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はじめに

は じ め に

阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえ、全国初の「こころのケア」に関する拠点施設として、
平成16年4月にオープンして13年目をむかえました。
この間、東日本大震災やJR福知山線脱線事故、新潟県中越地震、兵庫県北西部豪雨、中国四川
大地震、最近では平成28年4月の熊本地震、更には子どもへの虐待やいじめなど、国内外で大き
な社会問題となった災害、事故、事件などが多発しました。
このような状況の中、当センターは社会の要請に応えるべく、平成28年度においても、調査研究、
研修、相談、診療、地域支援活動など多様な取組みを進めて参りました。
調査研究では、「災害後の地域精神保健活動への中長期支援のあり方についての研究」などをテ
ーマにした短期研究や「大規模災害が子どもの心に与える影響のアセスメントシステムに関する
研究」などをテーマにした長期研究に取り組みました。
研修では、子どものこころのケアへの支援強化のため「発達障害とトラウマ」のコース等を実
施するとともに、自主事業として「子どものトラウマへの根拠に基づく治療～ TF-CBT概論～」
と「PTSD構造化面接-CAPSを理解する」を開催いたしました。また、「ひょうごヒューマンケア
カレッジ事業」では、一般県民向けのヒューマンケア実践普及講座において「アートとこころの
ケア講座」を初めて開催するとともに、引き続き音楽療法士養成講座を実施いたしました。
診療では、薬物治療、カウンセリングに加え、長時間暴露療法（PE療法）やトラウマフォーカ
スト認知行動療法（TF-CBT）などのトラウマに特化した専門治療を提供しました。
地域支援活動としては、平成28年4月に発生した熊本地震においては、「ひょうごDPAT」（兵庫
県版災害派遣精神医療チーム）の一員として延8チーム26人の職員を現地に派遣し、今後も中長
期的な支援を継続することとしています。更には、東日本大震災においても、被災者の健康調査
実施に関する支援、被災地のこころのケアセンター運営への助言、研修会・講演会などへの講師
の派遣などできる限りの支援活動を行いました。
情報の収集発信では、平成28年11月16日に「こころのケアシンポジウム」を開催いたしました
ところ、100名の参加者を得て、盛会裏に終了することができました。
本報告書は、平成28年度における当センターのこのような活動をまとめたものです。
当センターでは、今後とも一層高まる「こころのケア」に対する社会的ニーズに対応できるよう、
職員が一丸となり取組みを進めていく決意を新たにしているところです。
そのためにも、本報告書をお読みいただき、忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いです。

	 （公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構
	 兵庫県こころのケアセンター

	 センター長　　加 　 藤 　 　 　 寛
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Ⅰ　兵庫県こころのケアセンターの概要

兵庫県こころのケアセンター・平成28年度事業報告書

1　機　能

兵庫県こころのケアセンターは、平成 16 年 4 月、「こころのケア」に関する多様な機能を有する全国

初の拠点施設として、HAT 神戸にオープンした。

本センターは大きく分けて五つの機能を持っており、それぞれの機能は次のとおりである。

（1） 研究機能
四つの研究部門を設け、精神科医、臨床心理士や精神保健福祉士の研究員が「こころのケア」に関する

実践的研究を行っている。

部 門 研　究　内　容

第１部門
災害、事故等、同時に一つの出来事に遭遇した集団を対象とする、トラウマ・

PTSD が与える影響及びその対応策に関する研究

第２部門
災害、事故、犯罪被害等、単発的な出来事に遭遇した個人を対象とする、

トラウマ・PTSD の治療法や対処法に関する研究

 第３部門
児童虐待、DV 等、反復性のある出来事に遭遇した個人を対象とする、ト

ラウマ・PTSD の治療法や対処法に関する研究

第４部門 様々なストレスによって生じる精神疾患の予防等に関する研究

（2） 人材養成・研修機能
保健・医療・福祉・教育等の分野で「こころのケア」に携わっている方々を対象に、各種課題への対処

法等について学ぶ「専門研修」と、「こころのケア」に関する知識や理解を深める「基礎研修」等を実施

している。

（3） 相談・診療機能
「こころのケア」に関する専門的な相談に応ずるとともに、診療所を運営している。

（4） 情報の収集発信・普及啓発機能
「こころのケア」に関する事例等を収集し、センターの研究成果と併せて、広く情報発信するとともに、

普及啓発を行っている。

（5） 連携・交流機能
「こころのケア」に取り組む関係機関等の連携・

交流の促進を図り、広域的なネットワ－クづくり

を進めている。
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2　施設概要（ゾーン配置） 

会議室

施設規模
地上3階建　延床面積：5,094.06㎡

3F

2F

1F

3　組　織

 （職員構成） （人）
区　分 事　務 医　師 臨床心理士 保健師 精神保健福祉士 看護師 計
常　勤 ５ ３ １ １ ２ 12

非常勤嘱託 ３ ３ ６
精神保健福祉センター兼務 １ １

臨　時 １ １
日々雇用 ２ １ ３

計 12 ３ ４ １ ２ １ 23
　

＊精神保健福祉全般を扱う精神保健福祉センターが併設されており、同センターとの連携のもとに、
各種の取り組みを進めている。

センター長

副センター長
（事務）

副センター長
（技術）

事　業　課

研 究 部 門

主幹（調整担当）

研修情報課

診　療　所

相　談　室

研究部長

事業部長
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Ⅱ　平成28年度の取り組み

1　実践的調査研究の展開

年度完結の「短期研究」と、３年程度の研究期間を設定し、長期的な視点に立って行う「長期研究」の

２本立てで調査研究を行った。

また、「こころのケア」に関連した研究に取り組んでいる研究機関による協議会を開催し、意見聴取や

情報交換等を通じ、研究内容の向上を図った。

【短期研究】

研究テーマ 概　　　要

災害後の地域精神保健活動へ
の中長期支援のあり方につい
ての研究

阪神淡路大震災以降、大規模災害後には中長期支援を担う機関とし
て『こころのケアセンター』が設置される流れがある。公表される機
会は少ないが、新設機関が活動を行うにあたり、職員は多くの課題を
抱え、それを打開するための工夫や努力を行っていると考えられる。
急性期支援に比べ、中長期支援はその望ましいあり方がはっきり示さ
れていない。本研究では東日本大震災を機に設置された『こころのケ
アセンター』に勤務する職員 20 名を対象として、直面してきた様々
な課題やその対応について、半構造化面接を行った。その証言を分析し、
中長期支援の現状や望ましいあり方を提示した。

日本における複雑性悲嘆の現
状分析に関する研究

複雑性悲嘆の疫学、診断、予後、治療法等に関する既存の情報の整
理をするため、複雑性悲嘆、持続性複雑性死別障害、外傷性悲嘆等をキー
ワードとした文献レビューを実施した。また、日本における複雑性悲
嘆の臨床的特徴を明らかにするため、既存の事例報告のデータを質的
分析手法により統合した。

発達障害児者におけるトラウ
マ臨床の実態についての現状
と課題についての研究

発達障害児者が呈するトラウマ関連の症状と介入プログラムおよび
介入効果を整理し、実態の把握と課題の検討を図るため、文献の抽出、
文献の記述的レビューを行うとともに、支援者へのインタビュー調査
としてトラウマを抱える発達障害児者への支援に関わる医療従事者（医
師、臨床心理士）に支援の現状について半構造化面接を実施し、発達
障害児者の抱えるトラウマに対する支援の現状と課題を考察した。
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【長期研究】

研究テーマ 概　　　要

大規模災害が子どもの心に与
える影響のアセスメントシス
テムに関する研究

大規模災害は被災者全ての心に甚大な影響を与えるが、なかでも子
どもは特別な配慮が必要であると考えられ、トラウマ体験を有する子
どもに利用可能なアセスメントツールのレビューを行い、その特徴

（長所 / 短所）を明らかにするとともに、日本で不足している子どもの
PTSD 診断面接の 1 つである CAPS-5 － CA の標準化作業を行った。

また、この研究により、まとめられたアセスメントシステムを子ど
ものこころのケアに携わる専門家に広く普及していく。

大規模交通災害が心身の健康
に及ぼす長期的な影響に関す
る研究

JR 福知山線脱線事故の負傷者における長期的な心身への影響を把握
し、負傷者への中・長期的な支援のあり方を検討するため、本年度は
JR 福知山線脱線事故の負傷者で兵庫県こころのケアセンター付属診療
所を受診した患者の診療録調査を行い、診療録から、患者の基本属性、
症状の経過、心理療法や薬物療法等の必要な情報を収集しまとめた。
そして、負傷者を対象とした次年度以降の調査方法と調査内容につい
て検討を行った。

労働者の職業性ストレス、特
にハラスメント行為が心身の
健康に与える影響の検討

労働者の精神健康に影響する要因として、職場のハラスメント行為
がどのように労働者の精神健康・身体健康に影響を及ぼすか、労働者
の法定健康診断とストレスチェックのデータをもとにコホート調査を
行うこととした。今年度は、職場のハラスメント行為を聴取するため
の質問紙の作成及び標準化作業を行った。また、作成した質問紙をデー
タセットに組みこみ、次年度以降のコホートのベースラインデータ収集
のための準備を行った。今後 2 年かけてデータを収集する予定である。

災害救援組織における惨事ス
トレスおよびメンタルヘルス
対策のこれまでとこれから

阪神・淡路大震災で災害救助者の惨事ストレスが社会的認知を得て
から、20 年が経過し、各組織がガイドラインの策定、研修の提供等の
対策を講じてきた。設立当初から当センターにおいても年に数回、災
害救援者を対象にした該当研修を行っているが、各組織における理解、
準備、対策には温度差がある。本研究では、現状のニーズに即した包
括的な惨事ストレス・メンタルヘルス対策を提案することを目的に、
長期研究（3 年）の 1 年目である本年度は、消防、海上保安、警察、
自衛隊において、この 20 年で取り組まれてきた惨事ストレス・メン
タルヘルス対策を概観した。

（注）長期研究の研究期間は平成28年度から平成30年度とする。

【こころのケア研究推進協議会】
　（開催年月日） 平成29年3月22日（水）

　（参集機関） 大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター

 神戸大学大学院保健学研究科　　

 徳島大学大学院総合科学研究部

 兵庫県こころのケアセンター
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Ⅱ　平成28年度の取り組み

【兵庫県こころのケアセンター倫理審査委員会】

兵庫県こころのケアセンターに所属する研究員等が行う、人間を直接対象とした研究に関し、ヘルシン

キ宣言の趣旨に即して行われるよう、個人の尊厳及び人権の尊重、個人情報の保護、その他の倫理的及び

科学的観点から審査することを目的として、兵庫県こころのケアセンター倫理審査委員会を設置している。

審査状況は下記のとおりである。

回数 開催日 受付番号 研究課題名 判定結果
（判定日）

1 H28.7.9

28-1
労働者の職業性ストレス、特にハラスメント行為が
心身の健康に与える影響の検討 　　－ 健康診断及び
ストレスチェックに基づく縦断的研究

承　　　認 
（H28.7.9）

28-2
労働者の職業性ストレス、特にハラスメント行為が
心身の健康に与える影響の検討 － 職場いじめ測定の
ための短縮版尺度の開発

条件付承認
（H28.7.9）

28-2の2
労働者の職業性ストレス、特にハラスメント行為が
心身の健康に与える影響の検討 － 職場いじめの主観
的経験測定のための短縮版尺度の開発

承　　　認 
（H28.7.26）

28-3 災害後の地域精神保健活動への中長期支援のあり方
についての研究

承　　　認 
（H28.7.9）

28-4 発達障害児者におけるトラウマ臨床の実態について
の現状と課題についての研究

承　　　認 
（H28.7.9）

28-5 酒類メーカーを交えたアルコール関連問題の予防と
低減に向けた対策の検討

承　　　認 
（H28.7.9）

28-6 対人関係療法に基づくトラウマ回復支援プログラム
の効果検証研究

条件付承認 
（H28.7.9）

28-6の2 対人関係療法に基づくトラウマ回復支援プログラム
の実施可能性に関する研究

承　　　認 
（H28.7.26）

28-7 サイコロジカルファーストエイド学校版に基づく研
修効果検証のための研究

承　　　認 
（H28.7.9）

28-8 ストレス関連疾患のバイオマーカーの同定と病態解
明に関する研究

承　　　認 
（H28.7.9）

25-2の3 子どものPTSDに対するトラウマ・フォーカストCBT
の有効性に関する無作為割り付け研究試験

承　　　認
（H28.7.9）

2 H28.11.26 28-2の3
労働者の職業性ストレス、特にハラスメント行為が
心身の健康に与える影響の検討 － 職場いじめの主観
的経験測定のための短縮版尺度の開発

承　　　認
（H28.11.26）

3 H29.2.28 28-1の2
労働者の職業性ストレス、特にハラスメント行為が
心身の健康に与える影響の検討 － 健康診断及びスト
レスチェックに基づく縦断的研究

承　　　認
（H29.2.28）
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「こころのケア」
研修

専門研修

課題研修

防災・地域保健

犯罪被害

学　　校

児童虐待・DV

業務関連ストレス技術研修

基礎研修

2　多様な研修の実施

平成 28 年度は、2 期（1 期：平成 28 年 7 月～ 11 月、2 期：平成 29 年 1 月～ 3 月）に分け、以下の

研修体系に基づき、専門研修 13 回、基礎研修 1 回の計 14 回実施した。

研修の実施にあたっては、よりニーズに即したものとなるよう、受講者へのアンケート結果等をもとに、

研修コース等について見直しを行った。今年度は、受講希望者の多い「発達障害とトラウマ」のコースを

昨年度までの 1 コースから、1 期 2 期各 1 コース計 2 コースとした。また、引き続き国内唯一の SPR 認

定トレーナーの資格を持つ当センターの研究員による「被害者や被災者の中長期の回復を支えるこころの

ケア - サイコロジカル・リカバリースキル（SPR）-」コース等を実施した。

平成 26 年度より開催している特別研修は、「子どものトラウマへの根拠に基づく治療～ TF-CBT 概論～」

及び「PTSD 構造化面接 -CAPS を理解する」を実施した。

こころのケア研修全体の受講者数（特別研修を除く）は 686 人で定員（505 人）を超える人数を受け

入れた。

また、研修内容の一層の向上をめざし、「こころのケア」に関連した研修を行っている関係機関による

連絡調整会議を開催し、意見交換や情報交換等を行った。

その他、独立行政法人国際協力機構関西国際センター（JICA 関西）からの委託を受け、チリ国の国家

緊急対策室等の職員を対象に「緊急時及び災害時等におけるこころのケアモデルの構築」研修を行った。

【研修体系】
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【実施状況】
（単位：人）

期 区 

分 コース名 期　間 対　　象 定員 受講
者数

1
期

専
門

消防職員のための惨事スト
レスの理解と予防

7/13・14
（2 日間） 消防職員 35 65

対人支援職のためのセルフ
ケア

8/4・5
（2 日間）

保健・医療・福祉関係の対人支援業務従事者（保
健師、ケースワーカー、各種相談員、福祉施設
指導員等）、教職員、スクールカウンセラー、
保育職員

35 55

発達障害とトラウマ 8/18
（1 日間）

こども家庭センター（児童相談所）職員、福祉
事務所職員等児童虐待関係職員、保健所職員、
教職員、スクールカウンセラー、保育職員等

35 80

悲嘆の理解と遺族への支援 8/31・9/1
（2 日間）

医療・保健・福祉・心理臨床の分野で活動する
者及び遺族支援に携わる者 35 27

DV 被害者のこころのケア 9/21
（1 日間）

母子自立支援員、女性相談員（婦人相談員）、
婦人保護施設職員、母子生活支援施設職員、家
庭問題相談員、保健師、福祉事務所職員、こど
も家庭センター（児童相談所）職員等 DV 被害
者相談支援関係職員

35 47

被災者や被害者を支えるた
めに－サイコロジカルファ
ーストエイドを学ぶ－

10/6・7
（2 日間）

学校・社会福祉協議会・保健師・病院等の精神
保健福祉関係者 25 28

犯罪被害とこころのケア 10/13・14
（2 日間）

保健・医療・福祉・教育・司法・警察・消防関
係等職員 25 25

技
術

被害者や被災者の中長期の
回復を支えるこころのケア
－サイコロジカル・リカバ
リースキル（SPR）－

11/10・11
（2 日間）

医師、臨床心理士、看護師、保健師、精神保健
福祉士、その他関連領域の関係者 35 34

基
礎

子どものトラウマの基礎知
識

7/27
（1 日間）

保健・医療・福祉・教育・司法・警察・消防関
係等職員 80 74

小　　計 340 435

2
期

専
門

対人支援職のためのセルフ
ケア

1/11・12
（2 日間）

保健・医療・福祉関係の対人支援業務従事者（保
健師、ケースワーカー、各種相談員、福祉施設
指導員等）、教職員、スクールカウンセラー、
保育職員

35 43

消防職員のための惨事スト
レスの理解と予防

1/25・26
（2 日間） 消防職員 35 35

発達障害とトラウマ 2/2
（1 日間）

こども家庭センター（児童相談所）職員、福祉
事務所職員等児童虐待関係職員、保健所職員、
教職員、スクールカウンセラー、保育職員等

35 81

子ども達のいじめのケア－
加害と被害の連鎖－

2/15
（1 日間）

教職員、スクールカウンセラー、教育委員会職
員、こども家庭センター（児童相談所）職員、
いじめ相談窓口の相談員、保育職員、児童福祉
施設職員、司法関係職員　

35 41

消防職員のための惨事スト
レスの理解と予防（ステッ
プアップ）　

3/1・2
（2 日間） 消防職員 25 51

小　　計 165 251

合　　計 505 686

（注）コースによって 1,300 ～ 4,000 円の受講料を徴収
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（県内・県外の別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （人）

県内 県外 計（％）

383
（55.8）

303
（44.2）

686
（100.0）

〈県外の内訳〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   （人）

大阪 京都 滋賀 鳥取 広島 奈良 香川 岡山 愛媛 宮城 熊本 島根 徳島

78 35 24 24 18 17 11 10 10 9 9 8 8

三重 愛知 高知 和歌山 静岡 長野 鹿児島 北海道 青森 福島 茨城 東京 神奈川

7 6 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1

埼玉 新潟 福井 石川 岐阜 福岡 佐賀

1 1 1 1 1 1 1

（男女別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （人）

男性 女性 計（％）

259
（37.8）

427
（62.2）

686
（100.0）
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【コース別実施内容】

消防職員のための惨事ストレスの理解と予防

1 目 　 的 大規模災害時等、極めて悲惨な現場において活動したことにより生じる惨事ストレスに対する理解を深める。
2 受 講 者 数 65 人
（1） 県内･県外の別 県内 33 人、県外 32 人
（2） 性  別 男性 65 人
3 期 間 平成 28 年 7 月 13 日（水）・14（木）　2 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：00 講義「惨事ストレスとは」 兵庫県こころのケアセンター：加藤寛センター長
12：00～13：00 〈休憩〉

13：00～15：00 事例検討「惨事ストレスへの対応」
神戸市危機管理室：星野誠治危機対応担当課長
西宮市消防局：山下俊郎警防部長
※ 進行：加藤寛センター長

15：00～15：15 〈休憩〉

15：15～16：30
演習「惨事ストレス対応」（グループ討議）
・予想される事態
・職場での対応

兵庫県こころのケアセンター：加藤寛センター長
 大澤智子研究主幹

16：30～17：00 施設見学 ※ 希望者のみ

(1) 1 日目（7 月 13 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
  9：50～10：00 事務連絡
10：00～12：00 講義「ストレスマネジメント」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹
12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～14：00 講義「コミュニケーションの基礎」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹
14：00～14：10 〈休憩〉
14：10～16：00 演習「傾聴ロールプレイ」 兵庫県こころのケアセンター： 加藤寛センター長

 大澤智子研究主幹
16：00～16：15 受講証交付・アンケート記入

(2) 2 日目（7 月 14 日）

対人支援職のためのセルフケア

1 目 的 対人支援業務によって生じる自らのストレスを理解し、その対処法を習得する。

2 受 講 者 数 55 人

（1） 県内･県外の別 県内 45 人、県外 10 人

（2） 性  別 男性 9 人、女性 46 人

3 期 間 平成 28 年 8 月 4 日（木）・5 日（金）　2 日間

4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「ストレスとは」 兵庫県こころのケアセンター：赤澤正人主任研究員
12：15～13：15 〈休憩〉

13：15～16：30
（14：45～15：00休憩）

講義「ストレスマネジメント」及び演習
質疑応答

兵庫県こころのケアセンター：大塚美菜子主任研究員

16：30～17：00 施設見学 ※ 希望者のみ

（1） 1 日目（8 月 4 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
  9：50～10：00 事務連絡

10：00～12：00 講義「二次受傷とは」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹

12：00～13：00 〈休憩〉

13：00～16：00
演習「キャリアの振り返り」
質疑応答・総括

（ファシリテ－ター）
兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹

16：00～16：15 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（8 月 5 日）

第１期：専門

第１期：専門
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発達障害とトラウマ

1 目 的 発達障害とトラウマへの理解を深める。
2 受 講 者 数 80 人
（1） 県内･県外の別 県内 59 人、県外 21 人
（2） 性  別 男性 8 人、女性 72 人
3 期 間 平成 28 年 8 月 18 日（木）　1 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「発達障害とトラウマをめぐる諸問題」 兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員
12：15～13：00 〈休憩〉
13：00～13：30 施設見学 ※ 希望者のみ
13：30～15：00 講義「成人期の発達障害とトラウマ」 大久保クリニック：大久保圭策医院長
15：00～15：15 〈休憩〉

15：15～16：45 講義「学童期の発達障害とトラウマ」
大阪大学大学院 連合小児発達学研究科
子どものこころの分子統御機構研究センター：山本知加助教

16：45～17：00 受講証交付・アンケート記入

悲嘆の理解と遺族への支援 第１期：専門

1 目 的 死別を経験した際に生じる悲嘆反応の知識について学び、遺族への対応と治療の実際を知る。
2 受 講 者 数 27 人
（1） 県内･県外の別 県内 10 人、県外 17 人
（2） 性  別 男性 7 人、女性 20 人
3 期 間 平成 28 年 8 月 31 日（水）・9 月 1 日（木）　2 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「悲嘆の基本的理解：症候学的位置づけ」 神戸松蔭女子学院大学：大和田攝子教授　　
12：15～13：15 〈休憩〉
13：15～14：45 講義「遺族対応の基本」 京都産業大学学生相談室：米虫圭子主任カウンセラー
14：45～15：00 〈休憩〉
15：00～16：30 講義「日常臨床でのグリーフケア」 神戸赤十字病院：村上典子心療内科部長　
16：30～17：00  施設見学 ※ 希望者のみ

（1） 1 日目（8 月 31 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：20～10：30 事務連絡
10：30～12：00 講義「複雑性悲嘆について」 兵庫県こころのケアセンター：加藤寛センター長
12：00～13：00 〈休憩〉

13：00～14：30 グループ討議「遺族の体験に学ぶ」
＊遺族の方にお話を聞く（ファシリテーター）
兵庫県こころのケアセンター：加藤寛センター長

14：30～14：45 〈休憩〉
14：45～16：15 講義「自死遺族の対応」 兵庫県こころのケアセンター：赤澤正人主任研究員
16：15～16：30 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（9 月 1 日）

第１期：専門



15兵庫県こころのケアセンター・平成28年度事業報告書

Ⅱ　平成28年度の取り組み

DV被害者のこころのケア 第 1 期：専門

1 目 的 DV 被害者のこころのケアに関する対処法等について理解を深める。
2 受 講 者 数 47 人
（1） 県内･県外の別 県内 28 人、県外 19 人
（2） 性  別 男性 5 人、女性 42 人
3 期 間 平成 28 年 9 月 21 日（水）　1 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「トラウマ・PTSD の理解」 兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員（医師）
12：15～13：15 〈休憩〉
13：15～13：45 施設見学 ※ 希望者のみ

13：45～15：15
講義「DV 被害者との関わり方
　　　－被害者心理を踏まえて－」

神戸市看護大学：髙田昌代教授

15：15～15：30 〈休憩〉

15：30～17：00
講義「DV 家庭で育った子どもの心理的影響と
　　　そのケア」

兵庫教育大学大学院：有園博子教授

17：00～17：15 受講証交付・アンケート記入

被災者や被害者をささえるために －サイコロジカルファーストエイドを学ぶ－ 第 1 期：専門

1 目 的 万が一の大災害や大事故で被害を受けた人たちに対して、直後に行える介入としてのサイコロジカルファーストエイドの
基本についての理解を深める。

2 受 講 者 数 28 人
（1） 県内･県外の別 県内 7 人、県外 21 人
（2） 性  別 男性 12 人、女性 16 人　
3 期 間 平成 28 年 10 月 6 日（木）・7 日（金）　2 日間
4 日 程 　

5 そ の 他 人と防災未来センターとの共催により実施

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「『こころのケア』とは」 兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員（医師）
12：15～13：15 〈休憩〉
13：15～14：40 講義「災害時の支援受入調整の現状と課題」 人と防災未来センター：髙田洋介主任研究員
14：40～15：00 〈休憩・移動〉

15：00～17：00
人と防災未来センター「語り部講話」
及び（※）施設見学

人と防災未来センター
※施設見学は
　希望者のみ

（1） 1 日目（10 月 6 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
9：30～12：00 講義「サイコロジカルファーストエイド」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹

12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～13：30 こころのケアセンター施設見学 ※ 希望者のみ

13：30～16：30
講義「サイコロジカルファーストエイド」

（演習を含む）
兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹

16：30～16：45 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（10 月 7 日）
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犯罪被害とこころのケア 第１期：専門

1 目 的 犯罪（事件・事故）被害の及ぼす心理的影響を理解し、被害者支援の観点に立った、犯罪被害者への対処法を習得する。

2 受 講 者 数 25 人

（1） 県内･県外の別 県内 11 人、県外 14 人

（2） 性  別 男性 10 人、女性 15 人

3 期 間 平成 28 年 10 月 13 日（木）・14 日（金）　2 日間

4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「被害者・遺族の心理的影響」 兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員
12：15～13：15 〈休憩〉
13：15～14：30 講義「警察による被害者支援」 兵庫県警察本部警務課被害者支援室：増田悦子室長
14：30～14：45 〈休憩〉
14：45～16：15 講義「民間支援のあり方」 ひょうご被害者支援センター：支援コーディネーター遠藤えりな氏
16：15～16：45 施設見学 ※ 希望者のみ

（1） 1 日目（10 月 13 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
  9：50～10：00 事務連絡

10：00～12：30 講義「被害者・遺族の声を聞く」

＊被害者・遺族の方が実体験を語られる。
（ファシリテーター）
ひょうご被害者支援センター：
　　支援コーディネーター遠藤えりな氏
兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員（医師）

12：30～13：30 〈休憩〉

13：30～16：30
グループ討議
・どのような支援を行うか
・二次被害を防ぐための方法

（ファシリテーター）
ひょうご被害者支援センター：
　　支援コーディネーター遠藤えりな氏
兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員（医師）   （15：30～ 全体討議）・支援に求められるもの

16：30～16：45 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（10 月 14 日）

被害者や被災者の中長期の回復を支えるこころのケア －サイコロジカル・リカバリースキル（SPR）－ 第１期：専門

1 目 的 「サイコロジカル・リカバリースキル（SPR）」はアメリカで開発された、被災者の回復を支えるための心理支援法である。被
災者が苦痛をやわらげ、被災後のストレスやさまざまな困難にうまく対処するためのスキルを身につけられるよう、構成さ
れている。日本唯一のSPR認定トレーナーが演習を交えながら適切な「こころのケア」のスキル習得を目指す。

2 受 講 者 数 34 人

（1） 県内･県外の別 県内 12 人、県外 22 人

（2） 性  別 男性 7 人、女性 27 人

3 期 間 平成 28 年 11 月 10 日（木）、11 日（金）　2 日間

4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備考
10：00～10：15 開講・オリエンテーション

10：15～12：15
講義「SPR の概要」
スキル 1「情報を集め、支援の優先順位を決める」

兵庫県こころのケアセンター：
大澤智子研究主幹（臨床心理士・SPR 認定トレーナー）

12：15～13：15 〈休憩〉
13：15～14：45 スキル 2「問題解決のスキルを高める」 兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
14：45～14：55 〈休憩〉
14：55～16：25 スキル 3「ポジティブな活動をする」 兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
16：25～16：55 施設見学 希望者のみ

（1） 1 日目（11 月 10 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備考
  9：50～10：00 事務連絡
10：00～12：00 スキル 4「心身の反応に対処する」 兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～14：30 スキル 5「役に立つ考え方をする」 兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
14：30～14：40 〈休憩〉
14：40～16：10 スキル 6「周囲の人とよい関係を作る」 兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
16：10～16：20 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（11 月 11 日）
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Ⅱ　平成28年度の取り組み

対人支援職のためのセルフケア 第 2 期：専門

1 目 的 対人支援業務によって生じる自らのストレスを理解し、その対処法を習得する。
2 受 講 者 数 43 人
（1） 県内･県外の別 県内 30 人、県外 13 人
（2） 性  別 男性 6 人、女性 37 人
3 期 間 平成 29 年 1 月 11 日（水）・12 日（木）　2 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「ストレスとは」

兵庫教育大学大学院：冨永良喜教授
12：15～13：15 〈休憩〉
13：15～16：30 

（14：45～15：00）
講義「ストレスマネジメント」

〈休憩〉
16：30～17：00 施設見学 ※ 希望者のみ

（1） 1 日目（1 月 11 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
  9：50～10：00 事務連絡
10：00～12：00 講義「二次受傷とは」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹（臨床心理士）
12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～15：30 演習「キャリアの振り返り」 （ファシリテ－ター）

兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹15：30～16：00 質疑応答・総括
16：00～16：15 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（1 月 12 日）

子どものトラウマの基礎知識 第 1 期：基礎

1 目 的 こころのケア（子どものトラウマ）に関する全般的な基礎知識を習得し、理解を深める。
2 受 講 者 数 74 人
（1） 県内･県外の別 県内 53 人、県外 21 人
（2） 性  別 男性 20 人、女性 54 人
3 期 間 平成 28 年 7 月 27 日（水）　1 日間
4 日 程

時間 カリキュラム 講　師 備　考
10：15～10：30 開講・オリエンテーション

10：30～12：00 「子どものトラウマの理解とケア」
兵庫県こころのケアセンター：亀岡智美副センター長
兼研究部長（医師）

12：00～13：30
施設見学①（12：00 ～ 12：30 ）

※施設見学は
　希望者のみ

〈休憩〉
施設見学②（13：15 ～ 13：30 ）

13：30～15：00
ワーク「心理教育の実践と子どもの
　　　　トラウマのアセスメント」

兵庫県こころのケアセンター： 山本沙弥香主任研究員
 大塚美菜子主任研究員

15：00～15：15 〈休憩〉
15：15～16：45 「犯罪被害と子どものこころのケア」 被害者支援都民センター：新井陽子犯罪被害相談員（臨床心理士）
16：45～17：00 受講証交付・アンケート記入
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発達障害とトラウマ 第 2 期：専門

1 目 的 発達障害とトラウマへの理解を深める。
2 受 講 者 数 81 人
（1） 県内･県外の別 県内 50 人、県外 31 人
（2） 性  別 男性 13 人、女性 68 人
3 期 間 平成 29 年 2 月 2 日（木）　1 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：15 講義「発達障害とトラウマをめぐる諸問題」 兵庫県こころのケアセンター：亀岡智美副センター長兼研究部長
12：15～13：00 〈休憩〉
13：00～13：30 施設見学 ※ 希望者のみ
13：30～15：00 講義「成人期の発達障害とトラウマ」 大久保クリニック：大久保圭策医院長
15：00～15：15 〈休憩〉
15：15～16：45 講義「学童期の発達障害とトラウマ」 大阪大学大学院：酒井佐枝子准教授
16：45～17：00 受講証交付・アンケート記入

消防職員のための惨事ストレスの理解と予防 第 2 期：専門

1 目 的 大規模災害時等、極めて悲惨な現場において活動したことにより生じる惨事ストレスに対する理解を深める。

2 受 講 者 数 35 人

（1） 県内･県外の別 県内 4 人、県外 31 人

（2） 性  別 男性 35 人

3 期 間 平成 29 年 1 月 25 日（水）・26 日（木）　2 日間

4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：30～10：45 開講・オリエンテーション
10：45～12：00 講義「惨事ストレスとは」 兵庫県こころのケアセンター：加藤寛センター長
12：00～13：00 〈休憩〉

13：00～15：00 事例検討「惨事ストレスへの対応」
神戸市危機管理室：星野誠治危機対応担当課長
西宮市消防局：山下俊郎警防部長
※ 進行：  加藤寛センター長

15：00～15：15   〈休憩〉

15：15～16：30
演習「惨事ストレス対応」 （グループ討議）
・予想される事態
・職場での対応

兵庫県こころのケアセンター： 加藤寛センター長
 大澤智子研究主幹

16：30～17：00 施設見学 ※ 希望者のみ

（1） 1 日目（1 月 25 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
  9：50～10：00 事務連絡
10：00～12：00 講義「ストレスマネジメント」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹
12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～14：00 講義「コミュニケーションの基礎」 兵庫県こころのケアセンター：大澤智子研究主幹
14：00～14：10 〈休憩〉

14：10～16：00 演習「傾聴ロールプレイ」
兵庫県こころのケアセンター： 加藤寛センター長
 大澤智子研究主幹

16：00～16：15 受講証交付・アンケート記入

（2） 2 日目（1 月 21 日）



19兵庫県こころのケアセンター・平成28年度事業報告書
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子ども達のいじめのケア－加害と被害の連鎖－ 第 2 期：専門

1 目 的 子ども達のいじめによるこころのケアに関する対処法等について理解を深める。
2 受 講 者 数 41 人
（1） 県内･県外の別 県内 23 人、県外 18 人
（2） 性  別 男性 12 人、女性 29 人
3 期 間 平成 29 年 2 月 15 日（水）　1 日間
4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備　考
10：15～10：30 開講・オリエンテーション

10：30～12：00 講義「いじめの基本概念」

大阪大学大学院
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学
連合小児発達学研究科
和久田学特任講師

12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～13：30 施設見学 ※ 希望者のみ

13：30～15：00
講義「いじめや問題行動による被害－加害の理
解と支援」

大阪大学大学院：野坂祐子准教授

15：00～15：15 〈休憩〉

15：15～16：45
ワーク「被害－加害の連鎖をとめる心理教育と
アクティビティ」

兵庫県こころのケアセンター： 山本沙弥香主任研究員
 大塚美菜子主任研究員

消防職員のための惨事ストレスの理解と予防（ステップアップ） 第 2 期：専門

1 目 的 「消防職員のための惨事ストレスの理解と予防研修」を修了した消防職員に対して、大規模災害等、きわめて悲惨な現場
において活動したことにより生じる惨事ストレスについて、より理解を深める。

2 受 講 者 数 51 人

（1） 県内･県外の別 県内 18 人、県外 33 人

（2） 性  別 男性 50 人、女性 1 人

3 期 間 平成 29 年 3 月 1 日（水）・2 日（木）　2 日間

4 日 程

時　間 カリキュラム 講　師 備考
10：00～10：15 開講・オリエンテーション

10：15～12：00
グループ討議「惨事ストレス（メンタルヘルス）
対策を行う際の組織が抱える問題点」

兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
　　　　　　　 （臨床心理士）

12：00～13：00 〈休憩〉

13：00～14：30
講義「惨事ストレス対策の具体例－ピアサポート
制度とサイコロジカルファーストエイド」

14：30～14：40 〈休憩〉
14：40～16：40 演習「サイコロジカルファーストエイド」

（1） 1 日目（3 月 1 日）

時　間 カリキュラム 講　師 備考
９：50～10：00 事務連絡
10：00～12：00 講義「職場のハラスメントの実態と対策」 兵庫県こころのケアセンター： 大澤智子研究主幹
12：00～13：00 〈休憩〉
13：00～14：30 講義「メンタルヘルス対策計画時の留意点」

兵庫県こころのケアセンター： 加藤寛センター長
 大澤智子研究主幹

14：40～16：30 グループ討議「メンタルヘルス対策の立案」
(15：40～16：30) ( 各グループの発表・総括 )
16：30～16：40 受講証交付・アンケート記入

(2) ２日目（３月２日）
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【特別研修】
　　1　「子どものトラウマへの根拠に基づく治療～ TF-CBT概論～」
　　　　　・日時：平成28年9月23日（金）～ 24日（土）2日間
　　　　　・講師
　　　　　　兵庫県こころのケアセンター：亀岡副センター長、山本主任研究員
　　　　　　被害者支援都民センター犯罪被害相談員　　　新井　陽子
　　　　　　大阪大学大学院准教授　　　　　　　　　　　野坂　祐子
　　　　　　大阪府中央子ども家庭センター主査　　　　　島　　ゆみ
　　　　　　福井大学子どものこころの発達研究センター学術研究員　　高田　紗英子 
　　　　　・受講者数：49名（定員：40名）
　　　　　・受講料：2万円（連携研究機関は1万円）
　　2　「PTSD構造化面接-CAPSを理解する」
　　　　　・日時：平成28年11月5日（土）
　　　　　・講師：こころのケアセンター長　　加藤　寛
　　　　　・受講者数：34名（定員：30名）
　　　　　・受講料：1万円

【こころのケア研修連絡調整会議】 
　（開催年月日） 平成29年3月9日（木）
　（参 集 機 関） 兵庫県広域防災センター兵庫県消防学校
 兵庫県中央こども家庭センター
 兵庫県精神保健福祉センター
 兵庫県社会福祉協議会社会福祉研修所
 心の教育総合センター
 兵庫県こころのケアセンター

【国別研修　チリ国「災害時等におけるこころのケアモデルの構築」コース】
　（開催年月日） 平成29年3月5日（日）～平成29年3月23日（木）
　（対 象 国） チリ
　（対 象 者） 日本の事例を参考に、チリにおいて、こころのケアモデルの構築するための中核となり

うる専門家
　（参 加 者） 22名
　（実 施 場 所） こころのケアセンター、人と防災未来センター、宮城県南三陸町

【消防職員等のメンタルヘルスケアの実施】
神戸市等から委託を受け、メンタルヘルスに関する指導・相談を行うとともに、研修会を実施した。

　（神戸市）
　　　　　開  催  日：平成28年6月7日（火）～平成29年2月17日（金）　計5日間
　　　　　開 催 場 所：神戸市防災学校   
　　　　　参  加  者：200名
　（西宮市）
　　　　　開  催  日：平成28年10月13日（木）　計1日間
　　　　　開 催 場 所：西宮市消防局   
　　　　　参  加  者：60名
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　相談室は、地域の医療・保健・福祉・教育・司法等の関係機関や一般の方を対象に、トラウマ・PTSD等「こ

ころのケア」に関する専門相談の窓口として、平成16年4月から業務を開始した。

　「こころのケア」に関する電話相談及びトラウマ・PTSD等で医療が必要な方への面接相談を中心に地域

との連携窓口としての役割も担っている。

また、当センター診療所における受診者への医療、保健、福祉サービス等の情報提供や諸制度の手続き、

関係機関への連絡調整、更に、当センターでの治療に伴う心理療法が必要な方へは臨床心理士によるカウ

ンセリングを実施している。

（1） 専門相談の体制
　（相 談 日） 火曜日～土曜日（祝日、年末年始除く）
  ※ただし、月曜日がハッピーマンデー（成人の日、海の日、敬老の日及び体育の日）

 　又は振替休日（祝日が日曜日にあたるときのその翌日）の場合、その前の週の土曜日は休館。

　（相談時間）　9：00 ～ 12：00　　13：00 ～ 17：00

　（相談方法）　電話又は面接、FAX、訪問など

　（担　　当）　保健師、精神保健福祉士、臨床心理士

（2） 相談受理状況
　　　　　　　　　　　　　　  （延べ件数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （延べ件数）

初回相談 再相談 計（％）
相談方法

計（％）
来　所 電　話 その他

533
（35.3）

975
（64.7）

1,508
（100.0）

265
（17.6）

1,223
（81.1）

20
（1.3）

1,508
（100.0）

・相談方法としては電話が最も多く8割以上を占めている。その他は、信書、FAX、E-mail等である。

①性別・年齢別相談者数

（性別）    （延べ人数）

男性 女性 計（％）

488
（32.4）

1,020
（67.6）

1,508
（100.0）

・相談の内、約7割は女性である。

（年齢別） （延べ人数）
区分 9歳以下 10代 20代 30代 40代 50代 60歳以上 不明 計（％）

相談者 8
（0.5）

43
（2.9）

70
（4.7）

76
（5.0）

382
（25.3）

128
（8.5）

18
（1.2）

783
（51.9）

1,508
（100.0）

IP
（※）

43
（2.9）

289
（19.2）

98
（6.5）

125
（8.3）

438
（29.0）

133
（8.8）

26
（1.7）

356
（23.6）

1,508
（100.0）

・相談者及びIPの年齢別では、いずれも40代が最も多い。
・IPの約2割が20歳未満である。
※「IP」とは、Identified  patientの略で「問題となっている人」である。

3　相談室の運営

相談室
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②月別受理件数 （延べ件数）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

151
（0）

116
（0）

121
（1）

140
（3）

141
（2）

117
（0）

122
（0）

104
（0）

104
（0）

117
（0）

136
（0）

139
（0）

1,508
（6）

・月別相談件数は、表のとおりである。（　）内は、JR福知山線脱線事故関連の再掲である。

③地域別相談件数

（ブロック別）  （延べ件数）

北海道・東北 関東・甲信越 東海・北陸 近畿 中国・四国 九州・沖縄 その他 不明 計（％）

0
（0.0）

12
（0.8）

1
（0.1）

1,376
（91.2）

29
（1.9）

7
（0.5）

0
（0.0）

83
（5.5）

1,508
（100.0）

・ブロック別では全国各地から相談があった。全体の約9割は近畿地区からの相談である。

（近畿地区都道府県別） （延べ件数）

兵庫 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 計（％）

1,251
（90.9）

78
（5.7）

10
（0.7）

7
（0.5）

30
（2.2）

0
（0.0）

1,376
（100.0）

④相談経路別相談件数 （延べ件数）

医療機関 HP等 相談機関（※） 教育機関 行政窓口 司法関係 マスコミ その他 不明 再相談 計（％）

106
（7.0）

101
（6.7）

61
（4.0）

57
（3.8）

8
（0.5）

22
（1.5）

1
（0.1）

61
（4.0）

116
（7.7）

975
（64.7）

1,508
（100.0）

・相談室への経路は、「医療機関」が最も多く、次いで「HP等」である。
・その他は、「知人」、「電話帳」、「通りがかり」等である。
　※相談機関とは、こども家庭センター、保健所、市町相談窓口等である。

⑤相談内容別件数  （延べ件数）

トラウマ・PTSD 一般精神 こころの健康 その他 計（％）

1,102
（73.1）

267
（17.7）

114
（7.6）

25
（1.6）

1,508
（100.0）

・事故、事件、DV、虐待等に関連するトラウマやPTSDについての相談が、全体の7割を占める。

⑥トラウマ・PTSDの内訳　 （延べ件数）

交通事
故被害

犯罪
被害

事故
被害

暴力
被害

事故
目撃 性被害 死別 DV 虐待 震災 パワ

ハラ いじめ その他 計（％）

52
（4.7）

67
（6.1）

10
（0.9）

3
（0.3）

19
（1.7）

120
（10.9）

54
（4.9）

353
（32.0）

246
（22.3）

6
（0.5）

49
（4.5）

26
（2.4）

97
（8.8）

1,102
（100.0）

・トラウマ・PTSDの内訳は、「DV」「虐待」「性被害」の順で多い。
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⑦相談結果（処遇） （延べ件数）

当センター紹介 他機関紹介 制度等紹介 傾聴・助言 関係機関連絡 その他 計（％）
427

（28.3）
68

（4.5）
9

（0.6）
790

（52.4）
200

（13.3）
14

（0.9）
1,508

（100.0）
・相談の結果、全体の約3割は当センターの診療所を紹介し、約5割は傾聴・助言で終了となっている。 
・他機関紹介は精神保健福祉センターや保健所、福祉事務所等の関係機関への紹介である。
・その他は、相談の中断等である。

（3） カウンセリングの状況
　カウンセリングは診療所を受診し、PTSD症状等のトラウマに起因する心理的影響を認め、治療の対象

と判断された患者のうち、心理治療が適当であると判断されたケースについて行っている。

①性別・年齢別実施人数

  （性別）  （延べ人数）

男性 女性 計（％）
70

（14.3）
420

（85.7）
490

（100.0）
・全体の8割以上が女性である。

  （年齢別） （延べ人数）

9歳以下 10代 20代 30代 40代 50代 60歳以上 計（％）
1

（0.2）
27

（5.5）
27

（5.5）
159

（32.5）
108

（22.0）
168

（34.3）
0

（0.0）
490

（100.0）
・カウンセリングを受けた年齢は50歳代が最も多い。

②内容別件数 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（延べ件数）

事故 DV 性被害 犯罪被害 親子関係 虐待 死別 震災 その他 計（％）
43

（8.8）
60

（12.2）
120

（24.5）
16

（3.3）
37

（7.5）
90

（18.4）
44

（9.0）
12

（2.4）
68

（13.9）
490

（100.0）
・カウンセリング対象者の内訳は、「性被害」「虐待」「DV」の順に多い。
・その他は、「いじめ」「パワーハラスメント」等である。

③セッション別件数 （延べ件数）

心理療法 心理テスト 計（％）
467

（95.3）
23

（4.7）
490

（100.0）
・セッションの9割以上は心理療法である。

（4）  自殺対策への取り組み
　自殺問題の深刻化に伴い、兵庫県では「いのち対策室」の設置、自殺対策センターの開設をはじめと

する様々な取り組みが進められている。当センターにおいては「自死遺族ケア」という観点から、県い

のち対策室、精神保健福祉センターと連携を図りながら相談機能の充実に努めている。

　また、自殺の再企図防止への取り組みとして、兵庫県災害医療センターと連携して医療的支援を行っ

ている。
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4　診療所の運営

　診療所は、PTSD症状などのトラウマに起因する心理的影響に関する治療を行っており、受診について

は原則として関係機関からの紹介制である。

（1） 診療所の体制
　（診 療 日）　火曜日～土曜日（祝日、年末年始除く）
 ※ただし、月曜日がハッピーマンデー（成人の日、海の日、敬老の日及び体育の日）
 　又は振替休日（祝日が日曜日にあたるときのその翌日）の場合、その前の週の土曜日は休診。

　（診療受付時間）　9：00 ～ 12：00　　14：00 ～ 16：00
　（担 　 　 当）　精神科医

（2） 月別診療件数 （延べ件数）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

229
（10）

205
（6）

200
（9）

252
（9）

214
（7）

219
（9）

223
（8）

298
（7）

240
（7）

210
（8）

227
（8）

220
（8）

2,737
（96）

・診療は、災害・事件・事故等のトラウマやPTSD等に関する治療となるため、1件当たりの診療時間は1
時間以上を要することがある。（　）内はJR福知山線脱線事故関連の再掲である。

（3）専門治療件数 （件数）

長時間暴露療法
（PE療法）

トラウマ・
フォーカスト
認知行動療法
（TF-CBT）

眼球運動による
脱感作と再処理法

（EMDR）
複雑性悲嘆療の
認知行動療法

CPT認知処理
療法

認知行動療法
その他 計

122
（13）

78
（9）

58
（10）

50
（3）

39
（5）

74
（12）

421
（52）

（　）内は実人員である。

（4） 初診者の状況
①性別・年齢別初診者数

  （性別）  （人）

男性 女性 計（％）

18
（30.5）

41
（69.5）

59
（100.0）

・受診者の約7割が女性である。

  （年齢別） （人）

9歳以下 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 計（％）

3
（5.1）

20
（33.9）

10
（16.9）

11
（18.6）

6
（10.2）

7
（11.9）

2
（3.4）

59
（100.0）

・年齢別では、10代が最も多く、次いで30代、20代である。
・初診患者の約4割は20歳未満である。

診療所
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② 地域別初診者数

（ブロック別） （人）

北海道・東北 関東・甲信越 東海・北陸 近畿 中国・四国 九州・沖縄 計（％）

0
（0）

0
（0）

0
（0）

58
（98.3）

1
（1.7）

0
（0）

59
（100.0）

・ブロック別ではほとんどが 近畿地区からの受診である。

（近畿地区都道府県別） （人）
兵庫 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 計（％）

50
（86.2）

6
（10.4）

1
（1.7）

0
（0）

1
（1.7）

0
（0）

58
（100.0）

・都道府県別では兵庫県内からの受診が最も多い。

③受診経路（紹介元）別初診者数 （人）

医療機関 相談機関（※） 教育機関 司法関係 その他 紹介なし 計（％）

41
（69.5）

5
（8.4）

3
（5.1）

2
（3.4）

7
（11.9）

1
（1.7）

59
（100.0）

※相談機関とは、こども家庭センター、保健所、市町相談窓口等である。
※その他とは、児童福祉施設等からの紹介である。

④診療内訳 （人）

犯罪
被害

交通事
故被害

暴力
被害 性被害 事故

目撃 死別 震災 DV 虐待 パワ
ハラ いじめ その他 計（%）

5
（8.5）

4
（6.8）

1
（1.7）

8
（13.5）

3
（5.1）

2
（3.4）

2
（3.4）

4
（6.8）

17
（28.8）

2
（3.4）

3
（5.1）

8
（13.5）

59
（100.0）

・初診内訳は、「虐待」「性被害」の順に多い。
・その他は、「学校でのストレス」「事故被害」等である。

⑤受診結果 （人）

診療継続 医療機関紹介等 セカンド・オピニオン 終了 中断 計（％）

35
（59.4）

1
（1.7）

1
（1.7）

11
（18.6）

11
（18.6）

59
（100.0）

・診療継続が約6割である。
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5　地域支援活動の実施

　災害・事件・事故等の発生により、「こころのケア」が必要な事態が発生した場合には関係機関との連携・

調整窓口として、支援体制整備についての助言をはじめ、「こころのケアチーム」の編成・現地への職員

派遣など地域支援に関する活動を行っている。

　今年度の主な活動状況は次のとおりである。

①東日本大震災（平成23年3月から継続）

（主 な 支 援 先）　岩手県、宮城県、福島県

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士

（支 援 回 数）　延べ　23回

（支援対象人数）　延べ　450人

（支 援 内 容）　現地でのコンサルテーション、研修講師、被災者への相談対応等

うち現地派遣

・岩手県における被災者への相談対応

（主 な 支 援 先）　岩手県こころのケアセンター、 大槌町　等

（対 応 職 種）　医師

（支 援 回 数）　9回

（支援対象人数）　延べ　80人

・宮城県における心のケアセンター運営への助言、支援者への研修

（主 な 支 援 先）　みやぎ心のケアセンター、宮城県、石巻市、南三陸町　等

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士

（支 援 回 数）　9回

（支援対象人数）　延べ　185人

・福島県におけるこころのケアセンター運営への助言、支援者への研修

（主 な 支 援 先）　ふくしまこころのケアセンター、福島県立医科大学　等

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士

（支 援 回 数）　5回

（支援対象人数）　延べ　185人

②熊本地震（平成28年4月から）

（主 な 支 援 先）　熊本県、大分県

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士、精神保健福祉士、保健師

（支 援 回 数）　20回（内DPATとしての派遣8チーム）

うち現地派遣研修会

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士、精神保健福祉士

（支 援 回 数）　12回 

（支援対象人数）　延べ　1,336人
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③職場内事故死におけるポストベンション（事後対応）

（主 な 支 援 先）　事故の起こった職場

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士、精神保健福祉士

（支 援 回 数）　8回

（支援対象人数）　延べ　90人

うち現地派遣

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士、精神保健福祉士

（支 援 回 数）　1回

（支援対象人数）　延べ　80人

④チリ大地震　（平成27年度から5年計画）

（主 な 支 援 先）　チリと南米の防災・こころのケアに係る政府、軍隊、NGO　等

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士

（支 援 期 間）　平成28年6月19日～ 6月25日

（支援対象人数）　延べ　620人

（支 援 内 容）　ケア体制整備、人材育成、研修講師　等

うち現地派遣

（主 な 支 援 先）　チリ政府、ビオビオ州政府

（対 応 職 種）　医師、臨床心理士

（支 援 期 間）　平成28年6月19日～ 6月25日

（セミナー開催日・対象人数） 平成28年6月21日・500人

　　　　　　　　　　　　　　　　　  6月22日・120人

 

⑤その他のコンサルテーション

（主 な 支 援 先）　 アジア地域の医療・防災関係機関、都道府県、市町、保健所、保健センター、消防、

教育機関、福祉施設　等

（支 援 回 数）　 延べ　47回

（支援対象人数）　 延べ　810人

（対 応 職 種）　 医師、臨床心理士、精神保健福祉士、保健師

（支 援 内 容）　 研修企画、関係機関へのコンサルテーション、支援者のケア啓発用資料作成の助言、

施設見学　等

熊本地震講演会 チリ大地震講演会
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6　兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」体制整備事業

　県内外における自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等集団災害が発生した場合、被災地域における
精神保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等により新たな精神的問題が生じる等、精神保
健医療への需要が拡大することが考えられる。
　そこで、被災地域のニーズに応えるかたちで、専門性の高い精神科医療の提供と地域精神保健活動の支
援を行うため、災害派遣精神医療チームを平時から設置する必要があることから、兵庫県と連携して災害
発生時の支援体制の確立を図っている。

※ひょうごDPATは、平成26年12月19日に発足、こころのケアセンターは、「ひょうごDPAT」の統括
を担っており、県障害福祉課、精神保健福祉センターとともにチームの調整本部の役割にあたる。

（1）熊本地震における支援
　平成28年4月14日に発生した熊本地震では、4月16日熊本県より兵庫県障害福祉課を通じて「ひょうご
DPAT」の派遣要請があり、直ちに現地派遣を行い、5月27日までに8チーム26名を派遣した。その後も
熊本県からの要請を受けて中長期的な支援を継続している。

①　DPAT派遣調整および協力（H28年4月16日～ 5月27日）
　（ア）　活動内容

（a） 倒壊のおそれのある精神科病院からの入院患者を搬送支援する。
（b） 地域からの要請に応じ、避難所、施設、被災住民への精神科医療の提供、精神保健活動の支

援および啓発活動等を行う。
（c） 被災地支援者への支援を行う。

（イ）　派遣職種別人数

医師 看護師 臨床心理士 精神保健
福祉士 保健師 計

こころのケアセンター 3 　 2 2 1 8
兵庫県 7 7 　 3 1 18

計 10 7 2 5 2 26

②　熊本地震における「ひょうごDPAT」活動報告会
日　　程　平成28年7月6日（水）16：00 ～ 17：30
会　　場　県立光風病院　児童思春期センター 4階　ひかりの森ホール
参加者数　68名

熊本地震支援 「ひょうごDPAT」活動報告会
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（2）　ひょうごDPAT運営委員会への参加
　障害福祉課・精神保健福祉センター・こころのケアセンターの3機関で構成
第1回運営員会　平成28年7月28日（木）
　28年度の事業計画について
　ひょうごDPAT研修会について
第2回運営委員会　平成29年3月23日（木）
　今年度の振り返りと次年度計画について

（3）兵庫県こころのケアチーム「ひょうごDPAT」研修会の開催
①　基礎研修

日　　程　平成28年11月19日（土）10：30 ～ 16：30
参加者数　60名（ひょうごDPATチーム登録者等）
医療機関：10（25名）　健康福祉事務所・保健所：10（13名）
市町：5（7名）　その他：4（15名）

時間 内容 講師

10：30 ～ 10：40 あいさつ
オリエンテーション

兵庫県障害福祉課 田中　友已　班長

10：40 ～ 12：00 災害時のこころのケア活動について
　これまでの活動と DPAT 設立の経緯
　支援を受ける側・支援する側の経験
　指定発言

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長
宮城県精神保健福祉センター
 小原　聡子　技術副参事兼技術次長
兵庫県精神保健福祉センター 高　宣良　医療参事
 藤田　昌子　障害福祉専門員

12：00 ～ 13：00 昼食・休憩

13：00 ～ 14：00 こころのケアシステムと DPAT について
　DPAT 派遣体制について
　ひょうご DPAT 活動の実際

兵庫県障害福祉課 長岡　美佐　主査
兵庫県こころのケアセンター 福井　貴子　主任研究員

14：00 ～ 15：00 支援者のメンタルヘルス 兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長 

15：00 ～ 15：10 休憩

15：10 ～ 16：10 グループワーク 兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

16：10 ～ 16：30 総括・討議

②　ロジスティクス研修
日　　程　平成28年12月3日（土）13:30 ～ 16:30　
参加者数　17名（兵庫県職員等）　
　　　　　光風病院2名　精神保健福祉センター 4名　　障害福祉課2名　　神戸市2名
　　　　　こころのケアセンター 7名

基礎研修 ロジスティクス研修
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③　ステップアップ研修
日　　程　平成28年12月17日（土）10:30 ～ 16:30　　
参加者数　46名（ひょうごDPATチーム登録者等）
　　　　　医療機関：9（19名）　健康福祉事務所・保健所：5（7名）
　　　　　市町：2（3名）　その他：5（17名）

時間 内容 講師

13：30 ～ 13：40 あいさつ
オリエンテーション

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

13：40 ～ 14：40 ロジスティクスの役割について

　熊本地震でのひょうご DPAT の活動経験から
　兵庫県庁との調整・調整本部での役割
　活動拠点本部での役割
　避難所巡回での役割

兵庫県こころのケアセンター 永田　健二　課長補佐
兵庫県障害福祉課 長岡　美佐　主査
兵庫県こころのケアセンター 福井　貴子　主任研究員
兵庫県精神保健福祉センター
 福原　真紀　精神保健福祉専門員

14：40 ～ 14：50 会場セッティング・移動・休憩

14：50 ～ 16：00 演習（各 30 分　2 班編成）　
　DMHISS の操作について 兵庫県障害福祉課 長岡　美佐　主査

兵庫県こころのケアセンター 赤澤　正人　主任研究員

　クロノロについて 兵庫県こころのケアセンター 永田　健二　課長補佐
兵庫県こころのケアセンター 福井　貴子　主任研究員

16：00 ～ 16：30 意見交換・質疑応答

時間 内容 講師

10：30 ～ 10：40 あいさつ
オリエンテーション

兵庫県障害福祉課 田中　友已　班長

10：40 ～ 11：00 DPAT 活動の概要 ( 確認） 兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

災害時支援のさまざまな連携について学ぶ
保健師チームの活動と他職種支援チームと
の連携のあり方

朝来健康福祉事務所 前田　仁代　地域保健専門員

11：00 ～ 12：00 熊本地震での経験から支援者に望むこと 熊本県精神保健福祉センター 宮本　靖子　主幹

12：00 ～ 13：00 昼食・休憩

13：00 ～ 13：30 熊本地震でのひょうご DPAT 活動について

　調整本部・拠点本部の活動 兵庫県障害福祉課 長岡　美佐　主査

　避難所巡回、支援者支援 兵庫県精神保健福祉センター
 福原　真紀　精神保健福祉専門員

13：30 ～ 14：00 シミュレーション１
精神科救急事例への対応
被災した精神科病院への支援　
避難所での対応

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長
兵庫県精神保健福祉センター 高　宣良　 医療参事

14：00 ～ 14：10 休憩

14：10 ～ 14：40 シミュレーション２
不眠や不安を訴える被災者への対応
トラウマ反応や急性悲嘆への対応
子どもへの対応

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長
兵庫県精神保健福祉センター 高　宣良　 医療参事

14：40 ～ 15：10 グループ発表

15：10 ～ 15：20 休憩

15：20 ～ 15：40 心理教育をどうすすめるか～被災者に接する
時の心構え～

兵庫県こころのケアセンター  大澤　智子　研究主幹

15：40 ～ 16：00 復興期の活動について 兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

16：00 ～ 16：30 総合討論
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④　推奨研修   サイコロジカル・ファースト・エイド  
日　　程　平成29年1月21日（土）10:30 ～ 16:30
参加者数　29名
　　　　　医療機関：6（13名）　健康福祉事務所・保健所：4（5名）
　　　　　市町：3（4名） その他：2（7名）

（４）兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」活動マニュアルの改訂
　熊本地震での経験をふまえ、マニュアルの内容を再度見直し、一部改訂した。
　次年度の研修会にて改訂内容を公表、周知していく。

時間 内容 講師

10：30 ～ 12：00 PFA とは
早期介入時の原理原則
PFA の提供者
災害派遣前に考慮すべき事項

PFA の活動　【演習】
活動 1：被災者に近づき、活動を始める
活動 2：安全と安心感

兵庫県こころのケアセンター 大澤　智子　研究主幹

12：00 ～ 13：00 昼食・休憩 兵庫県こころのケアセンター 大澤　智子　研究主幹

13：00 ～ 16：30 PFA の活動　【演習】
活動 3：安定化
活動 4：情報を集める
活動 5：現実的な問題解決を助ける
活動 6：周囲の人々との関わりを促進する
活動 7：対処に役立つ情報
活動 8：紹介と引継ぎ

16：30 ～ 16：40 閉会・受講証発行

ステップアップ研修 PFA研修
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8　「兵庫県こころのケアセンター」をよりよく知っていただくために

　「兵庫県こころのケアセンター」とは、どのようなところで、どのような機能を持っているのかといった
ことについて、広く知っていただくため、ホームページの運営やパネル展示など、様々な取り組みを行った。

（1） ホームページの運営
　本センターの活動紹介をはじめ、研修等の開催案内や研究成果（概略版）等を掲載したホームページを
運営した。
　アクセス件数は月平均9,319件で、昨年度より52.3%増となった。　
　http://www.j-hits.org

（2） パネル展示
　本センターの機能等を紹介したパネルをエントランスホールにて常設展示している。
　また、「兵庫県こころのケアセンターからのお知らせ」コーナーでは、相談室・診療所の利用案内等を
掲示するとともに、日本トラウマティックス・トレス学会での当センター研究員の研究発表ポスター等の
パネルを設置し情報提供に努めた。

（3） 施設見学の受け入れ
　見学希望については、可能な限り受け入れるとともに、「こころのケア」研修開催時にも受講者を対象
に施設見学を実施した。
　 （回数）40回　　（人数）456人

7　「こころのケアシンポジウム」の開催 

　兵庫県こころのケアセンターの日頃の研究成果の発表と講演会・パネルディスカッションを内容とした
「こころのケア」シンポジウムを、平成28年11月16日（木）に開催した。

（主　催）　公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構　　（共　催）　兵庫県
（後　援）　神戸新聞社
（日　時）　平成28年11月16 日（木）13：30 ～ 16：30
（参加者数）　100名
（内　容）

・研究報告
  「DPATの効果的な運用に向けての研究」
 兵庫県こころのケアセンター主任研究員　福井　貴子
・講演
  「熊本地震を通して考える災害後のこころのケア」
 熊本県精神保健福祉センター次長　矢田部　裕介
・パネルディスカッション
  「災害後の外部支援のあり方を巡って」
　〈パ ネ リ ス ト〉 熊本県精神保健福祉センター次長　矢田部　裕介
 兵庫県災害医療センター長　　　　中山　伸一
 兵庫県健康増進課健康政策班主幹　岸本　和美
　〈コーディネーター〉 兵庫県こころのケアセンター長　　加藤　寛
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9　ひょうごヒューマンケアカレッジ事業の実施

　阪神・淡路大震災の経験と教訓から培った、いのちの尊厳と生きる喜びを高める総合的アプローチであ
る「ヒューマンケアの理念」に基づいた保健・医療・福祉分野における新たな専門的人材養成の講座や、
この理念に関する多様なニーズに対応した知識や技術の普及啓発と実践を担う県民向けの各種講座を開設
し、「ひょうごヒューマンケアカレッジ事業」を実施した。

1　専門的人材養成講座
（1）音楽療法講座

　音楽療法の実践をめざす者に対し、音楽療法に関する知識や技術のほか、実践者としての資質等を
身に付ける機会を提供することにより、保健・医療・福祉・教育等の様々な分野において地域で活動
する県独自の音楽療法士の養成を図った。

　①基礎講座

　音楽療法の概要、音楽が心身に及ぼす効果、実践者としての役割や資質など、音楽療法の専門的な
学習に向けた基礎知識を提供した。

　②専門講座

　音楽療法実践論、関連領域及び音楽療法実技の3分野で構成し、音楽療法の実践に必要な専門知識・
技術を学習するとともに、実践者としての豊かな人間性や倫理観を養った。
　また、専門講座修了者に対して、その実践経験活動のための指導、助言等を行った。

（2）音楽療法士の認定審査

　県独自の技能認定である「兵庫県音楽療法士」の認定のための審査を行った。また、新規認定後、
3 ～ 5年経過した者を対象に、更新認定のための審査を行った。

（3）音楽療法講演会・実践活動発表会

　保健・医療・福祉・教育施設等への音楽療法の普及を図るため、講演会と実践活動発表会を実施した。

（4）兵庫県音楽療法士現任研修

　「兵庫県音楽療法士」の資質向上を図るため、フォローアップの研修等を実施した。

2　ヒューマンケア実践普及講座

（1）ターミナルケア講座

　最後まで人間としての尊厳を保ちつつ、自らの望む人生を全うできるよう終末期患者を支援するた
め、在宅等での看取りの知識・技術を体系的に学ぶ機会を提供した。

（2）グリーフケア講座

　死別による喪失とそれに伴う悲嘆（グリーフ）に関する理解を深めることにより、悲しみや苦しみ
との向きあい方について考える機会を提供した。

（3）アートとこころのケア講座

　癒しや自己表現、セラピーなどにおける芸術（アート）の役割を考えるとともに、近年注目されて
いるホスピタルアートや臨床美術などについて学ぶ機会を提供した。
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3　事業実績
（1） 講座関係

区　分 講　座　名 実施期間（回数） 受講者数

専門的人材

養成講座

音 楽 療 法

講座

基礎講座 H29.1.24～H29.2.22（5回） 50 名

専門講座＜実践論分野＞ H28.6.4～H28.9.14（17回） 30 名

専門講座＜関連領域分野＞ H28.6.3～H28.9.15（16回） 24 名

専門講座＜実技分野＞ H28.10.1～H29.3.8（19回） 23 名

ヒューマンケア

実践普及

講座

ターミナルケア講座 H28.7.15～H28.9.14（8回） 44 名

グリーフケア講座 H28.10.12～H28.12.14（8回） 48 名

アートとこころのケア講座 H29.2.4～H28.2.25（3回）  52 名

（2） 音楽療法士の認定審査
①　新規認定の審査

　　　　音楽療法講座専門講座修了者のうち、一定の実践経験を積んだ者を対象に、県独自の技能認定で
ある「兵庫県音楽療法士」の認定のための審査を行った。

　　　（a） 面接・実技審査日　平成 29 年 1 月 5 日（木）
　　　（b） 認定審査会開催日　同　上
　　　（c） 認定申請者数　　　15 名
　　　（d） 認定者数　　　　　13 名

②　更新認定の審査
　　　　「兵庫県音楽療法士」の新規認定後 3 ～ 5 年経過した者のうち、更新要件（新規認定後 3 年間以

上の実践経験等）を満たす者を対象に、更新認定のための審査を行った。
　　　（a） 認定審査会開催日　平成 28 年 4 月 19 日（火）
　　　（b） 認定申請者数　　　17 名
　　　（c） 認定者数　　　　　16 名

（3） 音楽療法講演会・実践活動発表会
　　　保健・医療・福祉・教育施設等への音楽療法の普及を図るため、県主催の音楽療法士認定証交付式

に併せ、記念講演会と音楽療法士による実践活動発表会を実施した。
①日　時　平成 29 年 3 月 15 日（水）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分（うち交付式 1 時 30 分～ 2 時）
②場　所　兵庫県こころのケアセンター
③内　容　演題：「音楽はこころを呼びさます～映画『パーソナル・ソング』から～」
　　　　　講師：北脇　  歩 氏〈米国認定音楽療法士〉
　　　　　講師：柿木　達也 氏〈医師・兵庫県健康福祉部参事（認知症対策担当）〉
　　　　　講師：後藤　浩子 氏〈日本音楽療法学会認定音楽療法士・臨床心理士〉
　　　　　平成 28 年度新規認定音楽療法士実践活動発表（2 例）
　　　　　・「グループ音楽活動参加による他者との関わりの可能性」
　　　　　・「知的障害者に手合わせ活動を通して他者交流を楽しむことを目指した音楽療法」
④参加者　保健・医療・福祉・教育施設関係者、兵庫県音楽療法士、音楽療法に関心を持つ者、
　　　　　一般県民　130 人
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（4） 兵庫県音楽療法士現任研修
　　「兵庫県音楽療法士」の資質向上を図るため、フォローアップの研修及び専門講座の聴講を実施した。

　　①開 催 日　平成 28 年 5 月 28 日（土）午前 10 時～午後 4 時

　　②開催場所　兵庫県こころのケアセンター大研修室

　　③参 加 者　兵庫県音楽療法士　計 29 名

　　④内 　 容　・講義「更新について」講師　音楽療法アドバイザー　佃　誉子

　　　　　　　　・事例発表（2 名）スーパーバイザー　小原　依子氏（神戸女子大学准教授）

【参考 1】

【平成 28年度　音楽療法　基礎講座　日程表】

回 年 月 日 曜 時　　　間 実施
場所 内　　　容　(概要) 講師（敬称略）

① 29 1/24 火

12:45～
13:00

こころの
ケアセンター
大研修室

開講式及び受講説明

13:00～
15:00 2.0

「音楽療法とは」音楽療法の定義、対
象者と目的、歴史と現状 武庫川女子大学

名誉教授
益子　　務15:00～

17:00 2.0
「音楽療法の原理」音楽の機能、治療
理論、治療構造

② 29 2/8 水

13:00～
15:00 2.0 こころの

ケアセンター
大研修室

「音楽療法の手法と分類」個人・集団、
精神的・訓練的、受動的・能動的、心
理療法的療法

向陽病院
音楽療法士
森本　恵美子15:00～

17:00 2.0
「音楽療法の流れ」情報収集、目標設
定、治療計画、実施、振り返り、評価

③ 29 2/14 火

13:00～
15:00 2.0 こころの

ケアセンター
大研修室

「音楽によるコミュニケーション（１）」
コミュニケーションとしての音楽 大阪音楽大学

非常勤講師
後藤　浩子15:00～

17:00 2.0
「音楽によるコミュニケーション（２）」
簡易楽器を用いた自己表現・対話

④ 29 2/17 金

13:00～
15:00 2.0 こころの

ケアセンター
大研修室

「音楽の理解」音楽の構成要素、心身
作用とそのメカニズム 武庫川女子大学

准教授
一ノ瀬　智子15:00～

17:00 2.0
「健康と音楽」健康の概念、日常の音
楽行動の意義音楽療法の理念・役割

⑤ 29 2/22 水

13:00～
15:00 2.0

こころの
ケアセンター
大研修室

「実践者をめざして」
音楽療法士の役割、資質、倫理

頌栄短期大学
名誉教授
阿部　　恩

15:00～
17:00 2.0

「基礎講座まとめ」
班別討議による総合的理解

阿部　　恩
森本　恵美子

17：00～
17:20 修了式

合計20.0
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【平成 28年度　アートとこころのケア講座　日程表】

回 月 日 曜 場　　所 時 間 講　　座　　内　　容 講師（敬称略）

① 2 4 土

こころの
ケアセンター

13：00～
13:10

開講式、オリエンテーション

13:10～
15:00

アート・セラピー（芸術療法）を活
用した地域での取り組み

甲南大学
心理臨床カウンセリング
ルーム
相談員　内藤　あかね

兵庫県立
美術館

15:20～
17:00

県立美術館企画展
「アドルフ・ヴェルフリ展」
見学と解説

兵庫県立美術館
主査学芸員　小林　公

② 2 18 土
こころの
ケアセンター

13:00～
15:00

子どもたちのこころを守る
「抱き枕」づくり～篠山市での取り
組み事例から～ワークショップ含む

（毛布で作る抱きぬいぐるみ）
＊持ち物　裁縫道具等

兵庫教育大学
准教授　淺海　真弓　

15:10～
17:00

ヒーリング・アート（癒しの芸術）と
は～社会におけるアートの役割・
医療空間への展開

（ホスピタルアート）～

近畿大学文芸学部
教授　森口　ゆたか　

③ 2 25 土
こころの
ケアセンター

13:00～
15:50

臨床美術（クリニカルアート）とは
～認知症予防高齢者への活用事
例から～ワークショップ含む（果物
をモチーフにした制作実習等）

（株）フェリシモCFV事業本部
部長代理　木野内　美里

15:50～
16:00

閉講式 　

合計10時間（開講式・閉講式除く）

（5）その他
　　①エントランス・コンサート
　　　音楽療法普及のため、一般県民に向けたエントランス・

ホールでのコンサート「音楽療法を体験してみよう」を、
HAT 神戸で「ひょうご安全の日」のイベントが行われる
平成 29 年 1 月 17 日（火）にあわせて実施した。

　　②館内展示
　　　「アートとこころのケア講座」に関連した作品展示を、

エントランス・ホール等で実施した。
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ひょうごヒューマンケアカレッジ

専門的人材養成講座「音楽療法講座」

修了

修了

申請

（20時間）

（約250時間）

(約６か月間)

基　礎　講　座

受講者選考試験

兵庫県音楽療法士補認定

実　践　経　験

認　定　審　査

申請

更新認定審査

実 践 経 験 等

更　新　認　定

兵庫県音楽療法士認定 （５年間有効）

専　門　講　座

音楽療法

実践論分野

関連領域

分野

音楽療法

実技分野

【参考 2】

音楽療法について

1　音楽療法の定義等
　音楽療法とは、音楽の持つ、生理的、心理的、社会的働きを、心身の障害の軽減回復、機能の維持改善、

生活の質の向上、問題となる行動の変容に向けて、治療者が意図的、計画的に活用して行う行為である。

　わが国においては、1960年代後半から導入され、①精神障害への心理療法やリハビリテーション、②

神経症や心身症などに対する心理療法的音楽療法、③障害児に対する発達療法的音楽療法、④認知症等の

高齢者に対する音楽療法、⑤ターミナルケアにおける音楽療法などが行われている。

2　「兵庫県音楽療法士」認定・更新の流れ
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10　その他受託事業

（1）　守口市門真市消防職員へのストレスチェック
　守口市門真市消防組合から委託を受け、消防職員を対象に、メンタルヘルス対策として、ストレス

チェックを行った。

　　実施時期：平成28年9月～ 12月

　　実施人数：371名

（2）　子どものこころのケアに関するパンフレット作成
　地方独立行政法人宮城県立病院機構から委託を受け、災害後の子どものこころのケアの推進を図る

ためのパンフレットを作成した。

　　種　　類：「保護者向け」及び「教職員向け」の2種類

　　数　　量：各30,000部　合計60,000部

（3）公益財団法人兵庫県健康財団職員からの受託事業
①　公益財団法人兵庫県健康財団から委託を受け、職員を対象にストレスチェックを行った。
　　・実施時期：平成 28 年 12 月～平成 29 年 1 月
　　・実施人数：202 名

　②　公益財団兵庫県健康財団から委託を受け、兵庫県健康財団が受診者に提供する「こころの健康
チェック」（法定ストレスチェック）に関する監修を行った。
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11　外部評価の実施

　多様な事業を適正かつ効果的、効率的に行っていくため、有識者からなる外部評価委員会を設置し、外

部評価を実施した。

　平成28年9月9日（金）に外部評価委員会を開催し、平成27年度実施分について評価を受けた。

　委員名及び評価結果は以下のとおり。なお、評価結果については、兵庫県に報告するとともに、本セン

ターのホームページ上で公表した。

（委員名）
　岩井　圭司　兵庫教育大学大学院教授（委員長）

　瀧野　揚三　大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター教授

　田和　正裕　独立行政法人国際協力機構関西国際センター次長

　長谷川京子　弁護士

　見野　耕一　県立尼崎総合医療センター副院長

（評価結果）

　個別事業評価

評価対象事業 評価

 研修事業 A

 情報の収集発信・普及啓発事業 S

 連携・交流事業 A

 相談事業 A

 附属診療所の運営 A

ヒューマンケアカレッジ事業（音楽療法士養成講座） A

ヒューマンケアカレッジ事業（実践普及講座） B

 センター業務運営の効率化 A

 研究調査に係る総合的な評価 A

※評価基準

　　　S：年度計画を大きく上回り、中期計画を十分に達し得る優れた業績を上げている。

　　　A：年度計画どおり、中期計画を十分達し得る可能性が高い。

　　　B：年度計画どおりといえない面もあるが、工夫若しくは努力によって中期計画を達し得る。

　　　F：年度計画を大きく下回っている。又は中期計画を達成し得ない可能性がある。
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総合評価

１　平成16年4月の開設以降、トラウマ・PTSDに関する専門的な相談・診療、研修・研究等の機能を持

つ全国初の「こころのケア」の拠点施設として、調査研究・研修・相談・診療・地域支援活動など、多

様な取り組みを進めてきた。この間、東日本大震災の被災地支援等の精力的な活動展開等、社会的な

ニーズに応じた活動展開の工夫や活動の質の確保、研究成果の公表・共有、情報発信、国内外の災害や

事故による被災者と支援者のこころのケアの実践・教育・コンサルテーション活動等々、これらを連動

させつつ効率的かつ効果的に展開している。

２　従来より、「こころのケア」に関する専門知識と専門技術の開発と普及に務め、研修事業、情報の収

集発信・普及啓発事業、連携・交流事業、ヒューマンケアカレッジ事業のそれぞれについて効果的な活

動を行い、いずれについても高い評価を受けた。特に当該年度においては、ホームページにおいて、サ

イコロジカルリカバリースキル教育DVDの動画を新たに掲載する等、内容の充実に努めた結果、年間

目標を大幅に上回るアクセス数があり、当センターが発信した情報が多くの人たちに活用され、貴重な

社会貢献を果たしたといえる。

３　また、当該年度において特筆すべき事項として、「ひょうごDPAT」体制充実のための研究を行い、

この研究結果を研修に活かすことにより、平成28年4月に発生した熊本地震への支援につなげたこと

は、全国のDPAT活動をリードするものであったことは高く評価できる。

４　さらに、東日本大震災の被災地への支援が継続的に実施され、当センターの経験と知識が活用され、

県内でも洲本市殺害事件等について、コンサルテーションなどの支援が行われ、当センターの専門性と

特殊性が発揮された。

５　独自の役割に関する全国的な認知の広がりと積極的な活用の好循環は、相談・診療事業および調査・

研究にも見られる。相談・診療事業では、当センターの特色が認知されトラウマ・PTSDに関連した相

談・診療件数が増えており、症例と臨床経験がさらに蓄積されつつある。調査・研究については、短期

研究の「子どもの心的外傷性悲嘆に関する効果的な啓発ツールについて」の研究では、ビデオ教材の作

成により、専門家への啓発と知識の普及に有効になることが期待でき、長期研究では、被災者への面接

の積み重ねが、心理的苦痛のピークに関する知見などが得られ、長期的な視点からの研究が継続するこ

とでさらなる成果につながるものと思われる。

６　以上のように、調査研究、情報発信、研修、相談、診療、連携交流等の事業を有機的に関連させなが

ら効果的に展開されてきており、トラウマ専門機関としての高い評価と信頼を生み出している。また、

職員がこれらの活動を高いモチベーションをもって行っていることも評価する。

７　今後の課題として、ヒューマンケア実践普及講座の定員充足率が目標を下回っているが、受講者の満

足度が高く、有益な講座であったと思われるので、今後も受講者ニーズの把握に努めながら、多くの県

民が受講できるよう、開催日時、内容などの面での検討を要するものと思われる。

８　一方、当センターは、このように日本の公共財として非常に重要なミッションを有していることか

ら、設置主体である兵庫県の理解を求め、東日本大震災、熊本地震への支援や今後の想定される大規模

な災害への対応等、今後ますます高まっていく社会的な要請を踏まえ、職員の高いモチベーションを維

持し、更なる前進を可能にするような人的財政的拡充を図るべきである。
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H27年度に行った「DPATに必要なコンピテンシー

についてのDelphi調査」について報告した。

DPATとは、Disaster Psychiatric Assistance Team

の頭文字をとったもので災害派遣精神医療チーム

のことである。東日本大震災における心のケア活動

での反省をふまえ、平成 25 年厚生労働省が DMAT

（Disaster Medical Assistance Team）を参考に設立

した。大災害がおきた際、被災地域の精神保健医

療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等に

より新たに精神的問題が生じることがある。混乱し

た状況下では外部からの支援が必要となることがあ

り、そのような場合、都道府県及び政令指定都市（以

下、都道府県等と表記）によって組織され専門的な

研修を受けた DPAT が被災地に派遣され支援活動

を行うことになっている。DPAT 構成員は平時、都

道府県等や病院等で働く精神科医師や看護師、コメ

ディカルで、これらの職種からなる数名でチームが

構成される。チームにはロジスティクス（業務調整）

担当者が含まれる。兵庫県では H26 年「ひょうご

DPAT」を創設、活動マニュアルを作成した。その後、

毎年研修を実施している。熊本地震では兵庫県から

8 チームが派遣された。

今回報告した研究では、各都道府県等が行う

DPAT研修のカリキュラムが明示されていないことか

ら、カリキュラム作成の前段階としてDPATに必要な

コンピテンシーについて合意を得ることを目的とした。

コンピテンシーは「役割についた者がその役割を果

たすために持っておくべき力」と定義した。DPATは

全国から被災地へ参集し、協働する。全国の専門

家によって合意を得たDPATのコンピテンシーが示

（1）研究報告

「DPATの効果的な運用に向けての研究」

福井　貴子（兵庫県こころのケアセンター主任研究員）

「こころのケア」シンポジウム（抄録）
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されることにより、各都道府県等のDPAT が連携し

た活動を行うことを可能にすると考えた。

研究デザインはDelphi 法とし、調査対象者は全

国の災害精神保健の専門家や東日本大震災で心の

ケア活動に参加、あるいは受入れを行った専門職、

ひょうご DPATの研修を受けた専門職等とした。第

1回調査では、6名にDPATに必要なコンピテンシー

についてのインタビューを行い、アンケートを作成し

た。コンピテンシーは大項目が5つと、中項目が14

に分類された（スライド）。第2回調査ではインターネッ

トを用いてアンケートを実施、74名から回答を得た。

第3回調査では第2回調査の結果をまとめたフィード

バック資料を送付したうえで同様にアンケートを実

施、70名から回答を得た。その結果、アンケート全

79の小項目のうち、59項目が合意基準に達した。

「基本的な精神科医療」や「災害時特有の精神

科医療」、「各機関等との連携」等は合意に至ったが、

「身体科治療への関与」や「地域精神科医療機関

の機能の補完」「ロジスティクス」等については意見

が分かれ、自由記述においても様々な意見が示され

た。これらはDPATとなって新たに加わった活動であ

り、実際の活動に向けて検討が不足していると考え

られた。また「被災地の支援者への礼節や配慮」、「位

置づけの理解」等は今後ますます重要なコンピテン

シーと位置づけられるものと考えられた。新システム

であるDPATについて捉え方は様々であり、その効

果的な運用のためには今後も継続した検討を行うこ

とが必要であると結論づけられた。

（詳しい内容は兵庫県こころのケアセンターHP参

照。また本調査は、DPATの大規模運用が行われた

熊本地震前に実施したものであり、回答傾向が変化

している可能性がある。）
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熊本から参りました矢田部といいます。今日は、

よろしくお願いいたします。（拍手）

加藤先生は、熊本では言えないこととおっしゃい

ましたけど、厳密に言いますと東京では言いにくいこ

とになるかなと考えています。

本日の話の流れは、まず熊本地震について、心

のケア的視点での私的な考察を述べさせていただき

ます。あとは急性期のDPAT支援について、中長期

以降のローカルDPATによる支援について、最後、

熊本こころのケアセンターで今後どのようにやってい

くかについて、こういう流れで話を進めたいと思い

ます。

この写真は、被害の一番ひどかった益城町を管轄

する御船保健所です。これは、8月28日に地域精神

保健福祉連絡会の幹事会という会議へ行ったところ

ですが、部屋が使えなくて、廊下に机を置いて会議

をする状況でした。兵庫県の方も多分御経験がある

と思うんですが、いろんな会議とか研修をするにし

ても会場が使えないなどの影響がここ最近目立つと

感じています。

熊本地震は4月14日に発災しましたが、発災後に

削除された熊本県の企業立地ガイドKUMAMOTOと

いうホームページに載っていた資料です。日本地図

があって東日本大震災の被害を受けたこのあたりが

日本の大型地震最多発地帯、危険地帯と書いてあっ

て、熊本地域では過去120年間マグニチュード7以

上の地震は発生していない安全地帯だということで

企業立地を誘致しようとしていたということです。身

内のことで恥ずかしいことではあるんですが、このよ

うな油断がございました。

さらに、EMISといいます病院が登録しておいて、

もし災害が起こったときに被害状況がわかるとかそう

いうシステムです。熊本県を見ていただくと精神科

病院のEMIS登録率が下から2番目でした。僕もそう

ですけど、こんな地震が起こるとは思っていなかった。

熊本県は人口が180万人いますけど、全員が油断し

てるような状態で熊本地震は起こったと思われます。

熊本地震がどういう地震だったのか、何かないか

なと思いまして、過去の震災を発災、発震日時とマ

グニチュード、最大震度、死者・行方不明者、負傷

者、最大避難者数と全半壊の建物数という項目で並

べてみました。数字はウィキペディアで調べたものな

ので厳密じゃないかもしれません。並べてみると熊

本地震で特徴的な数値が最大避難者数18万人、全

半壊の建物数3万7,959棟、ここにあるんじゃないか

なと思いました。過去の大地震の後に全半壊の建物

（2）講　演

「熊本地震を通して考える災害後のこころのケア」

矢田部裕介（熊本県精神保健福祉センター次長）
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数と最大避難者数は1対1ぐらいの割合で、阪神淡

路大震災だと最大避難者数は全半壊の建物数の1.3

倍です。熊本地震に限っては、全半壊の建物数は4万

なのに最大避難者数が18万人と四、五倍であり、

非常に多いんです。これが何かなと考えたところ、

前震・本震パターンの影響が大きいだろうと。熊本

地震はすごく人々の不安をあおるような地震だった

んじゃないかなと考えています。ひどい揺れの後に

これ以上のものはないだろうと油断していたところに

さらにひどい揺れを体験した。「もともと地震なんか

起こらない。でも起こった。それ以上のものはまさ

かないだろう。でもあった」という二重の油断が不

安をあおったんじゃないかと。こういう状況だと人間

やっぱり二度あることは三度あると思います。僕も思

いました。本震の後にさらに大きいのがまた来るんじゃ

ないかなという不安が常にありました。

あるいは震源域が100キロを超えて拡大したこと

は、まだ大きく揺れていない地域の方々も、「うちに

もそのうちでかいのが来るんじゃないか」と不安を

あおられたと思います。

さらに、平成28年の10月までで余震回数が4,000

回超となっています。皆さんも御経験されたと思うん

ですが、余震があるたびに何かすり減らされる感じ

があって、ボディブローのように効いてくる。そうい

う不安をあおる演出が熊本地震にはあったんじゃな

いかと思います。東日本大震災、あるいは阪神淡路

大震災は、甚大な被害で、被害の大きさが心のケ

アにもすごくかかわってきたと思います。一方、熊

本地震は、被害の大きさよりも不安をあおる演出、

安心できなさというところがキーワードじゃないかと

考えています。

そこに、SNS が東日本大震災のころからあったと

思いますけど、この5年間でさらに進化したんじゃな

いかなと思います。「熊本市動植物園からライオン

が逃げた」、「サリンが」とか「井戸に毒が」とか、

デマかなとわかりやすいんですけど、これは僕個人

も影響されたデマです。「活断層が割れているため

12時間以内にマグニチュード7.4の地震が予想され

る。できるだけ水を確保して12時間以内は家にいな

いでください。今度の地震は、これまでより強い揺

れとなります。気象庁より」みたいな。フェイスブッ

クに載って拡散された感じです。これを見た熊本の

住民がどう思うか。デマかもしれないけど、でも前

震があって本震があってこういうことは起こらなくも

ないだろうと感じるかと思います。これを見た僕は、

福岡に姉がいるんですけど、姉のところに家族を逃

がしました。その後は一人で過ごすわけですからす

ごく寂しかったですね。

これはうちの長男が通ってる小学校です。「4月20

日水曜日のバーベキューの情報は事実ではありませ

ん。よってバーベキューはありません」と。どこそこ

の避難所で炊き出しが行われるとかバーベキューが

あるとか、そういうデマがSNSで広まっていきました。

SNSは、すごく役立った部分もあります。ただ、こう

いう腹が立つこともございました。

表に戻りますが、熊本地震の特徴として、やはり

何と言っても東日本大震災、3.11の後に起こった大

規模な災害であることが非常に大きかったと思いま

す。日本人の誰もが大なり小なり価値観に変化があっ

たんじゃないかなというぐらいの災害ですよね。心

のケアというところで考えますと、3.11があったとい

うことで災害支援ツールがそこで劇的に進化したん

じゃないかなと思います。こころのケアチームから

DPATにシフトしましたし、サイコロジカル・ファース

トエイドが普及しましたし、あとはこころのケアセンター

が東北3県に1カ所ずつ一遍にできました。このこと

により災害時の心のケアの締めはこころのケアセンター

という定石ができ上がったんじゃないかなと。ある

いは、災害精神医療のオピニオンリーダーが東日本

大震災の後に増えました。たくさんのオピニオンリー

ダーが熊本に来ていただいて、アドバイスをくださ

いました。非常に助かりました。

その一方で、東日本の勢いそのまま、ちょっとや

り過ぎじゃないかなというような支援もございました。

東北3県に比べると熊本はそこまで人的被害もない

し…というような被災地住民の遠慮も、3.11の後に

起きた地震である影響として見られたんじゃないかと

思います。

続いてDPATについて、お話しさせていただこうと

思います。平成25年に厚生労働省からDPAT 要領
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が発出されて立ち上がり、広島土砂災害が最初の派

遣です。そのときは県内のDPATで対応できました。

続いて、御嶽山の噴火のときにやはり派遣要請があっ

て、そのときも県内のDPATで対応できたと。あと、

関東東北豪雨災害でDPATが派遣されたのかどうか

がいま一つわからないです。DPAT事務局の方に尋

ねると、派遣されたとカウントされてるようですが、

厚生労働省は今回が3回目だよという。ちょっとそこ

がわかりにくいところです。ただ、熊本地震は、被

災県外からDPATが派遣されたのが初めてということ

で、その活動、あるいは受け入れに注目が集まって

たんじゃないかなと思います。

熊本地震におけるDPAT活動の流れですが、前震・

本震で県内の6つの精神科病院から合計591名の入

院中の患者さんの搬送を行いました。半分ぐらいは

県内の精神科病院に搬送して、残り半分ぐらいは、

お隣の宮崎県や鹿児島県、福岡県、佐賀県の精神

科病院に患者さんを搬送しました。1週間ぐらいは

精神科病院の患者搬送支援に追われて、これが落

ちついてきたぐらいにちょうど避難所における心のケ

アのニーズが高まってきてましたので、各地へDPAT

チームに行っていただいて、避難所の精神保健医療

支援活動をしていただきました。5月10日に一斉に

小学校は再開しました。小学校が再開する前ぐらい

に子どもの心のケアに関するニーズはちょっと下がっ

た印象があって、印象というか数的に減ったんです

けど、ちょっとしたらまた増えたんですね。これは何

でかなとよく見たら、この辺で市町村の業務が少し

ずつ平常化して検診業務が始まって、その検診でひっ

かかってきた子どもさんに対して、DPATが介入する

ことがあったので、この辺で一時的に子どもの心の

ケアのニーズが上がってます。行政職員を初めとす

る、支援者に対する心のケアのニーズはじわじわと

出てきて、ずっと高いままで推移しています。これは

今でも重要な課題になっています。

精神科病院患者搬送に関して、一人も死者が出

なかった点では、DPATの活動は効果的だったと言

えるんですが、反省点もございます。大規模転院搬

送を要する状況として、ライフラインが途絶して入

院機能を維持できない場合か、病院自体が倒壊の

おそれがある場合と2つのパターンが考えられるか

なと思います。倒壊のおそれがある場合を医療チー

ムが判断する限界がありました。あおば病院という

宇城市にある精神科病院が結局、真夜中から明け

方、翌日にかけて入院患者全員を鹿児島へ搬送す

ることがあったんですが、そこも倒壊のおそれの判

断がなかなかつかなくて、DMATにお願いして一緒

に見に行ってもらいました。すると、このまま入院し

続けてるのはまずいんじゃないかということで、

DMATにお願いしたのがもう夜になった時点だった

ので、真夜中の搬送作業になってしまいました。そ

んな中でDMATとか自衛隊とかに協力してもらって

搬送作業をしましたが、すごく時間がかかりました。

精神科病院の大規模な転院搬送をする際、特に倒

壊のおそれがありそうなときに耐震診断の専門家の

判断をもとに可能であれば夜にせずに、翌日、日中

の搬送作業という方法がとれると、より混乱は少なかっ

たんじゃないかと考えています。阿蘇やまなみ病院も、

100名ほどの患者さんを宮崎県に転院搬送したんで

すが、その病院に関しましては、転院搬送をするとなっ
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たときに耐震診断の専門家に入ってもらって、今晩

は少なくとも大丈夫じゃないかというようなお墨つき

をもらったので、翌日、日中に搬送作業を行って、

スムーズに転院搬送ができたかと思います。あとは、

二度手間になりますが、患者さんを全員搬送する際

に体育館とか一時的に避難できるような、多人数の

患者さんを収容できるような場所に移っていただい

た上でゆっくり搬送作業を進める方法をとった病院も

ございます。そのほうが搬送作業はスムーズであっ

たと思います。

あと、当たり前ですけど人命優先です。ただ、人

命優先の余りに入院患者が全員いなくなる病院の管

理者の気持ちへの共感がちょっと不足してたんじゃ

ないかと思います。この点に関しては、外部支援者

のみで搬送作業をするのではなく、地元の調整役な

りが現場に入って侵襲性を緩和するようなことが必

要だったと感じています。

DPAT活動の一連の流れを説明するとかなり時間

がかかるので、5分の動画にまとめてあります。それ

をちょっと見ていただこうと思います。

（映像）

拍手はここではまだいいです。ありがとうございます。

これは、東日本大震災のときのこころのケアチー

ムの指揮命令系統は、大体こんな感じだったんじゃ

ないかなという図です。こころのケアチームを受け入

れる被災地のカウンターパートは災害対策本部の外

にあって、それぞれのチームと応対しながら指示した

り、報告を聞いたり、チームをどこそこに派遣したり

ということをやっていく。あるいは、こころのケアチー

ムが現地に入っても被災地のカウンターパートと会わ

ずに独自に活動することもあったかと思います。

これがDPATの体制になりますと、DPATの調整本

部が、被災地のカウンターパートと災害対策本部に

入っていました。やってきたDPATチームが調整本

部をやったり、活動拠点本部をやったり、活動拠点

本部の指示で現地チームとして活動するという指揮

命令系統です。兵庫 DPATには、調整本部や活動

拠点本部など重要なところをやっていただいて、大

変助かりました。

カウンターパートに過剰な負荷がかかるような体

制から、こういうシステマティックでスマートなやり

方に変わったんですけど、伝言ゲーム的なつらさも

ありました。事実が誤って伝わるというようなことで

すね。某特養に不穏患者が50名いるという情報が

上がってきて、実際に確認すると某特養に50名近く

の方が避難されてきて、その中に不穏を呈してる方

が数名いるという情報だったり、某小学校避難所の

精神科医が支援者を締め出そうとしているという情

報があり、確認すると某小学校の避難所に精神疾患

の患者さんがおられて、その方が妄想性障害の患者

さんだったんですが、自分が精神科医だと言って支

援者を締め出そうとしているということがありました。

想像が事実として伝わってくることも多々ありました。

患者さんの全員搬送を要した某病院の職員にメンタ

ル不調者が続出しているということも事実のように伝

わってくるんですけど、情報源のもとを正せば「そう

じゃないかな」という想像であったり、某町の首長

がうつ状態でDPAT介入が必要だというオーダーが
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回ったきたんですけど、これも想像でした。大変だ

ろうからうつ的になってるんじゃないかという想像で

すね。

一個人の思いつきがオーダーとして伝わってくる

というようなこともございました。熊本でDPATを数チー

ムつくりなさいという感じで、これが発災2日目、3

日目ぐらいでこういうオーダーが来たんですけど、こ

れは個人の思いつきでした。結果的に中長期以降

にはこの提案がすごく生きたんですけど。

あと、ある地域に入ったDPATと市町村のやりとり

で、支援者支援はDPATの仕事ではなくて精神保健

福祉センターがしますということで言い切っちゃった

ことがありました。以後、そこの地域では、今に至

るまで支援者支援は精神保健福祉センターがやって

います。

DPATシステムで、現実、僕が感じたのはこんな

イメージです。確かに、DPATはすごく調整が楽でし

た。ところがそれ以外の、県内の関係機関であったり、

県外の精神科関係機関であったり、NPO、NGO、あ

るいは保健所、市町村、いろんなところとやりとりを

しなければなりませんでした。いろんなところとやり

とりをする中で、情報が過多になってしまうんですね。

情報があれば、とりあえず共有しておこうかという、

これが非常に多いです。避難所がたくさんできたので、

エクセルのシートで避難所ごとに結構詳細なデータ

が上がってくるんですけど、心のケアや DPAT 活動

をやっていく上で必要のない情報もかなり回ってき

てました。とりあえず共有しておこうという情報も来

ますし、情報を受けた側はその情報をどうにかしな

ければならないので、これは僕のうがった見方かも

しれませんが、その情報を丸投げされてしまうという

こともございました。安易な問い合わせもありました

し、思いつきが結構ありましたし、単なる想像もあり

ましたし、東日本武勇伝もありました。本当に必要

な情報が埋没してしまって、不明瞭な情報に翻弄さ

れた感がございます。いろいろやってくる中で、やっ

ぱり人と人とのかかわりなどですごく嫌なこともあり

ました。

被災地のカウンターパートを経験して考えたこと、

課題に感じたことですが、やはり情報伝達、共有の

あり方の見直しは必要かなと思いました。今の方法

でもいいかもしれないですが、トレーニングが必要

かと思います。あと、被災地のカウンターパートとの

接触ルール、これはぜひ設けたほうがいいんじゃな

いかなと感じました。例えば、支援の申し出への対

応やマスコミ対応はカウンターパートではなく、別の

担当者を設けるべきじゃないかと考えます。また、

夜勤があるので昼間に睡眠をとる人もいます。カウ

ンターパートとの連絡に関して、災害直後は、知人

だからといって個人携帯にかけるのではなく、その

人がいそうな本部へかけるべきかなと思います。こ

れで睡眠を妨げられることはないだろうなと思います

し、対応依頼も同様ですね。個人にではなく、本部

にしていただくほうがいいだろうと思います。あと、

偉い方は土日に結構来られます。偉い方が来て会い

たいと言われると、これは断れません。配慮してい

ただきたいところで、こういったことを、今後の原則

として考えていただきたいと思っています。

これはよかったなと思うことですけど、さも僕一人

が大変だったように言ってますが、僕一人ではござ

いません。所長がいて僕がいて、あとDPATの調整

本部に入るチームリーダーもいます。少なくとも被災

地のカウンターパートとして二人いたことはすごく助

かりました。眠れないことがなかったので。これが

都道府県によっては精神保健福祉センターの精神科

医が一人とかいうところはたくさんございます。また、

すごく助かったのが、県外で仕事をしている同門の

先生です。例えば川原先生という国府台病院の児童

精神科に研修に出てる先生がいて、彼がすぐ戻って

来てくれて調整本部に張りついてくれたので、僕が
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割と自由に外の病院へ行ったりすることができました

し、藤田保健衛生大学で講師をされてる趙先生とい

う先生がおられるんですが、この先生のもともとの顔

の広さを利用して、いろんなところの情報収集に行っ

ていただきました。琉球病院の大鶴先生、あるいは

国府台病院の牛島先生は、DPATとしてやってきてく

ださって、DPATと地元の橋渡し役をしてくださいま

した。あるいは、初対面でも高校の先輩（加藤セン

ター長）だとすごく勇気づけられることもございました。

先ほどマスコミ対応は別の担当者を設けるべきと

申し上げましたが、すごく取材の依頼が来ます。韓

国のテレビ局から依頼があり、これは何の取材かと

いいますと、セウォル号の沈没ですね。それに絡ん

だトラウマ関係のことを熊本地震に絡めて取材した

いということで来られました。この忙しいときにと思

うんですが、極力応じるようにしておりました。

あとは、メディアの活用法というか、熊本日日新聞

は、日ごろから我々がツーカーにしている地元の新

聞社ですが、加藤先生の話を聞かせてもらって、支

援者支援の話を盛り込んでくださったんですね。実際、

この記事を読んだ住民の方が役場の保健師さんのと

ころに「あなたたちも大変ね、新聞で見たわよ」と

いうようなことで言いに来て、それですごく市町村の

職員さんが勇気づけられたことがあったそうです。

そういうぐあいでDPAT活動があって、その後のロー

カルDPATについての説明に移ります。災害急性期

があって、亜急性期から中期、中長期移行期、長期

とあって、DPAT が急性期、亜急性期に活動して、

長期にはこころのケアセンターかなという図式は決まっ

ていました。ところがDPATはどちらかというと急性

期寄りのシステムなので、熊本地震で感じたのはこ

こに、中長期移行期の支援の担い手にすっぽり穴が

開いてしまったようなそういうイメージですね。セッ

トアッパー不在の試合だったんじゃないかなと思い

ます。先発がDPAT、抑えはこころのケアセンター、「セッ

トアッパーは誰だ」という状況があったかと思います。

そこは、熊本の強みがありまして、手前みそですが、

他県に例を見ない精神科医療資源の充実した県だと

自負しております。精神科病院が46カ所ございます。

あと、身体合併症は、熊本医療センター精神科が

ほぼ100％受けてくれますし、熊大精神科に入局す

る方はここ数年、毎年5名から10名となっています。

熊精協の会員病院に民間の精神科病院だけじゃなく

て、精神科クリニック、国公立の病院精神科、ある

いは精神保健福祉センター、全て入っています。こ

ういう土地柄です。なので、そこを使わせていただ

く形で、DPATチームがゼロだったところに13チーム

をつくりました。そして、活動日数をちょっとずつ減

らしながら、事務作業を少しずつ簡略化しながら

DPATの体制で支援を続けることにしました。6月は
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大分県を除く九州・沖縄の6チームで、こういう圏域

割でカバーをして、7月から今度は圏域を4つに分け

て、ローテーションで熊本 DPATチームを配置して

支援を継続しました。

ローカルDPATを運用してみると、いいところ、悪

いところは確かに感じました。圧倒的な地の利がい

いところだろうと。もともと市町村とも顔なじみであ

る安心感があったり、医療へのつなぎが非常にスムー

ズでした。目的地への移動もスムーズだし、一期一

会の関係性ではありません。あるいは前のめり支援

になりにくいとか、アウトリーチ・チームを持ってる

桜が丘病院というところがあるんですが、そこの活

動は本当のDPAT並みの活動をしてたように感じまし

た。ただ、精神医療ではなく、精神保健支援が中

心のフェーズにDPATの枠組みを使ったやりにくさは

ありましたし、他県の人だから話せるというような行

政職員の方も多く、支援者支援には地元のチームが

相対的にではありますが、不向きであったかなと感

じています。

九州・沖縄DPATで対応した個別対応件数と熊本

DPATで対応した個別対応件数ですが、2週間、活

動時期がかぶったんですけど、こう見るとなかなか

スムーズに引き継ぎ、あるいは、ソフトランディング

ができたんじゃないかなと感じています。

熊本DPATに引き継いだころが発災3カ月ぐらいの

時期だったんですけど、この時期、いわゆる異常な

事態に対する正常な反応で上がってくるケースは減っ

て、多問題を抱えた複雑ケースが残ったという言い

方が多分正しいんだと思います。ふえてきたというよ

り残った、と。貧困や虐待、アルコール問題、発達

障害、パーソナリティ障害、知的障害などの問題を

抱えた複雑ケースの沈殿が3カ月ぐらいから目立って

きたかなと思います。逆に言うと、こういうケースは

地元の複数の社会資源を使わないと対応が難しかっ

たりするので、そういう時期に外部支援から、地元

から地元への支援に切りかえるべきなのかなと考え

ます。

先遣隊がやって来て、全国からたくさんのDPATチー

ムに来ていただいて九州・沖縄体制でチーム数を減

らして、地元・地元支援ということで熊本DPATの体

制でやって、10月中旬から熊本こころのケアセンター

による精神保健医療支援体制というように変遷して

きました。

最後、熊本こころのケアセンターについてですが、

まだどういうニーズがどういうぐあいに、どのぐらい

の量で上がってくるかはわからないところもございま

す。他県のこころのケアセンター、兵庫県こころのケ

アセンターから新潟、福島、宮城、岩手の先輩にあ

たるこころのケアセンターの活動内容を参考にス

タッフ数は12名から14名を想定していますが、
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そのスタッフができる範囲でやっていこうと考えて

います。

熊本こころのケアセンターの長期的目標としまして

は、はさみ状格差で二極分化をして生活再建が困難

な方々にアプローチしていくこと。支援者支援の体

系を構築すること。熊本地震後の子どもの心のケア

に関するネットワークがつくられてませんので、そこ

もこころのケアセンターがやらなければならないかな

と思っていますし、市町村の精神保健対応力の向上

や、精神医療と精神保健の連携を強化すること、被

災の強かった精神科病院の創造的復興に貢献するこ

と、あるいは熊本の災害精神医療の発展にもこころ

のケアセンターでかかわることができればいいかな

と考えています。スムーズにこころのケアセンターの

役目を終えるというところも長期的な目標に入れて

おかねばならないと考えています。

以上でございます。どうも御清聴ありがとうござい

ました。（拍手）
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皆さん、こんにちは。すぐ北側にあります兵庫県

災害医療センターから来ました中山と申します。私

自身は、救命センターで働いており、身体は何とか

治せるかなと思ってはいるんですが、心の問題は気

付いたとしてもなかなか治せないなとずっと感じてお

ります。なのでDPATすごいなと思いながら今日も

聞いていました。

さて、ちょっとパラパラ漫画になりますが、阪神淡

路大震災のことから話します。当時も外部支援が入っ

たんでしょうけど、急性期から派遣するシステムがな

かった。手おくれだった。だからこそ今につながっ

てきているんですけれども、その中から幾つかピックアッ

プすると、まず災害医療に関する情報システムがなかっ

たという問題がありました。

阪神・淡路大震災の反省から災害拠点病院の

整備、災害医療コーディネーターの養成、そして

DMATの検討などをこの21年進めてきました。その

後、何とかMATとか何とかATとかDとTがつくもの

がどんどんふえてるのが現状であります。現行では、

巨大な災害が起こりますと被災地の中は大変なこと

になる、だから外から応援はどんどん入ろう、そし

て傷病者を被災地の外に出していくのが基本になっ

ています。それらをどういう枠組みでするかというこ

とですが、情報システムを作ったり、災害医療シス

テム全体を拡大させたりしてきました。たとえば災害

拠点病院、今全国で600を越しております。以前は

日赤ぐらいしかなかったと思うんですが、県単位でしっ

かりと災害のときの拠点となる病院をつくろう、ひい

ては日ごろから準備せよということになったわけです。

先ほどのお話を伺うと熊本県がどれだけ準備してた

かはクエスチョンマークがつきましたが、システムを

整備するには約10年かかるんですね。

DMATは急性期からとにかく動こうという理念を

持っています。阪神淡路のときに、急性期に動けな

かったので最初にプリベンタブルデスつまり、助け

られる命があったのではないかということから構想さ

れ、研修に予算がつき、東は立川の災害医療セン

ター、それから西は兵庫県災害医療センターが養成

をひき受け、現在では1,500を越しました。毎月の

ように年9回研修をやっておりまして、うちのセンター

は物すごく小さいので、ここをお借りして研修をして

おります。医師が3割、看護師4割、調整員3割とい

（3）　パネルディスカッション

「災害後の外部支援のあり方を巡って」

〈パネリスト〉

矢田部裕介　（熊本県精神保健福祉センター次長）

中山　伸一　（兵庫県災害医療センター長）

岸本　和美　（兵庫県健康増進課健康政策班主幹）

〈コーディネーター〉

加藤　　寛　（兵庫県こころのケアセンター長）

《報　告　1》

中山　伸一　（兵庫県災害医療センター長）
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う構成です。調整員というのは事務職をはじめ病院

にいるさまざまな職種がかかわっております。ただ

1チームは4～5人と非常に小さく、対してアメリカの

DMATは最低でも35人。今や100人を超してるよう

ですけど、スケールが全然違うので日本では本当に

動けるのかなと思いながら研修をやっておりました。

兵庫県にはちなみに18の拠点病院がありまして、そ

こにDMATや、ちょっと今日は省きますけど、災害コー

ディネーターを置いております。当センターは基幹

災害拠点病院として、そのまたリーダーシップもとる

施設と位置づけられます。

ところで、当然情報は混乱するわけですが、阪神

淡路のときはほとんど情報がわからなかった。その

後、インターネットが発達したので、医療、それか

ら消防を結び、当センターの中に情報指令センター

を作り24時間体制でウオッチしてるシステムを作り、

当センターは救命センターなのですぐ医療のアクショ

ンにつなげることができるようになったわけです。

JR福知山線事故のときも早く動けましたし、自然災

害でも比較的早くレスポンスできるようになりまし

た。兵庫県を皮切りにこの情報システムEmergency 

Medical Information System（EMIS）は、インターネッ

トが発達する中、全国に展開して特に災害のときの

情報は、共有できるようになってます。救急のシス

テムは実は、各県でかなり違うので完全には互換性

がないのは問題ですが。

EMISでは災害のとき、医療機関が、倒壊のおそ

れがあるとか倒壊している、それからライフライン

やサプライ系がかなりやられる、あるいはたくさんの

患者が押し寄せてるようなときは、病院としてはSOS

で助けが必要との状況を発信できるようになってい

ます。第2段階としては、もう少し詳しくて停電なの

か断水なのかとか、患者がどれぐらい来ているとか、

転送したい患者がどれぐらいあるかといった情報。

これらは、どんどん数が動いていくわけですが、こう

いう情報を発信してみんなで共有ができるわけです。

このシステムでは、助けが必要なところは赤マーク

になりまして、ここにDMATが最初には行く。

それから何も情報が発信されない病院が残る。

発信できない病院は2種類あるんですね。1つは、さっ

きのように発信したくてもできない。そういう病院は

DMATが行って調査をして、発信をする。もう一つが、

したくてもできない病院、これはEMISが入っていな

い。もう一つは大丈夫だけれども、サボって情報を

入れないというパターン、実はこういうヒューマンファ

クターの問題で情報が発信されないことも多いです。

対策としては、訓練しかないですが、兵庫県下では

訓練を熱心に行っています。しかし、実は、精神科

病院が全く抜けていたので、今県の医務課には、全

病院が EMISに加入すべきと申し入れしています。

行政を初めとして災害のときにキーとなるところとし

て拠点病院などは絶対入ってるんですが、精神科病

院も災害弱者が見過ごされてきたからです。

さて、少し東日本大震災のお話をします。活躍と

はあえて言いませんが、東日本大震災のときに383

隊、2,000人弱のDMATが全国から集まって、活動

をしています。DMATの活動は48時間という目安が

あって、早く引き上げて引き継ぎができなかったな

どの反省がありますけれども、実際は12日間にわたっ

て活動をしています。関西から、私も含めて伊丹空

港から岩手に入りました。花巻空港でやっぱり沿岸

部が被災しているけれども情報がわからない中で、

DMATは、情報取得や病院支援を兼ねて沿岸部に

入り、それから患者さんを転送しました。重症な方

ばかりではなく、ここには外傷ではなく内因性の疫

病人もいました。阪神淡路以降、外傷に対応するの

がDMATというイメージが強かったのですが、この

災害で一番わかったのは、外傷だけでないよと。病

院で取り残された方、病院がやられて避難する方の

中には、今回精神科の話も出ましたが、病気の方、

手術後の方等々がいるわけですね。そしてこのとき

に初めて北海道や東京まで自衛隊機を使った大々的

な広域医療搬送が行われて、全国では19名が搬送

されました。比較的軽症な人は、花巻から盛岡など

が大丈夫でしたので近くの病院へ搬送されました。

引き継ぎができなかった話に触れましたが、有名

になった石巻赤十字では、DMATに加えて災害医療

コーディネーターである人たちがいろいろ応援に入り、

亜急性期以降の調整を行って、主に身体的なケアに

なりますけれども、避難所で活動する仕組みがしば
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らく機能はした。

この反省をもとに、DMATが最初は動くけれども、

それが集まる活動拠点本部をつくった後、二次医療

圏レベルに展開をしながら、あとは医師会や保健所

と連携して「地域災害医療対策会議」を設置して引

継ぐということが提唱されるようになりました。そして、

熊本地震が起こったんですね。

さて、災害後のフェーズごとに体制について考え

てみます。急性期はDMATがまず集まるような調整

本部を県庁とかに作って、その下にそれぞれ市町村

に作っていくわけです。それがある程度時間が経過

していくと災害医療本部などが立ち上がりとか、そ

れから市町村レベルにいきますと地域災害医療対策

会議が保健所レベルにできていくわけです。このよ

うな考え方で地域の災害の計画がつくられつつある

ところです。ただまだ形もできてなかったり、形があっ

てもまだ本当の仕組みができてないところがあるか

もしれません。

さて、立川のDMAT事務局がまとめたものをもと

に、熊本地震後のDMATの動きについて述べます

と、前震・本震がありましたが、最初は九州地区の

DMAT、それからあと東北、関東のを含め、近畿の

DMATにも要請がかかっております。当然ながら、

今から思うと東日本よりは規模は小さい災害だった

わけですが、東日本で派遣されたDMATの数を超え

るDMATが出ています。約10日間にわたってDMAT

としては活動してます。実はこの後に余談があるん

ですが、そこは後でお話しします。

さまざまなことをやっていますが、東日本の反省

をもとに重症な人だけを見るのではなくていろんなこ

とをしよう。特に「すき間産業」的なことをやろうと

いうことは心がけられたようです。つまり、ほかのチー

ムがいろいろ入ってくる中、ロジスティクスなど誰も

できずに抜けていた、「すき間産業」をかなりやりま

した。これ自体は今回評価できるかなと思います。

それから病院避難にも立ち会いました。実は東日

本のときにも病院から患者さんを出そうとしたけれど

も、誰も医療関係者が付き添わないで転院させたた

めに福島ではかなりの人が亡くなってしまったんです。

その悲劇をくり返さないために、DMATはできるだ

け転院に付き添おうと考えたんです。

全国から集まったたくさんのDMATを差配したわ

けです。そのために調整本部を熊本赤十字病院、

川口病院という菊池の病院に設置しました。ただ、

東側ではなかなかアプローチできなかったのですが、

実は大分県につくってます。竹田医師会病院ですね。

これらは全部災害拠点病院ですが、こういう役割を

担いました。少し落ちついてから阿蘇医療センター、

これは反対を押し切って免震構造にしていたところ

が幸いしたんですけれども、阿蘇地域で生き残った

この病院にDMAT活動拠点本部を置いてます。この

ようにDMATの拠点本部を災害拠点病院に置いて、

そこで活動を始める。この下に当然、地域がいろい

ろぶら下がってくることになります。

これ、写真だけお見せします（略）。たくさんのチー

ムが集まってますが、これをコントロールするのは

DMATだけでも大変です。ただDMATのいいところ

は全員がほぼ同じカリキュラムで研修を受けていま

すので、多分小さくてばらばらなのでまとまろうとす

る力があるのかなと、今回は強く感じました。

いろんなことをやったわけですが、ごく簡単に説

明します。スクリーニングに関しては、介護保険施

設の確認にとどまったり、スクリーニングはしたけど

そこから先の対処がうまくできなかったということが

ありました。毎日スクリーニングだけやってたという

ような話も、実は反省としてあります。病院の支援も、

さまざまな形でやりました。それでそんな中、6つの

精神科病院から転院させる必要があった。これだけ

の数の精神科病院から出したのは初めてだと思いま

すが、ここにDMAT が DPATと協力しながら携わっ

たということです。これ自体は非常によかったと思い

ますね。

この写真は精神科の益城病院の前にある東熊本

病院です。かなりの被災があって、ちょうど病院避

難をしようかなと言ってるところに本震が来た。その

時の写真です。その活動中の夜中に起こってしまっ

たということになります。DMAT隊員も事態が怖く、突っ

込むべきか、ここで尻尾を巻いて帰っていいものか

とか、いろいろ葛藤があったようです。

（略）
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ここから東病院に患者さんを送ったのですが。実

は道もこういう状況。

夜中なのでとても危ない中、東病院に出し、そこ

からまた別の病院へ移動させてという対応ができた

のはDMATもかかわりながらこそやれたのではない

かなと思います。最近、聞きますとそこから先の転

送先で命が失れたりという事例があったそうですが。

それが全部いわゆるプリベンタブルデスだったかど

うかはまた別の話ですね。立野病院も壊れたことは

御存じですけど、そこにDMATとともにドクターヘリ

も行き患者搬送をある程度しました。

また、避難所の情報も、DMATも支援しながら電

話調査などで集めていました。

そして、DMATの活動はだんだんと収束に入るん

ですが、県庁の本部は物すごくたくさんのチームを

扱わなければならない。大変なんですね。医師で

ある統括DMATが一応責任を持ってるんですが、医

師一人でできるわけではないので、全国のDMAT

隊員の特に調整員が応援に入っています。こういう

ふうにチーム活動の全体のコーディネートをするチー

ムが要るなということが理解していただけると思いま

す。DMATだけでもですよ。時期が少しずれていくと、

DMATという文字が消えて「医療救護調整本部」。

それから「保健医療救護調整本部」と変わっていき

ます。このあたりから後でお話がある保健師の活動。

つまり医療から保健に移るフェーズに入ってきます。

当然、精神医療保健は両方にまたがるものだとは思

いますが。このころ私も県庁に入り、それから益城

にも行かせていただいて、兵庫県のチームが主にこ

こで活動していたので、少しいろいろ調整をさせて

いただきました。

このようにDMAT終了以後もさまざまなことを医療

の面ではしたというのが、今回の活動でした。言い

かえれば私もDMATとコーディネーターの二足のわ

らじを履いていたわけです。申し上げたいのは、阪

神淡路以降、急性期の医療活動についてDMATで

注目されましたが、やはり全体のコーディネートにも

目を向けていかねばならないということです。本当

にさまざまな救護チームがどんどん押しよせてきます。

災害時に動くチームでこれだけ分かれてるのはない

ですよ。つまり警察なら警察の1本ラインなんですね。

消防は消防、それから自衛隊も1本のラインです。

医療だけ沢山のラインがどわっとあって、それを「誰

が束ねるねん？」という話なんです。そこが大変。

前はこんなに数がなかったし、DMATだけだったら

まだよかったかも。今ふえてきたので、「これは誰が

束ねるねん？」ということです。でないと被災地のほ

うはどわっと来て、それが全部指揮命令系統が違う

とえらいことになるわけですね。本当に乱立状態と。

その原因を作っていたらごめんなさいですけど、ここ

で冷静に見直して相互の連携とか業務引き継ぎの仕

組みを医療の中でつくって、保健も含めて意識して

いかないとダメです。その種を今回、熊本で蒔いて

いただいたので、兵庫や全国で参考にしていかなけ

ればならないなと思います。いずれにしろ災害医療

は、保健医療も含めて非常に大きな、長大な曲をさ

まざまなプレイヤーが演奏するんですが、やはり指

揮者やパートリーダーが大事なんです。各々の楽器

がどんなところを演奏するのかも知らなければなら

ない。DMATなんて最初のファンファーレを吹くぐら

い、はっきり言って。もっとも今回は、もうちょっと

いろいろしていたかも知れません。例えていえばか

なり楽譜を配ったり、掃除をしたり、弦が切れたらちょっ

と調整しに行ったりぐらいはしたかなと思います。災

害後の医療に関する支援は、現段階では複雑という

かたくさん乱立しているので難しくなってきた。ぜひ

ここをどのように調整し誰が束ねるのか、それがま

た支援全体としてどのように束ねるかということを考

える時代に入った。以上、反省も含めて申し上げま

した。（拍手）
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兵庫県健康増進課、岸本と申します。私は益城

町へ行きました。4月25日から第2陣で発災後、

10日目ぐらいです。立場は厚生労働省からの、

県への（保健師）派遣要請と関西広域連合の一員

として派遣されました。

地震のことは、先ほど矢田部先生からもありま

したが、このとき初めて本震・前震という言葉を

聞いたような気がします。先生もおっしゃってお

られたように約18万人の方が避難をされていた

状況で、私が派遣されていた益城町は赤のとこ

ろです。

熊本県のベッドタウンで余り大きな災害がなかっ

たような平和な町だったようです。活動拠点は、

町の保健福祉センターで通称は「はぴねす」と

いうところです。ここは町の福祉避難所に指定さ

れていたところですが、引き継ぎを「福祉避難所

だけれども、福祉避難所の機能は全然果たして

ないよ」、「町内にあった精神科病院がかなり被

害を受けて、入院患者さんは避難をしたけれど、

通院患者さんの様子が全然わからない」と受けま

した。

これが「はぴねす」の見取り図です。赤で囲っ

たところ以外に全て避難者の方が押し寄せている

状況で、先ほど（矢田部）先生も「廊下で会議を

した」とおっしゃってましたが、廊下にも人がひし

めいていて、車椅子で通れるような状況はどこにも

なかったです。

町の災害対策本部が1階児童館にありまして、そ

れ以外他機関の本部機能も全てここにありました。

本部は外から出入りができるようになってるんですが、

このぎりぎりのところまで避難者の方が避難をされて

いたような状況です。

一時的ではなくて常時外にまで人があふれてい

ます。

《報　告　2》

岸本　和美　（兵庫県健康増進課健康政策班主幹）
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ペットを連れている方は中に入れないので、動物

用ゲージも全部、全国からの支援物資ですが、入

れずに自分のところでペットと一緒に暮らしていらっ

しゃる。後々よく聞いてみると、お家はあるんです。

6割以上の方がお家はあって、住めないことはない

ということですが、どうしても家に帰れなくって、こ

こにおられたような状況が続いています。家が全壊

して帰るところがない方は、どちらかというと少ない

ほうです。かなり長いこと断水していましたので、家

に帰っても水もないし食料もない。ここにいたら御飯

も食べられるし、お風呂も入れるからということでな

かなか動かれない方がほとんどでした。

東日本大震災と何が違うかというと、これ（熊本

への支援チーム）以外にもまだあったんですけども、

主立ったところでもこれだけの支援者がずっと入って

る状況です。

東日本のとき、2カ月後ぐらいで気仙沼へ行かせ

てもらったんですが、JMATが活動されてたぐらいで、

それ以外の専門職のチームとしての動きはなかなか

なかったです。熊本地震では、支援チームがいろん

なところから入ってきていました。3、4日で皆さん

交代されますから、名刺があちこちに張ってあって

誰に連絡していいのかわからないような状況が続い

ていました。

ミーティングの状況もこんな感じです。

支援物資は、「益城町は大変だ」ということで、

全国放送がされていたので、どちらかというと食べ

物が知らないうちに来てるというようなことがたくさ

んありました。また、益城病院の患者さんたちはど

こへ行ったんだろうと言ってたんですが、この避難

所に避難されてました。皆さん、いつ食べられるか

わからないという思いもあって、朝からこれぐらいの

ものを普通に食べてらっしゃいます。

「せっかくだから味見をしておかないと」というこ

とで、「ここに来てから太りました」という方もおられ

るぐらいでした。食事量のコントロールも必要だとい

うのが実際のところでした。

こころのケアチームとの連携ということで、お一人

特徴のあった方がいらっしゃいました。50代の女性

でずっと気にはなってたんですけど、なかなか声をか
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けるチャンスがなくてみてたところでした。隣に寝て

る方から、「失禁してます」ということで連絡がありま

して、熱を測ったら39度の高熱でした。当時、イン

フルエンザもまだはやってましたので、疑いがあると

いうことでJMATに往診してもらいました。一応検査

では陰性でしたが、ただ全身状態も余りよくないので

救急搬送になりました。家族に連絡をとったら、益城（病

院）に通ってた患者さんだということがわかりました。

搬送途中に意識混濁になりまして、結果、高血糖に

よる脱水で、血糖値700まで上がっていました。食事

摂取の詳細がわからないですが、コンビニ弁当は食

べられてたようです。前日の夜から空き瓶があるだけ

でも約2リットルのジュース類を飲まれていました。隣

の方も身内ではなく、たまたま隣に寝てたという方が

連絡をしてくれました。家族は家の片づけに追われて

御本人だけが避難をしていました。

別の避難所の総合体育館は割と広くて仕切りがあ

りますが、ここは何もなくて隣に寝てる方に、寝返り

したら当たるぐらいのところで皆さん寝てらっしゃって、

どこまでが家族でどこからが他人かわからないような

状況で生活をされています。

益城町には宮城のDPAT が1～2チームが、拠点

を決めず2つに分かれて一日中11避難所を巡回され

てました。「はぴねす」でのミーティングには、参加

されていたのと「予約すれば相談はできます」とい

うことでしたが、避難者の皆さん、まだこの時点では、

こころのケアチームに相談する余裕もなく、「はぴね

す」にも相談に応じられるような場所は確保できな

いような状況でした。

この方ですが、もともと余り口数が多くなさそうな

感じの方で、精神科疾患による寡黙なのか、本当に

全身状態が悪かったのか、区別がつかなかったとい

うのが反省で、DPATの先生方に相談しました。さす

がにそれは（精神疾患の悪化か身体症状の悪化か

の区別）わからないとのことで、「バイタルをとるの

が一番いいんじゃないですかね」と助言いただき、

この日から、日中避難所にいない方は活動されてる

方が多いので、日中いらっしゃる方については、で

きるだけ1日1回はバイタルをとろうということで半ば

強制でしたが、状況観察をすることにしました。兵

庫県の保健師チームは4人でしたので、日中300人

からのバイタルを測定するのは無理なので、入ってく

ださってた三重県いなべ市の保健師、熊本県、兵庫

県看護協会の災害支援ナースの方たちと手分けをし

て、できるだけ日中にバイタルをとることにしました。

DPATの方も気をつけて声をかけるようにしますとい

うことで、ご協力をお願いしました。阪神淡路と違う

なと思ったのは、こころのケアチームが、このぐらい

の段階から避難所には、「アルコール類は持ち込み

禁止にしよう」ということであちこちに張り紙もして、

特に日中の飲酒は禁止、夜間もできるだけ飲まない

ということで、避難所の中では飲まないというルール

作りをしてくださいました。

支援物資がいろいろ届きます。突然トラックに

おむつを持って県外から「益城町の『はぴねす』で

おむつが足りない」と、フェイスブックで流れてました

とおっしゃって来られたりします。いろんな方がいろ

んなものを持って来られて、片づけに追われていま

した。

段ボールベッドとラップポンという水がなくても使

える洋式トイレです。やっと設置できたんですが場

所が確保できない状況でした。実は、発災3日後ぐ

らいに6台「はぴねす」には届いてて、探すと箱ご

と置いてありました。使えるようにしましたが、使い

方がわかりづらくて高齢者の方には説明してもご理

解いただけないので、夜間に看護師さんが付き添え

る方だけ使うようなルールづくりをしました。

これは1人分のベッドです。これすら置ける場所が

なくて、2つ繋げて3人が寝るようなところで寝てお

られました。段ボールベッドもある日、突然200人
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分ぐらい届き、そのベッドの保管場所にも困り何とか

しなくてはという感じで活動をしていました。

また、避難所の方たちの生活は、起きて寝るか、

御飯のときにもらいに行って食べてということしかさ

れてなかったので、ごみを捨てる日を決めたり、1日

の時間の生活リズムができるように予定表をつくった

りしています。

これはまだ整理できてるほうですが、いろんなも

のが山積みになっていました。どこに何があるのか

誰も把握していない状況でしたので物品整理をしま

した。物資を持って来ていただくのはいいのですが、

ここで使えるもの、使えないものがあります。本当に

何が欲しいかをちゃんと外部とつなぐ連絡役が必要

だと感じました。

支援者として心がけたことですが、兵庫チームは、

益城町の保健師さんたちが「『はぴねす』の運営は

避難者の方にとっていいことでしたら判断は任せま

す。」と言ってくださったので、避難者のためになる

ことはできるだけしようということで動きました。このラッ

プポンの使い方も段ボールベッドの配布も、できる

だけ避難者の方に有利なようにということで考えてい

ます。

町と県の対策本部がなかなか連携がとれていな

い状況がありましたので、関西広域連合のロジステッ

クスを通じて、広域連合から町の対策本部の状況を

県に、県の動きを町の対策本部に伝える連絡調整

役をお願いしました。

あと、「引き継ぎは自分たちで完了する」ことだと

思います。益城町の職員さんに休んでいただくため

に、県の職員さんが1泊2日でヘルプに入られたんで

すが、その間、引き継ぎがなくて、益城の職員さん

に対応を確認されていたことがありました。被災地

の職員に手間をかけないために、引き継ぎは自分た

ちで完了ということを心がけていました。

課題は、本当にさまざまな支援団体があり、益

城の統括の保健師さんは、この窓口対応のために

本部に詰めておられました。自分たちの町の避難

所の方たちの状況もつかめずに、保健分野の支援

団体の窓口になっておられました。私たちがいる間、

1回しかお顔を見られなかったような状況です。本

当に避難者の方のことを一番わかってるであろう方

が、そういうことで窓口対応に行ってしまうのもちょっ

ともったいないなと思いました。また、炊き出しボ

ランティアがいつ来て、いつ帰ってるのかわからな

いですが、「はぴねす」には朝から夜まで炊き出し

があります。町内でも朝は配給のおにぎり2個だけ

で夜まで何も食事が届いてないところも2カ所ほど

ありました。窓口を一本化して、栄養面を考えて、

きちんと皆さんに栄養が行き渡るような体制も必要

かなと思いました。

まとめますと、職員さんを休ませるような体制整

備が必要、支援物資もそれが押しつけになってい

ないか、被災市町と県との調整も必要かなと思い

ました。

あと、自衛隊がかなり入っています。自衛隊は、

任務につく人はその任務に専任されてます。隊長

は別におられて、指揮命令系統がはっきりしていま

すから、隊長に話を通せば結構いろんな融通をき

かせてくださいます。

例えば、お風呂の時間は決まっていましたが、要
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介護者の人たちはその時間帯に入れませんので、

前に30分間、要介護の方たちとか、乳幼児のお子

さんを持ってらっしゃる方のお風呂タイムを別に設け

ていただきました。自衛隊のお風呂というとこんな

お風呂ですけど、これではなかなか要介護者の人た

ちは入れないので、シャワーチェアの調達も調整す

るとしていただけます。今後、こういう自衛隊の命令

系統も参考にしてもいいと思いますし、連携をとると

かなりなことができるのではないかなと感じました。

以上です。御清聴ありがとうございました。（拍手）
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最後に私から少しプレゼンをさせていただきます。

今日は外部支援をテーマとして、やっているわけ

ですけれども、言うまでもなく外部支援は必要です。

これは当たり前のことですね。中山先生がおっしゃ

たように、いろんなシステムが阪神淡路、新潟中越、

そして東日本を経験してでき、これで支援体制は大

きく進展したと思うんです。ただ皮肉なことにチーム

ができ過ぎているがためにいろんな問題もはらんで

いるということですね。

まず、指摘できるのは、支援する側とされる側の

意識の隔たりは依然として残っているんではないか

なということです。私は熊本地震の場合、4週間後

に現地に行って益城町にも行ったんですけども、あ

そこに行って驚きました。災害の規模から考えるとこ

んなに人がいていいだろうかと、まず感じました。

ある朝の全体ミーティングの状況をお話しすると、

会場にあふれ返るぐらいの支援者だけがいて、ざっ

と数えただけでも200人ぐらいいたと思いますね。

保健関係者だけがミーティングをする場所も多分責

任者だけが来られてるけれども、それでも入り切れ

ないような状況だったという感じで、こんなに必要だ

ろうかと感じました。逆に益城町の隣の嘉島町に行

きますと、何と支援チームが3チームしか入ってない

状況で、被災状況はそんなに違うわけじゃないけれ

ども、物すごく支援のばらつき、濃淡があったとい

うことを見て、いろんなシステムとかチームはできた

けれども、やっぱりコーディネートをする体制が不十

分だなということを強く感じた状況だったですね。

よく考えると、ともかく過剰です。外部支援は本当

に過剰になってしまってる状況です。阪神のときもた

くさん支援が入ったわけですが、この場合は全然シ

ステマティックではなかったので、ばらばらに来たと

いう問題点がとても大きかったですけども、20年たっ

た今だとシステムができたがために非常に過剰にい

ろんな人や物が入ってくる。チームも多いですし、チー

ム自体のマンパワーもとても多くて本当に膨れ上が

るような状況です。

そして、せっかく東日本大震災の経験でできたん

だからというようなことで、いろんな活動をシミュレー

ションしたとおりにやろうとされるんです。実際それ

はそこの現場に則したものなのかなというような活動

もありましたし、過去の経験に基づいていろんなこ

とをやり過ぎてしまうということも起こってたと僕には

見えました。

あと、情報のことは矢田部先生が初めにおっしゃっ

てましたけど、ともかく正確でない情報があふれ、

しかもネットでいろんな情報が流言飛語のように飛

び交い、東日本大震災の場合ですけども、個人情

報まで全く無防備にネット上に載るということさえも

起こっていたという状況で、情報管理はとても抜け

ているところだなと思いました。

あと、特に阪神を経験した兵庫県神戸市、注意し

なければならないのは、過去の経験に基づいて助

言してしまうわけです。いろんな提言をしてしまうわ

けです。阪神のときはこうだったよとか、ひどい人だ

と阪神のときはこんなもんじゃなかったとか、そういっ

たことを言う人たちだっていて、過去の経験に基づ

いて提言しても何の役にも立たないことが多いとい

うことも本当にいま一度考えておかねばならないだ

ろうなと思います。それと外から行った者は、アドレ

ナリンが出まくって行ってますので本当にやる気満々

で行くんですけども、かなり空転します。東日本大

震災のときに支援を受けられた仙台市の先生がおっ

しゃってたんですけども、ほどほどのやる気で来てく

《プレゼンテーション》

加藤　　寛（兵庫県こころのケアセンター長）
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ださいということが重要ですね。

また、最初は確認をして指示をくださいと言うんで

すけども、そのうちだんだんと偉そうに提案を始めま

す。そして、最後には要求を始めるというふうにだ

んだん支援者の態度が変わっていってしまうので、

自分の中でそういう変化を起こることも認識しておか

なくてはいけないですね。

そして、いろんな仕事を現地の人につくっていっ

てしまうようなこともあり得るわけです。阪神淡路大

震災から半年後に地元のPSW、精神保健福祉士の

方がまとめた報告書がありまして、その中にいろん

なことが書いてあります。外から来た人の支援がとて

も役に立ったということもあるんですけれども、苦言

が書いてあります。半年後ぐらいのときによくこんな

ことが書けたなという感じですけども、ともかく全て

が混乱してる中でいろんな人が来て大変だったとい

うようなこととか、ともかく力んで何かをしようとして入っ

てこられるのはとても困ったと。あと、本当に得意気

に自分の仕事を自慢してくる人がいた。避難所回り

なんかをしても、精神障害の人に出会わないことも

たくさんあるわけです。ただ、例えばこころのケア

チームだとそういうことがしたくて来てるので、たま

たま精神障害の人と出会うと、「いましたよ、分裂が」

と偉そうに、うれしそうに言って帰った人たちがいた。

こういうことを見るともう煮えくり返るような思いだっ

たと書いてありますね。こういったジレンマ、支援を

受ける側が葛藤を感じるんだということは、やっぱり

学習されないまま繰り返されてるのが大きな問題じゃ

ないかなと思います。

支援を受ける側は、建前としてはこんなことを言

います。来てもらえるだけで本当に助かります。あり

がとうございますとおっしゃいます。本当に元気な方

が来ていただけるとパワーがいただけますとおっしゃ

います。本当に神戸の助言は参考になりますとかおっ

しゃっていただけます。いつまでもいてくださいと言

うけれども、本音はこれなんですね。本当は役に立

つ人に来てほしい。役に立たない人は帰ってほしい

と思ってますし、元気過ぎて疲れると絶対に思って

ます。いろんなことを言われてもできないことはでき

ませんと本当は言いたいんです。でもいろんな提案

を受けるとついつい頑張ってしまうことがあります。

皆さん、大変だから休んでくださいと外から言って

しまうんですね。外から行った人間は。でもやっぱ

り地元の人たちは専門職なんです。保健師であり、

医療関係者であり、自分たちにいっぱいできること

があるのに、その役割を取らないでほしいと思います。

最後は結局、自分たちがやることになるんだからそ

こまで手を出さないでほしいということも感じている

はずです。

それと、支援者支援はとっても大事なことですけ

ども、これも僕、東北で言われました。余り支援者

支援と言わないでください、自分たちもそういう立場

なので、確かに助けは欲しいけども、自分たちで何

とかやれますから、だから支援者支援ということを

言い過ぎないでほしいと言われたことがあります。こ

ういう本音と建前があることをやっぱり知っておかね

ばいけないと思いますね。最初に申し上げましたけ

ども、行政の方たちも長期にかかわることが最近多

いので、そういった方たちも考えておかれる必要が

あるんじゃないかなと思うところです。

これから議論したいところですけども、ともかく外

部支援者はどんな心得を持っておけばいいのかを考

えたいと思います。僕の考えとしては、ともかく主役

は現地のスタッフであるということです。現地の人が

結局はそこのいろんな仕事をしていくので主役なん

だということですね。ですから、脇役に徹する必要

があるということです。兵庫県のDPATチーム、ここ

ろのケアチームが行く場合には、僕は必ずそのチー

ムが行く前に、ともかく黒子に徹してくださいと申し

上げます。自分たちが主役じゃないよと徹底してい

ただくということです。それと、兵庫なので繰り返し

言いますけども、過去の経験はそこでは役に立たな

い。それは持ち出さないほうがいいです。それとや

る気は余り出し過ぎないほうがいいということを僕は

心得として感じていることですけども、こうした点を

これから4人で議論していきたいと思います。
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○加藤センター長
外部支援をめぐっていろんな話が出てまいりまし

た。本当にいろんなチームができて、システムも発

展したけれども、それがもう本当にカオスのような状

態になってるということも指摘されましたし、いろん

な疲弊が起こるということもいろんなお話の中から感

じられたと思います。じゃあこの場合に、どういうふ

うな心得を持ったらいいのかというようなこととか、

結局、何が内部の支援者を疲弊させるのだろうかと

いうあたりを中心にお話をしていこうと思います。口

火を切って矢田部先生、いかがでしょうかね。まず

何で内部の支援者は疲弊されるんでしょうか。

○矢田部センター次長　
僕の中の現時点での結論としては、一番は共感性

の欠如かなと感じています。共感性の欠如した言葉、

行動のやりとり。市町村の保健師さんたちの話を聞

いて回ってもそこに行き着くのかなと思っています。

○加藤センター長
本当にそうですね。よかれと思う行動が空回りす

ることもありますけど、たった一言で共感性が感じら

れなくて、それで心を痛めてしまうことになりがちで

すもんね。

中山先生、いかがでしょうかね。先生、本当に阪

神以降、いろんな災害支援にかかわっておられてい

ろんな内部支援者、外部支援者を見て来られたと思

うんですけども、何がこういう疲弊とか葛藤を引き起

こすだろうと思われますか。

○中山センター長
加藤先生、大体まとめられてたとおりだと思うんで

すけど、皆さん、よかれと思って応援に行くわけで

すよね。しかも、医療人は基本的に人助けをしたい

と思って、そういうものがベースにあるはずなので、

こういうときに血が騒ぐわけですよね。それでやっ

ぱり行くと、何かすることを探してやろうとする。あ

る意味で「おせっかい」。しかもおせっかいができ

る土壌ができてきたので、何かを探すわけですね。

DMATでもそうですね。特に東日本のときにそういう

ことがかなり顕著であって、実は行った当初、仕事

がないと「ぶーぶー」言ってるやつがいたんですけ

ども、僕も「帰れ」と言って帰しましたけど、後で

考えたらやはり仕事が本当はあったんです。待機も

仕事であると研修では強調しています。それで共感

性の欠如、それからDMATや急性期で動く連中は、

想像力がないとやっぱりだめだと思うんですね。想

像力というのは被災地で起こってることをある程度、

悪いほうも含めて想像するわけですけど、現地の人

が今どういう状況でどうだというところをかなり想像

しなければならない。全く同じことを想像するのは

不可能。皆さんが体験済みではないので。それから

逆に体験した人は体験した人で前の刷り込みがあっ

て落とし穴にはまる。というのが先ほどの先生のお

話で。後で見直すと結局負担をふやしていることに

つながってることは、とにかく自覚しないといけない

と思いますね。また、みんなできたことばかり言うので、

やっぱり反省のことをみんなお互いに共有しないと。

ちょっと例えは違いますが、オリンピックでいつも

皆さんの応援のおかげでメダルをとれましたみたい

なことを言いますけど、被災地でも、お礼だけでな

しに、困ったことはどんどん発信してほしいと思いま

す。是非、熊本からお願いします。

○加藤センター長
ありがとうございます。共感性の欠如と、それと

想像力の欠如がいろんな葛藤を生み出すんだという

御指摘で。今のお話でDMATの人がやることがなく

て、とてもやる気を失ったというお話を聞きましたけど、

こころのケアチームなんかも一緒で、行ったはいい

が、余り活動の場所がないとか避難所を回ってもほ

とんど何もすることがないという状況も多いですし、

《ディスカッション》　
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待機を強いられることがとても多くて、その中で行っ

た人たちがどういうふうに自分の心の置き場を考える

かはとても大事なことになってくるんですね。急性期

に行かれるDMATもまだ長く行くDPATも同じような

ことを経験するんだなということを今知ることができ

ました。ありがとうございます。

岸本さん、いかがですかね。保健師活動の中で

被災地の中の保健師さんともよく接されると思うんで

すけども、何が彼女だちを疲弊させるんでしょうか。

益城町の保健師さんが本当に大変で、たしか三、

四人しかおられないですよね。

○岸本主幹
統括の人は、本部の外部支援者の窓口対応だけ

をされてたようですので、本当にもったいないなと

思いました。益城町を管轄している御船保健所、

矢田部先生のお話もありましたけど、一番被害が大

きな保健所だったので、保健所の支援もなかなか

受けられなくて、どちらかというと母子中心に動い

ていた保健師さんたちは、この「はぴねす」に避難

されていた高齢者の方たちへの対応に、少し戸惑

いがあったように感じました。要介護者の人たちが

どうなってるのかわからない状況だったので、一生

懸命自宅に訪問されていました。避難所運営につい

ては、兵庫県ができるだけ益城の職員さんに負担

にならないように動けたのかなと思います。やはり

阪神淡路のこともありましたし、東日本の経験もあり

ました。何より加藤先生から、現地職員に迷惑をか

けてはいけないと何度もお聞きしていましたので、

できるだけ頑張らないようにということで、「頑張り

を外に見せない」ことを合い言葉に新幹線に乗りま

した。それと「兵庫県から来た」と言うと「あなた

たちも大変だったんだね」と言ってくださって、そう

いう意味では熊本の人たちから共感してくださってる

ようなところもありました。そのことは多分ほかの応

援のチームよりは、すごく入りやすかったのかなと

思います。

○加藤センター長
ありがとうございます。今のお話の中で、保健師

さんの役割もとてもこの20年ぐらいで変わってまして、

阪神のときには県の保健所がメインの仕事をしてい

て、県の保健師さんたちが地域をちゃんとしてたん

ですけど、その後、市町にその役割が移り、市町も

業務分担制になっていて、子供のことだけの保健師

さん、介護のことだけの保健師さんという業務分担

になっているので、市や町の保健師さんが地域を知

らないということはまま起こるんですね。それからそ

ういった中で災害という全体を知らないと活動でき

ない状況になると、とても大変な思いをされることも

実際起こってるところですよね。

○岸本主幹
子供たちは一体どこにいるかわからない状況でし

た。すぐ道向かいの小学校に、子供たちは多く避難

をしていたと後で聞きました。そこはAMDAが、避

難所を運営されていたので、なかなか連携がとりに

くかったのも事実です。自治体職員の応援も入って

いませんでしたので、小学校でどういうふうに避難所

の人たちが過ごされてるかという情報もわからない

状況でした。「何かあそこでしてるよ」というぐらい

の情報しか入ってこなかったです。「はぴねす」は

福祉避難所だけど、その機能を果たしてないと聞い

ていたんですが、それなりに皆さん、町の人たちは

わかってそちらに避難してるんだなと思いました。そ

れで町の母子を担当してる保健師さんたちとは接点

がなくて、そこのところも今後、何かあったときの課

題なのかなと感じました。

○加藤センター長
ありがとうございます。先ほど岸本さんが兵庫県

に任せたと言われて、その辺は活動しやすかったとおっ

しゃいましたし、多分中山先生なんかも被災地の外

から被災地に入られて、役割を担うことが多いと思

います。こころのケアの場合もうちの、兵庫県が行く

と活動拠点本部とか調整本部とかの役割を担わせる

んですね。そういう外からの支援者が中のコーディネー

トの役割を担うことがたびたび起こって、特に経験し

てる地域が行くとそういうふうになってしまいますけど、

これは内部の方から見るとどうですか。外部の人に
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任せるのは、これは功罪があると思うんですよね。

その辺、いかがですか。

○矢田部センター次長
僕、個人的にはすごく楽でした。DPATに関する

事柄が調整本部の一部の方々とのやりとりで済んだ

のは、多分すごく楽だったんだと思います。むしろ

DPAT以外の精神医療保健支援に関する事柄が難し

かったかなと感じています。よかったか悪かったか

というとそれはなかなか言いにくいんですけど、楽

でした。

○加藤センター長
本音を言っていただいてもいいですけど、どうぞ。

○中山センター長
言葉は悪いですけど、DMATでも要は被災地外か

ら入るのは外人部隊なんですね。外人部隊でできる

こととできないことがあると思うんです。地元の地理

感であるとか住民を知ってるとか、やっぱり地元の

人がゼロでは絶対に効果的な活動ができないと思う

んです。私もそうでしたけど、阪神淡路のとき応援

に来てくれても使い方がわからなかったんですね。

兵庫県でも改めて受援体制ですね。援助を受けるほ

うのシステムづくりを今回の熊本地震を踏まえてやっ

ていかないと。支援のことばっかり今まで阪神淡路

以来されてきたので、それが過剰になっている。そ

れを、受援側の立場に立ったらどうだということを改

めて整理し直して、しっかりとそれを意識した支援と

受援の関係を形づくる必要がある。例えばマニュア

ルでも受援のことがなかなか書き込まれていない現

実がありまして、そこが今後の課題で、そこに熊本

の今回のことが活きていけばなとは思います。

○加藤センター長
そうですね。支援する側のマニュアルはたくさんあ

るんですけど、受ける側の心得というかマニュアル

はほとんどないですからね。受ける立場になったと

きのいろいろな想定をしておくのはとても大事なこと

だと思いますね。特に東南海地震のことが言われて

ますので、兵庫県も人ごとでは済まされないことでも

ありますので、ぜひ自分たちが被災して外部支援者

がいっぱい来たときにどういうふうにその辺をコント

ロールするのかは日々考えておく必要があるんだな

ということですよね。熊本県ではそこが、ぶっつけ

本番だったかもしれませんけども、ある程度できた

ので、というのが今のお話かなと思いましたが。

○矢田部センター次長
ここは謙遜すべきところだと思うんですけれど、僕

は割とうまくつき合えたかなと自分では思っています

が、周囲の評価はわかりません。

あと、中山先生がおっしゃった受援は熊本地震を

期に今後、議論されるところだと思うんです。受援

力が熊本県全体で乏しかったなというところがあると

思うんですけど、もしかしたら1つの要因として、熊

本地震は4月に起こってるんですよね。例えば僕の近

くで言えば精神保健福祉センターの事務次長が異動

したばかりであったとか、あるいは大学病院の精神

科の教授と医局長が異動したとか、県レベルでいう

と知事選も3月にあったばっかりでした。知事はかわ

らなかったですけど、副知事がかわって健康福祉部

長がかわって、あと御船保健所では予防課長がかわっ

て、すごく支援の受け入れに影響したんじゃないか

なと考えています。

○加藤センター長
僕、熊本の方のやり方を見てて思ったのは、地元

のネットワークがとても強かったんだろうなと感じま

した。先ほど熊大出身の方が多くて外からいろんな

人が来たけれど、熊本にゆかりがある方でその方の

支援がとても助かったとおっしゃいましたけども、地

元のネットワークがもともと強くあったことがあふれ

かえる支援を、語弊があるかもあるかもしれません

けど、ちょっとはね返しながら何とか内部の力に収

束していけたんじゃないかなと思いますし、外部の

あふれ返った支援も何とか内部のネットワークで処

理していかれたんじゃないかなと思うので、そこは日

ごろのネットワークというか顔の見える関係がとても

大事じゃないかなと思いましたね。
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あと先生、ぶっちゃけて言いたいことはないですか。

ここは兵庫県だから何でもいいです。

○矢田部センター次長　

県外に出ている地元出身の先生が、すごく助かっ

たというのもあるんですけど、地元で一緒に働いて

る友達もこういうときすごく助かりました。例えば、

精神科病院に転院搬送するときに、一度ある病院の

体育館を使わせてくれと頼んだら断られたんですね。

それで、そこの病院で働く友達の先生にお願いした

ら5分後にオーケーの電話がかかってきました。あ

るいはどうしても今日中に2人隔離中の人を転院させ

なければならないことがあって、友達に頼むと、「じゃ

あうちに」とすぐ受けてくれました。あるいは、僕が

一人で寂しく職場で避難生活を送っているときに職

員が弁当をつくってきてくれるんですよね。ただ、困っ

たことに僕、人の手料理がもともとすごく苦手で。ど

うしようかなと思ったんですけど、割と頑張って食べ

て普通に食べられるようになりました。ただ、それ

は一時的で今は元に戻りました。話がそれましたけ

ど、日ごろのそういう友達関係、職場関係がとても

大事だなと痛感しました。

○加藤センター長
先生のこういう愛されるキャラがとても役に立った

んじゃないかなと思いますけども。

もう一つ、最後に確認しておきたいことがあって、

今、外部支援をめぐって過剰じゃないかとかいうこと

だけを話しましたけども、実際に外部支援は物すご

く疲弊するんです。行った人間もかなり影響を受け

ていろんな健康上の問題を来すこともあって、この

辺は注意を喚起しておかなくてはいけないことだと

思うんですけども、その辺、中山先生あるいは岸本

さん、行った人たちのサポートということについては、

どのようにお考えでしょうか。

○岸本主幹
以前同じチームの看護師さんが、10日間休で支

援に行かれた後、体調を崩したときに、「また休む

のか」と上司に言われたと。それがもとで、退職さ

れてしまったことがありました。御本人はとてもいい

方で、職をこなしておられたし、多分帰ってからも

頑張ろうと思われたと思うんですけど、派遣が10日

間近くあります。今回も10日間家をあけられる保健

師となると、なかなか厳選されてしまいます。他の

自治体は3泊4日ぐらいで来られてるところもありまし

た。私たちと一緒に支援をともにしていた、いなべ

市さんは3泊4日でした。被災地が遠方の場合、短

期間だと半分ぐらいは移動に使ってしまうということ

もありますので、そこの課題もあるかとは思いますが、

やはり無理のない範囲での派遣、戻ったときのケア

は必要かと思います。兵庫県は幸いにも皆さん、何

回も派遣で行かれてる方たちですので、ねぎらいの

言葉もありますし、「休んだらいいよ」と言ってもらっ

たりします。みんなが経験してますから帰ってきてか

らお互い話ができ、ちょっと気分を持ち直せるという

か、それもできるのかなと思います。そこは初めて

行く、送り出す側にとっても何か体制づくりというの

は必要なのかなと思いました。

○加藤センター長
中山先生、いかがですか。

○中山センター長　

恥ずかしい話をすると、実は当センターが創立し

て間もなく2004年に兵庫県の台風23号災害があり、

それから新潟中越地震がすぐ引き続いて起こったの

で、引き続いてチームを出したんですね。そのとき

に限ってまたセンターがめちゃくちゃ忙しかった。そ

したらチームが帰ってきたら口をきかないみたいな

ね。そこにマスコミの取材とかも関係してくると、何

であいつが目立つのにみたいな「ひがみ」ですね。

それで変な雰囲気になったのは事実です。「これは

いかんな」ということで、それからあるたびに酸っぱ

く言って、要は留守番部隊もみんなで支えてるんだ。

表に出るのも大変だけど、支えてるのも大変。それ

がやっと浸透してきてそういうことはなくなったんで

すけど、まだ施設によってはそういうところがあるの

かなと。これは施設としてみんなでやってるという意

識づけをしなければならないし、かつ、出た連中はしっ
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かりと2日ぐらいは休ませます。それもみんなでコン

センサスを得て。

それからもう一つは、東日本のときも私が沿岸部

に派遣したチームでやっぱりいまだに復職されてな

い人がいます。やっぱりかなりのストレスが入るん

ですね。この間、熊本地震のさっきの病院避難に

かかわった人も、一人やっぱり傷を受けられて、こ

れは命の危険を感じたのが一番大きかったみたい

です。そんな中、私自身は研修では、「予想外のス

トレスがかかるよ」と説明しています。そして、ふ

だんは一生懸命こうしてしっかりと研修を受けて想

像力をたくましくして備えるけれども、いざ行くとき

はちょっとチャランポランというと言葉は悪いですが、

大したことができなくてもいいと考えろと。目標を

上げすぎると傷ついちゃうんですね。できなかった

と。こんなことができるようになっただけでもいいじゃ

ないか。病院とかみんな応援体制がなかったんだ

から。病院を飛び出て応援に行くことはなかったの

が、し出したということでもそれでまず満足しようと

いうふうに教えています。でも、やはり行ってみた

らいろいろストレスがかかるのも事実ですね。

○加藤センター長
ありがとうございます。今日は外部支援という言葉

をテーマにいろいろ話をしてまいりました。いろん

な支援があふれ返ってるという状況とか、どういうよ

うなことが疲弊を招くのかということから始まって、

外部から行く支援者自身のいろんな問題についてま

で話すことができて、とても内容の濃いディスカッショ

ンができたんじゃないかなと思ってます。

最後に、どうぞ。

○中山センター長
今日の最後のディスカッションができていないこと

を一言。加藤先生と時々話すんですけど、あらゆる

外部支援の体制とか教育システムを、DMATの研修

体制や体制をかなり参考にしている、というかしす

ぎていると思う。でもやはり、例えばDPATが同じ教

育体制とかで済むとは、僕は違うやり方も必要だと

思っています。そこがみんなDPATのまねをしてとい

うか悪いところまでまねをしてるような気がちょっとし

ています。全然違う体制も必要では？

もう一つは、さっき矢田部先生がお話しになった

こころのケアとのつなぎ方のところ、まだちょっとす

き間が開いてるんですね。もちろん今回DPATが出

て病院避難等々で協力できたことは非常によかった

んですけど、私自身の個人的な素直なところは、

DPATは超急性期よりはもう少し後のところにむしろ

力を注ぐべきだと思ってるんです。その辺はいかが

でしょう？  最後にちょっと聞かせていただければうれ

しいです。

○加藤センター長　

ここは本当に十分な時間をとって議論したいとこ

ろで、確かに同じDから始まるMATとPATなので、

PATのほうがMATをまねしてるところがありまして、

いろんな協力姿勢もそうですし、いろんな制度上も

そうだけども、僕個人はそれでいいのかという思い

をずっと持っています。こころのケアというか、こう

いう問題は中長期のことに重点を置くべきじゃない

かなと思ってるので、東日本そして熊本の経験を踏

まえて、もう少しいろんな議論をしていかないと、こ

のままだったらいけないなと危機感は持っています。

ありがとうございます。大事なことを指摘していただ

きました。

それでは、5分ほど超過いたしましたけども、これ

でディスカッションを終わらせていただきます。

もう一度、パネラーの方に拍手をお願いいたします。

ありがとうございます。（拍手）
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（1） 刊行物

【公表論文】

・ 亀岡智美．アタッチメントと子どもの虐待．児童青年精神医学とその近接領域．57（2）：273-282．2016

・ 亀岡智美．子どもの PTSD へのトラウマフォーカスト認知行動療法．精神科．29（4）：326-331．2016

・ 亀岡智美．子どものトラウマとレジリエンス．保健の科学．58（11）：730-734．2016

・ 亀岡智美．PTSD と子ども虐待．小児科臨床．69（12）：2735 － 2741．2016

・ 亀岡智美．トラウマとストレスマネージメント．小児内科．48 巻増刊号．小児疾患診療のための病態生理 3．

727-732．2016

・ 亀岡智美．わが国での TF-CBT 実施可能性について．児童青年精神医学とその近接領域．57（4）：536-544．

2016

・ 亀岡智美．被虐待児へのトラウマケア．児童青年精神医学とその近接領域．57（5）:738-747.2016

・ 浅野恭子，亀岡智美，田中英三郎．児童相談所における被虐待児へのトラウマインフォームド・ケア．児童青年

精神医学とその近接領域．57（5）：748-757．2016

・ Eizaburo Tanaka, et al. Long-term psychological consequences among adolescent survivors of the Wenchuan 

earthquake in China: A cross-sectional survey six years after the disaster. J Affect Disord. 2016 Nov 1;204:255-61. 

・ Keiko Yamada, Ko Matsudaira, Eizaburo Tanaka, Hiroyuki Oka, Junji Katsuhira, Hiroyasu Iso. Sex-specific impact 

of early-life adversity on chronic pain: a large population-based study in Japan. J Pain Res. 2017 Feb 16

・ 田中英三郎．2004 年スマトラ沖地震の被災者の精神保健に関する文献レビュー．心的トラウマ研究 第 12 号 31-

40. 2016

・ 田中英三郎，加藤寛．災害後の子どもの心のケア．教育と医学 64（12）1060-1067. 2016

・ 大塚美菜子，市井雅哉．トラウマがつくる精神症状～抑うつの背景にあるトラウマ記憶への EMDR ～．精神科臨

床サービス 16（2）.2016

・ 五十嵐郁代，福井義一，大塚美菜子，白川美也子．EMDR と相性のいい心理療法．EMDR 研究 8（1）30-

37.2016

・ 大塚美菜子．発達段階に応じた EMDR の工夫．児童青年精神医学とその近接領域 57（1）.8-12.2016

【著書・翻訳】

・ 亀岡智美．トラウマの治療－認知行動療法－．藤森和美 ･ 青木紀久代編：暮らしの中の心理臨床トラウマ．146

－ 150．福村出版．2016

・ 大澤智子．「従業員支援サービス（EAP）の惨事即応手法　マルチ・システムレジリエンスアプローチ」ピースマ

インド・イープら監修．Robert Douglas Associates. 2016　（分担翻訳　18 章，19 章，20 章担当）

・ 大澤智子．第 3 章　救援・支援　事例　「災害救援組織における惨事案件への対応」藤森和美・青木紀久代編．

2　研究員の活動実績
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2016　（分担執筆　第 1 部事例編　3 章　担当）

・ 田中英三郎．井上令一監修，カプラン臨床精神医学テキスト日本語第 3 版．メディカル・サイエンス・インター

ナショナル．2016（分担翻訳「児童精神医学」の項目分担担当）

・ 赤澤正人．川島大輔，近藤恵編集　始めての死生心理学．新曜社．2016（第 4 章　自殺　p65-79 担当）

【その他刊行物】　

・ 亀岡智美．座談会　子どもの虐待とうつ病．Depression Journal.4（3）：11-15．2016

・ 亀岡智美．編集だより．児童青年精神医学とその近接領域．57（4）：223．2016

・ 亀岡智美．思春期のトラウマの特性とケア．少年写真新聞．高校保健ニュース．2017 年 1 月号：4-5．2017

・ 亀岡智美．大災害 ･ 大事件と学校の対応．少年写真新聞．高校保健ニュース．2017 年 2 月号：4-5．2017

・ 亀岡智美．トラウマを抱えた生徒への対応．少年写真新聞．高校保健ニュース．2017 年 3 月号：4-5．2017

（2） 学会・研究会における発表　　　

【特別講演、教育講演、パネルディスカッション、シンポジウム、一般演題、ワークショップ等】

・ 亀岡智美，山本沙弥香，高田紗英子．子どものトラウマへのアセスメントと治療～ TF-CBT 概論．第 15 回日本ト

ラウマティック ･ ストレス学会プレコングレス．2016/5/19．仙台

・ 高田紗英子，亀岡智美，奥山眞紀子，藤原武男，岩垂喜貴，島ゆみ，浅野恭子，藤林武史，香山大介，加藤寛．日

本語版 UPID-5 の信頼性と妥当性に関する研究．第 15 回日本トラウマティック ･ ストレス学会 .2016/5/20. 仙台

・ Saeko Takada, Satomi Kameoka, Makiko Okuyama, Takeo Fujiwara, Takeshi Fujibayashi, Daisuke Kouyama, Yumi 

Shima, Yasuko Asano, Yoshitaka Iwadare, Hiroshi Kato. Screening for PTSD among Japanese Youth: Psychometric 

Properties of the UCLA PTSD Reaction Index for DSM-5. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry's 

63rd Annual Meeting. 2016/10/29. New York.

・ 亀岡智美．シンポジウム 5　性的虐待を受けた子どもへのトラウマ治療．第 57 回日本児童青年精神医学会．

2016/10/28．岡山

・ 亀岡智美．児童養護施設におけるトラウマインフォームド ･ ケアのための教育プログラムの開発についての研究．

助成研究発表会．ひと・健康・未来財団．2016/11/5．京都

・ 亀岡智美．シンポジウム 9　精神疾患を抱えた親やその子どもへの対応について要保護児童対策地域協議会の利

用（役割と限界の克服）を考える．指定討論．第 22 回日本子ども虐待防止学会．2016/11/25．大阪

・ 亀岡智美．シンポジウム 21　治療における Trauma-Informed Care の課題．第 22 回日本子ども虐待防止学会．

2016/11/25．大阪

・ 亀岡智美．子どものトラウマ関連障害と薬物治療．第 11 回児童精神薬物治療研究会．児童精神薬物治療研究会．

2016/12/11．東京

・ 大澤智子．さまざまな臨床実践の立場から．日本トラウマティックストレス学会シンポジウム．2016/5/21．仙

台
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・ 大澤智子．サイコロジカルファーストエイドの実際．日本トラウマティックストレス　学会シンポジウム．　

2016/5/20．仙台

・ 大澤智子．EMDR を安全で効果的に使うために．第 21 回日本心療内科学会．2016/12/4．奈良

・ 大澤智子．災害救援組織で働くなら消防がいいよ！．第 25 回全国救急隊員シンポジウム．神戸国際展示場．

2018/1/27．神戸

・ 田中英三郎．国際精神保健の潮流－ JICA 四川大地震復興支援こころのケア人材育成プロジェクトの事例研究を通

して．第 112 回日本精神神経学会．2016/6/4．千葉

・ 赤澤正人，大澤智子，加藤寛．震災復興期の支援者の燃え尽き予防に関する検討．第 15 回日本トラウマティッ

クストレス学会．2016/5/20．宮城

・ 赤澤正人．インターネット調査を用いたアルコール関連問題に対する意識・態度に関する研究．第 36 回日本社

会精神医学会．2017/3/3．東京

・ 牧田潔，山本沙弥香．看護職員間におけるパワーハラスメントと 職場の組織風土との関連性．第 15 回日本トラ

ウマティック・ストレス学会．2016/5/20-21．仙台．

・ 福井貴子，加藤寛．DPAT に必要なコンピテンシーとは何か‐災害精神保健分野の専門家を対象とした Delphi 調

査の結果‐．第 15 回日本トラウマティック・ストレス学会．2016/5/20．仙台

・ 大塚美菜子．つカエル臨床アセスメント－どう見立てどうプランニングするか．日本 EMDR 学会．2016/6/10．

神戸

・ Ichii Masaya, Otsuka Minako．Evaluating survey results of Japan EMDR Association: Responding to the perceived 

difficulty of practicing EMDR．International Congress of Psychology．2016/7/29．Yokohama

（3） 講演

・ 加藤寛．第 5 回震災後トラウマ対策勉強会．Meiji Seika ファルマ（株）．2018/4/12．仙台

・ 加藤寛．チリ国緊急時及び災害時におけるこころのケアモデルの構築プロジェクト運営指導．JICA．2018/6/21

～ 22．チリ国 

・ 加藤寛．災害支援ナース養成研修「災害看護基礎編」．兵庫県看護協会．2016/7/21．神戸市

・ 加藤寛．第 11 回全国こころのケアチーム連絡協議会シンポジウム．新潟市こころの健康センター．2016/8/26．

新潟市

・ 加藤寛．第 1 回災害精神医学懇話会．東北大学医学究科．2016/10/1．仙台市

・ 加藤寛．第 8 回学術大会日本仏教心理学会．日本仏教心理学会．2016/10/15．和歌山県

・ 加藤寛．災害時における難病患者の支援体制構築のための研修．愛知県衣浦東部保健所．2016/10/19．愛知県

・ 加藤寛．精神保健福祉相談員資格取得講習会．広島市精神保健福祉センター．2016/12/22．広島市

・ 加藤寛．PTSD 対策専門研修会．国立精神・神経医療研究センター．2017/2/2．小平市

・ 加藤寛．被災者健康支援会議．宮城県．2017/2/9．仙台市

・ 加藤寛．人権問題職場研修．京都府立洛南病院．2017/2/15．宇治市
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・ 亀岡智美．いじめへの対応について考える～ SC に求められること～．大阪府臨床心理士会第 24 回総会・研修会．

大阪府臨床心理士会．2016/6/5．大阪

・ 亀岡智美．トラウマ関連障がいへの理解と支援．大阪市児童福祉施設連盟母子生活支援施設部会研修会．大阪市

児童福祉施設連盟．2016/6/17．大阪

・ 亀岡智美．子ども達のこころのサポートについて．合同研修会．八代市 PTA 連絡協議会．2016/6/18．熊本

・ 亀岡智美．子どものトラウマ．京都市スクールカウンセラー研修会．京都市教育委員会．2016/6/21．京都

・ 亀岡智美．児童福祉領域における Trauma-informed care．子ども・専門講座 1（大阪）．明治安田こころの健康財団．

2016/7/31．大阪

・ 亀岡智美．傷ついた子どものこころのケアについて．支援教育地域支援整備事業三島ブロック第 1 回研修会．大

阪府摂津支援学校．2016/8/1．大阪

・ 亀岡智美．虐待を受けた児童・生徒への対応について．養護教諭研修 A．大阪府教育センター．2016/8/1．大阪

・ 亀岡智美．子どもの虐待とトラウマについて．大東市児童虐待防止連絡会議関係機関向け研修会．大東市福祉・

子ども部子ども室．2016/8/2．大阪

・ 亀岡智美．被災後の子どもの心のケア．災害時の子どものこころのケア研修会．熊本市こころの健康センター．

2016/8/19．熊本

・ 亀岡智美．トラウマインフォームド・ケア実践報告．子ども家庭センター研修．大阪府中央子ども家庭センター．

2016/9/2．大阪

・ 亀岡智美．解離について．児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修．子どもの虹情報研修センター．

2016/9/14．横浜

・ 亀岡智美．虐待を受けた子どものこころのケア．香川県児童虐待防止医療ネットワーク事業研修会．四国こども

とおとなの医療センター．2016/10/2．香川

・ 亀岡智美．こども期のトラウマの理解とケア．近畿ブロック精神保健福祉センター長会．兵庫県こころのケアセ

ンター．2016/10/7．神戸

・ 亀岡智美．施設入所児のトラウマ・ケア実践報告．子ども家庭センター研修．大阪府中央子ども家庭センター．

2016/10/14．大阪

・ 亀岡智美．子ども虐待とアタッチメント．母子保健関係者研修会．長野県諏訪保健福祉事務所．2016/10/17．

諏訪

・ 亀岡智美．今、保育園に求められる幼児期の虐待対応及び保護者支援．諏訪市保育協会講演会．諏訪市保育協会．

2016/10/17．諏訪

・ 亀岡智美．児童養護施設におけるトラウマケア．心理部会主催研修会．長野県児童福祉施設連盟．2016/10/18．

諏訪

・ 亀岡智美．自然災害後における子どもの心のケアについて．健康教育研修会．大分県教育庁体育保健課．

2016/10/21．大分

・ 亀岡智美．子どものトラウマの理解とケア．調査官など研修会．大阪家庭裁判所．2016/11/1．大阪
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・ 亀岡智美．子どもの SOS をキャッチしよう～今からできる親と子のきずなづくり～．若年層自殺予防対策人材養

成事業．熊取町健康福祉部．2016/11/4．大阪

・ 亀岡智美．生徒のメンタルヘルスの理解とその対応．広島県中学校教育研究会健康教育部会研究大会．広島県中

学校教育研究会．2016/11/17．広島

・ 亀岡智美．生きづらさを抱えた人への理解とケア．ルネス花北公開セミナー．姫路市総合福祉通園センター．

2016/12/4．姫路

・ 亀岡智美．児童生徒のメンタルヘルスへの理解と対応．学校保健会保健主事会研修会．出雲市学校保健会保健主

事会．2016/12/9．出雲

・ 亀 岡 智 美． ト ラ ウ マ ･ フ ォ ー カ ス ト 認 知 行 動 療 法 の 概 要． 心 理 判 定 員 研 修 会． 青 森 中 央 児 童 相 談 所．

2016/12/12-13．青森

・ 亀岡智美．性的虐待への理解と対応．児童虐待防止スーパーバイズ研修．門真市教育委員会．2017/1/17．大阪

・ 亀岡智美，山本沙弥香．被虐待児のトラウマの理解とそのアセスメント及びケアについて．基幹的職員研修会．

岡山市こども総合相談所．2017/1/19．岡山

・ 亀岡智美．児童福祉領域におけるトラウマインフォームド ･ ケア．所内研修会．堺市子ども相談所．2017/2/3．

大阪

・ 亀岡智美．子どものトラウマの理解とケア．児童虐待対策スーパービジョン事業．伊丹市子ども未来部．

2017/2/7．伊丹

・ 亀岡智美．関わりが難しい親に対する理解と対応．関係機関職員向け研修．伊丹市要保護児童対策地域協議会．

2017/2/7．伊丹

・ 亀岡智美．虐待の評価とケア．思春期精神保健対策医療従事者専門研修．国立国際医療研究センター国府台病院．

2017/2/8．東京

・ 亀岡智美．「児童福祉の現場では」～ストレスを知る～．児童福祉施設と子ども家庭センターとの合同研修会．大

阪府社会福祉協議会．2017/2/28．大阪

・ 亀岡智美．トラウマを抱えている子どものアセスメントについて．学校危機メンタルサポートセンター・シンポ

ジウム．大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター．2017/3/5．大阪

・ 大澤智子．警察職員のためのストレスマネジメント．長田警察署．2016/5/24．神戸

・ 大澤智子．惨事ストレス対策．消防団員災害救援ストレス対策研修．消防団員等公務災害補償等共済基金．

2016/5/25．大阪

・ 大澤智子．メンタルヘルスについて．平成 28 年度消防士長昇任課程教育．神戸市消防学校．2016/6/7．神戸

・ 大澤智子．災害時のこころのケア．平成 28 年度秋期災害対策専門研修「マネジメントコース」エキスパート B．

公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構．2016/6/15．神戸

・ Tomoko OSAWA．Disaster Mental Health in Japan-To be ready and prepared!! Salud Mental En Situaciones de 

Emdergencia y Desastres: 2016/6/21．Chile

・ Tomoko OSAWA．Disaster Mental Health in Japan-To be ready and prepared!! Salud Mental En Situaciones de 
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Emdergencia y Desastres: 2016/6/22．Chile

・ 大澤智子．女性消防団員のための惨事ストレス対策．消防団員災害救援ストレス対策研修．消防団員等公務災害

補償等共済基金．2016/7/10．大阪

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．徳島県 DPAT 研修．徳島県

立中央病院．2016/7/24．徳島

・ 大澤智子．ストレスマネジメント．平成 28 年度初任科教育課程．神戸市消防学校．2016/7/27．神戸

・ 大澤智子．教職員のメンタルヘルスケア．平成 28 年度心の復興支援に関する研修会．宮城こども総合センター．

2016/7/29．石巻

・ 大澤智子．職場におけるメンタルヘルス対策．職務倫理青年警察官リーダー専科第 17 期．兵庫県警察本部警務

部教養課．2016/8/2．芦屋

・ 大澤智子．ストレスマネジメント．平成 28 年度初任科教育．兵庫県消防学校．2016/8/3．三木

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．日本鍼灸師会「災害支援鍼

灸師養成講座」．2016/8/7．大阪

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．災害時のこころのケア初期

対応研修会．阿南保健所．2016/8/9．阿南

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．熊本県 DPAT 研修．熊本県

精神保健センター．2016/8/17．熊本

・ 大澤智子．事件・事故後のトラウマケア．福島県臨床心理士会犯罪被害者支援研修会．針生ヶ丘病院．

2016/8/21．郡山

・ 大澤智子．支援者のメンタルケア．2016 年度被害者支援養成講座．認定 NPO 法人大阪被害者支援アドボカシー

センター．2016/9/9．大阪

・ 大澤智子．社会福祉従事者のためのセルフ・ストレスケア．平成 28 年度新任職員ステップアップ研修会．兵庫

県社会福祉協議会．2016/9/13．神戸

・ 大澤智子．ハラスメント予防について．岐阜市消防本部職員研修会．岐阜市消防本部．2016/9/14．岐阜

・ 大澤智子．事件・事故後のトラウマケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．京都府臨床心理士会

被害者支援部局研修会．2016/9/25．京都

・ 大澤智子．社会福祉従事者のためのセルフ・ストレスケア．平成 28 年度新任職員ステップアップ研修会．兵庫

県社会福祉協議会．2016/9/27．神戸

・ 大澤智子．支援者のメンタルケア．平成 28 年度秋期全国研修会．認定 NPO 法人全国被害者支援ネットワーク．

機会振興会館．2016/10/2．東京

・ 大澤智子．災害救援者が受ける惨事ストレス研修．幹部教育．京都市消防学校．2016/10/4．京都

・ 大澤智子．代理受傷の概要．代理受傷等対策講習．兵庫県警察本部．2016/10/6．神戸

・ 大澤智子．ハラスメント予防について．西宮市消防本部職員研修．西宮市消防局。2016/10/13．西宮

・ 大澤智子．対人支援のためのセルフケア．第 2 回堺児童養護施設部会研修．東光学園．2016/10/18．堺
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・ 大澤智子．災害救援者と惨事ストレス．平成 28 年度幹部教育上級幹部科．兵庫県消防学校．2016/10/18．三木

・ 大澤智子．惨事ストレスの理解と予防．知多中部広域消防組合職員研修会．知多中部広域事務組合消防本部．

2016/10/19．半田

・ 大澤智子．災害時のこころのケア．平成 28 年度秋期災害対策専門研修「マネジメントコース」エキスパート B．

公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構．2016/10/20．神戸

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．大分県 DPAT 研修．大分県

こころとからだの相談支援センター．2016/10/22．大分

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレスの理解と予防．地方公務員安全衛生推進協会．花巻市消防本部．

2016/10/24．花巻

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレス研修　ステップアップ．職員研修会．高知消防．2016/10/26．高知

・ 大澤智子．職場におけるンタルヘルス対策．メンタルヘルス研修．吹田市消防本部．2016/11/1．吹田

・ 大澤智子．サイコロジカル・ファーストエイド研修．大阪府看護協会防災・災害看護委員会．大阪府看護協会．

2016/11/2．大阪

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレスの理解と予防．上級幹部課程．徳島県消防学校．2016/11/15．徳島

・ 大澤智子．職場におけるメンタルヘルス対策．メンタルヘルス研修．吹田市消防本部．2016/11/16．吹田

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレスの理解と予防．地方公務員安全衛生推進協会．広島県消防長会．

2016/11/18．広島

・ 大澤智子．災害後のトラウマケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．高岡病院職員研修会．

2016/11/24．姫路

・ 大澤智子．ハラスメント予防について．職員研修会．海上保安学校．2016/11/29．舞鶴

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレスの理解と予防．地方公務員安全衛生推進協会． 東海地区全国消防長会．

2016/12/2．名古屋

・ 大澤智子．ハラスメント予防について．幹部研修会．京都市消防局．2016/12/14．京都

・ 大澤智子．災害復興期の回復を支えるこころのケア サイコロジカル・リカバリースキル（SPR）研修．東北大学

大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座．2016/12/15 ～ 12/16．仙台

・ 大 澤 智 子． 惨 事 ス ト レ ス の 理 解 と 予 防． 平 成 28 年 度 消 防 職 員 幹 部 教 育 中 級 幹 部 科． 滋 賀 県 消 防 学 校．

2017/1/18．

・ 大澤智子．児童相談所職員のための EMDR 研修．さいたま市児童相談所．2017/1/18．さいたま

・ 大澤智子．サイコロジカル・ファーストエイド研修．さいたま市保健所．2017/1/18．さいたま

・ 大澤智子．災害時のこころのケア．平成 28 年度精神保健福祉関係職員研修．大阪市こころの健康センター．

2017/1/31．大阪

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．日本鍼灸師会「災害支援鍼

灸師養成講座」．2017/2/5．東京

・ 大澤智子．福祉職員のための二次受傷講座．大阪府福祉部福祉課．2017/2/15．大阪
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・ 大澤智子．職場におけるストレスと対処法について．指令補昇任課程．神戸市消防学校． 2017/2/17．神戸

・ 大澤智子．災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～．DPAT 研修．東海大学．

2017/2/25．伊勢原

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレス研修．専科警防専科．京都府消防学校．2017/2/28．京都

・ 田中英三郎．国際精神保健．学部生講義．東京大学．2016/5/13．東京

・ 田中英三郎．思春期のメンタルヘルス．学部生講義．金沢大学．2016/7/21．金沢

・ 田中英三郎．子どもの精神医学．吹田市対策事業．吹田市保健センター．2016/8/4．大阪

・ 田中英三郎．精神科医が見た国際保健の仕事の現場．関西国際精神保健勉強会．2016/9/4．大阪

・ 田中英三郎．災害精神保健．アンデス災害医療マネージメントコース．JICA．2016/10/18．神戸

・ 田中英三郎．災害後の心のケア．学部生講義．神戸学院大学．2016/10/26．神戸

・ 田中英三郎．災害とボランティア．学部生講義．金沢大学．2016/12/15-16．金沢

・ 田中英三郎．学校でできる子どものこころのケア．教職員研修会．パワーアップ研究会． 2017/1/21．兵庫

・ 田中英三郎．精神疾患の基礎知識．相談員継続研修．ひょうご被害者支援センター．2017/3/26．神戸

・ 赤澤正人．子どもの心を支える～自傷行為の理解と対応～．若者自殺予防対応力向上研修．2016/8/8．兵庫

・ 赤澤正人．ストレスと上手に付き合うには．門真市域包括ケア会議全体部会．2016/9/15．大阪

・ 赤澤正人．子どものこころを支える．姫路市スペシャリスト派遣事業．2016/10/4．兵庫

・ 赤澤正人．ストレスに対するマネージメント．兵庫県消防学校救急救命士養成課程．2016/10/6．兵庫

・ 赤澤正人．自殺企図、自殺念慮者への支援．自殺未遂者支援研修．2016/10/21．兵庫

・ 赤澤正人．災害時のこころのケア．災害と人と健康．2016/10/29．兵庫

・ 赤澤正人．自傷行為・自殺未遂の理解と対応．ひょうごいのちとこころを支える相談職　員養成研修．

2016/11/1．兵庫

・ 赤澤正人．自殺のサインと予防．淡路市「2016 じんけん市民講座」．2016/11/8．兵庫

・ 赤澤正人．メンタルヘルス・惨事ストレス．兵庫県消防学校中級幹部課・警防科合同講義．2016/11/14．兵庫

・ 赤澤正人．お酒と心と身体の健康を考える．第 3 回「徳島・アルコール問題を考える」市民公開講座．

2016/11/18．徳島

・ 赤澤正人．職場におけるメンタルヘルス．江津邑智消防組合メンタルヘルス研修．2016/11/21，22．島根

・ 赤澤正人．ストレス対策．兵庫県消防通信担当者研修．2016/12/14．兵庫

・ 赤澤正人．職場におけるメンタルヘルス．真庭市消防本部メンタルヘルス研修．2017/1/20．岡山

・ 赤澤正人．被災後の心理ケア．青少年自殺予防講座．2017/2/4．徳島

・ 赤澤正人．トラウマ（こころの傷）について考える．自殺予防対策研修会．2017/2/10．大阪

・ 赤澤正人．ストレスと上手に付き合おう．明石市内中学校講演．2017/2/17．兵庫

・ 赤澤正人．自傷行為、自殺未遂の理解と援助．徳島大学大学院総合科学教育部教育研究指導．2017/2/20．徳島

・ 赤澤正人．職場におけるメンタルヘルス．兵庫県消防学校専科教育「救急科」．2017/3/7．兵庫

・ 山本沙弥香．メンタルヘルスについて・ハラスメントへの対応について．新入生オリエンテーション．海技大学校．
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2016/4/7．芦屋

・ 亀岡智美・高田紗英子・山本沙弥香．子どものトラウマのアセスメントと治療～ TF-CBT 概論～．第 15 回日本ト

ラウマティック・ストレス学会プレコングレス．2016.5/19．仙台

・ 山本沙弥香．働きやすい職場づくりのために私たちができること．管理職研修．兵庫県健康財団．2016/7/4．神

戸

・ 山本沙弥香．メンタルヘルスのセルフケアについて．職員研修．翁寿園．2016/10/26．淡路島

・ 山本沙弥香．メンタルヘルスのセルフケアについて．職員研修．社会福祉法人愛和会．2017/3/16．宝塚

・ 福井貴子．災害とこころのケア．21 世紀文明研究セミナー 2016．2016/10/21．兵庫

・ 大塚美菜子．難しい学生の理解と対応．兵庫県立大学 FD 研修．2016/11/16．姫路

（4） 学会活動

【座長】

・ 亀岡智美．症例検討会．第 17 回児童分析臨床研究会．2016/11/20．大阪

・ 亀岡智美．シンポジウム 21．第 22 回日本子ども虐待防止学会．2016/11/25．大阪

【学会役員・委員】

・ 加藤寛．2011 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会理事

・ 加藤寛．2011 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会 災害対応委員会委員長　

・ 加藤寛．2011 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会 広報委員会委員　

・ 加藤寛．神戸市災害時などのこころのケアマニュアル策定委員会委員

・ 亀岡智美．日本トラウマティック・ストレス学会理事

・ 亀岡智美．日本トラウマティック・ストレス学会犯罪被害者支援委員会委員

・ 亀岡智美．日本児童青年精神医学会代議員

・ 亀岡智美．日本児童青年精神医学会福祉に関する委員会委員

・ 亀岡智美．日本児童青年精神医学会編集委員会委員

・ 亀岡智美．日本子ども虐待医学研究会代議員

・ 亀岡智美．日本子ども虐待医学研究会研究委員会委員

・ 亀岡智美．兵庫県児童虐待防止委員会委員　　　

・ 亀岡智美．近畿児童青年精神保健懇話会代表世話人

・ 亀岡智美．児童分析臨床研究会運営委員

・ 亀岡智美．大阪自閉症研究会運営委員

・ 亀岡智美．兵庫県中央こども家庭センター家庭復帰等評価委員会委員

・ 亀岡智美．兵庫県川西子ども家庭センター家庭復帰等評価委員会委員

・ 亀岡智美．大阪市教育委員会第三者委員会委員
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・ 亀岡智美．奈良県立学校いじめ問題調査委員会委員

・ 亀岡智美．児童売春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会委員

・ 亀岡智美．第 58 回日本児童青年精神医学会総会コアプログラム委員

・ 大澤智子．2008 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会理事　

・ 大澤智子．2008 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会　国際委員会　委員

・ 大澤智子．2010 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会　副会長

・ 大澤智子．2010 年度～現在．日本トラウマティック・ストレス学会　事務局長

・ 赤澤正人．2014 年～現在．日本社会精神医学会評議員

・ 大塚美菜子．2012 年度～現在．日本 EMDR 学会．IT 委員

・ 大塚美菜子．2012 年度～現在．JEMDRA-HAP：日本 EMDR 学会人道支援プログラム．委員

・ 大塚美菜子．2016 年度．日本 EMDR 学会第 11 回学術大会プログラム委員

（5） 地域支援活動

・ 加藤寛．これからの熊本地震災害支援を中長期的な視点で考える．2016/7/16．熊本市

・ 加藤寛．被災地支援活動に関する助言及びふくしま心のケアセンターの運営についてのスーパーバイズ．

2016/8/3 ～ 4

・ 加藤寛．石巻市・女川町．2016/9/28

・ 加藤寛．南三陸町支援．2016/9/29

・ 加藤寛．みやぎ心のケアセンター運営委員会．みやぎ心のケアセンター．2016/10/19．仙台市

・ 加藤寛．石巻市震災心の支援室サポート会議．石巻市．2016/10/27．石巻市

・ 亀岡智美．熊本地震．八代市への子どものこころの診療活動．2016/6/18．八代市

・ 亀岡智美．熊本地震．熊本市熊本県への子どものこころの診療活動．2016/8/19．熊本市

・ 亀岡智美．熊本地震．大分県への子どものこころの診療活動．2016/10/21．大分市

・ 大澤智子．熊本地震 DPAT 派遣活動．2016/4/22 ～ 4/29．熊本

・ 大澤智子．奈良県広域消防組合　惨事ストレス要綱作成会議 　2016/7/22．神戸

・ 大澤智子．奈良県広域消防組合　惨事ストレス要綱作成会議 　2016/9/15．神戸

・ 田中英三郎．DPAT 熊本地震派遣．2016/4/16-22．熊本

・ 田中英三郎．東日本大震災被災地（大槌町）のこころのケア支援活動．2016/5/27-28．岩手

・ 田中英三郎．東日本大震災被災地（大槌町）のこころのケア支援活動．2016/7/15-16．岩手

・ 田中英三郎．東日本大震災被災地（大槌町）のこころのケア支援活動．2016/9/9-10．岩手

・ 田中英三郎．東日本大震災被災地（大槌町）のこころのケア支援活動．2016/11/18-19．岩手
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Ⅲ　参　考

（6）　その他

・ 亀岡智美．2013 年～．大阪府子ども家庭センター ｢TF-CBT 症例検討ワーキングプロジェクト」講師

・ 亀岡智美．平成 28 年度．大阪府こころの健康総合センター「トラウマ関連事例検討会」講師

・ 大澤智子．2004 年度～現在．兵庫県警察本部　犯罪被害相談員

・ 大澤智子．2004 年度～現在．千葉県警察本部　外部スーパーバイザー

・ 大澤智子．2010 年度～現在．総務省消防庁　緊急時メンタルサポートチーム

・ 大澤智子．2013 年度～現在．第五管区海上保安本部　メンタルヘルス対策アドバイザー

・ 大塚美菜子．2016/9/30 ～ 2016/10/2．EMDR Weekend1 トレーニング．ファシリテーター．東京

・ 大塚美菜子．2017/3/17 ～ 2017/3/19．EMDR Weekend1 トレーニング．ファシリテーター．神戸

（注）本センターの刊行物掲載分及び主催事業分等は除く。
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