値で６時間と災害時には短す
ぎることから、発電のための燃料備蓄量を増やす等の対応が望まれる。多くは
照明設備やコンセントに電力提供されている。暖房設備への供給はわずかであ
るが、これらは動力電源であることから電気消費量も大きく、自家発電対応が
難しいことがうかがわれる。 
燃料確保については、広域災害の場合に極度に供給低下をした車両燃料（ガ
ソリン）についての危機感によるものか、備蓄をおこなう病院が見られている。
医薬品備蓄は１週間分あるいは３日間分という病院が多かった。 
食料備蓄は３日間分（９食分）が標準的であった。備蓄場所の大半が地下や
１階となっていたことは、津波や洪水災害において、これらが消滅したり使用
不能になってしまう懸念が大きい結果となっている。 
通信設備については、多くの病院において災害時に有効な通信手段を有して
おらず、脆弱な状況が明らかになった。停電時には使用できなくなる光電話等
の普及に対応する等の対策が必要であるとともに、電話が使えない場合の緊急
連絡方法についても構築が必要である。 
建物の耐震化については、使用中の建築物が旧耐震基準であり、かつ耐震診
断を受けていない部分を有している３割の病院があった。早急な耐震診断実施
と満たしていない場合の耐震化あるいは建替えを進めなければならないと考え
る。 
被災時の移送（転院や避難）について有効な移送手段を有していない状況が
明らかとなった。護送・担送が必要な患者は入院の４割弱も存在し、長時間の
移送に耐えられないと予想される患者数も、１病院あたり 30 人(中央値)に及ぶ
ことがわかった。東日本大震災時においても、精神科病院の入院患者は広域避
難の活動において対象から欠落させられ、避難対応が大幅に遅れたあげく移送



中に多くの死者を出したことは痛恨の事例として残っている。しかし、この状
況は一向に改善が為されていないことがはっきりした。早急な体制の構築をお
こなう必要がある。また、避難所などの避難先については、専用でなければ避
難しない方が良いという結果となっていて、精神科病院入院患者の特殊性が浮
き彫りにされた。避難命令を発する側も、これらの状況を充分に配慮して柔軟
な対応をする必要がある。 
災害時の被災病院からの患者転院受入れについては、受入可能人数は中央値
で 10人・平均値で 33人となっており、各々の病院の状況により受入人数につ
いて差があることから、平時において各病院の災害時転院受入れ可能の状況に
ついて把握する必要がある。一時的に許可病床を超過しても、人員基準や空間
として医療法基準を順守することができるとした受入可能人数は、中央値で 10
人・平均値で 25人だった。 
精神科緊急医療チーム（DPAT）の常設については、難しいとした病院が６割
を超えた。人員確保と経費捻出の問題が困難な理由として挙がっている。遠方
の支援ではなく、近隣（日帰り可能な地域）の支援といった限定業務であれば、
配備が進むと考えられる。これらについては、構造のあり方や役割機能につい
て検討が必要である。半数の病院において、災害時の拠点支援機能に協力出来
るとしており、特に物資の集積スペースや物資の搬送車両、支援スタッフの使
用する部屋等についてはそれらの殆どの病院で提供可能としている。 
 
４、まとめ 
 
東日本大震災(2011.1)は多くの精神科病院に災害時対応の危機感を喚起した
ことが、災害後の各病院の対応整備状況から明らかとなった。給水・電力供給・
各種備蓄などの、病院の整備努力によって対応強化されることは進めることが
出来るが、大規模な投資が必要とされる建築耐震化建替えや大規模自家発電装
置などの整備には、国の補助施策が必要である。 
今回調査では、被災した場合の入院患者等の移送方法や避難先・転院先につ
いての対策が、ほとんど進んでいないことがわかった。何よりも優先して、こ
れらの有効な対策を講じる必要がある。また、災害発生時に精神科病院の支援
をおこない精神科医療の対応拠点となる機能を果たす病院の存在が必要である。 
 
 
５、調査票 
 
 別添。 



 



日精協加盟病院への
災害対応整備状況についての調査

公益社団法人
日本精神科病院協会



※回答はセルの色づけ箇所にご記入いただきますようお願い致します。
記入者等情報

年 月 日

問1 (1) 地震保険(あるいは地震特約付き保険)に加入していますか。 回答

1. 加入している 2. 加入していない

(2) 「2加入していない」をお選びの方は加入していない主な理由を一つお答えください。

1. 加入の必要がない 2. 保険料が高額

3. 手続きが面倒 4. 理事会・総会等の承認が得られない 回答

5. 補償内容が不十分(不適合) 6. その他

問2 防災訓練について

(1) 震災時の防災訓練の実施状況についてお尋ねします。（2011年3月11日以降～本日まで）

※通常の火災訓練は除き、お答えください。実施されていない場合は空欄として下さい。

参加対象 参加人数

職員

患者

職員

患者

職員

患者

職員

患者

職員

患者

(2)　今後防災訓練に取り入れた方が良いと思ったことはありますか。(出来るだけ具体的にお願いします。）

問3 防災マニュアルについて

(1) 防災マニュアルを策定していますか。

1. 策定している 2. 策定していない 回答

(2) 「1策定している」をお選びの方はそのマニュアル策定年月日をお答え下さい。

年 月 日

西暦

(3) 災害発生時の職員非常呼集の規定についてお答えください。

1. 設定している 2. 設定していない 3. 現在設定を検討中である 回答

4. 今後設定する予定はある 5. 今後も設定する予定はない

西暦ご記入日

ご所属

お役職

お名前

お電話番号(     -       -     )

FAX番号(     -       -     )

E-mail

会員番号

法人名

病院名

日精協加盟病院への災害対応整備状況についての調査
調査票

ご記入者

３）

１）

内線

実施年月日 訓練内容想定した災害の内容

２）



問4 災害発生時の支援協力について

1. 連携体制を構築している 2. 現在調整中である 回答

3. 今後も体制構築の予定はない

(2)  (1)で1を選択した方は、その内容についてお答えください。(差支えのある場合はイニシャルで構いません。)

1. 精神科病院

2. 総合病院

3. 内科病院

4. 外科病院

5. その他

(3) 内容の種類をお答えください。あてはまるもの全てをお答えください。

1. 医療スタッフの確保 2. 転院先の確保 3. 物資等の確保

-

(4) 連携体制を構築しておくべきであると思った点や配慮すべき点はありますか。

問5 緊急時に備えた業者等との契約の状況について

    ※現在契約がない場合は問6へお進みください。

　

※1　契約状況欄は次から数字で選択してください　※2　数字でお答えください

1. 契約書を交わしている 2. 口頭で契約を交わしている 3. 現在契約を検討している

4. 今後も契約する予定はない

(2) 契約しておくべきであると思った点や契約に関して配慮すべき点はありますか。

契約
状況
※1 1. 2011年3月以前

2. 2011年3月以後

契約内容

所在都道府県連携先の医療機関名

(1) 災害発生時の支援協力について他の医療機関と連携体制を構築していますか。

※主な診療科 ※主な診療科については下記
1～5の数字でお答えください。

      ※「2現在調整中である」「3今後も体制構築の予定はない」をお選びの方は問5へお進み

契約先の業種

食品

医薬品

燃料

回答（複）

リネン

(1) 緊急時に備えて業者等との契約状況と、業種、内容についてお答えください。

契約した時期※2

(　　　　　　　　)

その他



問6 診療録についてお尋ねします。

(1) 診療録や、オーダリング等のシステムとして使用しているもので当てはまるもの全て数字でお答えください。

紙媒体

オーダリングシステム

電子カルテ

その他

給水設備についてお尋ねします。当てはまる数字でお答えください。

井戸 ℓ

公共水道 ℓ

問8 電気設備についてお尋ねします。

(1) 自家発電設備(消火設備専用発電機を除く)はありますか。(2をお選びの方は(5)へお進みください) 回答

1. 有り 2. 無し

(2) 自家発電機の燃料の種類当てはまるもの全てお答えください。

1. 軽油 2. 重油 3. 灯油 4. ガソリン

5. その他

-

(3) 自家発電機のおおよその電力供給時間をお答えください。 時間 分

(4) 自家発電機で電気供給する施設･設備の範囲をとして当てはまるもの全てお答えください。

1. 入院病棟の照明　 2. コンセント全て 3. 入院病棟の一部

4. コンセントの一部 5. 外来診療部門 6. 厨房設備

7. 事務部門照明 8. 暖房設備 9. 給水給湯設備

10. 電子カルテ等設備

11. その他 -

(5) ポータブル発電機はありますか。有りの場合、そのおおよその電力供給時間はどのくらいですか。

1. 有り 回答 時間 分

2. 無し

問9 燃料の確保状況について、当てはまる数字を記入欄にご回答ください。

(1) 使用している燃料と、その備蓄について数字でお答えください。

　※備蓄は通常使用量以上に余剰に確保されている場合を示します。 　

1　軽油

2　重油

3　灯油

4　ガソリン

5　プロパンガス

6　都市ガス

7　その他

問10 外来部門の調剤について

(1) 医薬分業の状況についてお尋ねします。１つお選びください。

1. 全て院外調剤薬局を利用 2. 院外調剤薬局を一部利用

3. 院内調剤処方している 回答

4. その他

(2) 自動分包機利用を利用していますか。※全て院外調剤薬局を利用をお選びの方は2でお答え下さい。

1. 利用している 2. 利用していない 回答

(3) 医薬分業について災害時を考慮して改善することが望ましいことがあればご記入下さい。

1. 使用している
2. 使用していない

1. 備蓄している
2. 備蓄していない

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

1. 使用している
2. 使用していない

1. バックアップしている
2. バックアップしていない

1. 有
2. 無

1. 飲用可
2. 不可能

回答（複）

回答（複）

受水槽の合計容量(ℓ)
無い場合は0(ℓ)



問11 非常時に備えての､医薬品の備蓄計画について

(1) 医薬品の備蓄計画はありますか。

1. 計画的に備蓄している 2. 備蓄はない 回答

3. その他

　 (2) 医薬品の備蓄量をお答え下さい。

1.  半日分 2.  1日分 3.  2日分 4.  3日分

5.  4日分 6.  5日分 7.  6日分 8.  1週間分

9.  2週間分 10.  2週間分以上 11.  備蓄量は不明

回答

12.その他

(3) 備蓄している医薬品のリストの策定をしていますか。

1. 策定している 2. 策定していない 回答

3 その他

問12 食料備蓄量についておたずねします。枠内に数字でご記入をお願いします。

備蓄有りを選択した場合は保管環境・備蓄量についても数字でお答えください。

階数

問13 通信設備について

(1) 災害時の通信回線(防災無線、ホットライン等)を設置していますか。

1. 設置している 2. 設置していない 回答

3. その他

(2) 衛星電話や衛星携帯を保有していますか。

1. 保有している 2. 保有していない 回答

3. その他

(3) 衛星回線のインターネット使用は可能ですか。※保有していない場合は2 使用できないとして下さい。

1. 使用できる 2. 使用できない 回答

3. その他

(4) 院内の電話交換機は非常用電源回路として接続していますか。

1. 接続している 2. 接続していない 回答

3. その他

(5) 通信機器の充電状態を含めた定期点検を実施していますか。

1. 実施している 2. 実施していない 回答

3. その他

(6) 非常時も使用できる院内連絡用のトランシーバーまたはPHSを備えていますか。　

1. 保有している 2. 保有していない 回答

3. その他

(7) 広域災害救急医療情報システム(EMIS)に参加していますか。

1. 参加している 2. 参加していない 回答

3. その他

その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備蓄の有無

1. 有　　2. 無

食料
(職員用)

食料
(職員家族用)

食料
(近隣住民用)

場所

専用倉庫

その他

専用倉庫

その他

専用倉庫

その他

専用倉庫

その他

専用倉庫

その他

備蓄量

対応可能
回数

（回分）

供給
可能量
（人分）

保管環境

食料
(患者用)

備蓄種類



問14 病院建物の耐震化状況について

(1) 病院建物の耐震化状況についてお答えください。

1. すべて新耐震基準(昭和56年6月以降建築)になっている

2. 全部あるいは一部､旧耐震基準の建物がある 回答

3. その他

(2) 旧耐震構造の建物の利用状況についていずれか１つお選びください。

1. 病棟として利用 2. 外来部門として利用 回答

3. その他

(3) 耐震診断の実施の有無と結果についてお尋ねします。 回答

1. 耐震診断の実施をしている 2. 耐震診断の実施をしていない

回答

1. 耐震基準を満たしている 2.耐震基準を満たしていない

(4) 旧耐震構造の耐震補強工事あるいは建て替えの計画をしていますか。

1. 耐震補強工事の計画をしている 2. 建て替えの計画をしている 回答

3. 耐震補強工事及び、建て替えの計画をしていない

問15 災害時の患者搬送対応について

(1) 全患者の避難が必要となった場合の搬送手段について

1. 自治体や交通事業者(バス会社等)などと搬送についての協議を行っている

2. 自治体や交通事業者(バス会社等)などと搬送についての協議を行っていない 回答

3. その他

(3) 長時間の移送に耐えられないと考えられる患者はどのくらいいますか。

(4) 全患者を避難完了するには､どのぐらいの時間がかかると想定していますか。

(5) 通常の避難所の生活環境での生活が困難であると想定される患者はどのぐらいいますか。

(6) 避難場所について､どのような状況が確保されることが望ましいと思いますか。(複数選択可) 回答（複）

1. 崩壊などの危険がなければ避難しない方が良い

2. ライフラインの供給があれば避難しない方が良い

3. 他の避難住民と区画された空間であれば避難可能である

4. 専用の避難所が必要である

5. その他

％

備考

※耐震診断の実施をしているを選択された方はその結果をお答えください。

(2) 全患者の搬送を実施するとした場合に、担送・護送が必要な患者の総数及び、現在使
用病床における割合(％)はどのくらいですか。

担送・護送が必要な患者の総数 現在使用病床における割合(％)

約　（ ）　名

約　（ ）　時間 備考

自治体などの援助なく自力で､10㎞先の避難所に移送する場合

備考

約　（ ）　名



問16 災害時の転院の受け入れについて

(1) 災害時に被災した精神科病院等からの患者転院受入は可能ですか。

1. 受け入れ可能 2. 受け入れ不可 回答

3. その他

(2) 1を選択された方は、災害時に緊急に(一時的)転院受入が可能な患者数についてもお答えください。

(3) 患者4人に対し看護職員1の配置(医療法基準)で対応できる範囲での､許可療養数を

　　 超えての受入可能患者数は何人ですか。

(4) 調査日時点での病床利用率をお答えください。

問17 精神科緊急医療チーム(DPAT)を常設することについて

※DPAT：精神科医1名、看護師(准看可)1名、PSWあるいはCP1名、事務局1名のチーム

(1) 精神科緊急医療チームを設置することについてお尋ねします。 回答

1. 常設設置ができる 2. 将来設置を考えたい 3. 設置は難しい

(2) 設置が難しいと答えた理由についてお答えください。(複数回答可)

1. 人員を確保できない 2. 職員の協力が得られない 回答（複）

3. 費用の捻出が難しい

問18 被災した病院への支援拠点としての機能について

(1) 被災した病院への支援拠点として活動することが出来ますか。

1. 拠点としての活動をすることが出来る

2. 拠点としての活動は難しいが、可能な支援は行うつもりがある

3. 自院の災害対応で精いっぱいなので拠点活動は出来ないと思う 回答

4. その他

※「1拠点としての活動をすることが出来る、又は2 拠点としての活動は難しいが、

可能な支援は行う」をお選びの方は、以下にお答えください。

(2) 支援物資の受け入れや仕分けの作業ができる50㎡以上の屋内空間(災害時には専用)を用意できますか。

1. 用意出来る 2. 用意できない 回答

3. その他

(3) 災害支援物資の運搬に使用できる車両を用意することができますか。

1. 用意出来る 2. 用意できない 回答

3. その他

(4) 災害発生時の支援対応をおこなう職員を専任で(災害発生時のみ数週間程度)配置することができますか。

1. 配置できる 2. 配置できない 回答

3. その他

(5) 外部支援者の(DPATなど)に提供できる空間(1部屋程度)を用意することができますか。

1. 用意出来る 2. 用意できない 回答

3. その他

4. その他

　　※病床として利用できる病棟内の空間での収容可能数＝1人4,3㎡として
　　許可病床数超過でも構わないものとする

人

人

％



問19

公益社団法人
日本精神科病院協会

調査にご協力頂き誠にありがとうございました。
頂いた情報は本調査研究以外の目的には使用致しません。
後日、問い合わせの連絡をさせて頂く可能性がございます。

アンケートの集計結果は出来上がり次第ご報告申し上げます。

ご多忙中とは存じますが、1月16日(金)までに
本調査票をメール又はFAXにてご返送頂けますと幸いです。

Mail:chousa_k@nisseikyo.or.jp
FAX:03-5232-3309

災害発生時に備えるべきこと(対応)

その他､災害発生時に備えて､対応を行っておくべきと考えることについてご意見をお願い致します。
(小さなことでも結構ですのでご協力お願い致します。)



日精協加盟病院への災害対応整備状況についての調査

郵送数 回答数 回答率

1141 474 41.5%

問1

(1) 地震保険(あるいは地震特約付き保険)に加入していますか。

回答数 構成比

1. 加入している 142 30.1%

2. 加入していない 330 69.9%

472

(2) 加入していない主な理由

回答数 構成比

53 16.3%

197 60.4%

0 0.0%

1 0.3%

34 10.4%

41 12.6%

326

有効回答数

2. 保険料が高額

1. 加入の必要がない

4. 理事会・総会等の承認が得られない

5. 補償内容が不十分(不適合)

6. その他

有効回答数

3. 手続きが面倒

16.3%

60.4%

0.3%

10.4%

12.6%

問1 (2) 地震保険に加入していない主な理由

1. 加入の必要がない 2. 保険料が高額

3. 手続きが面倒 4. 理事会・総会等の承認が得られない

5. 補償内容が不十分(不適合) 6. その他
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問2　防災訓練について

(1) 震災時の防災訓練の実施状況（2011年3月11日以降～本日まで）

回答数

567

※実施年月日を記入している件数（「未実施」「なし」等の記入を除く）

・実施時期の回答分布

回答数 構成比

5

80 14.3%

129 23.1%

159 28.4%

191 34.2%

559

※実施年が確認できるもののみ集計（「毎年」や実施月日のみの回答は未集計）

2012年

2013年

2014年

有効回答数

（参考）2011年3月より

2011年

80

129

159

191

0

50

100

150

200

250

2011年 2012年 2013年 2014年

（回答数）

問2 (1) 防災訓練の実施時期
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・参加人数について

小値・ 大値・平均値・中央値

回答分布

回答数 構成比 回答数 構成比

0 0.0% 49 10.6%

135 25.3% 42 9.1%

175 32.8% 72 15.6%

130 24.3% 86 18.6%

68 12.7% 95 20.6%

26 4.9% 118 25.5%

534 462

問3　防災マニュアルについて

(1) 防災マニュアルを策定していますか。

回答数 構成比

372 78.8%

100 21.2%

472

1. 策定している

職員

0人

1～25人

101～200人

201人以上

有効回答数

26～50人

51～100人

患者

職員 患者

小値

大値

平均値

中央値

単位（人） 単位（人）

2

757

67.5

46

0

594

131.7

90

2. 策定していない

有効回答数

0

135

175

130

68

26

49
42

72

86
95

118

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0人 1～25人 26～50人 51～100人 101～200人 201人以上

（回答数）
問2 (1) 防災訓練の参加人数

職員 患者

9
3

12

67

84

186

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

（回答数）

問3 防災マニュアルの策定時期
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(2) 策定年月日

策定時期の回答分布

回答数 構成比

9 2.5%

3 0.8%

12 3.3%

67 18.6%

84 23.3%

186 51.5%

361

(3) 災害発生時の職員非常呼集の規定

回答数 構成比

360 76.4%

41 8.7%

39 8.3%

28 5.9%

3 0.6%

471

2. 設定していない

3. 現在設定を検討中である

4. 今後設定する予定はある

5. 今後も設定する予定はない

有効回答数

1996～2000年

2001～2005年

2006～2010年

2011年以降

有効回答数

1. 設定している

1990年以前

1991～1995年

76.4%

8.7%

8.3%

5.9%

0.6%

問3 (3) 災害発生時の職員非常呼集の規定

1. 設定している 2. 設定していない

3. 現在設定を検討中である 4. 今後設定する予定はある

5. 今後も設定する予定はない
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問4　災害発生時の支援協力について

(1) 災害発生時の支援協力について他の医療機関と連携体制を構築していますか。

回答数 構成比

82 17.9%

161 35.1%

216 47.1%

459

(2) その内容

連携先医療機関の主な診療科

回答数 構成比

1. 精神科病院 53 32.9%

2. 総合病院 76 47.2%

3. 内科病院 13 8.1%

4. 外科病院 3 1.9%

5. その他 16 9.9%

161

(3) 内容の種類（複数回答）

回答数 構成比

56 23.6%

107 45.1%

74 31.2%

237

有効回答数

有効回答数

1. 医療スタッフの確保

2. 転院先の確保

3. 物資等の確保

有効回答数

1. 連携体制を構築している

2. 現在調整中である

3. 今後も体制構築の予定はない

17.9%

35.1%

47.1%

問4 (1) 他の医療機関との連携体制の構築状況

53

76

13

3

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1. 精神科病院 2. 総合病院 3. 内科病院 4. 外科病院 5. その他

（回答数）

問4 (2) 連携先医療機関の主な診療科

56

107

74

0

20

40

60

80

100

120

1. 医療スタッフの確保 2. 転院先の確保 3. 物資等の確保

（回答数）

問4 (3) 連携の内容（複数回答）
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問5　緊急時に備えた業者等との契約の状況について

(1) 緊急時に備えた業者等との契約状況と、業種、内容について

・契約状況

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1. 契約書を交わしている 152 51.9% 21 9.4% 27 11.7% 70 30.2% 11 37.9%

2. 口頭で契約を交わしている 55 18.8% 43 19.2% 59 25.5% 33 14.2% 4 13.8%

3. 現在契約を検討している 51 17.4% 73 32.6% 69 29.9% 61 26.3% 6 20.7%

4. 今後も契約する予定はない 35 11.9% 87 38.8% 76 32.9% 68 29.3% 8 27.6%

293 224 231 232 29

・契約時期

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1. 2011年3月以前 116 60.7% 33 67.3% 30 44.8% 56 62.9% 10 71.4%

2. 2011年3月以後 75 39.3% 16 32.7% 37 55.2% 33 37.1% 4 28.6%

191 49 67 89 14

リネン その他

食品 医薬品 燃料 リネン その他

有効回答数

食品

有効回答数

医薬品 燃料

51.9%

9.4%

11.7%

30.2%

37.9%

18.8%

19.2%

25.5%

14.2%

13.8%

17.4%

32.6%

29.9%

26.3%

20.7%

11.9%

38.8%

32.9%

29.3%

27.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品

医薬品

燃料

リネン

その他

問5 (1)緊急時に備えた業者等との契約状況

1. 契約書を交わしている 2. 口頭で契約を交わしている

3. 現在契約を検討している 4. 今後も契約する予定はない

60.7%

67.3%

44.8%

62.9%

71.4%

39.3%

32.7%

55.2%

37.1%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

食品

医薬品

燃料

リネン

その他

問5 (1)業者等との契約の時期

1. 2011年3月以前 2. 2011年3月以後
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問6　診療録について

(1) 診療録や、オーダリング等のシステムとして使用しているもので当てはまるもの全て数字でお答えください。

・使用状況

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

426 92.8% 159 38.0% 98 23.3% 22 32.8%

33 7.2% 259 62.0% 323 76.7% 45 67.2%

459 418 421 67

・バックアップ状況

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

119 31.5% 151 51.9% 93 36.2% 23 44.2%

2. バックアップしていない 259 68.5% 140 48.1% 164 63.8% 29 55.8%

378 291 257 52

オーダリング
システム

2. 使用していない

有効回答数

紙媒体
オーダリング

システム
電子カルテ その他

紙媒体 電子カルテ その他

1. 使用している

1. バックアップしている

有効回答数

31.5%

51.9%

36.2%

44.2%

68.5%

48.1%

63.8%

55.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

紙媒体

オーダリング

システム

電子カルテ

その他

問6 (1)診療録等のバックアップ状況

1. バックアップしている 2. バックアップしていない
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問7　給水設備について

・有無

回答数 構成比 回答数 構成比

305 68.1% 421 93.3%

143 31.9% 30 6.7%

448 451

・飲用可否

回答数 構成比 回答数 構成比

1. 飲用可 220 64.7% 414 95.6%

2. 不可能 120 35.3% 19 4.4%

340 433

有効回答数

1. 有

2. 無

井戸 公共水道

井戸 公共水道

有効回答数

64.7%

95.6%

35.3%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

井戸

公共水道

問7 給水設備について（飲用可否）

1. 飲用可 2. 不可能
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・受水槽の合計容量

小値・ 大値・平均値・中央値 回答分布

回答数 構成比 回答数 構成比

52 23.9% 73 26.0%

44 20.2% 58 20.6%

53 24.3% 76 27.0%

33 15.1% 45 16.0%

※回答「0」は集計から除外 27 12.4% 21 7.5%

9 4.1% 8 2.8%

218 281

※回答「0」は集計から除外

問8　電気設備についてお尋ねします。

(1) 自家発電設備はありますか。

回答数 構成比

1. 有り 349 73.6%

2. 無し 125 26.4%

474

井戸

有効回答数

90,001～150,000L

150,001L以上

有効回答数

10,000L以下

10,001～30,000L

30,001～60,000L

60,001～90,000L

公共水道

34,000

井戸 公共水道

中央値

単位（リットル） 単位（リットル）

6

500,000 600,000

54,664 45,565

小値

大値

平均値

9

36,500

52

44

53

33

27

9

73

58

76

45

21

8

0 20 40 60 80

10,000L以下

10,001～30,000L

30,001～60,000L

60,001～90,000L

90,001～150,000L

150,001L以上

（回答数）

問7 受水槽の合計容量

井戸 公共水道

73.6%

26.4%

問8 (1)自家発電設備の有無

1. 有り 2. 無し

9 / 32



(2) 自家発電機の燃料の種類として当てはまるもの全てお答えください。（複数回答）

回答数 構成比

1. 軽油 266 68.6%

2. 重油 78 20.1%

3. 灯油 17 4.4%

4. ガソリン 13 3.4%

5. その他 14 3.6%

388有効回答数

266

78

17 13 14

0

50

100

150

200

250

300

1. 軽油 2. 重油 3. 灯油 4. ガソリン 5. その他

（回答数）

問8 (2) 自家発電機の燃料の種類（複数回答）
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(3) 自家発電機のおおよその電力供給時間

小値・ 大値・平均値・中央値

回答分布

回答数 構成比

2時間未満 38 11.1%

2時間以上5時間未満 113 33.1%

5時間以上8時間未満 52 15.2%

8時間以上15時間未満 68 19.9%

15時間以上24時間未満 11 3.2%

24時間以上48時間未満 24 7.0%

48時間以上 35 10.3%

341

(4) 自家発電機で電気供給する施設･設備の範囲として当てはまるもの全てお答えください。（複数回答）

回答数 構成比

1. 入院病棟の照明 168 12.1%

2. コンセント全て 24 1.7%

3. 入院病棟の一部 198 14.2%

4. コンセントの一部 273 19.6%

5. 外来診療部門 120 8.6%

6. 厨房設備 125 9.0%

7. 事務部門照明 140 10.1%

8. 暖房設備 40 2.9%

9. 給水給湯設備 174 12.5%

10. 電子カルテ等設備 67 4.8%

11. その他 63 4.5%

1392

有効回答数

大値 192.00

平均値 15.50

中央値 6.00

単位（h）

小値 0.33

有効回答数

38

113

52

68

11

24

35

0 20 40 60 80 100 120

2時間未満

2時間以上5時間未満

5時間以上8時間未満

8時間以上15時間未満

15時間以上24時間未満

24時間以上48時間未満

48時間以上

（回答数）

問8 (3) 自家発電機の電力供給時間

168

24

198

273

120

125

140

40

174

67

63

0 50 100 150 200 250 300

1. 入院病棟の照明

2. コンセント全て

3. 入院病棟の一部

4. コンセントの一部

5. 外来診療部門

6. 厨房設備

7. 事務部門照明

8. 暖房設備

9. 給水給湯設備

10. 電子カルテ等設備

11. その他

（回答数）

問8 (4) 自家発電機で電気供給する施設･設備（複数回答）
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(5) ポータブル発電機はありますか。有りの場合、そのおおよその電力供給時間はどのくらいですか。

・有無

回答数 構成比

1. 有り 182 39.9%

2. 無し 274 60.1%

456

・電力供給時間

小値・ 大値・平均値・中央値

回答分布

回答数 構成比

1時間未満 6 3.6%

1時間以上2時間未満 21 12.5%

2時間以上4時間未満 46 27.4%

4時間以上8時間未満 48 28.6%

8時間以上12時間未満 27 16.1%

12時間以上24時間未満 12 7.1%

24時間以上 8 4.8%

168

大値 100.00

平均値 7.05

中央値 4.00

有効回答数

単位（h）

小値 0.33

有効回答数

39.9%

60.1%

問8 (5) ポータブル発電機の有無

1. 有り 2. 無し

6

21

46

48

27

12

8

0 10 20 30 40 50 60

1時間未満

1時間以上2時間未満

2時間以上4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上12時間未満

12時間以上24時間未満

24時間以上

（回答数）

問8 (5) ポータブル発電機の電力供給時間
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問9　燃料の確保状況について

(1) 使用している燃料と、その備蓄について数字でお答えください。

・使用状況

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

275 64.9% 183 46.6% 195 49.1% 172 45.3% 299 72.6% 150 39.4% 6 8.5%

149 35.1% 210 53.4% 202 50.9% 208 54.7% 113 27.4% 231 60.6% 65 91.5%

424 393 397 380 412 381 71

・備蓄状況

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1. 備蓄している 130 33.9% 78 22.9% 89 25.1% 38 11.6% 83 22.0% 1 0.3% 7 11.1%

2. 備蓄していない 254 66.1% 262 77.1% 265 74.9% 291 88.4% 294 78.0% 318 99.7% 56 88.9%

384 340 354 329 377 319 63

1　軽油 2　重油 7　その他

5　プロパンガス 6　都市ガス 7　その他1　軽油 2　重油 3　灯油 4　ガソリン

有効回答数

5　プロパンガス 6　都市ガス3　灯油 4　ガソリン

1. 使用している

2. 使用していない

有効回答数

33.9%

22.9%

25.1%

11.6%

22.0%

0.3%

11.1%

66.1%

77.1%

74.9%

88.4%

78.0%

99.7%

88.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 軽油

2 重油

3 灯油

4 ガソリン

5 プロパンガス

6 都市ガス

7 その他

問9 燃料の備蓄状況

1. 備蓄している 2. 備蓄していない
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問10　外来部門の調剤について

(1) 医薬分業の状況について

回答数 構成比

1. 全て院外調剤薬局を利用 158 33.3%

2. 院外調剤薬局を一部利用 142 30.0%

3. 院内調剤処方している 164 34.6%

4. その他 10 2.1%

474

(2) 自動分包機利用を利用していますか。

回答数 構成比

1. 利用している 307 65.5%

2. 利用していない 162 34.5%

469

※(1) で「1. 全て院外」と回答している場合、(2) の回答が「1. 利用している」であっても「2. 利用していない」として集計

有効回答数

有効回答数

33.3%

30.0%

34.6%

2.1%

問10 (1) 医薬分業の状況について

1. 全て院外調剤薬局を利用 2. 院外調剤薬局を一部利用

3. 院内調剤処方している 4. その他

65.5%

34.5%

問10 (2) 自動分包機利用の利用状況

1. 利用している 2. 利用していない
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問11　非常時に備えての､医薬品の備蓄計画について

(1) 医薬品の備蓄計画はありますか。

回答数 構成比

218 46.1%

201 42.5%

54 11.4%

473

(2) 医薬品の備蓄量

回答数 構成比

1. 半日分 7 1.8%

2. 1日分 13 3.4%

3. 2日分 20 5.2%

4. 3日分 69 17.9%

5. 4日分 5 1.3%

6. 5日分 15 3.9%

7. 6日分 1 0.3%

8. 1週間分 99 25.6%

9. 2週間分 49 12.7%

10. 2週間分以上 49 12.7%

半日分 11. 備蓄量は不明 36 9.3%

1日分 12. その他 23 6.0%

2日分 386

3日分

4日分

5日分

6日分

1週間分

2週間分

2週間分以上

備蓄量は不明

その他

1. 計画的に備蓄している

2. 備蓄はない

3. その他

有効回答数

有効回答数

46.1%

42.5%

11.4%

問11 (1) 医薬品の備蓄計画はありますか

1. 計画的に備蓄している 2. 備蓄はない 3. その他

1.8%

3.4%

5.2%

17.9%

1.3%
3.9%

0.3%

25.6%

12.7%

12.7%

9.3%

6.0%

問11 (2) 医薬品の備蓄量

1. 半日分 2. 1日分 3. 2日分 4. 3日分

5. 4日分 6. 5日分 7. 6日分 8. 1週間分

9. 2週間分 10. 2週間分以上 11. 備蓄量は不明 12. その他

7

13

20

69

5

15

1

99

49

49

36

23

0 20 40 60 80 100 120

半日分

1日分

2日分

3日分

4日分

5日分

6日分

1週間分

2週間分

2週間分以上

備蓄量は不明

その他

（回答数）

問11 (2) 医薬品の備蓄量

項目数が多く少し見づ

らかったので棒グラフ

でも作成しました。
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(3) 備蓄している医薬品のリストの策定をしていますか。

回答数 構成比

1. 策定している 170 42.4%

2. 策定していない 216 53.9%

3. その他 15 3.7%

401

問12　食料備蓄量についておたずねします。

・備蓄の有無

患者用 職員用 職員家族用 近隣住民用 その他

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1. 有 413 89.6% 215 48.9% 4 1.0% 15 3.7% 12 16.2%

2. 無 48 10.4% 225 51.1% 402 99.0% 391 96.3% 62 83.8%

461 440 406 406 74

有効回答数

有効回答数

42.4%

53.9%

3.7%

問11 (3) 備蓄している医薬品のリストの策定をして

いますか

1. 策定している 2. 策定していない 3. その他

89.6%

48.9%

1.0%

3.7%

16.2%

10.4%

51.1%

99.0%

96.3%

83.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者用

職員用

職員家族用

近隣住民用

その他

問12 食料備蓄の有無

1. 有 2. 無
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・保管環境（階数）

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

地階 21 8.5% 12 7.7% 9 6.8% 5 7.8% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 20.0% 1 14.3% 2 25.0%

1階 162 65.9% 110 71.0% 87 65.4% 46 71.9% 3 60.0% 1 50.0% 7 63.6% 1 20.0% 6 85.7% 3 37.5%

2階以上 63 25.6% 33 21.3% 37 27.8% 13 20.3% 2 40.0% 0 0.0% 4 36.4% 3 60.0% 0 0.0% 3 37.5%

246 155 133 64 5 2 11 5 7 8

※複数の階を答えているケースは無効として集計

有効回答数

専用倉庫

患者用

その他

近隣住民用

専用倉庫 その他

その他

専用倉庫 その他

職員用

専用倉庫 その他

職員家族用

専用倉庫 その他

8.5%

6.8%

14.3%

65.9%

65.4%

60.0%

63.6%

85.7%

25.6%

27.8%

40.0%

36.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者用

職員用

職員家族用

近隣住民用

その他

問12 専用倉庫の保管環境（階数）

地階 1階 2階以上

7.7%

7.8%

50.0%

20.0%

25.0%

71.0%

71.9%

50.0%

20.0%

37.5%

21.3%

20.3%

60.0%

37.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者用

職員用

職員家族用

近隣住民用

その他

問12 その他の保管環境（階数）

地階 1階 2階以上
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・供給可能人数

小値・ 大値・平均値・中央値

専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他

1 10 1 10 50 - 20 30 7 7

4,500 4,500 2,700 900 180 - 130 100 1,400 600

382.7 333.3 168.2 133.0 57.1 - 59.2 30.0 288.6 202.1

250 210 100 80 50 - 65 15 80 100

※回答「0人」は集計から除外

回答分布

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

50人以下 2 0.8% 3 1.9% 32 24.1% 25 38.5% 1 25.0% 0 - 3 33.3% 2 66.7% 3 37.5% 2 28.6%

51～100人 13 5.0% 5 3.2% 54 40.6% 16 24.6% 2 50.0% 0 - 5 55.6% 1 33.3% 1 12.5% 2 28.6%

101～150人 34 13.2% 25 16.1% 10 7.5% 11 16.9% 0 0.0% 0 - 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

151～200人 51 19.8% 43 27.7% 10 7.5% 6 9.2% 1 25.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

201～300人 71 27.5% 41 26.5% 17 12.8% 1 1.5% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 1 14.3%

301人以上 87 33.7% 38 24.5% 10 7.5% 6 9.2% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 3 37.5% 2 28.6%

258 155 133 65 4 0 9 3 8 7

※回答「0人」は集計から除外

有効回答数

患者用 職員用

専用倉庫

患者用 職員用 職員家族用 近隣住民用 その他

平均値

中央値

小値

大値

職員家族用 近隣住民用 その他

その他 専用倉庫 その他 専用倉庫 その他 専用倉庫 その他 専用倉庫 その他

2

13

34

51

71

87

32

54

10 10
17

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50人以下 51～100人 101～150人 151～200人 201～300人 301人以上

（回答数）

問12 専用倉庫の供給可能人数

患者用 職員用

3
5

25

43
41

38

25

16

11

6

1

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50人以下 51～100人 101～150人 151～200人 201～300人 301人以上

（回答数）

問12 その他の供給可能人数

患者用 職員用

「職員家族」、「近隣住

民」、「その他」は回答

数が少ないのでグラフ

化はしませんでした
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・対応可能回数

小値・ 大値・平均値・中央値

専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他
専用
倉庫

その他

1 1 1 1 7 - 3 6 3 2

3,600 990 540 270 9 - 9 9 9 9

49.7 14.0 13.1 10.8 4.7 - 5.8 4.0 6.1 5.9

9 9 9 9 7 - 8 3 8 6

※回答「0回」は集計から除外

回答分布

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

3回分以下 48 18.8% 40 26.0% 31 23.1% 18 27.3% 0 0.0% 0 - 2 20.0% 0 0.0% 1 14.3% 1 16.7%

4～6回分 41 16.0% 31 20.1% 15 11.2% 12 18.2% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 1 33.3% 2 28.6% 2 33.3%

7～9回分 139 54.3% 70 45.5% 76 56.7% 29 43.9% 4 100.0% 0 - 8 80.0% 2 66.7% 4 57.1% 3 50.0%

10～15回分 11 4.3% 8 5.2% 4 3.0% 5 7.6% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

16～21回分 7 2.7% 3 1.9% 3 2.2% 1 1.5% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

22回分以上 10 3.9% 2 1.3% 5 3.7% 1 1.5% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

256 154 134 66 4 0 10 3 7 6

※回答「0回」は集計から除外

中央値

患者用 職員用

その他

専用倉庫 その他 専用倉庫 その他 専用倉庫 その他 専用倉庫 その他 専用倉庫 その他

患者用 職員用 職員家族用 近隣住民用

有効回答数

その他

小値

大値

平均値

職員家族用 近隣住民用

48
41

139

11 7 10

31

15

76

4 3 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

3回分以下 4～6回分 7～9回分 10～15回分 16～21回分 22回分以上

（回答数）

問12 専用倉庫の供給可能人数

患者用 職員用

40

31

70

8
3 2

18
12

29

5
1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3回分以下 4～6回分 7～9回分 10～15回分 16～21回分 22回分以上

（回答数）

問12 その他の供給可能回数

患者用 職員用
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問13　通信設備について

(1) 災害時の通信回線(防災無線、ホットライン等)を設置していますか。

回答数 構成比

1. 設置している 148 31.2%

2. 設置していない 316 66.7%

3. その他 10 2.1%

474

(2) 衛星電話や衛星携帯を保有していますか。

回答数 構成比

1. 保有している 22 4.6%

2. 保有していない 452 95.4%

3. その他 0 0.0%

474

(3) 衛星回線のインターネット使用は可能ですか。

回答数 構成比

1. 使用できる 5 1.1%

2. 使用できない 468 98.9%

3. その他 0 0.0%

473

有効回答数

有効回答数

有効回答数

※(2) で「2. 保有していない」と回答している場
合、(3) の回答が「1. 使用できる」であっても「2.
使用できない」
として集計

31.2%

66.7%

2.1%

問13 (1) 災害時の通信回線を設置していますか

1. 設置している 2. 設置していない 3. その他

4.6%

95.4%

問13 (2) 衛星電話や衛星携帯を保有していますか

1. 保有している 2. 保有していない 3. その他

1.1%

98.9%

問13 (3) 衛星回線のインターネット使用は可能ですか

1. 使用できる 2. 使用できない 3. その他
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(4) 院内の電話交換機は非常用電源回路として接続していますか。

回答数 構成比

1. 接続している 259 54.8%

2. 接続していない 204 43.1%

3. その他 10 2.1%

473

(5) 通信機器の充電状態を含めた定期点検を実施していますか。

回答数 構成比

1. 実施している 215 45.6%

2. 実施していない 254 53.9%

3. その他 2 0.4%

471

 (6) 非常時も使用できる院内連絡用のトランシーバーまたはPHSを備えていますか。

回答数 構成比

1. 保有している 228 48.2%

2. 保有していない 239 50.5%

3. その他 6 1.3%

473

(7) 広域災害救急医療情報システム(EMIS)に参加していますか。

回答数 構成比

1. 参加している 159 33.8%

2. 参加していない 308 65.5%

3. その他 3 0.6%

470

有効回答数

有効回答数

有効回答数

有効回答数

54.8%

43.1%

2.1%

問13 (4) 院内の電話交換機は非常用電源回路として接続

していますか

1. 接続している 2. 接続していない 3. その他

45.6%

53.9%

0.4%

問13 (5) 通信機器の充電状態を含めた定期点

検を実施していますか

1. 実施している 2. 実施していない 3. その他

48.2%

50.5%

1.3%

問13 (6) 非常時も使用できる院内連絡用のトランシー

バーまたはPHSを備えていますか

1. 保有している 2. 保有していない 3. その他

33.8%

65.5%

0.6%

問13 (7) 広域災害救急医療情報システム

(EMIS)に参加していますか

1. 参加している 2. 参加していない 3. その他
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問14　病院建物の耐震化状況について

(1) 病院建物の耐震化状況

回答数 構成比

1. すべ
239

50.4%

2. 旧耐
227

47.9%

3. その3. その他 8 1.7%

474

(2) 旧耐震構造の建物の利用状況

回答数 構成比

136 53.1%

42 16.4%

78 30.5%

256

(3) 耐震診断の実施の有無と結果

・実施の有無

回答数 構成比

144 35.1%

266 64.9%

410

有効回答数

1. 耐震診断の実施をしている

2. 耐震診断の実施をしていない

有効回答数

1. 病棟として利用

2. 外来部門として利用

3. その他

有効回答数

1. すべて新耐震基準(昭和56年6月以降建築)
になっている

2. 全部あるいは一部､旧耐震基準の建物が
ある

50.4%47.9%

1.7%

問14 (1) 病院建物の耐震化状況

1. すべて新耐震基準 2. 旧耐震基準の建物がある 3. その他

53.1%

16.4%

30.5%

問14 (2) 旧耐震構造の建物の利用状況

1. 病棟として利用 2. 外来部門として利用 3. その他

35.1%

64.9%

問14 (3) 耐震診断の実施の有無

1. 耐震診断の実施をしている 2. 耐震診断の実施をしていない
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・結果

回答数 構成比

1. 耐震基準を満たしている 105 72.9%

2. 耐震基準を満たしていない 39 27.1%

144

※「実施をしていない」と回答している場合、結果について回答していても無効回答として集計

(4) 旧耐震構造の耐震補強工事あるいは建て替えの計画をしていますか。

回答数 構成比

1. 耐震補強工事の計画をしている 24 9.0%

2. 建て替えの計画をしている 106 39.6%

138 51.5%

268

3. 耐震補強工事及び、建て替えの計画を
していない

有効回答数

有効回答数

72.9%

27.1%

問14 (3) 耐震診断の結果

1. 耐震基準を満たしている 2. 耐震基準を満たしていない

9.0%

39.6%
51.5%

問14 (4) 旧耐震構造の耐震補強工事あるいは建て替

えの計画をしていますか

1. 耐震補強工事の計画をしている

2. 建て替えの計画をしている

3. 耐震補強工事及び、建て替えの計画を

していない
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問15　災害時の患者搬送対応について

(1) 全患者の避難が必要となった場合の搬送手段

回答数 構成比

4
0.9%

428
92.6%

3. その他 30 6.5%

462

(2) 全患者の搬送を実施するとした場合に、担送・護送が必要な患者の総数及び、現在使用病床における割合(％)はどのくらいですか。

・担送・護送が必要な患者の総数

小値・ 大値・平均値・中央値 回答分布

回答数 構成比

小値 10人以下 13 3.0%

大値 11～50人 112 26.1%

51～100人 138 32.2%

101～150人 69 16.1%

※回答「0人」は集計から除外 151～200人 53 12.4%

201人以上 44 10.3%

429

※回答「0人」は集計から除外

1. 自治体や交通事業者(バス会社等)
などと搬送についての協議を行っている

2. 自治体や交通事業者(バス会社等)
などと搬送についての協議を行っていない

有効回答数

中央値 85

有効回答数

平均値 107.1

単位（人）

3

775

0.9%

92.6%

6.5%

問15 (1) 全患者の避難が必要となった場合の搬送手段

1. 自治体や交通事業者(バス会社等)

などと搬送についての協議を行っている

2. 自治体や交通事業者(バス会社等)

などと搬送についての協議を行っていない

3. その他

13

112

138

69

53

44

0 50 100 150

10人以下

11～50人

51～100人

101～150人

151～200人

201人以上

（回答数）

問15 (2) 担送・護送が必要な患者の総数
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※回答「0％」は集計から除外 ※回答「0％」は集計から除外

・現在使用病床における割合（％） 回答分布

小値・ 大値・平均値・中央値 回答数 構成比

10％以下 28 6.5%

10％台 61 14.2%

20％台 67 15.5%

30％台 86 20.0%

40％台 57 13.2%

50％台 46 10.7%

60％台 30 7.0%

70％台 19 4.4%

80％台 13 3.0%

90％台 12 2.8%

100％ 12 2.8%

431

単位（％）

小値 1.0

大値 100.0

平均値 41.7

中央値 37.7

有効回答数

28

61

67

86

57

46

30

19

13

12

12

0 20 40 60 80 100

10％以下

10％台

20％台

30％台

40％台

50％台

60％台

70％台

80％台

90％台

100％

（回答数）

問15 (2) 担送・護送が必要な患者の現在使用病

床における割合
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(3) 長時間の移送に耐えられないと考えられる患者はどのくらいいますか。

小値・ 大値・平均値・中央値 回答分布

回答数 構成比

10人以下 80 21.4%

11～50人 145 38.8%

51～100人 76 20.3%

101～150人 29 7.8%

※回答「0人」は集計から除外 151～200人 29 7.8%

201人以上 15 4.0%

374

※回答「0人」は集計から除外

(4) 全患者を避難完了するには､どのぐらいの時間がかかると想定していますか。

小値・ 大値・平均値・中央値

回答分布

回答数 構成比

1時間未満 4 1.2%

1時間～2時間 21 6.3%

2時間～5時間 92 27.8%

5時間～12時間 123 37.2%

12時間～24時間 46 13.9%

24時間以上 45 13.6%

331

有効回答数

単位（h）

小値 0.50

単位（人）

小値 1

大値 660

平均値 59.7

中央値 30

有効回答数

大値 480.00

平均値 12.98

中央値 6.00

80

145

76

29

29

15

0 50 100 150 200

10人以下

11～50人

51～100人

101～150人

151～200人

201人以上

（回答数）

問15 (3) 長時間の移送に耐えられないと

考えられる患者数

4

21

92

123

46

45

0 20 40 60 80 100 120 140

1時間未満

1時間～2時間

2時間～5時間

5時間～12時間

12時間～24時間

24時間以上

（回答数）

問15 (4) 全患者の避難完了にかかる時間
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(5) 通常の避難所の生活環境での生活が困難であると想定される患者はどのぐらいいますか。

小値・ 大値・平均値・中央値

※回答「0人」は集計から除外

回答分布

回答数 構成比

10人以下 17 4.4%

11～50人 58 14.9%

51～100人 97 24.9%

101～200人 130 33.3%

201～300人 57 14.6%

301人以上 31 7.9%

390

※回答「0人」は集計から除外

(6) 避難場所について､どのような状況が確保されることが望ましいと思いますか。（複数回答）

回答数 構成比

415 36.0%

400 34.7%

147 12.7%

183 15.9%

8 0.7%

1153

単位（人）

小値 4

大値 775

有効回答数

平均値 146.7

中央値 120

1. 崩壊などの危険がなければ避難しない方が良い

2. ライフラインの供給があれば避難しない方が良い

3. 他の避難住民と区画された空間であれば避難可能である

4. 専用の避難所が必要である

5. その他

有効回答数

17

58

97

130

57

31

0 20 40 60 80 100 120 140

10人以下

11～50人

51～100人

101～200人

201～300人

301人以上

（回答数）

問15 (5) 通常の避難所の生活環境での生活が困難であると想定される患者の

数

415

400

147

183

8

0 100 200 300 400 500

1. 崩壊などの危険がなければ避難しない方が良い

2. ライフラインの供給があれば避難しない方が良い

3. 他の避難住民と区画された空間であれば避難可能である

4. 専用の避難所が必要である

5. その他

（回答数）

問15 (6) 避難場所について､どのような状況が確保されることが望ましいと思いま

すか（複数回答）
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問16　災害時の転院の受け入れについて

(1) 災害時に被災した精神科病院等からの患者転院受入は可能ですか。

回答数 構成比

263
56.8%

138
29.8%

62 13.4%

463

(2) 災害時に緊急に転院受入が可能な患者数

小値・ 大値・平均値・中央値

災害時に医療法基準で対応できる範囲での、許可療養数を超えての受入可能患者数

5人以下 45 59

※回答「0人」は集計から除外 6～10人 90 51

11～20人 38 48

回答分布 21～30人 36 22

回答数 構成比 31～50人 21 24

5人以下 45 17.3% 51人以上 30 41

6～10人 90 34.6%

11～20人 38 14.6%

21～30人 36 13.8%

31～50人 21 8.1%

51人以上 30 11.5%

260

※回答「0人」は集計から除外

1. 受け入れ
可能

2. 受け入れ
不可

3. その他

有効回答数

単位（人）

有効回答数

小値 1

大値 690

平均値 33.8

中央値 10

45

90

38

36

21

30

0 20 40 60 80 100

5人以下

6～10人

11～20人

21～30人

31～50人

51人以上

（回答数）

問16 (2) 災害時に緊急に転院受入が可能な患者数

45

90

38

36

21

30

59

51

48

22

24

41

0 20 40 60 80 100

5人以下

6～10人

11～20人

21～30人

31～50人

51人以上

（回答数）

問16 災害時の転院受入可能人数

災害時に緊急に転院受入が可能な患者数

医療法基準で対応できる範囲での、許可療養数を超えての受入可能患者数

2つのグラフをひとまと

めにしたものも作成しま

した
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(3) 医療法基準で対応できる範囲での、許可療養数を超えての受入可能患者数

小値・ 大値・平均値・中央値 (4) 調査日時点での病床利用率

小値・ 大値・平均値・中央値

※回答「0人」は集計から除外

回答分布 回答分布

回答数 構成比 回答数 構成比

5人以下 59 24.1% 50％以下 2 0.5%

6～10人 51 20.8% 51～55％ 2 0.5%

11～20人 48 19.6% 56～60％ 0 0.0%

21～30人 22 9.0% 61～65％ 0 0.0%

31～50人 24 9.8% 66～70％ 6 1.4%

51人以上 41 16.7% 71～75％ 14 3.2%

245 76～80％ 21 4.8%

※回答「0人」は集計から除外 81～85％ 42 9.5%

86～90％ 99 22.4%

91～95％ 148 33.6%

96～100％未満 98 22.2%

100％ 9 2.0%

441

単位（人）

小値 1 単位（％）

小値 45.0

大値 100.0

大値 500

平均値 24.9

有効回答数

平均値 90.2

中央値 92.0

有効回答数

中央値 10

59

51

48

22

24

41

0 20 40 60 80

5人以下

6～10人

11～20人

21～30人

31～50人

51人以上

（回答数）

問16 (3) 医療法基準で対応できる範囲での、許

可療養数を超えての受入可能患者数

2

2

0

0

6

14

21

42

99

148

98

9

0 50 100 150 200

50％以下

51～55％

56～60％

61～65％

66～70％

71～75％

76～80％

81～85％

86～90％

91～95％

96～100％未満

100％

（回答数）

問16 (4) 調査日時点での病床利用率
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問17　精神科緊急医療チーム(DPAT)を常設することについて

(1) 精神科緊急医療チームを設置することについて

回答数 構成比

1. 常設設置ができる 26 5.6%

2. 将来設置を考えたい 142 30.5%

3. 設置は難しい 297 63.9%

465

(2) 設置が難しいと答えた理由(複数回答可)

回答数 構成比

1. 人員を確保できない 308 61.6%

48
9.6%

3. 費用の捻出が難しい 128 25.6%

4. その他 16 3.2%

500

有効回答数

有効回答数

 職員の協力が得られな

5.6%

30.5%

63.9%

問17 (1) 精神科緊急医療チームを設置するこ

とについて

1. 常設設置ができる 2. 将来設置を考えたい 3. 設置は難しい

308

48

128

16

0 100 200 300 400

1. 人員を確保できない

2. 職員の協力が得られない

3. 費用の捻出が難しい

4. その他

（回答数）

問17 (2) 設置が難しいと答えた理由（複数回答）
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問18　被災した病院への支援拠点としての機能について

(1) 被災した病院への支援拠点として活動することが出来ますか。

回答数 構成比

1. 拠点としての活動をすることが出来る 15 3.2%

245
52.4%

200
42.7%

4. その他 8 1.7%

468

(2) 支援物資の受け入れや仕分けの作業ができる50㎡以上の屋内空間(災害時には専用)を用意できますか。

回答数 構成比

1. 用意出来る 211 81.2%

2. 用意できない 37 14.2%

3. その他 12 4.6%

260

※(1)で1.もしくは2.以外を回答している場合、回答の記入があっても無効回答として集計

(3) 災害支援物資の運搬に使用できる車両を用意することができますか。

回答数 構成比

1. 用意出来る 185 71.2%

2. 用意できない 64 24.6%

3. その他 11 4.2%

260

※(1)で1.もしくは2.以外を回答している場合、回答の記入があっても無効回答として集計

有効回答数

有効回答数

有効回答数

2. 拠点としての活動は難しいが、
可能な支援は行うつもりがある

3. 自院の災害対応で精いっぱいなので
拠点活動は出来ないと思う

3.2%

52.4%

42.7%

1.7%

問18 (1) 被災した病院への支援拠点として活動することが

出来ますか

1. 拠点としての活動をすることが出来る

81.2%

14.2%

4.6%

問18 (2) 支援物資の受け入れや仕分けの作業が

できる50㎡以上の屋内空間を用意できますか

1. 用意出来る 2. 用意できない 3. その他

71.2%

24.6%

4.2%

問18 (3) 災害支援物資の運搬に使用できる車両を用意することが

できますか

1. 用意出来る 2. 用意できない 3. その他

31 / 32



(4) 災害発生時の支援対応をおこなう職員を専任で(災害発生時のみ数週間程度)配置することができますか。

回答数 構成比

1. 配置できる 119 45.8%

2. 配置できない 113 43.5%

3. その他 28 10.8%

260

※(1)で1.もしくは2.以外を回答している場合、回答の記入があっても無効回答として集計

(5) 外部支援者(DPATなど)に提供できる空間(1部屋程度)を用意することができますか。

回答数 構成比

1. 用意出来る 200 76.9%

2. 用意できない 44 16.9%

3. その他 16 6.2%

260

※(1)で1.もしくは2.以外を回答している場合、回答の記入があっても無効回答として集計

有効回答数

有効回答数

45.8%

43.5%

10.8%

問18 (4) 災害発生時の支援対応をおこなう職員を専任で配置することが

できますか

1. 配置できる 2. 配置できない 3. その他

76.9%

16.9%

6.2%

問18 (5) 外部支援者(DPATなど)に提供できる空間を用意することができますか

1. 用意出来る 2. 用意できない 3. その他
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災害拠点精神科病院の検討報告書 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
１、はじめに 
２、災害拠点精神科病院の機能・役割 
３、災害拠点精神科病院の設置基準 
４、適正な設置の考え方 
５、おわりに 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
１、はじめに 
現在、５疾病５事業の中では災害医療事業として、災害拠点病院が設定されている。し

かし、これらは一般身体科を対象としており、精神科については災害拠点病院が設定され

ていない状況にある。 
阪神淡路大震災および東日本大震災などの例を見るまでもなく、災害時における精神医

療体制の確保と被災病院への援助・支援および避難者等に対する精神科医療の提供などの

即時対応は重要な案件である。 
これらの災害時センター的な機能と役割を果たす、「精神科災害拠点病院」の創設を目指

して、その詳細を設計する。 
 
２、災害拠点精神科病院の機能・役割 
 
１）災害発生時の災害地への精神科医療サービスの直接的提供 
  ①発生時初期における 24時間の診療応需対応。 
  ②避難所や被災家庭における精神疾患者の増悪あるいは発生に対する緊急収容受入れ。 
  ③被災病院からの転院患者の一時的受け入れ。 
  ④被災地への精神科医療チーム（DPAT）の即時的派遣。 
２）災害発生地の被災精神科病院等への診療および運営支援 
  ①被災精神科病院への人材支援派遣（初期対応支援に限る）。 
３）災害派遣精神科医療チーム（DPAT）の受け入れと派遣地調整 
  ①各地からの災害派遣精神科医療チーム（DPAT）の派遣配置場所・日程の調整。 
  ②各々の精神科医療チームの情報集結と共有のためのスペース等の提供 
４）支援物資の一次集結と被災地精神科病院等への物資配送 
  ①必要な支援物資の要求・物資の受け入れ・集結 
  ②状況に応じた物資の配送 
  ③業者との協調による医薬品の供給 



・・・・など 
５）被災地状況の情報収集と集約および関係機関との連絡調整 
  ①災害対策本部や市町村、消防隊など関係団体との連絡調整・情報交流 
  ②地域の医療機関、医師会等との連絡調整と協調。 
  ③その他の関係団体などとの連絡調整 
６）後方支援の精神科病院等の支援要請および患者搬送手配の支援 
  ① 全国的な精神科医療機関団体との緊密な連携による後方支援体制の確立。 
  ② 災害対策本部等との連絡、搬送などの支援要請。 
 
 
３、災害拠点精神科病院の設置基準 
 
１）災害拠点精神科病院として、下記の運営が可能なものであること。 
① 災害発生後すみやかに、24 時間緊急対応し被災地内の精神科診療を必要とする傷病者
等の受入および搬出を行うことが可能な体制を、２週間以上保持すること。 

② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受け入れ拠点にもなること。なお、「広域災害・

救急医療情報システム(EMIS)」が機能していない場合には、とりあえずの精神疾患重
症患者の搬送先として重症患者を受け入れること。 

③ 精神保健指定医を含む災害派遣精神科医療チーム（DPAT）を保有し、その派遣体制が
あること。また、災害発生時に他の医療機関の災害派遣精神科医療チーム（DPAT）な
どの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えてい

ること。 
④ 応急入院指定施設および精神保健福祉法による指定病院であること。 
⑤ 地域の関係機関とともに定期的な訓練を実施し、災害時に医療機関を含む地域の関係

機関への支援体制を整えていること。 
⑥ 常勤の精神保健指定医が２名以上、従事されていること。 
⑦ 医療法上３：１以上の看護配置体制の病棟を有していること。 
⑧ 全国的な精神科医療機関団体（日本精神科病院協会・全国自治体病院協議会）に所属

し、災害発生時にそれらの後方支援を受けることが出来る体制を整えていること。お

よび都道府県医師会および区郡市医師会に所属し、災害医療の連携がとれる体制を有

していること。 
 
２）施設および設備 
① 医療施設 
ア、施設 
   災害拠点精神科病院として、以下の診療施設等を有すること。 



i. 病棟および診療部門等において、精神科救急診療に必要な管理体制を設けるとと

もに、災害時における患者診療の増加時に対応可能なスペースおよびベット（簡

易でも可）等の備蓄スペースを有することが望ましい。 
ii. 診療機能を有する施設は耐震構造（あるいは新耐震基準に合致）を有することと

し、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造であることが望まし

い。 
iii. 診療機能など、病院の基本的な機能を維持するために必要な設備に支障をきたさ

ない、適切な発電能力のある自家発電機等から電源の確保が行われていることと

し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。なお、自家発電機等の設置場所につ

いては、地域のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。 
iv. 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給

水協定の締結等により、災害診療に必要な水を確保すること。 
イ、設備 
 災害拠点精神科病院として、以下の診療設備等を有すること。 

i. 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。

また複数の通信手段を有していることが望ましい。 
ii. 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に参加し、災害時に情報を入力する体制

を整えておくこと。すなわち、入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力

内容や操作方法などの研修・訓練をおこなっておくこと。 
iii. 患者多数収容時の、病棟における病床転用スペースとベッド等(簡易ベットやマッ

ト可)を、許可病床の 10％以上有すること。 
iv. 被災地における自己完結型の精神科医療に対応できる携行式の応急用医療資器材、

応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食糧、生活用品 等 
ウ、その他 
 災害拠点精神科病院の立地場所は、地域の各種ハザードマップにおいて出来る限り被災

を受けない地域に位置していること。 
 食料・飲料水・医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量とし

て、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや職員

が帰宅困難になることを想定しておくことが望ましい。 
 また、食料・飲料水・医薬品等について、地域の関係団体・業者との協定の締結により、

災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと（ただし、医薬品等については、都道

府県・関係団体間の協定等において、災害拠点精神科病院への対応が含まれている場合は

除く。）。 
② 搬送等の車両関係 
 ①災害派遣精神科医療チーム（DPAT）の派遣に必要な緊急車両を原則として有すること。
その車両には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が



可能であること。 
 ②緊急支援物資を輸送することに利用できる荷物積載車両（乗用車を除く）を用意でき

ること。 
 ③一度に多人数（８人以上）を搬送できる車両を用意できること。なお、さらに車椅子

搬送や寝台（ストレッチャー）搬送が出来る車両を用意できることが望ましい。 
 ④車両の燃料等について、災害時優先的に供給する旨の契約を燃料販売業者と締結して

いること。 
３）災害支援物資 
 災害支援物資を集積し仕分けできる、合計 100 ㎡以上の仕切られた屋内空間（倉庫利用
できる部屋など）を準備できること。また、災害支援物資の管理担当者を配置できること。 
４）その他 
 災害拠点精神科病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等の承認を得ることとし、

指定されたものについては医療計画に記載すること。また、都道府県は指定した災害拠点

精神科病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則として４月１日時点）確認し、指

定要件を満たさなくなった場合は、指定の解除を行うこと。 
 指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚生労働省に報告すること。 
 なお、災害拠点精神科病院は、厚生労働省および都道府県のおこなう調査に協力するこ

と。 
 
４、適正な設置の考え方 
 概ね人口規模５０万人~８０万人程度に１か所を指定するのが適正と考えられる。都道府
県においては、相互に補完的な役割を果たすことを念頭に地理的状況を考慮して複数の設

置をおこなうこと。（出来るだけ距離を離して設置する。） 
 ただし大都市県（東京都・大阪府）においては、精神科病院の地理的偏在がみられてい

ることから、それらの特性を考慮するものとする。 
 
５、おわりに 
 近年の火山噴火や頻発する地震などから我が国は地殻変動期に入ったと考えられる。南

海トラフ地震や首都直下型地震の到来が高い可能性として予測されている状況において、

災害時における精神科医療供給体制の確保は喫緊の課題である。一刻も早く、災害拠点精

神科病院を全国的に配備して、有事に備えるべきである。 
  



 

























































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表 

   



 
 

 



                                      
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                      
                                                                                               

研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                               
       書籍                                                                                     
著者氏名 論文タイトル名 書籍全体の 

編集者名 
書 籍 名 出版社名 出版

地 
出版年 ページ

金 吉晴  精神保健福祉
白書編集委員
会編：精神保健
福祉白書 2014
年版 

集団的災害対
応精神医療シ
ステム 

中央法規 東京 2013 

鈴木 満 異国でこころを病んだとき. 鈴木 満 異国でこころを
病んだとき. 

弘文堂 東京 2012 総220頁

鈴木 満 巨大災禍への精神医学的
介入 

計見一雄、鈴木
 満（監訳）

巨大災禍への
精神医学的介
入 

弘文堂 東京 2013 総520頁

鈴木 満 東南アジア日本企業駐在
員のメンタルヘルス – 
フィリピン、シンガポー
ル、インドネシアでの調
査より-  

鈴木 満 海外邦人医療
基金調査報告
書 

海外邦人医
療基金 

東京 2012  

鈴木 満 日本企業中国駐在員のメ
ンタルヘルス - 海外生
活における急激な環境変
化や大規模緊急事態への
対応 – 

鈴木 満 海外邦人医療
基金調査報告
書 

海外邦人医
療基金 

東京 2013  

鈴木 満 精神医療過疎地への遠隔
支援者に求められる多文
化的感性. 災害時のメン
タルヘルス 

 災害時のメン
タルヘルス 

医学書院 東京 2015 (印刷
中) 

 

福地成 災害時の発達障害児へ
の支援 

古荘純一 発達障害医学
の進歩 25 

診断と治療
社 

東京 2013 36-42

福地成 大震災と子どものここ
ろ 

日本小児科医
会 

東日本大震災
－小児科医の
足跡－ 

日本小児医
事出版社 

東京 2013 92-97

桑原斉、荒木
剛、安藤俊太
郎、金原明
子、笠井清
登． 

こころのケアの中・長期
的支援―精神医療から
精神保健へ． 

災害行動科学
研究会＋島津
明人 

災害時の健康
支援 行動科
学からのアプ
ローチ 

誠信書房 東京 2012 106-121



富田博秋、 

根本晴美 

災害時の精神医療と精
神保健 

東北大学災害
科学国際研究
所、平川新・今
村文彦 

東日本大震災
を分析する 

明石書店 東京 2013 pp82-91

富田博秋、 

根本晴美 

災害時の精神医療保健
に関わる対応 

 土木学会  

東日本大震災
調査報告書 

  2013  

富田博秋 死後脳研究 糸川昌成 メンタル医療
―原因解明と
診断,治療の
最前線―   

シーエムシ
ー出版 

東京 2013  

富田博秋、 

東海林渉 
精神的サポート 日本糖尿病学

会 
災害時糖尿病
診療マニュア
ル 

文光堂 東京 2014 87-88 
 

富田博秋、 

 

遺伝子－環境相関 

－PTSDに関する双生児
研究と遺伝子研究－ 

マシュー・J・
フリードマン,
テレンス・M・
キーン,パトリ
シア・A・レシ
ック編 

金 吉晴 監訳 

PTSDハンドブ
ック－科学と
実践 

金剛出版 東京 2014  

 
                                                                                              
      雑誌                                                                                      

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年 
金 吉晴 災害時の不安障害のマネジメン

ト 
保健医療科学 62(2) 144-149 2013

金 吉晴 自然災害後の精神医療対応の向
上の取り組み 

日本精神科病院協
会雑誌 

32(10) 19-26 2013

金 吉晴 放射線災害への不安と精神科医
（東日本大震災・福島第一原発
事故と精神科医の役割 8） 

精神医学 55(9) 899-908 2013

河村代志也，藤原
修一郎，秋山剛. 

阪神大震災および東日本大震災
における精神医療支援の経験. 

総合病院精神医学. 23(2) 152-159． 2012 

金吉晴,秋山剛,大
沼麻実． 

東日本大震災後の精神医療初期
対応について． 

精神保健研究． 58 15-20． 2012 

秋山剛 被災地支援と災害対策における
学術団体の役割． 

精神障害とリハビリ
テーション 

16（2） 140-145. 2012 

鈴木 満 広域多発複合災害後の新しい地
域精神医療の構築に向けて 

外来精神医療 12(1) 32-36 2012

鈴木 満 東日本大震災後の長期的メンタ
ルヘルス支援ステージへの移行
に向けて 

産業精神保健 20（特別号） 48-52 2012



鈴木 満 海外邦人をめぐるメンタルヘル
スの動向 - 海外生活ストレス
への対応および大規模緊急事態
へ備え –  

こころと社会 44(4) 100-106 2013

吾妻 壮，鈴木 
満，井上洋一，武
田雅俊 

在外邦人の精神医学的危機介入
−ニューヨークでの体験を通し
て 

心と文化 12(2) 140−148 2013

鈴木 満, 吉川 
潔, 吉田常孝, 松
木秀幸 

外務省メンタルヘルス担当官の
立場から –  海外邦人の環境不
適応から大規模緊急事態への対
応まで –  特集：海外勤務者の
メンタルヘルス対策 –  現状と
課題 - . 

産業精神保健 22(3) 206-211 2014

荒木剛，笠井清登 【震災医療―来るべき日への医
療者としての対応】急性期の精
神医療的問題． 

内科 110 1080-1084 

荒木剛、桑原斉、
笠井清登 

災害直後のこころのケアのあり
方 東京大学医学部附属病院災
害医療マネジメント部の取り組
み 

精神神経学雑誌 116（3）  2014

Hitoshi Kuwabar
a, Tsuyoshi Arak
i, Syudo Yamasa
ki, Shuntaro And
o,Yukiko Kano, 
Kiyoto Kasai 

Regional differences in post-tra
umatic stress symptoms amon
g children after the 2011 tsuna
mi in Higashi-Matsushima, Jap
an 

BRAIN & DEVELO
PMENT 

2014.02.003 7 2014 

Miyata C, Arai 
H,  
Suga S 

Nurse manager's recognition 
behavior with staff nurse in 
Japan -Based on 
semi-structures interviews 

Open Journal of 
Nursing 

4(1) 1-8 2014 

松本 和紀 東日本大震災における精神保健
医療・宮城での経験から 

治療の聲 13（1） 77-84 

松本 和紀 大規模災害後のうつ病 内科 110（6） 1085-1089 

松本 和紀 被災者のメンタルヘルスケア 日本医師会雑誌 141（1） 56-60 

大塚耕太郎，松本
和紀，丹羽真一、
岡崎裕士、大久保
善朗 

災害と精神医学［座談会］ 臨床精神医学 41（9） 1095-1110 2012

荒木剛、桑原斉、
安藤俊太郎、笠井
清登 

災害直後のこころのケアのあり
方－東京大学医学部付属病院災
害医療マネジメント部の取り組
み－ 

精神神経学雑誌 116.03 0189-0195  2014 



Tomita H, 
Ziegler ME, Kim 
HB, Evans SJ, 
Choudary PV, Li 
JZ, Meng F, Dai 
M, Myers RM, 
Neal CR, Speed 
TP, Barchas JD, 
Schatzberg AF, 
Watson SJ, Akil 
H, Jones EG, 
Bunney WE, 
Vawter MP. 

G protein-linked signaling 
pathways in bipolar and 
major depressive disorders. 

Front Genet 23 297. 1-12 2013

Yu Z, Ono C, A
iba S, Kikuchi 
Y, Sora I, Mats
uoka H, Tomita
 H 

Therapeutic concentration of
 lithium stimulates complem
ent C3 production in dendrit
ic cells and microglia via GS
K-3 inhibition. 

Glia. 63(2) 257-70 2014 

Tomita H, Ursa
no RJ. 

Breakout session 3 summar
y: psychosocial/mental health
 concerns and building com
munity resilience. 

Disaster Med Pu
blic Health Prep.

8(4) 363-365 2014 

Ono C, Yu Z, 
Kasahara Y, Ki
kuchi Y, Ishii 
N, Tomita H. 

FACS-array profiling of help
er T cell subtypes from hum
an peripheral blood. 

PLoS One 9(11) e111405 2014 
 

富田博秋 災害精神医学に関する研究の課
題．東日本大震災からの復興に
向けて ～災害精神医学・医療の
課題と展望～ ． 

精神神経学雑誌 116(3) 231-236 2014 

船越俊一, 大野
高志, 小高晃, 奥
山純子, 本多奈
美, 井上貴雄, 佐
藤祐基, 宮島真
貴, 富田博秋, 傳
田健三, 松岡洋
夫 

自然災害の諸要因が高校生の心
理状態に及ぼす影響の検討―東
日本大震災から1年4ヵ月後の
高校生実態調査― 

精神神経学雑誌 116(7) 541-554 2014 

富田博秋 東日本大震災から４年目を控え
て感じること．  

精神医学 56(12) 994-995 2014 

富田博秋 東日本大震災後の災害精神医学
の課題と展望． 

東北医学会雑誌   2014 

Moriya Y, Kasa
hara Y, Hall F
S, Sakakibara 
Y, Uhl GR, To
mita H, Sora I. 

Sex differences in the effects
 of adolescent social deprivat
ion on alcohol consumption i
n µ-opioid receptor knockout
 mice. 

Psychopharmacolo
gy Epub ahea

d of print 
 2014 



Takeuchi H, To
mita H, Taki 
Y, Kikuchi Y, 
Ono C, Yu Z, S
ekiguchi A, Nou
chi R, Kotozaki
 Y, Nakagawa 
S, Miyauchi C
M, Iizuka K, Y
okoyama R, Shi
nada T, Yamam
oto Y, Hanawa 
S, Araki T, Has
hizume H, Kuni
toki K,  Sassa 
Y, Kawashima 
R 

Cognitive and neural correla
tes of the 5-repeat allele of 
the dopamine D4 receptor ge
ne in a population lacking t
he 7-repeat allele. 

NeuroImage in press   

Nakaya N, Nak
amura T, Tsuc
hiya N, Tsuji I,
 Hozawa A, To
mita H. 

The association between me
dical treatment of physical 
diseases and psychological d
istress after the Great East
 Japan Earthquake: The Shi
chigahama Health Promotio
n Project. 

Disaster Med Pu
blic Health Prep

in press   

前田正治、植田由
紀子、昼田源四郎 

こころのケアセンターが果たす
べき役割とは：ある方部の苦闘か
ら 

トラウマティック・
ストレス 

第12巻、１号 5-12 2014 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業 
（精神障害分野））） 

被災地における精神障害等の情報把握と介入効果の検証及び介入手法の向上に資する研究 
 

平成２４年度～平成２６年度 総合研究報告書 
 

発行日 平成２７ (２０１５) 年３月 
発行者 研究代表者 金 吉晴 
発行所 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

    災害時こころの情報支援センター・成人精神保健研究部 

〒187-8553 東京都小平市小川東町 4-1-1 
 


	１.内表紙.pdf
	２.目次
	３.中表紙Ⅰ総合（カラー用紙）
	４. 総合研究報告書
	５.中表紙Ⅱ分担（カラー用紙）
	6.金1_平成24-26年度PE_RCT報告書
	７.2.金吉晴分担報告書PE
	８.金3分担研究報告書_PFA
	９．金4分担報告書_災害ガイドライン
	１０.5. 分担研究報告書_感情
	１１-1.秋山 H24-26年度金班報告書
	１１-2.災害時の外国人メンタルヘルス支援ガイドライン案
	１２.鈴木満　24－26年分
	１３.荒木―分担報告書3年分
	１４.川上H24-26災害精神保健金班_分担報告書
	１５.加藤総合報告書（金班）
	１６.荒井最終報告書(H24-26防災行動)
	１７.24-26年度　酒井　報告書　金班
	１８.松本　3年間のまとめ　金班報告書　みやぎ心のケアセンター　東北大
	１９.前田　厚労省統括報告書
	２０.山田平成24-26厚生労働科研分担研究報告書
	２１.富田H25-26年度報告書
	２２.三島和夫総合H24－26年度金班報告書_（提出）
	２３.渡平成24～26年度科研費報告書（災害時こころの情報支援センター）
	２４.堀越　金班総合研究報告
	２５.神尾H24-26科研費報告書メディア
	２６.神尾H24-26復興班報告書生活環境
	２７.加茂26年度班研究報告母親のうつ状態と子どもの問題行動について
	２８-1.飯島H24－26総合報告書
	28-2.災害自治体2015　図表(1頁2枚）
	２９-1.千葉研究報告書
	２９-2.災害対応整備状況調査報告書
	２９-3.日精協加盟病院への災害対応整備状況についての調査票
	２９-４．資料1-1：日精協加盟病院への災害対応整備状況についての調査結果
	２９-5.災害拠点精神科病院の検討報告書
	２９-６.精神科病院における災害対策マニュアル（Ｈ27.1日精協）_
	２９-7.精神科病院における災害対策マニュアル（Ｈ27.1日精協）2
	３０.中表紙Ⅲ研究成果（カラー用紙)
	３１.研究成果一覧表（H24-26）
	後付け



