
第２章 災害時のメンタルケアの特徴と長期的ケアの必要性 

 

１）過去の事例における被災者の状態と援助の方向性の推移 

 

 日本は地震大国と呼ばれる程、過去にも大規模な被災を経験して来ている。しかしなが

ら、被災者、特に被災地の高齢者や障がい者のメンタルヘルスに注目され始めたのは阪神・

淡路大震災以降と言っても過言ではない。本章では、大規模な都市型災害であり、様々な

心理的援助が模索された阪神・淡路大震災及び高齢者が多数被災した新潟県中越沖地震と

の主に２つの事例から、被災者の一般的心理状態・被災地の状況・被災地の高齢者あるい

は障がい者の心理状態が、地震発生直後からその後の時間経過とともにどのように推移し

ていくのかを振り返ってみることとした。その上でそれぞれの時間経過毎にどのような支

援が必要なのかについて考察した。 

 
１．急性期（災害発生直後から数日間） 

 

被災者の心理状態 

 災害の直後はその衝撃に圧倒され、どの被災者も身体や思考や感情、行動にも影

響が現れる。心拍数や血圧の増加、呼吸は速くなり、発汗がおきる。ものごとを合

理的に考えることが出来なくなり、集中力や記憶力も低下する。また茫然自失に陥

り、不安や恐怖が強く、怒りと悲しみで一杯になるなどの情緒不安定に陥ることも

ある。行動も硬直化し、イライラしやすく、また非難がましくなって、コミュニケ

ーションが上手くとれなくなる。 

 

被災地の状況 

・ 人々が避難所へ逃げて来る。余震の恐怖などで、避難所の中は緊張した状態が続いて

いる。 

・ 生存者同士が互いの無事を確認し、時折安堵の声があがる一方で、安否が分からない

家族の情報を求めてイライラとしている人がいる。 

・ 視覚障がい者もラジオなどから被災の情報を得ることが出来るが、被害や被災の全体

像が見えない状態で、案内のアナウンスが聞こえないと怒り出す声があるなど、ちょ

っとした事でトラブルが起きやすい状況もある。 

・ 視覚・聴覚障がい者の中には、音声や拡声器などで伝えられる情報や、電話などの連

絡手段、健常者に即時に伝わる情報も伝えられてこないものが多く、疎外感や孤立感

を味わっている人がいる（後に、この時の健常者に対する感情や疎外感が、復興段階

で周囲にとけ込めない状態を作る場合がある）。 

・ トイレが近い高齢者は避難所でもトイレまでは距離が遠く、また仮設トイレも混雑し

ているため間に合わず漏らしてしまう場合がある。また、オムツなどを利用している

人も屎尿の臭いなどに対する周囲の目が気になり、申し訳なさを感じたり、周囲の人

に対して「冷たい」と感じ、孤立感を深めている場合がある。 

・ トイレの問題を解決しようと、水分補給を控えようとする高齢者もあり、脳梗塞や心



筋梗塞を誘発しやすい状況を作り出している。 

・ 避難所の床が固く、また混雑のため寝返りも打てず（場所によっては横になることが

出来ない）、エコノミークラス症候群が起こっている。特に、心臓に負担がかかるた

め高齢者で具合が悪くなり倒れる人が出ている。 

・ 電気は通じていても、水やガスが通じておらず、食事は配給されるおにぎりやカップ

めんでしのいでいる。公園に仮設トイレが設置されるが長蛇の列が出来ている。避難

場所近くに配水管が引かれ、水を取りに行って、カセットコンロでお湯を沸かす姿も

見られる。洗濯ができず、下着が替えられないため、避難所には汗などの臭いがこも

っている。 

  

援助の方向性 

・ 高齢者や障がい者など普段から把握している人について、安否と心理面・身体面両方

の状態の確認、適切な避難行動がとれているかなどの確認を行う。 

・ 避難先などでは、聴覚障がい者や視覚障がい者への情報が十分行き届いているか、確

認し、支援する必要がある。 

・ 発達障がい者の情緒的な混乱やパニックへの対処、専門機関への連絡・連携をして必

要に応じて、周囲の被災者の理解と協力を得られるように働きかける。 

・ 障がい者・高齢者の身体面や心理的な状態の把握と、深刻な問題に対しては速やかに

医療支援チームや専門家・機関に繋げるなどの緊急支援が中心となる。 

 

２．反応期（１週間から６週間） 

 

被災者の心理状態 

非常事態で興奮し、抑えられていた感情がわき出してくる時期。つらい出来事が

よみがえってきたり、悪夢をみたり、緊張が高まり、イライラや孤立感が増し、し

ばしば抑うつ的になる。特に、家族を失った高齢者は、生き残った事に救われた気

持ちと同時に、「若者が亡くなって、役に立たない年寄りの自分が生き残った」とい

う罪業感（サバイバーズ・ギルト）を強く持つ場合がある。 

 

被災者の状況 

・ 避難所ではかなりの人が風邪を引いており，特に高齢者の症状が重く入院が必要な

場合も出る。入院には至らなくても，高血圧，心臓疾患などの身体疾患や強いスト

レスの中で持病が悪化するが、差し当たっての生活に追われ、医者に通うだけの余

裕をもてない人も多い（阪神・淡路大震災では、震災後 6 か月の間に、震災による

負傷以外で 422 人の高齢者が亡くなっている）。 

・ 避難所では、床が固く、カラダを動かす事も周囲に配慮しなければならないため、

歩けていた者が歩けなくなるなどの二次的な問題が起き始めている。 

・ 体育館などの閉ざされた避難所空間では、カビ臭や汗臭いにおいがこもっており、

気分不調を訴える人も出ている。 

・ 高齢者の中には、ただでさえ、周囲に迷惑をかけていると考えやすく、少々の身体



の不調は訴えては申し訳なく思い、心理的援助の手を差し伸べられても「誰でも辛

いのだから」と悩みを打ち明けられない。 

・ 疲れた被災者の間で、障がい者に対する差別や障がい者の言動に奇異の目やイライ

ラした感情をぶつけられることがあり、避難所の中でも一時場所が分けられた事も

あった。 

・ 特に高齢者には気力を失い、呆然とする状態を示す人が多く，中には人との付き合

いを避け，一人でぼんやりしている人もいる。 

・ 「すんでしまったことをどうこう言っても始まらない」「いつまでも地震の事を引

きずっているのは恥ずかしいことだ」という羞恥心、家族を地震で失った人は「自

分だけがおめおめと生き残ってしまった」という罪業感が生じる。こうした諦観・

羞恥・罪業という感覚は特に年配・高齢者に生じやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中越沖地震：要介護高齢者、生活不活発病の疑い 避難所で活動減り＞ 

 

新潟県中越沖地震では、ストレスから心筋症の患者が発生したという報道があったが、 

生活不活発病の兆候も出てきた。  

県理学療法士会と県作業療法士会が７月２８日、要介護者が避難する柏崎市の４福祉

避難所で、生活不活発病の兆候を調べるチェックシートを使って高齢者２８人に聞き取り調

査し、約３分の１が身体機能低下を訴えた。「地震後は寝ていることが多く、足が悪くなっ

た」「前は壁伝いに歩けたのに車椅子を使うようになった」などの内容だった。  

避難所ではトイレや入浴など日常行動に助けを借りることが多く、周囲に気兼ねして散

歩などを控える傾向などが原因とみられる。  

０４年の新潟県中越地震では被災地の高齢者の約３割の歩行能力が低下したことが厚

生労働省調査班の調査で判明。県は今回の地震では厚労省が作った同病のチラシを配る

などして注意喚起し、県理学療法士会などに対策を依頼していた。 

                     （毎日新聞 2007 年 7 月 30 日 東京夕刊）  

 

援助の方向性 

・ 特に高齢者は、風邪などの身体の不調を軽視していないか、持病の有無や健康被害

が悪化していないかなど、ストレス面・身体面での経過観察と、生活不活発病など

の二次障がい予防のための声かけ、必要に応じた巡回医療への紹介などが重要であ

る。 

・ 危機状態が去り、感情が表出されやすい時期でもあるが、障がい者や高齢者は孤立

感を深めたり避難生活で悩みを抱えやすい時期である。 

・ 初対面でいきなり悩みや心配事を尋ねても表面的に受け流されたり，かえって反発



を招くため、当面は、支援者はできるだけ長時間、避難者の雑談に加わったり、荷

物運びなどの作業を手伝ったりしながら、関係を深めると共に、元気のない人、不

安や緊張の強い人をチェックすることに重点を置く必要がある。 

・ 深刻な問題をもった人には，機会を見ては短時間でも話を聞き，心情を把握すると

ともに，カウンセリングを行ったり，精神科医に紹介するなど，必要な援助を与え

る。 

・ 精神科医やカウンセラーへの紹介は、時には「こんな状況だったら誰だって苦しい、

でも精神科の先生にお世話になるほど、おかしくなっていない」などと婉曲に拒否

されることが多いため、避難所全体への心理教育的アプローチも必要となる。 

・ 非常に活動的で進んで周囲の世話をしている人，あっけらかんとのんきに構えてい

るような人でも，よく話を聞いてみると，しばしば不眠に悩んでいたり，建物の振

動に過敏に反応している。活発に行動することで不安を忘れようとしている人，シ

ョックや疲れを自覚できずにいる人がいるため元気すぎる人にも注意が必要であ

る。 

 

３．修復期（１ヶ月半から半年） 

 

被災者の心理状態 

心理面での適切なケアが受けられた場合や、通常の心理的な回復過程では、悲しみ

や寂しさが募り、不安を感じることもあるが、混乱した感情が徐々に修復され始める

時期。つらい出来事が思い出されると苦しくなるが、少しずつ気持ちが収まり、日常

への関心や将来への見通しに目を向けていけるようになる。しかし、一方で突然被災

の記憶がよみがえったり、災害を思い出す話題や場所を避ける場合もある。自分が自

分でないような感情にとらわれることも珍しくない。抑うつやアルコールの問題など

も顕在化しやすい。 

 

被災者の状態 

・ この時期の高齢者・障がい者の抱える心の問題は実生活上の困難と複雑に絡み合っ

ており，心理的なケアだけで解決するものではない。例えば仮設住宅の抽選，自宅

の取り壊し，親族や友人の来訪，救援物資の到着など，状況が変化するたびに，心

情が刻々と変化し，昨日まで元気だった人が急に自分の殻に引きこもってしまうこ

ともある。 

・ 避難所では、ほとんどプライバシーのない状態で一緒に暮らしているため，普段は

話し合い、いたわり合って生活しているが、救援物資の配分や部屋の割り振りなど

について，何かいさかいが起こると，一挙にエスカレートし，全体の雰囲気もとげ

とげしくなってしまう。 

・ 復興に向けて歩み出す人々が居る中で、高齢者の中には家屋を失い、建て直しや生

活にかかる費用などを考えるととても気力が湧かず、何をして良いか分からずに一

日座り込んだままで動けない人や、繰り返し被災の時の状況を思い出しては「あの

時、自分がああしていれば」などと考え続けている人もいる。またそうした自分に



対して「情けなくて、嫌でしょうがなく、とても悔しい」など自責の念を強めてい

る場合がある。 

・ 高齢者・障がい者の中には、避難所から生活の場を変えていく人をみると「取り残

される」「おいて行かれる」という気持ちが強くなり、「自分はダメだ」「他の人に

迷惑を掛けている」「行政に甘えていると言われた」など自責の念やうつ症状に陥

る人がいる。 

・ 仮設住宅に行くために抽選で、今まで築いてきた避難所の絆が再び崩れ、震災で受

けた被害程度の違いから、復帰にも差が生まれはじめる。 

・ ＰＴＳＤとしての回避行動から外出を避けるようになり、仮設住宅の中にこもるよ

うになったり、歩行など身体機能の低下などの生活不活発病が起こる。 

・ 仮設住宅が建てられるのは、多くが野球のグランドや公園など、その一角だけが隔

絶された環境になりやすい。そのため、周囲から隔離されたような仮設住宅の構造

となり、住む人たちに更に「取り残されている、隔絶されている」という心理的影

響を与えやすい。 

・ 震災１０ヶ月後～１２ヶ月後が相談ピークであり、震災関連相談は８０％。１１月

から１月頃にかけて件数の落ち込みがあり、季節変動がある。 

 

支援の方向性 

・ 県外からの支援やボランティアが去り、支援活動は自治体主導へと移行するため、

連絡連携が必要となる。 

・ 震災後張りつめていた気持ちがゆるみ、恐怖体験を受け入れる心の準備が出来た被

災者の中には、深い感情を込めて被災体験を語り始める人が出てくる。 

・ この時期の高齢者・障がい者の悩みは多岐にわたり、「自立への不安や先行きへの

不安、将来の生活設計」など実生活上の困難と複雑に絡み合っており、ひたすら聞

き手となり、時間をかけて気持ちを受け止めるような支援が必要である。 

・ 仮設住宅への入居や施設入所の情報が各方面からもたらされるが、手続きが煩雑で

あったり、書類の書き方が分からないなど、高齢者はそれを十分に理解したり、積

極的に応募したり出来ないことが多い。また、相談したくても黙っている人も多い

ため、他の避難者やボランティアの協力を得ながら積極的な声かけが必要である。 

・ 支援者は高齢者・障がい者が被災による変化という現実を受け入れ、合理的に問題

解決が図れるように、訴えに傾聴し、心理的な支えとなり、今後予期されるＰＴＳ

Ｄ(およびＰＴＳＲ)に対応することに置かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）とは 

 

① 「侵入・再体験」   … トラウマを受けた場面が突然脳裏によみがえるフラッシ

ュバックを体験したり、思い出したくもないのにその場

面を繰り返し考えてしまうこと 

②  「過覚醒」      … 気分が高ぶって落ち着かなくなったり、イライラと過敏

になったり、寝付きが悪くなる 

③ 「回避・感情麻痺」  … トラウマを受けた場面を思い起こさせる場所や状況を

避 けるようになるため、生 活 半 径 が著 しく縮 小 し、感

情の動きまで制限される 

 

以上の３大症状が１ヶ月以上持続し、社会的・職業的機能低下を来した場合、ＰＴ

ＳＤと診断されるが、震災後の状況下では、３大症状が出ながらも、生活をしている（し

なければならない）場合が多くあるため、診断基準を満たさない場合も「外傷後ストレ

ス反応（ＰＴＳＲ）」として扱われる。ＰＴＳＤは文 化差を超えた普遍的な症候群である

が、日本人がＰＴＳＤに罹患した場合、身体化症状を呈しやすい一方で、「侵入」症状

が少なく、診断基準を満たさない為にＰＴＳＲとして扱われているケースが多いのでは

ないかという説もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）長期的ケアの必要性 

 

 阪神・淡路大震災では、マスコミを通して被災地の状況は刻々と伝えられ、衝撃と悲嘆

に打ちのめされた被災者の姿や、過酷な避難所生活の様子がテレビやあらゆるメディアを

通じて紹介された。その為、被災者の心理的問題への社会的関心がにわかに高まり、震災

直後は被災地内外の多くの精神科医や臨床心理士・ケースワーカーなどがボランティアと

して支援活動に加わった。援助活動は多岐に渡り、被災地内外の保健所活動に加わる場合

もあり、有志で電話相談窓口を開いたり、避難所に直接赴いて援助を申し出る場合もあっ

たようである。 

しかし、これらの活動は被災者が避難所から仮設住宅に移り始めた５月頃（震災から３

ヶ月後）に一端終息の時期を迎え、一斉に差し伸べられた支援の手は遠のいた。その後の

被災地で、果たして被災した高齢者・障がい者の心及び生活は、力を取り戻したのであろ

うか。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 阪神・淡路大震災における、こころのケアセンターの来談者統計では、新規来

談者数は震災後２年半を経過しても減少傾向が見られず被災住民のメンタル

ヘルスへのニーズは依然として高い。 

 

・ 震災後３年半の時点で住民の約１０％にＰＴＳＤが見出された。３年１０ヶ月時

点で、復興住宅住民の２６％がＰＴＳＤのハイリスク群と認められ、同時にうつ

状態、およびアルコール依存の可能性のある住民がそれぞれ６％という結果も

得られている。 

 

・ 震災から４年近く立った時点でＰＴＳＤをより正確に評価するために、構造化面

接を行い、 仮設住宅と復興住宅に住む８６人に面接、９％が面接時点で臨床

的にＰＴＳＤと診断可能 。完全に基準は満たさない物のＰＴＳＤ症状を部分的に

有している人が１４％であった。 

 

・ 仮設住宅入居の時と同様に、復興住宅の入居は、高齢者や障がい者優先で

行われた。結果として高齢者が集中してしまい、棟全体の６割以上が６５才以

上という状況が生まれている。高齢者中心のコミュニティを支える手段として、

様々な施策が行われているが、多くは期間限定の事業であったり、マンパワー

が絶対的に不足するなど多くの問題に直面している。仮設住宅における高齢

者の孤独死という問題が新たに生まれていったのである。 

 

・ 震災から相当期間を経てもなお、被災地には数多くのＰＴＳＤ患者が「潜在」し

ていることが伺える。 

 

 

 

 

 

このように被災住民の心理的影響は依然として顕著で、今後も息の長い支援が必要であ

り、阪神・淡路大震災での被災者の支援は、被災高齢者・障がい者への長期的なケアの必

要性を浮き彫りにした。被災地では今も尚、高齢化社会に対する新たな試行錯誤が継続さ

れているのである。 

私たちの記憶に新しい新潟県中越沖地震のその後についても、以下のような記事が被災

後の高齢者の長期的ケアの必要性を改めて示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜心の傷、高齢者に色濃く…３年前の中越地震で被災者調査＞ 

 

 新潟県中越地震（２００４年１０月）で被災した６０歳以上の人は、若い人に比べ、抑うつ感な

ど「心の傷」がいまも治りづらい状態でいることが、東京女子大の広瀬弘忠教授（災害心理

学）らの調査でわかった。 

 新潟県中越沖地震でも多くの高齢者が被災し、避難所生活を余儀なくされているが、広瀬

教授は「高齢者の場合、ストレスが小さいように見えてもなかなか癒やされない。周囲が積極

的にかかわるなど心のケアが大切だ」と提言している。 

 広瀬教授らのグループは、新潟県中越地震で被災し、仮設住宅で暮らした経験がある長岡

市（旧山古志村を含む）の２０歳～８０歳代の住民１１２人を対象に、意識調査を行った。調査

は０５年から今年にかけて３回に分け、「なんとなく不安だ」「眠れない」など、ＰＴＳＤ（心的外傷

後ストレス障害）の判定にも使われる１３項目の心理状況について質問した。 

 その結果、初回調査時には、５９歳以下の被災者の中で、ＰＴＳＤの症状が「ある」と答えた

項目は平均で３・１１件だったのに対し、６０歳以上は２・８４件と少なかった。しかし今年２月の

第３回調査では、５９歳以下の被災者は平均２・３３件と減ったのに、６０歳以上は２・６６件と、

ほとんど変わらないことがわかった。 

 特に「物事に無関心」「抑うつ感がある」など無力感や無気力に関する４項目については、５

９歳以下では減少したのに、６０歳以上は、逆に０・５７件から０・６１件へと上昇していた。広瀬

教授は「被災後に家の片づけや仕事などで活動できる若い人に比べ、高齢者は避難所での

生活が長くなりがちで、心の傷が治りにくいようだ」と話している。 

（2007 年 7 月 29 日 3 時 0 分  読売新聞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、長期的ケアは、誰がどのように担うべきなのだろうか。阪神・淡路大震災のここ

ろのケアセンターの報告では、被災者のもとへ以前から顔を見知った地域の人が話しを聞

きに行くことで、「見捨てられなかった」「安心して話せる」「災害を受けたから特別扱いを

受けているのではない」という感じが持てて話しやすかったという体験が寄せられている。

１９８３年のコロンビアの噴火災害後の報告では、精神科に対してなじみのない農民に対

して、精神保健サービスを提供するためには、地域の開業医やソーシャルワーカーを訓練

し、確保する事が重要と述べられている。また、１９８７年のアルメニア地震では、児童

を対象とした危機介入の担い手として、教師が果たす役割の重要性が指摘されている。こ

れらは地域の精神保健システムが整備されていない、専門家の数も限られている場合の戦

略として、現実的かつ効率的なものである。実際、日本でも、１９９１年長崎雲仙普賢岳

噴火災害では、身近な存在である保健婦をトレーニングして、日常の保健活動の中に精神

保健の知識を反映させるという方法をとっている。精神保健サービスを効率よく提供する

ための重要な点は、 



① 被災以前から、被災者の身近な存在である人が 

② 被災者のもとに出かけて援助を提供し、 

③ 他のシステム（医療機関・行政機関）と連携し援助と組み合わせ 

④ 継続したサービスを提供する 

という点があげられる。地域住民、教師など、高齢者や障がい者に身近な支援者を訓練

し、被災時には、保健婦や福祉行政職員やボランティアと連携し、より身近に地域を歩き、

被災高齢者・被災障がい者のニーズを積極的に拾い上げる活動が重要なのである。 

 

３）災害時のメンタルケアの特徴とサポート体制作りの必要性 

   

阪神・淡路大震災では、震災後 6 か月の間に、震災による負傷以外で 422 人の高齢者

が亡くなっている。この中には、例えば、避難所でのトイレが足りず、高齢者にとって

頻繁に用を足しに行くことが難しいために、故意に水分を取らずにいたため、強いスト

レスと重なり脳梗塞や心筋梗塞を起こしたケースなどもある。こうしたケースは、災害

によるストレスや被災の二次的被害を防ぐための正しい知識を、高齢者に身近な支援者

となり得る人が持つことで防げる可能性がある。こうした災害時に必要な知識は様々あ

るが、災害時という得意な状況下で必要となる知識であるため、通常の心理的支援の教

育の中では触れられないことが多い。 

また、これまで述べて来たように災害時の被災者に対するメンタルケアや被災者支援

は、以下のような点において、通常の精神的治療もしくは通常のメンタルケアと異なる。

即ち、 

 

・ 災害時のメンタルケアは、被災者を、被災前の通常の心理状態に回復させること

を目的とする介入であること 

・ 支援者には、災害によって人がショックを受けた後の心理的反応や各種症状につ

いての知識や専門的な医療機関へ紹介する必要性の有無の見極めが必要であ

ること 

・ 災害後は、被災者に対する数年にわたる長期的な心理的援助の必要性があるこ

と 

・ 災害発生時から、複数の機関・支援者が被災者に関わると同時に、数ヶ月の間に

支援に関わる機関・支援者や支援の内容が変遷していくこと。即ち、行政や他県

からの緊急支援が行われるのは災害直後～１ヶ月間がピークであり、その後の支

援者の中心は、地域行政や地元ボランティアの活動へと移行していくため、被災

者へのメンタルケアは、専門家のみでは成立せず、被災地域の地域住民による支

援と理解も必要となること 

・ 特に、高齢者・障がい者の悩みの内容は、被災後の生活の変化と共に変遷し、常

にＰＴＳＤや抑うつ状態に陥る危険性をもはらんでいるため、半年～１年、それ以上

の数年にわたる長期的な支援が必要となること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



である。このような違いがあるため、災害時のメンタルケアのあり方や、災害時の支

援者については、災害時に特化した教育と訓練が必要であると考える。災害発生時から、

まず必要なのは、被災者である高齢者・障がい者のそばに必ず誰かがいて孤立させないこ

と、正しい災害時メンタルケアの知識を持ち、支援できる人が高齢者・障がい者の身近な

地域の中にいることなのである。また、高齢者・障がい者の長期的ケアの必要性を念頭に

置いた、地域に根差したサポート体制作りと支援者の養成の必要があると考える。 


