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災害や大事故被災集団への早期介入法の普及に関する研究
明石加代、藤井千太、加藤寛
兵庫県こころのケアセンター

Ⅰ．はじめに
心的外傷後ストレス障害（Post Traumatic Stress Disorder; PTSD）という名称が社会
に広く知られるようになって久しい。しかし一方で、いまだ、災害・大事故発生直後に大
集団に対してなすべき、あるいはなしうる精神保健的支援に関する専門家間のコンセンサ
スは成立していない。その結果、災害が起こるたびに、
「こころのケア」をめぐって被災地
が混乱するという状況は現在も続いている。たとえば、2007 年に発生した能登半島地震と
新潟県中越沖地震においても、複数の派遣チームが独自のマニュアルに沿って活動を展開
したため、方針の統一が困難になる、各チームの連携が取りにくいなどの問題が起こった
という 8）。
2007 年度、私たちはこの課題に対する取り組みのひとつとして、アメリカ国立子どもト
ラウマティックストレス・ネットワークおよびアメリカ国立 PTSD センターが開発した、
「Psychological First Aid Field Operations Guide 2nd Edition; PFA; サイコロジカル・
ファーストエイド実施の手引き第 2 版」の翻訳に取り組んだ 1）。今年度は、これをさらに
練り上げ、インターネットによる一般公開に向けての準備を行った。また同時に、講師を
担当した災害支援領域の研修会、学会などの機会を用いて、本手引きを試験的に紹介した。
本稿では普及の目的と今後の方向性、および課題について検討する。

Ⅱ．「サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き第２版」とは
詳細は末尾の手引き本文を参照されたいが、ここで簡単に「サイコロジカル・ファース
トエイド実施の手引き第 2 版」の特徴と開発の経緯について触れておく（以下、PFA と略
記）。PFA は、災害・大事故などの直後に提供できる効果の認められた心理的支援の方法
を、必要な部分だけ取り出して用いられるように構成した、災害救援者のための心理的支
援マニュアルである。症状や病理性にアプローチするのではなく、回復を促進させる要素
を強化し、リスクを高める要因を取り除くことを目的においている。施行の要件は以下の
通りである。
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対象となる人： ①子どもから高齢者まで、すべての世代の人。家族や集団への支援にも使える
②急性ストレス反応を体験している人、日常生活に深刻な支障をきたしている人
提供の時期：

災害事件直後～１ヶ月程度

提供する人：

災害救援活動を行なう組織の精神保健担当者、その他の分野の災害救援者

提供する場所： 避難所、救護所、医療トリアージ現場、医療機関、救援隊ステーション、学校、一般
家庭、職場など
提供の回数：

必要に応じて内容を調整するため、１回～複数回

右に挙げた方針に明らかなように、PFA は、被災者に可能な限り負荷を与えないこと、
つまり「害を与えないこと」を大原則とする、非侵襲的 non-intrusive な支援方法である。
治療的な介入も、被災者になじみのない対処法を一方的に提案することも、否定されてい
る。これは、PTSD 予防を目的として 90 年代に盛んに行われたにもかかわらず、その後
効果が否定された心理的デブリーフィングへの
反省から、強調されている１）。
PFA の中核は、こうした基本方針に沿って提
供される「8 つの活動」から成り立っている。
これは、具体的な支援の方法を 8 つ要素に分け

PFA による対応の方針
・安全と安心感を確立する
・その人が元々持っている資源を活かす
・ストレスに関連した反応を軽くする
・適応的な対処行動を引き出し、育てる

て系統的に学びやすくしたものである。支援の

・自然な回復力を高める

ステップではなく、順番にすべてを行なう必要

・役に立つ情報を提供する

はない。現場に応じて、また対象者のニーズや

・支援者ができることとできないことを明ら

時間の限界を考慮して、必要な部分を組み合わ
せたり、同時並行で行なったりするべきもので
ある。

かにし、適切な紹介をする
PFA の 8 つの活動
１．被災者に近づき、活動を始める
２．安全と安心感

続いて PFA 開発の経緯について述べる。

３．安定化

アメリカでは、2001 年に発生したニューヨー

４．情報を集める

ク同時多発テロ事件をきっかけに、大規模災害
直後の心理的支援に関する議論が活発に行われ
るようになった

6）。しかしそこで明らかになっ

５．現実的な問題の解決を助ける
６．周囲の人々との関わりを促進する
７．対処に役立つ情報
８．紹介と引き継ぎ

たことは、さまざまな視点が交錯する災害精神
保健分野において、専門家間のコンセンサスを形成することは困難であるということであ
った。なかでも、公衆衛生モデルと臨床モデルの対立が際だったという

5）。また、エビデ

ンスに基づいて支援内容を標準化しようにも、大規模災害直後の被災地というフィールド
で条件統制をした調査研究を行なうことは、被災者の利益の阻害につながりかねず、容易
には進まない。そのようななか、唯一分野をまたいで重要性が共有された「サイコロジカ
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ル・ファーストエイド」の概念を主軸に、分野

PFA の付録

横断的に使える支援マニュアルが開発されるこ

A．サイコロジカル・ファーストエイドの概
要

ととなった。
包括性は PFA の重要な特長である。大人を専
門とするアメリカ国立 PTSD センターと、子ど
もと家族の問題を専門とするアメリカ国立子ど
もトラウマティックストレス・ネットワークが
協同したことで、すべての年代をカバーするこ
とが可能となった。また、中心メンバーが骨子
をつくり、多様な分野から構成される内外の開
発メンバーによって記述内容を発展、洗練させ
るというスタイルをとることで、分野による偏
りを可能な限り減らし、知識と経験の融合を目
指したという

10）

。

以上のような過程を経て、2005 年 9 月に「サ

B．活動を行う現場の環境
C．サイコロジカル・ファーストエイドを行う
人のケア
D．ワークシート
E．被災者のための資料
・人と人のつながり
・恐ろしいことが起こったとき
・リラクセーションのためのヒント
・災害後にアルコールや医薬品を使用する
ことについて
・乳幼児をもつ親への助言
・就学前の子どもをもつ親への助言
・小学生の子どもをもつ親への助言
・思春期の子どもをもつ親への助言
・災害にあった大人への助言

イコロジカル・ファーストエイド第 1 版」が公表された。ちょうど同じ時期に、アメリカ
南東部をハリケーン・カトリーナが襲っている。2500 名を超す死者・行方不明者を出した
この大災害は、PFA の普及を加速させた。その結果、実際に PFA を使用した 275 名から
のフィードバックを得ることができ 11）、それを受けて翌年にバージョンアップされた第 2
版が作られることになる 9）。今回われわれが翻訳したのは、この第 2 版である。
第 2 版の大きな変更点は、遺族支援に関する内容が追加されたことである。また、高齢
者、障害者、乳幼児に関する記述が拡充されている。その他、第 1 版にはなかった付録が
プラスされ、大幅にボリュームが上がった。
PFAの位置づけにも変化が見られる。第1版では、「はじめに；サイコロジカル・ファー
ストエイドを行なう人 Who Delivers Psychological First Aid?」の項目で、PFAは「精神
保健の専門家」が行うものとされていたが、第2版への改訂時に、「その他の災害救援者」
という文言が付け加えられている。なお、この経緯と意義については、次節で触れる。

日本語版作成にあたっては、臨床心理学を専攻する甲南大学大学院人文科学研究科の大
学院生および修了生有志に下訳作成を依頼した。その下訳を参照しながら明石が草稿を作
成し、藤井、加藤が訳稿のチェックを行った。その後通読を繰り返し、少しでも滑らかで
明瞭な日本語になるよう推敲を重ねた。その過程で、昨年度の報告では文中に繰り返され
る survivor という語句はそのまま「サバイバー」とカタカナ表記するとしていたが 1）、よ
り自然な日本語であることを優先させ、
「被災者」に修正した。法制度など日本の実情にそ
ぐわない記述については、註をつけることで内容を補った。
多民族国家アメリカの実情を反映して、PFA には文化的多様性、宗教的問題についての
3
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記述が多い。日本はアメリカほどの多民族国家ではないため、日本の支援者には違和感を
もたれる箇所かもしれない。しかし災害時における外国人への支援は重要な課題であり、
また日本が海外から期待される国際支援に寄与するためにも、むしろ必要な箇所と考え、
原文通りに訳出した。これらの記述は既存の日本のマニュアル類には見られないものであ
り、PFA の特長になるものと考えている。

Ⅲ．「サイコロジカル・ファーストエイド」普及の目的
今回作成したPFA日本語版は、2009 年 3 月末、インターネットを通じて公開する。（兵
庫県こころのケアセンターホームページ：www.j-hits.org ）
続いて、公開にあたって PFA 普及の目的を確認し、今後の普及活動の展開について検討
する。
先述の通り、PFA は当初、精神保健の専門家が提供するものとして開発された。しかし、
分野横断的な内容を目指し、様々な分野の専門家が開発に携わったことから、専門性の際
立たないマニュアルが完成した。そのことが結果として、PFA を非専門家にとっても学び
やすいものにし、早期支援の脱専門化を進めた。その流れをハリケーン・カトリーナが後
押ししたことは、先述した通りである。
現在ではむしろ、PFA は非専門家が行なう災害直後の心理的支援法として紹介されるこ
とが多くなっている 7）。その他の分野の災害救援者が PFA を学び、精神保健の基礎知識を
持つことの意義は大きい。災害支援全体の質の向上、初期対応者による二次被害の予防、
さらには災害支援者のセルフケア推進など、さまざまな効果が期待される。以上のような
展開は、そもそもサイコロジカル・ファーストエイドという概念が、身体的外傷の応急手
当のアナロジーであることを考え合わせれば、当然の流れと言えよう。日本版もこの流れ
に沿い、非専門職への普及を積極的に進めていく方針である。
続いて、精神保健の専門家にとっての PFA の位置づけについて考察したい。PFA は先
述のように、PTSD 予防を目指すものでも、特殊な治療技法でもない。共感的な態度で現
実的な支援を提供することによって、被災後の心理的苦痛をやわらげることを目的として
いる。専門家がこのような、いわば常識的な対応を学ぶ必要性はあるだろうか。
災害支援に関わったことのある多くの専門家が指摘することに、被災者の「こころのケ
ア」に対する拒否感情がある。一般的な拒否だけでなく、心理的な苦痛がある場合にも、
被災者は精神科医や臨床心理士などの「こころの専門家」に相談をしたがらない。
「こころ
のケア」の黎明期であり、そのような傾向がまだあまり知られていなかった阪神・淡路大
震災における精神保健活動では、保健師と一緒に行動することで、少しでもそのような「こ
ころの相談」への拒否感情をやわらげる工夫がなされた

4）。しかし専門家のなかには、自
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分が拠って立つ専門性を発揮できないことで、ジレンマに陥ったり、自信を失ったりする
人も少なくなかった。
一方、藤井 2）と後藤 3）が自然災害後に実施したアンケート調査によると、専門家への受
療行動（Help-seeking）について尋ねた項目で、問題を抱えていたと自覚していたにもか
かわらず、「自分で何とかできると思った」「そのうち自然によくなると思った」と考えて
受療しなかった層に、高い PTSD 得点を示した人が多かったという。これらの結果から、
苦しみをひとりで抱え、孤立し、回復が困難になっていく被災者の姿が容易に想像できる。
こうした被災者に手を差しのべ、必要な治療に結びつけることは、災害直後の精神保健活
動の重要な役割であろう。PFA には、他者に支えてもらうことを避けようとする被災者の
心情へのこまやかな配慮がなされている。Venberg は、ハリケーン・カトリーナで PFA
を用いた支援活動を行った経験を報告し、PFA の効用のひとつに、心理的支援への敷居を
低くすることによって、援助が必要な被災者を孤立させないことを挙げている 10）。
また、PFA の包括性にも、専門家が PFA を学ぶ意義がある。専門家は、
「専門」家であ
るゆえに、自分の専門領域以外の知識に乏しいことがある。たとえば、子どもの専門家は
子どもの問題については詳しく知っていても、高齢者の問題についてはほとんど知らない
ということがしばしばある。PFA を学ぶことによって、災害支援に必要な自分の専門領域
以外の基礎的な知識を、手早く得ることができる。また、各領域の専門家が包括的な内容
のマニュアルを共有することで、お互いの支援内容をマッピングするための見取り図を持
つことができる。そのことは、効果的な連携を行うために役立ち、被災者に多層的な支援
を提供することに寄与すると考えられる。
以上の事柄から、PFA は高度な技法を学ぶものではないが、災害・事故の早期支援に関
わる専門家にとって、学ぶ意義のあるものであると提言したい。PFA は、専門家が専門性
を一旦脇においたときにどう振舞うべきかを丁寧に教えてくれる、いわばパラダイム・シ
フトを促してくれる教材なのである。
冒頭でも述べたように、現在、大規模災害への早期支援における問題のひとつは、統一
された方針をもたない複数の支援チームが、それぞれの専門性にしたがってばらばらに活
動することである。災害の規模が大きくなればなるほど、外部からの支援チームの数は増
え、その分混乱も大きくなる。分野横断的な知見を集めた PFA を共有することで、災害の
直後から一貫性のある支援を提供することが可能になる。また、PFA には長期的支援を視
野に入れた記載内容も含まれており、経時的な流れの中での一貫性を確保する効果も期待
できる。

Ⅳ．まとめと今後の課題
先述の通り、今回作成した「サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き第 2 版」
日本語版は、現時点では未公開であり、まもなく当センターのホームページを通じて一般
5
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に公開する。多数の人にアクセスしてもらうために、今後、災害支援関連の講演や研修、
あるいは学会発表などを通じて、PFA の存在をアピールしていきたいと考えている。
短期間で PFA の概要を知ってもらうためには、研修が最も有効であろう。今後、アメリ
カで行なわれている研修内容を参考にしながらも、日本の風土や現場のニーズに合わせた
オリジナルな研修プログラムを練り上げていく必要がある。またその際には、PFA をただ
アメリカで開発された新しいマニュアルとして紹介するのではなく、PFA が作られた経緯、
わが国における災害支援の歴史を含めて紹介していきたいと考えている。なぜなら、前後
の文脈から切り離されたところで「新しいもの」に飛びつく態度は、
「こころのケア」を一
過性のブームに終わらせることに貢献こそすれ、突然の災害や事故によって傷ついた人の
心を抱える社会を作っていくことには寄与しないと考えるからである。
また、PFA による早期支援から、その後の治療への橋渡しをスムーズに行なうためには、
一般の救援者にも使用できるスクリーニング法の確立、紹介のシステム作りなども必要で
ある。さらに、非常時に PFA を有効に活かすためには、緊急時にすばやく対応するための
システムの構築が不可欠である。これらは今後の検討課題としたい。
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