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はじめに

は じ め に

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、平成16年4月に開設され14年目をむかえました。

この間、研究、人材育成・研修、情報発信・普及啓発、連携・交流、相談・診療の五つの機能
を相互に連携しながら、多様な取り組みを進め、効率的かつ効果的に各事業を展開してきました。

平成29年度において特筆すべき事業としては、兵庫県こころのケアチーム：「ひょうごDPAT」
として南海トラフ地震を想定した大規模地震時医療活動訓練に参加し、EMIS入力、DPAT調整本
部・拠点本部運営、病院被災を想定した入院患者搬送訓練等を実施したことと、子どものトラウ
マへの第一選択治療として推奨されているTF-CBTのLocal Expertとして認定された日本人講師が
実施する日本で初めての「TF-CBT Introductory Training」研修を開催したことが挙げられます。

その他、調査研究では「災害後の精神保健医療分野における外部支援の受援に関する研究」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、引き続き「こころのケア研修」、「音楽療法士養成講座」、「ヒューマンケアカレッジ
実践普及講座」を実施いたしました。特に「ヒューマンケアカレッジ実践普及講座」においては
新たな講師陣をお迎えし、県民ニーズに合わせた講座を開催することにより、受講生の増加を図
ることができました。

診療では、カウンセリング、薬物治療に加え、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、熊本地震や東日本大震災において、災害発生時の職員現地派遣に続き、
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中長期的
な支援を継続しています。

情報の収集発信では、平成29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、140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29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29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

＊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

（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 2 1 1 12

非常勤嘱託 4 3 7
精神保健福祉センター兼務 1 1

臨　時 1 1
日々雇用 1 1 2

計 12 3 5 1 1 1 23
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Ⅱ　平成29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

災害後の精神保健医療分野
における外部支援の受援に
関する研究

大規模災害発生時には、多くの支援者が全国から被災地に入る。被
災地には外部支援者を受け入れ、活用する受援力が求められる。熊本
地震における事象を見ても、支援と受援のかみ合った活動は今後の課
題と考えられた。

本研究では、東日本大震災と熊本地震の被災地で精神医療保健分野
における受援を担当した保健師 16 名に半構造化インタビューを行っ
た。内容を分析し、受援時の課題やスムーズな支援活動に有効な体制
について考察を行った。

トラウマインフォームド・
ケアに関する文献的考察

トラウマインフォームドケアは、本人と家族にトラウマに関する
情報を提供することによって回復の意欲を高めようとするトラウマ
支援の基本概念であり、どのような現場においても、また、どのよ
うな職種の支援者であっても容易に提供できることが利点であると
されている。

本研究では、トラウマインフォームドケアについて文献的に考察し、
その歴史的背景や、さまざまな応用方法などを明らかにした。

発達障害児者におけるトラ
ウマ臨床の実態についての
調査研究
－心理臨床の専門家を対象
とした質問紙調査－

トラウマ体験を有しトラウマ症状を呈する発達障害児者の症例の報
告がなされることはあるが、症例報告として論文化されたものは世界
的にもごく僅かであり、臨床実践に際して参照できる資料は非常に少
ない。

H28 年度に実施した発達障害児者へのトラウマ臨床を実践してい
る臨床家を対象にしたインタビュー調査で得られた質的データを元
に、質問紙調査票を作成し日本国内の心理臨床の専門家を対象とした
質問紙調査を実施し、得られる量的データから，日本における発達障
害児者に対するトラウマ臨床の実態を明らかにする。
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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

子 ど も の PTSD 診 断 面 接 の 国 際 標 準 で あ る CAPS-CA の 最 新 版
（DSM-5 準拠）の英語へバックトランスレーション作業を完了し、日
本語版の言語的妥当性を確認した。この CAPS-CA-5 日本語版を用い
て現在フィールドトライアルを実施中であり、少数例に対する予備的
インタビューを完了し、CAPS-CA-5 日本語版の実施の手引きを作成中
である。来年度は、フィールドトライアルを実施するサイトを拡大し、
大規模なデータ収集を行う予定である。

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、これま
で行って来た 1 年後、2 年後、3 年後の面接調査に引き続き、13 年
後のインタビュー調査を行う。これに先立ち、こころのケアセンター
受診歴のある負傷者の診療録調査を行い、交通災害の長期調査の先
行研究と慢性疼痛と PTSD との関係に関する先行研究の文献を展望し
た。今後 20 名程度を対象にインタビューを行い、集めたデータを修
正版グラウンデッドセオリーを用いて分析する予定である。交通災害
後の長期調査は非常に限られている。その長期的影響と有効な支援や
治療についてこの貴重な機会を生かして明らかにしていく。

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

労働者の精神健康上の問題による休職・離職は大きな社会問題と
なっているが、特にハラスメント行為への曝露は大きなストレス要因
と考えられる。本研究では、ハラスメント行為が労働者の精神・身体
健康に長期的に与える影響を検討するためにコホート調査を行うこと
とした。今年度はベースラインとなるデータの収集を行い、約 7,000
名のデータを収集した。今年度のデータは次年度以降の収集する同様
のデータと比較検討するための資料とする。今年度のデータでは、現
時点でのハラスメント行為の業種別・職種別の実態や精神・身体健康
との関連について検討を行った。

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

現在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、阪神・淡路大震災以降、20 年間で取り組
まれてきた惨事ストレスおよびメンタルヘルス対策の総括を行う。ま
た、外部専門組織との連携に重きを置いた対応策のみならず、各組織
内でメンタルヘルス案件全般に対応できるようになるために提案され
ているピアサポート制度の実行可能性を見極める調査を行い、これら
の結果を踏まえ、現状に即した最新の惨事ストレス・メンタルヘルス
対策のガイドラインを提案する。

（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30年3月13日（火）

　（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

 兵庫県こころのケアセンター   
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Ⅱ　平成29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 H29.5.20 28-1の3
労働者の職業生ストレス、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
（H29.5.20）

2 H29.7.1

29-1 発達障害児者におけるトラウマ臨床の実態についての調
査研究－心理臨床の専門家を対象とした質問紙調査－

条件付承認
（H29.7.1）

29-1の2 発達障害児者におけるトラウマ臨床の実態についての調
査研究－心理臨床の専門家を対象とした質問紙調査－

承　　　認
（H29.7.21）

29-2 災害後の精神保健医療分野における外部支援の受援に関
する研究

承　　　認
（H29.7.1）

29-3 トラウマ体験が子どもの心身に与える影響に関する研究 変更の勧告
（H29.7.1）

29-4 日本版複雑性悲嘆治療の予備的効果研究 条件付承認
（H29.7.1）

29-4の2 日本版複雑性悲嘆治療の予備的効果研究 承　　　認
（H29.9.27）

29-5 災害救援組織におけるピアサポート制度の実行可能性に
関する実態調査研究

条件付承認
（H29.7.1）

29-5の2 災害救援組織におけるピアサポート制度の実行可能性に
関する実態調査研究

承　　　認
（H29.7.21）

29-6 アジアにおける災害精神保健システムに関する現状分析 承　　　認
（H29.7.1）

3 H29.7.28 29-3の2 トラウマ体験が子どもの心身に与える影響に関する研究 承　　　認
（H29.7.28）
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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 29 年度は、2 期（1 期：平成 29 年 7 月～ 11 月、2 期：平成 30 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。

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、

開設以来 14 年連続で、こころのケア研修全体の受講者数（特別研修を除く）は 660 人と定員（505 人）

を超える人数を確保した。

平成 26 年度より開催している特別研修について、「子どものトラウマのアセスメント」、「TF-CBT　

Introductory Training」、「PTSD 構造化面接 -CAPS を理解する」の 3 コースを実施した。

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。

【研修体系】
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Ⅱ　平成29年度の取り組み

【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

7/12・13
（2 日間） 消防職員 35 63

発達障害とトラウマ 8/3
（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 78

対人支援職のためのセルフ
ケア

8/17・18
（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、
保育職員等

35 51

DV 被害者のこころのケア　 9/20
（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 48

悲嘆の理解と遺族への支援 9/27・28
（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 46

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－

10/5・6
（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 23

犯罪被害とこころのケア 10/12・13
（2 日間）

保健・医療・福祉・教育・司法・警察・消防関
係等職員 25 21

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）－

11/9・10
（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 28

基
礎

子どもの領域におけるトラ
ウマインフォームド・ケア
～トラウマを「見える化す
る」支援を学ぶ～

7/26
（1 日間）

保健・医療・福祉・教育・司法・警察・消防関
係等職員 80 82

小　　計 340 440

2
期

専
門

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 28

対人支援職のためのセルフ
ケア

1/31・2/1
（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、
保育職員等

35 48

発達障害とトラウマ 2/8
（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 71

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 37

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 36

小　　計 165 220

合　　計 505 660

（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（％）

337
（51.1）

323
（48.9）

660
（100.0）

〈県外の内訳〉
  （人）

大阪 京都 滋賀 鳥取 岡山 三重 愛知 愛媛 奈良 香川 島根 徳島 長野

102 39 31 18 18 13 11 10 8 7 7 7 6

広島 宮城 静岡 和歌山 高知 大分 沖縄 北海道 福島 福井 山口 埼玉 茨城

6 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1

新潟 山梨 岐阜 福岡 熊本

1 1 1 1 1

（男女別）　　　　　　　　　　　　　　  （人）

男性 女性 計（％）

258
（39.1）

402
（60.9）

660
（100.0）
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Ⅱ　平成29年度の取り組み

【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 63 人
（1） 性  別 男性 61 人、女性 2 人
（2） 県内･県外の別 県内 33 人、県外 30 人
3 期 間 平成 29 年 7 月 12 日（水）・13（木）　2 日間
4 日 程

（1） 1 日目（7 月 12 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 13 日）

（第 1 期専門）

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

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 78 人
（1） 性  別 男性 18 人、女性 60 人
（2） 県内･県外の別 県内 52 人、県外 26 人
3 期 間 平成 29 年 8 月 3 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
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

（第 1 期専門）
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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 48 人
（1） 性  別 男性 7 人、女性 41 人
（2） 県内･県外の別 県内 24 人、県外 24 人
3 期 間 平成 29 年 9 月 20 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

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 51 人

（1） 性  別 男性 9 人、女性 42 人

（2） 県内･県外の別 県内 36 人、県外 15 人

3 期 間 平成 29 年 8 月 17 日（木）・18 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：福井貴子主任研究員
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 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 17 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 18 日）

（第 1 期専門）
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Ⅱ　平成29年度の取り組み

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 46 人
（2） 性  別 男性 18 人、女性 28 人
（1） 県内･県外の別 県内 18 人、県外 28 人
3 期 間 平成 29 年 9 月 27 日（水）・9 月 28 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」 関西学院大学：坂口幸弘教授　　
12:15～13:15 〈休憩〉
13:15～14:45 講義「遺族対応の基本」 甲南女子大学：瀬藤乃理子准教授
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（9 月 27 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「子どもの悲嘆」 兵庫県こころのケアセンター：田中英三郎主任研究員
16:15～16:30 受講証交付・アンケート記入

（2） 2日目（9月28日）

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 23 人
（1） 性  別 男性 4 人、女性 19 人
（2） 県内･県外の別 県内 9 人、県外 14 人
3 期 間 平成 29 年 10 月 5 日（木）・6 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「被災者の心と体を守るために」 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 5 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 6 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 21 人
（1） 性  別 男性 9 人、女性 12 人
（2） 県内･県外の別 県内 10 人、県外 11 人
3 期 間 平成 29 年 10 月 12 日（木）・13 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」 兵庫県警察本部被害者支援室：藤川真実室長
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 12 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

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（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 13 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 28 人
（1） 性  別 男性 8 人、女性 20 人
（2） 県内･県外の別 県内 11 人、県外 17 人
3 期 間 平成 29 年 11 月 9 日（木）、10 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 9 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 10 日）
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Ⅱ　平成29年度の取り組み

子どもの領域におけるトラウマインフォームド・ケア～トラウマを「見える化する」支援を学ぶ～ （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 82 人
（1） 性  別 男性 18 人、女性 64 人
（2） 県内･県外の別 県内 45 人、県外 37 人
3 期 間 平成 29 年 7 月 26 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 「トラウマインフォームド・ケアの基礎」
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）

12:00～13:00 〈休憩〉
13:00～13:30 施設見学 ※希望者のみ
13:30～15:00 ワーク「トラウマインフォームド・ケアの実践」 兵庫県こころのケアセンター：大塚美菜子主任研究員
15:00～15:15 〈休憩〉
15:15～16:45 「児童虐待とトラウマインフォームドケア」 大阪府中央子ども家庭センター：島ゆみ総括主査
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 28 人

（1） 性  別 男性 28 人

（2） 県内･県外の別 県内 1 人、県外 27 人

3 期 間 平成 30 年 1 月 25 日（木）・26 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
10:45～12:00 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 26 日）
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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 71 人
（1） 性  別 男性 17 人、女性 54 人
（2） 県内･県外の別 県内 36 人、県外 35 人
3 期 間 平成 30 年 2 月 8 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」 かく・にしかわ診療所：西川瑞穂院長
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

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 48 人
（1） 性  別 男性 12 人、女性 36 人
（2） 県内･県外の別 県内 28 人、県外 20 人
3 期 間 平成 30 年 1 月 31 日（水）・2 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「ストレスとは」

兵庫県立大学大学院：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 31 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（２月１日）
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Ⅱ　平成29年度の取り組み

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 37 人
（1） 性  別 男性 14 人、女性 23 人
（2） 県内･県外の別 県内 18 人、県外 19 人
3 期 間 平成 30 年 2 月 15 日（木）　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 36 人

（1） 性  別 男性 35 人、女性 1 人

（2） 県内･県外の別 県内 16 人、県外 20 人

3 期 間 平成 30 年 3 月 1 日（木）・2 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

10：15～12：00
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： 加藤寛センター長（医師）
 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　「子どものトラウマのアセスメント」　
　　　　　・日時：平成30年1月10日（水）
　　　　　・講師
　　　　　　兵庫県こころのケアセンター
　　　　　　　亀岡智美副センター長
　　　　　　　山本 沙弥香主任研究員
　　　　　　　大塚 美菜子主任研究員
　　　　　　　高田紗英子特別研究員
　　　　　・受講者数：82名（定員：80名）
　　　　　・受講料：1万円
　　2　「TF-CBT Introductory Training」
　　　　　・日時：平成30年1月11日（木）～ 12日（金）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
　　　　　　岩手医科大学神経精神科学講座講師／いわてこどもケアセンター副センター長：八木　淳子
　　　　　　被害者支援都民センター犯罪被害相談員：新井　陽子
　　　　　　大阪大学大学院人間科学研究科准教授：野坂　祐子
　　　　　　大阪府中央子ども家庭センター総括主査：島　ゆみ
　　　　　・受講者数：59名（定員：50名）
　　　　　・受講料：4万円
　　2　「PTSD構造化面接-CAPSを理解する」
　　　　　・日時：平成29年12月2日（土）1日間
　　　　　・講師：加藤寛こころのケアセンター長
　　　　　・受講者数：23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30年3月9日（金）
　（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
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Ⅱ　平成29年度の取り組み

　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

559
（32.2）

1,178
（67.8）

1,737
（100.0）

386
（22.2）

1,331
（76.6）

20
（1.2）

1,737
（100.0）

・相談方法としては電話が最も多く7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 不明 計（％）

477
（27.4）

1,259
（72.5）

1
（0.1）

1,737
（100.0）

・相談の内、約7割は女性である。
・不明はFAXでの相談であり、性別がわからなかった者である。

（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 16
（0.9）

42
（2.4）

129
（7.4）

195
（11.2）

282
（16.3）

183
（10.6）

30
（1.7）

860
（49.5）

1,737
（100.0）

IP
（※）

62
（3.5）

295
（17.0）

260
（15.0）

264
（15.2）

339
（19.5）

210
（12.1）

45
（2.6）

262
（15.1）

1,737
（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

118
（6.8）

118
（6.8）

128
（7.4）

153
（8.8）

150
（8.6）

138
（7.9）

188
（10.8）

183
（10.6）

143
（8.2）

94
（5.4）

141
（8.1）

183
（10.6）

1,737
（100.0）

・月別相談件数は、表のとおりである。

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）

6
（0.3）

23
（1.3）

1,605
（92.4）

45
（2.6）

6
（0.3）

8
（0.5）

44
（2.6）

1,737
（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（％）

1,398
（87.1）

148
（9.2）

35
（2.2）

1
（0.1）

22
（1.3）

1
（0.1）

1,605
（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（％）

141
（8.1）

130
（7.5）

62
（3.6）

41
（2.4）

33
（1.9）

27
（1.6）

2
（0.1）

46
（2.6）

77
（4.4）

1,178
（67.8）

1,737
（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、「通りがかり」、「施設」、「研修受講」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（％）

1,296
（74.6）

285
（16.4）

126
（7.3）

30
（1.7）

1,737
（100.0）

・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（％）

50
（3.9）

19
（1.5）

11
（0.8）

57
（4.4）

13
（1.0）

358
（27.6）

134
（10.3）

256
（19.8）

266
（20.5）

21
（1.6）

50
（3.9）

24
（1.8）

37
（2.9）

1,296
（100.0）

・トラウマ・PTSDの内訳は、「性被害」「虐待」「DV」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（％）
590

（34.0）
176

（10.1）
40

（2.3）
630

（36.3）
281

（16.2）
20

（1.1）
1,737

（100.0）
・相談の結果、全体の3割以上が当センターの診療所を紹介している。
・他機関紹介は他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、福祉事務所等への紹介である。
・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（％）
61

（15.0）
346

（85.0）
407

（100.0）
・全体の約8割が女性である。

  （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（％）
3

（0.7）
16

（3.9）
68

（16.7）
113

（27.8）
51

（12.5）
155

（38.1）
1

（0.3）
407

（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 その他 計（％）
25

（6.1）
72

（17.7）
70

（17.2）
13

（3.2）
6

（1.5）
112

（27.5）
33

（8.1）
76

（18.7）
407

（100.0）
・カウンセリング対象者の内訳は、「虐待」「DV」「性被害」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 その他 計（％）
386

（94.8）
19

（4.7）
2

（0.5）
407

（100.0）
・セッションの9割以上は心理療法である。
・その他は、家族との面接である。

（4） 自殺対策への取り組み
　自殺問題の深刻化に伴い、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にしている。

（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

216
（9）

202
（6）

217
（7）

195
（6）

212
（11）

218
（6）

217
（7）

242
（6）

272
（6）

227
（7）

246
（9）

293
（4）

2,757
（84）

・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

99
（11）

72
（9）

26
（5）

24
（2）

38
（5）

45
（6）

304
（38）

（　）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（％）

22
（26.5）

61
（73.5）

83
（100.0）

・受診者の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（％）

4
（4.8）

13
（15.7）

16
（19.3）

15
（18.0）

19
（22.9）

14
（16.9）

2
（2.4）

83
（100.0）

・年齢別では、40代が最も多く、次いで20代、30代である。
・初診患者の2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）

1
（1.2）

80
（96.4）

2
（2.4）

0
（0）

83
（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（％）

64
（80.0）

13
（16.3）

3
（3.7）

0
（0）

0
（0）

0
（0）

80
（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（％）

56
（67.5）

6
（7.2）

4
（4.8）

6
（7.2）

9
（10.9）

2
（2.4）

83
（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、家族が診療所に受診していて紹介があったケースや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（%）

1
（1.2）

5
（6.0）

7
（8.5）

18
（21.7）

0
（0）

10
（12.0）

1
（1.2）

11
（13.3）

15
（18.1）

4
（4.8）

1
（1.2）

10
（12.0）

83
（100.0）

・初診内訳は、「性被害」「虐待」が多い。
・その他は、「暴言」やPTSDではない疾患である。

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（％）

75
（90.4）

1
（1.2）

5
（6.0）

1
（1.2）

1
（1.2）

83
（100.0）

・9割が診療を継続している。
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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　10回
（支援対象人数）　延べ　315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
・岩手県における支援者への研修

（主 な 支 援 先）　大船渡保健所、陸前高田市　等
（対 応 職 種）　医師
（支 援 回 数）　1回
（支援対象人数）　60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、気仙沼市　等
（対 応 職 種）　医師、臨床心理士
（支 援 回 数）　8回
（支援対象人数）　延べ　235人

・福島県における支援者への研修
（主 な 支 援 先）　福島県立医科大学
（対 応 職 種）　医師
（支 援 回 数）　1回
（支援対象人数）　20人

②熊本地震（平成28年4月から）

（主 な 支 援 先）　熊本県、熊本市
（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　840人
うち現地派遣研修会
（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　840人

③消防隊員の事故におけるポストベンション（事後対応）

（主 な 支 援 先）  事故の起こった消防署
（対 応 職 種）  医師、臨床心理士
（支 援 回 数）  2回
（支援対象人数） 延べ　41人
うち現地派遣
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（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）　40人

④学校における危機対応

（主 な 支 援 先）　県内の学校
（対 応 職 種）　臨床心理士、保健師
（支 援 回 数）　17回
（支援対象人数）　延べ　52人
うち現地派遣
（対 応 職 種）　臨床心理士、保健師
（支 援 回 数）　1回
（支援対象人数）　35人

⑤チリ大地震　（平成26年度から4年計画）

（主 な 支 援 先）　チリと南米の防災・こころのケアにかかわる政府、軍隊、NGO 
（対 応 職 種）　医師、臨床心理士
（支 援 期 間）　8月28日～ 9月1日、10月26日
（支援対象人数）　延べ　465人
（支 援 内 容）　チリ国緊急時及び災害時こころのケアモデルの構築プロジェクト運営指導　等
うち現地派遣
（主 な 支 援 先）　チリ（サンディアゴ、アリカ、バルパライソ）
（対 応 職 種）　医師、臨床心理士
（支 援 期 間）　8月28日～ 9月1日
（対 象 人 数）　450人

⑥マレーシア国被災者への心理的ケア人材育成プロジェクト　（平成29年度から3年計画）

（主 な 支 援 先）　マレーシア保健省管轄病院、危機管理局　等 
（対 応 職 種）　医師、臨床心理士
（支 援 期 間）　7月16日～ 19日、2月12 ～ 23日
（支援対象人数）　延べ　40人
（支 援 内 容）　マレーシア国被災者への心理的ケア詳細情報収集調査　等
うち現地派遣
（主 な 支 援 先）　マレーシア
（対 応 職 種）　医師、臨床心理士
（支 援 期 間）　7月16日～ 19日
（対 象 人 数）　30人

⑦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

（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）　延べ　49 回
（支援対象人数）　延べ　559 人
（支 援 内 容）　研修企画、関係機関へのコンサルテーション、支援者の啓発用資料作成の助言、施

設見学　等
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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（Disaster Psychiatric Assistance Team : DPAT ）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）ひょうごDPAT運営委員会への参加
　兵庫県・神戸市、精神保健福祉センター、ひょうごこころの医療センター、こころのケアセンターの5
機関で構成
　　第1回運営員会　平成29年6月16日（金）　参加者16名
　　　大規模地震時医療活動訓練について
　　　「ひょうごDPAT」研修実施計画について
　　第2回運営委員会　平成29年8月23日（水）　参加者12名
　　　大規模地震時医療活動訓練の振り返り
　　　「ひょうごDPAT」研修について
　　第3回運営委員会　平成30年3月16日（金）　参加者13名
　　　今年度の振り返りと次年度計画について　

（2）大規模地震時医療活動訓練への参加
　南海トラフ地震を想定した内閣府の訓練で、今年度は兵庫県が訓練場所として指定されており、DMAT
と連携しての訓練を実施した。訓練では、EMIS（広域災害救急医療情報システム）入力、調整本部・活
動拠点本部運営、病院の被災を想定した入院患者搬送、精神科診療所の情報伝達訓練を実施した。
① 訓練実施

日　　時 （ア）平成29年7月28日（金）12:00 ～ 17:00　
 （イ）平成29年7月29日（土）8:00 ～ 17:00
参加者数 （ア）訓練プレーヤー 13名　見学者1名　
 （イ）訓練プレーヤー 64名 模擬患者10名　見学者6名
訓練場所 兵庫県災害対策センター・こころのケアセンター・湊川病院・ひょうごこころの医療センター

（以下HMHCと略す）

日にち 時間 主体 内容
7月28日 12:00 　　 南海トラフ地震発災

調整 調整本部立ち上げ
調整 EMIS入力開始

調整 精神科診療所がメーリングリ
ストで情報伝達

14:00 活拠 活動拠点本部立ち上げ

調整 DPAT要請（ひょうごDPAT,
岡山DPAT）

訓練スケジュール	（調整本部：調整　活動拠点本部：活拠　搬送：搬送隊）

日にち 時間 主体 内容
7月29日 8:00 調整・活拠 調整本部・活動拠点本部参集

活拠 ひょうごDPAT登録
8:30 活拠 岡山DPAT登録
9:00 搬送・活拠 被災病院の状況把握のためDPAT1隊派遣
9:30 搬送・活拠 DPAT1隊の増員要請

搬送・活拠・調整 DMAT隊の要請
10:20 被災病院・搬送 湊川病院にてDMAT、DPAT引き継ぎ、患者リスト作成
11:30 搬送・活拠 搬送患者リスト連絡

受入病院・活拠 搬送先との連絡調整
12:00 活拠 HMHCへの搬送指示

活拠 診療所の被害状況整理とマッピング
搬送 HMHCへの搬送

12:30 受入病院・搬送 搬送患者の引き継ぎ
15:30 搬送 搬送終了、活拠へ移動
16:00 調整・活拠・搬送 訓練終了・反省会
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② 訓練報告会
日　　時　平成29年9月15日（金）13:30 ～ 17:00
場　　所　兵庫県災害医療センター
出席者数　116名（DMAT隊員、訓練参加団体、健康福祉事務所・保健所、兵庫県関係課等）
　　　　　　　　（当センターからは3名出席）

（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　　時　平成29年9月30日（土）10:30 ～ 16:30
参加者数　56名（ひょうごDPATチーム登録者等）
医療機関：19（38名）　健康福祉事務所・保健所：8（8名） 市町：1（1名）　その他：3（9名）

時間 内容 講師

10：30 ～ 10：35 オリエンテーション

10：35 ～ 11：00 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－

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

11：00 ～ 11：40 DPAT 活動とは
災害医療概論と DPAT の活動 兵庫県こころのケアセンター

 田中　英三郎　主任研究員

兵庫県防災計画と精神保健医療体制 兵庫県障害福祉課　精神障害福祉班
 長岡　美佐　主査

11：40 ～ 12：20 関係機関の活動と災害時連携
　DMAT における活動と連携
　保健師の活動と連携

神戸赤十字病院 中田　正明　放射線係長
朝来健康福祉事務所 前田　仁代　地域保健専門員

12：20 ～ 13：20 昼食・休憩

13：20 ～ 14：30 熊本地震での経験から支援者に望むこと 熊本県こころのケアセンター 矢田部　祐介　センター長

14：30 ～ 14：40 休憩

14：40 ～ 15：40 グループワーク
　災害が起きた場合の活動想定

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

15：40 ～ 16：20 グループ発表
助言 熊本県こころのケアセンター 矢田部　裕介　センター長

16：20 ～ 16：30 総括・討議

大規模災害時医療活動訓練
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② ステップアップ研修　
日　　時　平成29年11月18日（土）10:30 ～ 16:30　　
参加者数　42名（ひょうごDPATチーム登録者等）
医療機関：15（31名）　健康福祉事務所・保健所：2（2名）　市町：1（1名）　その他：3（8名）

時間 内容 講師

10：30 ～ 10：40 あいさつ
オリエンテーション

兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

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

11：00 ～ 11：10
　

DPAT 活動の実際 兵庫県こころのケアセンター 福井　貴子　主任研究員

11：10 ～ 12：40 熊本地震における病院被災時の対応と
DPAT との連携

社会医療法人ましき会　益城病院 犬飼　邦明　理事長

12：40 ～ 13：40 昼食・休憩

13：40 ～ 14：15 大規模地震時医療活動訓練からの学び 兵庫県こころのケアセンター 岩崎　みちよ　相談室長
兵庫県ひょうごこころの医療センター
 藤井　千里　看護師長
医療法人尚生会　湊川病院 臼井　健　看護師長

14：15 ～ 16：00 シミュレーション
＜検討事例＞
　被災した精神科病院への支援
　不眠や不安を訴える被災者への対応
＜紹介事例＞
　精神科救急事例への対応
　トラブルの絶えないリーダー
　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 田中　英三郎　主任研究員

16：00 ～ 16：20 支援者支援について 兵庫県こころのケアセンター 加藤　寛　センター長

16：20 ～ 16：30 総合討論

③ 推奨研修   サイコロジカル・ファースト・エイド     
日　　時　平成29年12月16日（土）10:30 ～ 16:30
参加者数　26名
医療機関：9（20名）　健康福祉事務所・保健所：2（2名）　市町：1（1名）　その他：2（3名）

時間 内容 備考

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 研究主幹　大澤　智子

12：00 ～ 13：00 　　　昼食・休憩

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

兵庫県こころのケアセンター 研究主幹　大澤　智子

16：30 ～ 16：40 閉会・受講証発行

（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、マニュアルの補足資料としてロジスティクスの業務内容を追記し、ホーム
ページ上にアップした。
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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14,602件で、昨年度より56.7%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、熊本地震に関する「ひょうごDPAT」活動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）19回　　（人数）306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を内容とした「こころのケア」シンポジ
ウムを、平成29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29年11月16 日（木）13：30 ～ 16：30
（参加者）　140名
（内　容）

・研究報告
  「職場いじめ（パワーハラスメント）の実態と予防のあり方について」
 兵庫県こころのケアセンター主任研究員　山本　沙弥香
・講演
  「現場を変えるいじめの科学」
 大阪大学大学院連合小児発達学研究科特任講師　和久田　学
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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、
4 ～ 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、専門講座の聴講を実施した。

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 H30. 1.24 ～ H30. 2.28（5回） 54名
専門講座＜実践論分野＞ H29. 6. 3 ～ H29. 9.13（17回） 21名

専門講座＜関連領域分野＞ H29. 6. 2 ～ H29. 9. 9（16回） 23名
専門講座＜実技分野＞ H29.10. 4 ～ H30. 3. 6（19回） 19名

ヒューマンケア
実践普及
講座

ターミナルケア講座 H29. 7. 7 ～ H29. 9.12（7回） 66名
グリーフケア講座 H29.10.11 ～ H29.12.12（7回） 63名
アートとこころのケア講座 H30. 1.10 ～ H30. 2.17（4回）  41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 12 月 27 日（水）
　　　（b） 認定審査会開催日　同　上
　　　（c） 認定申請者数　　　18 名
　　　（d） 認定者数　　　　　14 名

②　更新認定の審査
　　　　「兵庫県音楽療法士」の新規認定後 4 ～ 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。
更新年度 平成 28 年度 平成 29 年度

認定審査会開催日 平成 29 年 4 月 15 日（土） 平成 29 年 11 月 25 日（土）
更新申請者数 21 名 16 名
更新認定者数 20 名 15 名

※年度内に更新認定を確定するため、29 年度は申請時期を早めて実施した。

（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、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 30 年 3 月 8 日（木）午後 1 時 30 分～午後 4 時 50 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 〈記念講演会〉

  　演題：「こころに寄り添う言葉と音楽～かけがえのないあなたに～」
  　講師：時田　直也氏（声楽家）
  　講師：松本　佳久子氏（武庫川女子大学准教授・日本音楽療法学会認定音楽療法士）
  〈実践活動発表会〉
  　平成 29 年度新規認定音楽療法士実践活動発表（2 例）
  　・「集団音楽活動を通して他者との意志疎通を目指した事例」
  　・「家族との時間共有支援のための音楽療法～発語・発声のないクライエントとの事例～」

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　110 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、専門講座の聴講を実施した（参加者：のべ 13 名）。

【参考 1】
平成 29年度音楽療法講座「基礎講座」
月 日 曜日 時　間 講　　座　　内　　容 講師（所属・氏名）

1 24 水
13:00～15:00「音楽療法とは」 武庫川女子大学名誉教授 

益子　務15:00～17:00 音楽療法の定義、対象者と目的、

2 7 水
13:00～15:00「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「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

2 14 水

13:00～15:00
「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

「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

2 23 金

13:00～15:00「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
「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

2 28 水

13:00～15:00「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「基礎講座まとめ」
班別討議による総合的理解

頌栄短期大学名誉教授
阿部　恩
向陽病院音楽療法士
森本　恵美子

（5） その他
　①音楽療法ミニセッション＆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・ホールでのミニセッション＆コンサート「歌
で旅する兵庫の五国」を、HAT 神戸で行われる「ひょうご安全の日」のイベントにあわせて開催した。

　　出演協力：ミュージックセラピー神戸お陽さま、大阪音楽大学・神戸芸術工科大学学生
　　日　　時：平成 30 年 1 月 17 日（水）14：00 ～ 15：30

　②館内展示

　　エントランス・ホールにおいて、彫刻作品等の展示を行った。
　　展示協力：神戸大学大学院人間発達環境学研究科 塚脇 淳 教授（平成 30 年 3 月）
　　展示期間：平成 29 年 10 月～平成 31 年 3 月迄
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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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平成 29年度ひょうごヒューマンケアカレッジ
●ターミナルケア講座（全7回・21時間）
月 日 曜日 時　間 講　　座　　内　　容 講師（所属・氏名）

7 7 金 13:30～16:30 死にゆく（ターミナル期の）人の特徴とケア
「身体的・心理的・社会的・霊的な痛み」

畿央大学健康科学部教授
河野　由美

7 20 木 13:30～16:30 スピリチュアルペインの理解と
スピリチュアルケアの実践へのヒント

カトリック大阪大司教区司祭・上智大
学大阪サテライトキャンパス・ガラシ
ア病院チャプレン　松本　信愛

7 27 木 13:30～16:30 在宅ターミナルケアと介護
「苦痛を軽減する姿勢と介助方法」

但馬長寿の郷理学療法士
小森　昌彦、中西　智也

8 10 木 13:30～16:30 アドバンス・ケア・プランニング 神戸大学医学部附属病院緩和支持治療科
特命教授　木澤　義之

8 24 木 13:30～16:30 「最後まで自分らしく」
～認知症の家族と共に～　

認知症の人と家族の会　兵庫県支部
代表　河西　美保

8 31 木 13:30～16:30 在宅ターミナルケアと疼痛のコントロール 関本クリニック院長　関本　雅子

9 12 火 13:30～16:30 全人的ターミナルケアの理解と実践
上智大学グリーフケア研究所特任所
長、生と死を考える会全国協議会会長
髙木　慶子

●グリーフケア講座（全7回・21時間）
月 日 曜日 時　間 講　　座　　内　　容 講師（所属・氏名）

10 11 水 13:30～16:30 死別と悲嘆（グリーフ）を理解するために 
（導入講義）

兵庫県こころのケアセンターセンター長
加藤　寛

10 18 水 13:30～16:30 悲嘆について（総論） 関西学院大学人間福祉学部人間科学科
教授　坂口　幸弘

11 1 水 13:30～16:30 グリーフケアの実践 
～カウンセラーの立場から～

京都産業大学学生相談室主任カウンセラー
米虫　圭子

11 9 木 13:30～16:30 自死遺族の悲嘆を通して 
～悲嘆に向き合う～ 「虹玉の会」会長　杉本  光昭

11 29 水 13:30～16:30 心療内科医としての遺族支援 神戸赤十字病院心療内科部長
村上　典子

12 5 火 13:30～16:30 子どもの悲嘆 兵庫県こころのケアセンター主任研究員
田中　英三郎

12 12 火 13:30～16:30 人生の中の悲しみを生き抜く力
上智大学グリーフケア研究所特任所長・
生と死を考える会全国協議会会長
髙木　慶子

●アートとこころのケア講座（全4回・11時間）
月 日 曜日 時　間 講　　座　　内　　容 講師（所属・氏名）

1 20 土 13:40～16:30 デジタル絵本をつくろう！～障害のある
子どもたちの自己表現をサポート～

㈱グッド・グリーフ代表取締役
朝倉　民枝

1 27 土
13:30～15:10 アート・セラピー（芸術療法）とは

～地域での取り組み事例から～
臨床心理士・甲南大学客員研究員
内藤　あかね

15:20～17:00 子どもたちのこころを守る「抱き枕」づくりⅡ
～保健室での取り組み～ 兵庫教育大学准教授　淺海　真弓

2 3 土 13:30～16:00 暮らしを支えるアートの力
～ホスピタルアートの視点から～ 近畿大学文芸学部教授　森口 ゆたか

2 17 土 13:30～16:00 臨床美術（クリニカルアート）とは
～アートでこころのリフレッシュ～

（株）フェリシモコレクション企画事業部部長代理
木野内　美里
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10　その他受託事業

（1）JICA 国別研修（マレーシア「LEP2.0 被災者への心理的ケア」）
　マレーシアにおける災害後の安定した精神保健サービスを開発するための人材を養成する研修を実

施した。

　（開催年月日）平成30年2月13日（火）～ 23日（金）

　（対 象 国）マレーシア

　（対 象 者）マレーシア保健省医師等

　（参 加 者）10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、広島市安佐南区総合福祉センター

（2）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。

①神戸市

　開  催  日：平成29年5月24日（火）～平成30年2月21日（金）

　開 催 場 所：神戸市防災学校   

　参  加  者：94名（研修4回）、1,535名（ストレスチェック）

② 西宮市

　開  催  日：平成29年7月11日（火）、14（金）

　開 催 場 所：西宮市消防局   

　参  加  者：60名（研修2回）

③ 守口市門真市消防組合　

　実 施 期 間：平成29年7月～平成30年1月

　実 施 人 数：376名（ストレスチェック）

（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29 年12 月～平成30 年1 月

　実施人数：208 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）に関する監修及び集団分析のコンサルテーションを行った。
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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29年9月14日（木）に外部評価委員会を開催し、平成28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）
　野田　哲朗　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

（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 A

連携・交流事業 S

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） A

安定的な運営のための収支バランスの確保等 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：年度計画どおりと言えない面もあるが、工夫もしくは努力によって中期計画を達成し得る。

　　　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高い。
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総合評価

1　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、平成16年4月の開設後13年目にあたる。

　この間、研究、人材育成・研修、情報発信・普及啓発、連携・交流、相談・診療の五つの機能を相互

に連携しながら、多様な取り組みを進め、効率的かつ効果的に展開している。

2　平成28年度に特筆すべき点は、平成28年4月に発生した熊本地震において、平成26年に設置された

「兵庫県こころのケアチーム：ひょうごDPAT」として初めて被災地支援を行ったことである。職員を

被災地へ派遣し、倒壊のおそれのある精神科病院からの入院患者の搬送支援や避難所、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や支援者支援を行うとともに、派遣終

了後も熊本県、熊本市、大分県等被災地の精神医療関係者等へのコンサルテーション及び講師派遣を

行っている。また、熊本地震での実践経験を生かしDPAT研修会の実施等、DPATの体制整備に係る支

援を行った。

　このように当センターの蓄積された知識・技術を持って、積極的に被災地支援を行うことは高く評価

される。

3　また、「こころのケア」に関する専門知識・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、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

も高く評価できる。特にホームページにおいて、災害時におけるこころのケアや子どものこころのケア

について内容の充実に努めてきた結果、平成28年度においては、年間目標（36,000件）を大幅に上回

るアクセス数（111,827件）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。

4　「こころのケア」の全国的な拠点施設として期待に十分応え、複雑性悲嘆、発達障害とトラウマなど

新たな分野への研究の拡大、子どものトラウマケアへの注力、トラウマ被害者に対応できる支援者の育

成等に努めている。潜在的なトラウマ治療のニーズが相当あると推測される中、PTSDに有効とされる

EMDR、PE、TF-CBTなどの技法を用いた専門治療のできる施設が少ないため、当センターが先導して

こうした効果の高い専門治療を行っていることは大いに評価できる。

5　このように、当センターの様々な活動が高い社会的効用をもたらすだけでなく、その活動が評価され

連携先の地域や機関の活動にも好影響をもたらし、連携がうまく進み拡張している。

6　今後の課題として、「定量的な目標達成がされていないもの」、「目標達成されているものの特定の

定量指標の数値の伸びが低減傾向のもの」が認められるため、これらに対する次年度への対応策を定

め、計画的に取り組む必要がある。また、当センターの有する重要なミッションに鑑み、引き続き先駆

的・指導的役割を果すため、設置者である県に対して一層の人的及び経済的充実を期待する。
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皆さんこんにちは。ただいま御紹介にあずかりま

した主任研究員の山本と申します。本日は職場いじ

めの実態と予防のあり方についてお話をさせていた

だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、現在、労働者の職場のストレスや精神健康

の問題というのは大きな社会問題となっています。

50名以上の事業所にはストレスチェックが法律で義

務づけられるなど、メンタルヘルスの対策も以前よ

りは進んできている印象がありますが、精神障害に

かかる労災申請や認定は年々増加するなど事態はあ

まりよくなっているとは言えません。また労働者のス

トレスと一口で言ってもさまざまなものがありますが、

こちらの示すような長時間労働とか仕事の量、仕事

の内容とかいろいろありますが、今までは長時間労

働や仕事の量がクローズアップされがちかと思いま

す。ただ、厚生労働省が労働者にとったアンケート

によれば現在の仕事に強い不安や悩み、ストレスを

感じている労働者の割合は60.9％にものぼります。

その中でその方たちが一番感じているストレスは職

場の人間関係だと調査結果でも出ています。長時間

労働や仕事の量の多さがストレスになるのはもっと

もですけれども、職場の対人関係の問題に関しては、

あまりこれまで研究はされてきませんでした。私も臨

床心理士として労働者の方のカウンセリングを行う

機会があるんですけども、職場の対人関係の傷つき

やハラスメントの問題で相談を受けることが多かっ

たため、現場の感覚としてはもう少し職場の対人関

係のトラブルを調査する必要があるのではないかと

考えました。今回の私の発表では国内や海外のパワー

ハラスメント・職場いじめの研究を紹介しながら、

私どもが行った研究についてもお伝えしていければ

と思っておりますのでお願いします。

まず、職場いじめの実態についてです。全国の都

道府県の労働局で労働相談を日々行っているのです

が、そこで行われた相談の件数と内容についてお示

ししたものになります。平成17年度は全相談の中で

も10％ぐらいが職場いじめの内容だったんですけど

も、27年度には27％を占めるようになりました。全

相談件数の中でもいじめ、嫌がらせの問題は4年連

続でトップを取り続けている現状があります。この背

景にはいじめや嫌がらせが実際に増えていることも

あると思いますし、以前より声を挙げやすくなったこ

ともあるかもしれませんが、どちらにせよ、これだけ

職場の中のいじめ、嫌がらせの問題が労働者の中

でストレスになっていることが伺えると思います。こ

のように年々いじめや嫌がらせの相談がふえてくる

現状があったために、厚生労働省では2012年に職

場のいじめや嫌がらせを総称してパワーハラスメント

と呼ぶこととし、パワーハラスメントに関する提言を

発表しました。それによればパワーハラスメントとは、

「同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関

係など職場内の優位性を背景に業務の適性の範囲

を超えて、精神的、身体的苦痛を与える、または職

場環境を悪化させる行為」と言っています。

少し難しいのですが今からお伝えするところがとて

も重要かと思っています。職場内の優位性というの

は、単に役割の優位性ではないんですね。皆さんパ

ワハラというふうにすると上司から部下というふうに

思われる方が結構いらっしゃるんですが、そうでは

なくて同僚間もありますし、部下から上司へもあり得

ますし、バイトから新入社員へ、なんてこともあった

りします。パワーバランスの問題ということですね。

（1）研究報告

「職場いじめ（パワーハラスメント）の実態と予防のあり方について」

山本　沙弥香（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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また、個人ではなく集団でのパワハラということも当

然あり得ます。もう一つ重要なのが業務の適正な範

囲を超えてというところです。よく私がパワハラの研

修をさせてもらうときに皆さんが心配されるのは、上

司の方がよくおっしゃるのは指導がパワハラだって言

われたらどうしようとかなんですね。指導とパワハラ

の境界線がわかりにくいと言われる方がいます。仕

事のために必要なことを伝える、適切な指導をする

ことはもちろん大事なことなので指導自体は何ら悪い

ことはでないと思います。それ自体は組織を維持す

るためにも、仕事のクオリティーを上げるためにも必

要なことだと思いますが、しかし、必要なことを伝え

る場合にも人を傷つけるような指導となっているの

であれば、それは適切な指導と言えないと思います。

適切な言葉選びや態度をもって指導するというとこ

ろが、業務の適切な範囲での指導だといえます。

パワーハラスメントという言葉は皆さん上司から部

下へというふうに誤解されているところがあるので、

私の発表ではこれ以降職場いじめというふうにパワー

ハラスメントのことを言わせていただきたいと思いま

す。厚生労働省は職場いじめ、パワハラの類型とい

うことで6種類のいじめの内容があるということを

2012年に同じく発表をしております。それによれば、

身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切

り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害という

この6種類があります。身体的な攻撃というのは足で

蹴られるとか頭を小突かれて怒られるとかいうことで

すし、精神的な攻撃というのはみんなの前で大声で

叱責するとか、あとは人格を否定するようなことを言

われるとか、無能扱いをされるような言葉を言われ

るとか、そういうことですね。人間関係からの切り離

しは挨拶をしても無視をされてしまうとか、部署の食

事会に誘われないとかですね。過大な要求というの

はどうしても仕事量がふえてしまうということではなく、

わざと一人では無理だとわかっている仕事を一人で

やらせるとか、休日出勤しても終わらない業務を強

いるとか、そういうところが過大な要求に当たります。

過小な要求は逆で業務の合理性がないのにわざと

その人に仕事を与えない、もう辞めさせる目的で仕

事を与えないなんてこともあったりしますし、営業で

配属されたのに草むしりだけやらせるなんてことも過

小な要求という形になります。個の侵害はプライベー

トなことを必要以上に聞いてきたりとかあとはその人

のライフスタイルだったり、家族、趣味を馬鹿にし

たりすることが個の侵害に当たります。

もう一つ職場いじめというのはどんどんエスカレー

トしていくという特徴があります。最初は適切な指導

だとなっていたものがどんどん熱が入ってしまって最

終的にイエローゾーンになりレッドゾーンになってい

き、というようなことがあり得ます。また組織や文化

によってもブルーゾーンとかイエローゾーンのところ

の線引きが曖昧です。この組織ではOKだけどこの

組織ではだめというところがあったりするので、一概

にこれがいいですよ、悪いですよというところが言え

ないというところがあったりします。その辺りはちょっ

と難しいところなんですが、どちらにせよイエローゾー

ンのところには既に人を傷つけるような行為がある

わけなのでイエローゾーンの時点でそれを許容して

しまうと、それがさらにレッドゾーンにつながっていっ

てしまう。ここでイエローゾーンの行為があったとき

に早目に対処しないとどんどんどんどんと、職場いじ

めがエスカレートしてしまうということがあるのでは

ないかと思います。

被害状況についてですが、厚生労働省は過去3年

間に被害経験のある労働者はどれくらいいるのか調

査をしました。32.5％いらっしゃるとのことです。ど

うでしょうか。私はすごく多いなあと思っています。

また、職場いじめの研究はヨーロッパのほうでさか

んなのでヨーロッパの29カ国、EU加盟国の加盟国

の調査の状況を出させてもらいました。発生率、差

があるんですけども7.5％から22.6％ということです。

29カ国中、23カ国以上が10％以上の発生率となっ

ています。これを見ていただくと日本だけではなく、

世界的にも職場いじめというのはまれなことではなく

て、やはり取り組んでいかなければいけない問題な

のかなと思います。海外では全体調査が進められて

いるんですが日本では厚生労働省の調査はあるんで

すけれども、あまり実態が進められていないこともあっ

たことと、あと厚生労働省の調査は過去3年間にい

じめを受けたかどうかということで、現時点でどれく
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らいいじめを受けてる人がいるかということがわかり

にくいところがありましたので、実際にさまざまな業

界や職種でこの調査実態の職場いじめの発生率はど

れくらいかということを調査をさせてもらいました。

これは特別研究員の牧田が行った研究ですが割と

大手の複数の製造業の労働者の方にアンケート調査

をさせてもらいました。職場いじめの調査で世界的

に使用されている自記式の質問紙を使用したんです

けれども、過去6カ月間の中で週に1回以上、他者

からの否定的な行為を受けたかどうかということを聞

きました。あなたは職場いじめの被害者ですかとは

聞いてないです。どれくらい否定的な行為を受けま

したかというふうに聞いています。そうすると15.6％

の方が今の時点で週に1回以上受けていると報告さ

れました。私の調査では複数の中小事業所の労働

者の方にアンケートをとらせていただきました。先ほ

どと同じようなアンケート調査を使っているんですが、

これでは何と19.7％の該当者がいらっしゃいました。

もう一つこれは研究主幹の大澤の調査ですけれども、

先ほど私が過去6カ月間の中で、自分はいじめ被害

者だと感じているかということを消防局の勤務の方

にアンケートを行ったものです。これは5.1％という

数字になっています。今までの調査と異なって自分

はいじめの被害者だと認めている人なので、少し数

値が低くなっているところがあります。いじめ行為を

受けていても自分がいじめの被害にあっていると言

える人は多くはないので、否定的な行為を受けてい

る人はこれ以上いらっしゃるかなと思います。今お

示ししたように、現時点でのいじめの発生率を見る

とかなり高い数字があるのではないかと思います。

今は実際の発生率というところを見ていきましたが、

職場いじめがさまざまなところに影響するということ

が研究で示されているので、こちらのほうについて

紹介をしたいと思います。

これまでの研究から職場いじめはこころだけでは

なくて、からだ、仕事に対する態度、周囲ですね、

周囲といっても同僚だけじゃなくて家族への影響もあ

ります。あと組織や社会への影響、いろいろなとこ

ろに影響があるということが示されています。中でも

こころへの影響の研究はとても多いのですが、複数

の研究をまとめて効果を確認する、メタアナリシスと

いう手法があるんですけども、それによると職場い

じめを受けている人は抑うつだったり不安だったり、

ストレス関連の精神症状が見られることがあるんで

すが、特にPTSDの症状やバーンアウトの症状が強

く見られるということが示されました。また職場いじ

めを受けている時点だけでなく、その後の抑うつ症

状も強く出るということが示されています。私どもの

ほうでも調査をさせてもらいました。先ほど私が中

小事業所の職場いじめと精神健康度の関連につい

て、労働者の方にアンケートを行ったとお伝えしまし

たが、その同じ対象者の方にアンケートをとらせても

らいました。いじめの内容によって精神健康度はど

れくらい影響が異なるのかどうか、というところを調

査したんですが、男性と女性で違う結果が出ました。

男性では仕事に関する情報を与えてもらえないとか、

あとは自分が手に負えないくらいの仕事をさせられ

たりする、というような仕事に関連したことに関する

いじめといったところでより精神健康にネガティブな

影響があるということが示されました。あと女性に関

しては、のけものにされるとか、仲間外れにされる

とか、無視されるといった場合に、より精神健康に

ネガティブな影響がありました。どちらも共通して言

えることは、男女ともに怒るとかどなられるとか目に

被害状況（私どもの調査から）

19.7

80.3

中小事業所労働者638名

被害曝露

被害なし

（山本ら,2015）

過去６ヶ月間の中で、週に１回以上他者からの否定的な行為を受けたか

さまざまな影響

こころ

周囲（同僚・家族）からだ

組織・社会への影響仕事に対する態度
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見えるようないじめよりも、無視のような表に出にくい、

目に見えにくいいじめほど精神健康度にダメージが

あることが示されました。

次にからだの影響です。これまでの研究であまり

からだへの影響は検討されていないのですがこころ

だけではなくて、からだに影響があるということも想

定はつくかと思います。職場いじめ被害を受けてい

ない人に比べて、いじめ被害を受けた人はその後の

循環器疾患のリスクが上がるということや睡眠が悪

化するという研究結果はあります。こちらは今後さら

なる検証が必要なため、現在、私どもで研究を行っ

ています。次は仕事に対する態度への影響です。ま

ず、当然と言えば当然なのですが離職したい気持ち

が強まるとか、組織が行っていることに積極的に関

与したいという気持ちが低くなったり、あと仕事への

満足度が減るということが挙げられます。また欠勤も

多くなることが示されています。これらを総合すると

本人の健康状態だけではなくて、仕事のパフォーマ

ンスに影響を及ぼすことになり、組織にとってもとて

も不利益になることがおわかりいただけると思います。

次に被害者本人の影響だけではなく、周囲の人の

影響についてもお伝えしたいと思います。まず、同

僚や目撃者への影響ですが、目撃した人には高いス

トレス反応が見られることが研究でも示されています

し、職場いじめを目撃した人はその後の抑うつも、

目撃していない人に比べて高いとか、あとその職場

を退職する意向が強まるという結果があります。研

究の結果から被害者だけでなく、周囲の人の健康や

仕事のモチベーションに影響することがあるので、

単に被害者と加害者だけの関係で済まされる問題で

はないと思います。周囲の人への影響という点でい

けば、一緒に働いている人だけではなくて家族への

影響も見られます。職場でひどい扱いを受けた人は

配偶者やパートナーに対して話さなくなったり、敵意

を向けるなどの行動が増加します。あと職場での対

人ストレスを強く感じる母親は子供に対して話しかけ

るとか、優しく関わるといった養育行動が減少する

といった研究結果もあります。職場いじめは家族に

対して健康的なコミュニケーションをとれなくなって

しまうという弊害が出てくるということです。あと組織

や社会への影響、既に被害者のパフォーマンスが落

ちるとか周囲の方のパフォーマンスが落ちるというと

ころで、既に組織への影響が十分出てると思うんで

すけれども、それをお金に換算すると、いじめを受

けた人一人当たり300万から1,000万くらいの損失

が出るという結果や、病院だと1,800万もの損失が

出ると報告されています。国レベルでいけばイギリ

スでは年間3,000億円もの損失になるという結果も

出ています。このように単に被害者に与える影響だ

けでなく、周囲に与えるさまざまな影響が出るという

ところが職場いじめの難しいところかと思います。

さて、ここまではいじめなどが影響を与えるのかと

いうことについてお話をしましたが、ではなぜ起きる

のかということについてお話をしていきたいと思いま

す。これは学校でのいじめの構造について図式化し

ていて、少し古いものなんですが職場いじめにも似

たような構造があると考えてお示ししました。この図

で示されているのはいじめには被害者と加害者の二

者関係だけではなくて、観衆や傍観者など職場いじ

めを継続させてしまうような要因があったり、その下

にはこの構造を支える組織の問題があるということで

す。個別の要因で見ていくと加害者側の要因があり

ます。研究はあまり進められていないんですが、クラッ

シャー上司なんて本もありましたけれども、能力の

高い人ほど自分にも厳しいが他人にも厳しい状態に

なりやすいとか、その方の性格特性みたいなとこもあっ

たりするかもしれません。女性より男性のほうが職

場いじめ行動を行いやすいところもありますが、仕

事の量が多く、仕事のプレッシャーが高く自分でコン

トロールしにくい仕事を抱えている人ほど職場いじめ

行動を行いやすいという研究結果もあるので、背景

にその加害者の個人だけの問題だけではなくて、職

傍観者＝見て見ぬふり

観衆＝いじめを肯定

加害者

被害者

森田（1986）を一部改変

いじめの構造

この構造を支える組織の問題もある
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場での高いストレスがいじめ行動を助長させるとい

う可能性があると考えられます。被害者側はマイノリ

ティがいじめを受けやすいですとか、日本では有期

雇用や中卒であったり、世帯収入が低いという人ほ

ど職場いじめにあうリスクが高まることが示されてい

たりしますが、逆にハイパフォーマーが嫉妬の対象

となり被害を受けることもあると言われています。

ただ、お示しした方々のいじめ被害のリスクが高

まることはあると思うんですけども私も相談を受けた

りする印象からは、その状況に置かれれば誰でも被

害者になる可能性があるのではないかと思います。

今までは個人の要因だったんですけども加害者の

要因でも少し触れてきたように、加害者が加害行動

を行ってしまう組織の要因があるのではないかという

ところで研究も結構進められているので御紹介させ

ていただきたいと思います。やはり先ほどもお伝えし

たようにストレスが多く存在する余裕のない職場、

特に役割葛藤、自分が何の仕事をしていいのかわ

からないというような役割の曖昧さとか仕事の不安

定さなどがあると、対人葛藤が起きやすくそれが職

場いじめと発展するいうことが示されています。結局、

誰がどの仕事をやるかということで揉めたりとかいろ

んなとこから指示が飛んできて何をしたらいいのか

混乱したりということで対人葛藤が起きやすくなると

いうことで、複数の研究からも示されています。あと、

やらされ仕事の多い職場で、自分である程度仕事の

スケジュールを自由に組み立てたり、クリエイティビティ

を発揮できない職場では、労働者自身のフラストレー

ションがたまることで職場いじめの被害者になる可

能性も高まるし、加害者にもなる可能性が高まるこ

とが示されています。

もう一つはリーダーシップの要因というところで研

究が進められているところがあります。リーダーシッ

プにもいろんな種類があるんですけども、大きくわ

けると三つのリーダーシップのもとで職場いじめが発

生しやすくなると言われています。一つが権威的リー

ダーシップと呼ばれるような目標達成や業務遂行を

目標として、とにかくそれだけ、ほかの周りの人間

関係にはあまり注意を払わないというリーダーシップ

です。そのリーダーシップ自身が職場いじめだとい

うふうに認識されやすいというところもあるので、職

場いじめがそこでは発生しやすいというところもうな

ずけるかと思います。また、権威的でなくても自分

が率先して、ぐいぐい引っ張るようなタイプのリーダー

の元でも職場いじめが起きやすくなるということが示

されています。あとそれとは違って事なかれ主義と

いうか、あまりリーダーシップを発揮しないような自

由放任主義なリーダーシップでもチームの中で役割

葛藤が起きて職場いじめが逆に起きやすくなってし

まうという研究結果も示されています。このように職

場いじめにはさまざまな要因があるんですけれども

特にリーダーシップに要因を求めるところが、これま

での研究だと多く見られています。ただ職場は複数

の人で、一人そのリーダーだけで構成されているわ

けではなく、複数の人で成り立っているので、リーダー

以外の職場メンバーの行動もいろいろ職場いじめの

要因に作用するのではないかと考えられます。

そこで私のほうではリーダーシップ以外のチームメ

ンバーの行動が果たして職場いじめの発生にどんな

ふうに影響するのかというところで調査をしてみまし

た。これは先ほどの調査の対象者と同じ方なんです

けれども、その方々に自分の職場のチームワークの

状態と職場いじめの発生について自記式の質問紙で

記入してもらった調査になります。その結果によると、

リーダーシップは直接的にいじめの発生には影響し

ないという結果になりました。むしろチームメンバー

全体がチームの目標を共有したり、対人関係を維持

しようとする意識が低いと、より強くいじめの発生に

影響するということです。チームメンバーが周りの人

の仕事の進捗状況を確認するとかちょっと困ってい

るかなと手助けしたりする行動が少ないと職場いじ

めの発生が多くなるという結果でした。また、適切

な情報共有があったとしてもその後に手助けがない

職場では職場いじめの発生が多くなるという結果が

出ました。この結果から考えられることとしてはリーダー

シップはもちろん大事だと思うんですけどもチームメ

ンバー自身がお互いの仕事を把握したり調整したり

するということも大事で、一方的に情報やフィードバッ

クを与えてそのまま何もフォローしないということに

なるとまたそれはそれで問題だと考えられるというこ
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とです。ですので、チームメンバーが自分の行動だ

けでなく、周囲の仕事の状況を確認したり、手助け

できる行動を自発的に行えるようなチームをつくって

いくということが大事なのではないかと言えます。そ

のようなメンバーの行動を下支えするリーダーシップ、

サーバントリーダーシップとも言ったりしますが、そ

ういうようなリーダーシップがリーダーには求められ

ているのではないかなと思います。またリーダーだ

けではなくメンバー自身が自分自身のコミュニケーショ

ンを育てていく、自発性を育てていくということも必

要になってくるのではないかと思いました。

ここまでは発生要因についての調査のことと、私

どもの研究結果をお示ししたわけなんですけども、

次はどうすれば減らせるのかということについてお話

をしていきたいと思います。どういった介入や予防

策が効果的かという研究は発展途上で海外でも発生

要因の研究はされているんですが、効果的な予防対

策については十分に研究されているとは言えません。

ただせっかく研究をしているのでこれまでの研究を

踏まえて効果的な予防はどういうものかというところ

を考えていくことが必要ではないかと思います。まず、

日本ではどうかということについてお話をしたいんで

すが、日本での予防介入の現状としては、何らかの

職場いじめに対する対策を行っている事業所は

52.2％という形で、大規模事業所ほど取組率が高い

という結果になっています。これは全般的なメンタル

ヘルス対策にも言えることで大規模事業所ほど取組

率は高くて、小規模の事業所はメンタルヘルス対策

にさく余裕がないというところです。取組率は思った

より多いと思ったりもするんですが、取り組みの内容

としては1位としては相談窓口を設置する、2位とし

ては管理職向けの講習会を行う、3位就業規則や社

内規定に発生時の対応を盛り込むというところが主

な内容となっています。相談窓口の設置というところ

から考えてみたいと思うんですが、海外で被害者に

インタビューを行った調査によれば被害者は、自分

が悪い人間だと思って恥や自責感が増えてしまった

り、周りのサポートがとても希薄だと思っていて、被

害者自身が自分からSOSを出すというのはとても難

しいという研究結果が出ています。もっともかと思う

んですけれども、それを考えると相談窓口をつくるこ

とは大事なんですけれども、それのみを対策として

いるのであれば、効果としては十分ではないという

ところが言えると思います。

職場いじめの発生時に本人からSOSを出すのは難

しいというところがあることをふまえて、周りの人は

どんなふうに思っているんだろうか、何か解決のた

めのヒントはないのだろうかということで私のほうで

周囲の人にどんなふうに感じているのかということで

調査を行うことにしました。研究3としては目撃者へ

のインタビュー調査を行いました。職場いじめを目

撃した労働者の方10名にインタビュー調査を行って

職場いじめを目撃したときにどんなふうに感じたのか、

どんなふうに対応したのか、どんなことを組織に期

待したのかとかいうことをいろいろお話を聞かせても

らいました。その結果を抜粋させてもらうんですけれ

ども、結果としては目撃者の多くの方は被害者に手

をさし伸べたいという気持ちを持っているが介入が

とても難しいと感じているという結果が出ました。介

入を難しくさせる要因としては幾つかあるんですけれ

ども、被害者にちょっと大丈夫かなと声かけしてもい

じめられてないと行為を否定されてしまう、特に無

視や仲間外れというのは否定されてしまって被害を

確定しにくいということがありました。どなるとか暴

力とかであれば被害者が否定しても被害がわかるの

で介入がしやすいというところがあると思いますが、

無視や仲間外れは周囲もよくわからないというところ

があって、どうしたらいいのかわからないとおっしゃ

る方が多くありました。私の研究結果でも無視はより

精神健康にダメージがあるという結果から考えるとダ

メージがある行為ほど介入が難しいというのはもどか

しいなというところがあります。後は自分が介入する

ことで逆に被害が拡大するのではとか、自分自身が

ターゲットになっちゃうんじゃないかとか、事情も深

く知らないのにあまり入り込んでもよくないんじゃな

いのとか、介入したけど無理だったんだとかいうよう

なことなど、いろんなことで介入が難しい理由があ

るということでした。ただ目撃者の方のほとんどの方

が手をさしのべたいという気持ちがあることから、こ

れを解決に生かしていくということがとても大事なこ
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とかと思っています。もう一つ、目撃者の方にどんな

ことを組織に対策として期待しますかということに関

してお話を聞かせてもらったら、上層部に職場いじ

めの行為を認識してほしい、研修や人間関係を維持

する努力などが必要ではというところなどが示されま

した。労働者が知識をつける、法律的な知識はもち

ろん職場いじめに対する知識ももちろんですし、職

場全体でこの問題に取り組んでいくという必要を示し

てほしいというところの結果のあらわれなのかと思い

ます。

これまでの私どもの研究や海外や国内での研究を

もとにして、少しいじめの予防について考えてみたい

と思うんですけれども、やはり研究の結果を生かし

て対策を考えていくことが重要だと思います。対策

を予防という観点で見ていくと予防というのは第1次

予防、第2次予防、第3次予防というふうに分かれる

んです。まず、第1次予防は起きる前に予防する、

第2次予防は起きたときにそれ以上悪化させないよ

うに予防する、第3次予防は再発を防ぐというところ

が第1次予防、第2次予防、第3次予防の意味すると

ころです。メンタルヘルス対策も同じような考え方で

やっていますが、これと同じように職場いじめの予防

も考えていく必要があると思います。職場いじめの

予防として第1次予防としてはいじめが起きにくい土

壌づくり、第2次予防としてはいじめが起きたときの

早期発見・早期対処、そして第3次予防としては被

害者へのケア、加害者の今後の行為の予防というこ

とがあると思います。これまでの研究結果から考えら

れる予防策としては、まず多くの目撃者は現状を何

とかしたいと思う気持ちをもっているというところから、

やはり傍観者をいかに協力者にしていくかということ

が大事かと思います。まずは本人の訴えだけでなく

周囲の人の訴えも相談として聞き入れる柔軟な相談

制度をつくっていただくということが一つかと思いま

す。インタビュー調査に協力してくださった方の中に

は相談窓口に相談したんだけれども本人の訴えでは

ないからそれを相談として受け入れることは難しいと

言われて却下されてしまったというお話がありました。

何のための相談窓口なのかなというところなので、せっ

かく作ったのであれば効果的に機能する窓口として

是非組織で作っていただくことが大事かと思います。

現状の職場いじめの対策のところでは第2位に管

理職の研修が挙がっていましたが、啓発活動を管理

職だけに行うというのは不十分かと思います。上司

から部下に起こることだけが職場いじめでもないで

すし、やはり職場の皆さんが職場いじめに関して知

識をもっていただくというところが大事かと思います。

そこでいじめを受けた人がなかなか自分がSOSを発

信することが難しい、発生したときには周囲の人が

協力者になってもらいたいとかいうことも含めて啓発

活動を行っていただくということが必要になると思い

ます。このあたりが早期発見、早期対処の2次予防

的な取り組みに当たるのかと思います。次にリーダー

シップのあり方やチームのあり方が職場いじめの発

生に影響するという結果から、ケアとしては職場いじ

めの問題の概要を伝える研修って多くあると思うんで

すが、それだけでは不十分かと思います。第1次予

防的な取り組みで職場いじめを起きにくくするために

はやはりどうしたら効果的なリーダーシップが発揮で

きるのか、どんなふうに指導していったらいいのか

とかいうことを含めてリーダーシップの教育というと

ころも必要だと思います。ただ、リーダーだけに任

せるというのもそのリーダーだけに負担がかかってし

まうのもよくないですし、チームメンバーのあり方も

職場いじめの発生に影響してくるという私どもの研究

結果から、リーダーに任せるのではなくてチームメ

ンバー自身も学ぶ必要性があるかと思います。パ

フォーマンスを発揮しやすいチームのつくり方だった

り適切なコミュニケーションを学んでいく、健康的な

コミュニケーションのあり方を職場全体で共有してい

ただくということがとても大事なのではないかと思い

ます。もう一つ職場いじめは余裕のない職場で発生

重層的な予防の観点から

第三次予防

第二次予防

第一次予防

いじめが起き
にくい土壌づ

くり

いじめが起き
たときの対処
（早期発見・
早期対処）

被害者へのケ
ア、

加害者の今後
の行為の予防



50

しやすいという結果からやはり組織のトップが職場の

ストレスを理解して職場のメンタルヘルス対策の方

針を明確にしていただくということも大事かと思いま

す。50名以上の事業所でストレスチェックが実施さ

れるようになって少し対策は進んできているところも

ありますが、ストレスチェックをしたらそれでいいや、

それで終わりということではなくてそれをきちっと生

かしてやっていただきたいと思います。法定のストレ

スチェックは個人に結果を返すというところまでが義

務になっていて集団分析をしてその職場の状態を知

るということが努力義務になっているんですけれども、

是非ストレスチェックの集団分析を職場でもきちんと

活用していただいて、今この職場ではここのところが

あまり具合がよくないんだ、逆にこのところは良いん

だというところをきちんと把握していただいて現場レ

ベルで職場のストレス要因を減らしていく工夫という

ことをしていただければと思います。一見、職場い

じめと関係がないかと思われるかもしれませんが、

働きやすい職場づくりをしていくという考え方が結果

的に職場いじめの減少につながっていくのではない

かと思います。最後に第3次予防のところです。被

害者のケア、加害者への対応というところになると

思います。被害者には大きなこころのケガができる

ので被害者が適切な支援機関につながれるような組

織の仕組みというのも必要だと思いますし、私ども

のように支援を行っている機関が啓発を行っていくと

いうこともとても大事かと思います。

あと加害者の対応というのが処罰だったり配置転

換だけで終わるケースが結構あるんですが、その後

の再発のことを考えるとやはり今後の行為の予防の

ための教育とか振り返りもやっていく必要があるので

はないかなと思います。

お話をさせていただくとやるべきことがたくさんあっ

てどこから手をつけていいのかわからないというとこ

ろもあるかもしれませんが、一度にやるのは大変だ

と思うので、できるところから手をつけていただくと

いうことや、一人だけでやるのは難しいと思うので

ぜひ職場で賛同者を増やして、できるところからやっ

ていただければと思います。効果的な予防の対策や

介入とか研修などにご興味のある方はまたご連絡い

ただければと思いますのでよろしくお願いします。そ

れでは、駆け足になってしまいましたがこれで私の

発表を終了させていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。
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こんにちは。和久田でございます。ご期待に沿え

るかどうかわかりませんけど今から2時間ほどお話を

させていただきます。「いじめ」は非常にナーバスに

ならざるを得ないというか、センシティブな問題です

よね。でも僕はここでは科学という切り口でいきます

ので、皆さんいろんな思いがあると思うんですが、

それを一時、遠ざけて聞いていただければと思います。

さてこれから「いじめ」の話をするんですけども、

皆さんはいじめの経験者でしょうか。これが非常に

逆説的なのですが、皆さんがいじめの経験者だとい

うことが実はいじめ対応を難しくしているんです。子

育てもそうです。みんな当事者だと実はそのことが

難しくなります。なぜかというとみんなが経験者だか

らです。自分が経験したことってすごい重くて、それ

に引きずられます。例えば僕も中学校時代、クラス

の女の子がいわゆる何とか菌と言われていじめられ

ていました。一言もみんなから口をきいてもらえなかっ

た子がいました。自分自身も、嫌な友達からいつも

何だかんだとか言っていわゆる「いじられていた。」

という気がします。そうするとその経験がすごく重く

なる。多分皆さんもそうだと思う。そうするとそれが

話を難しくするんです。なぜかというと私の経験と皆

さんの経験と重さが微妙に違うんです。「いじめ」と

いうことに関する捉え方もいろいろ違ってきて、共通

で「いじめ」のことの話ができにくくなっちゃうんです。

ところで突然ですが、クイズをやります。ある未開

の島がありました。そこが恐ろしい場所だということ

ですが、その島から帰ってきた人があそこはすごい

怖いとこで大変なんだけど行くと心も体も鍛えられて、

すごいいいよ。強くなれるよ。という話があったとし

ます。

さてあなたは強くなりたいと思っています。そこで

問題ですが、この島に行きますか。それとも恐ろし

そうだから止めておきますか。

ところが、よく調べてみたら、その未開の島に行っ

て帰ってきたのは千人に一人くらいだというのがわか

りました。つまりあの島に行くと鍛えられるよと言っ

たのは千人に一人の生き残りだったんです。999人

の人は死んだのか行方不明になったのかわからない。

僕らに話してくれたのはたまたま生き残って帰ってき

た人だったというわけです。

こういうことはよくあります。つまり私たちは生き残っ

た人の話を聞くんです。成功した人の話を聞きます。

生き残らなかった人死んだ人は当然しゃべれません。

うまくいかなかった人はしゃべりません。こういうの

を生存バイアスと言います。興味があったらウィキペ

ディアで調べてください。載っていますから。こうい

うことは、よくあります。例えば〇〇ラーニングをす

ると英語がしゃべれます。うまくいった人だけですよ、

そうしゃべっているのは。ところがうまくいかなかっ

た人はお金払って静かにしています。同じように

〇〇法でダイエット成功しました。これも成功した人

だけが言って成功しなかった人は試したことさえ言

わない。これって怖くないですか。というのはどうい

うことかというと、例えば実際にあるんだけども皆さ

んのお友達でパチンコが好きな人、ギャンブルが好

きな人、必ず勝ってませんか。勝ったときしか言わ

ないんです。負けたときはこっそり自分の記憶のす

みに片づけているんです。例えばホームランバッター

のスラッガーが「僕がこんなホームランバッターに

なれたのは高校時代の監督が僕を殴ってくれたから

だ」って言う人、真面目にいるでしょう。これってど

う思います。これこそ生存者バイアスそのものです。

その人がホームランバッターになれたことと監督に

殴られたことの因果関係なんてどこにもありません。

そこに何の証明もない。しかしその人が言うと何とな

（2）　講　演

「現場を変えるいじめの科学」

和久田　学（大阪大学大学院連合小児発達学研究科特任講師）
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くそんな気がしてきて、じゃあ殴ってくださいという

ふうに信じてしまうかわいそうな高校球児が出てきま

す。それを真に受けて殴るバカな監督もいます。でも、

それっておかしくないですか。もちろんその人は元々、

才能があったわけで、殴られなくてもホームランバッ

ターになれたはずです。むしろ殴られたために本当

は才能があったのに部活を辞めてしまった子が見え

なくなって、どっかに行ってしまったわけです。ここ

で考えなければならないんですが、ここにいらっしゃ

る皆さんはどうでしょうか。たぶんいじめ経験者では

あるけれどもそこをサバイバル、生き残ってきた人

であるかもしれない。本当にいじめでつらい思いを

して、本当にいじめの悪い影響を受けた人っていう

のはここにいない可能性が高いでしょう。そうした人

は学校の先生にはなりません。支援者にもなりませ

ん。医者にもなりません。むしろ今も鬱になって苦

しんでいるとか、どこかでひっそりと生きているか、

いろんな悪い影響受けちゃっている。

そういうことを考えると、この問題に我々が経験則

を使うということは危険だとわかります。僕は例えば

いじめられたことがある。でもいじめられても勉強が

できたから大丈夫だったという経験をした先生は、「お

まえ勉強で頑張ればいいよ、いじめられても。」って

言っちゃう。「そんなもの大したことじゃいよ。」と、

それくらい大したことなかったという経験をもってい

る大人は言っちゃう。でもその子にとって本当に大し

たことないかどうかわからない。むしろその子にとっ

て大変なことが起きたとしたら、僕らは救えなくなる。

逆にその子を傷つけてしまう。つまり我々の経験則

には限界があるんです。特に弱者――弱者という言

葉がいいかどうかわかりませんが、いじめられてつ

らい思いをしている人、発達障害のある方もみんな

そうですが、ある意味、社会的に困難な状況にある

方に対して、いわゆる支援者、教師というのは強い

立場にある者が、自分の理屈を弱者に対して当ては

めるということに関しては良くないとしか言えない。

それで経験則使えないんだったらどうしたらいいの

といったらそこで我々は科学を使うことになります。

ですので、これからいじめについて科学的な研究の

結果を皆さんと共有していきましょうとなります。

ここから数字を見ます。現状分析の話をします。

まず、文部科学省が毎年いじめ調査をやっています。

この間も10月に発表になりました。去年の分が出ま

した。実は去年、発表があったときは非常に話題になっ

たんですが今年はこっそりと、発表された感じがしま

す。去年、なぜ話題になったかというと岩手県矢巾

町の事件があって、再調査がかかって3万件くらい

増えたからです。もちろん今年も増えています。増え

てるけども余り話題にならなかった。むしろ、この増

えてのは先生たちの感度がよくなったからだと言って

います。おもしろいという言い方は悪いですけど、ずっ

といじめ調査してきて波線があるところは調査の方

法が変わった、対象が変わったとこなんです。時々

こう、ガーンと上がるでしょう。これがなぜかというと、

何か事件があったときです。もちろん事件があった

らいじめが増える訳じゃないです。どういうことかと

いうと、取り方が変わる。先生たちの意識が変わる。

とするならば、ここに書かれているいじめの数という

のは、認知件数と書いてありますけど、実態をあら

わしているとは言えない。同じようにこれも文科省の

調査ですが、平成28年度でいじめを認知した学校

の割合、全体のところを見ると68.4％ですが。これっ

てどういうことかというと31.6％の学校が、いじめは

ゼロだと言っている。いじめがあるのかというと多分、

学校の先生たちはどこの学校にもあるよと言います。

ということはこの文科省の調査は申しわけないけど

いじめの実態をあらわしていない。先ほど山本先生

が職場いじめの数は出ていましたけども、本当に子

供のいじめってどのくらいあって、どんな形でどんな

ことが起こっているのかということを、やっぱり僕ら

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

我が国の現状
現状分析と課題の発見
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は事実をまず、しっかり見つめないといけないのです。

このことについて国立教育政策研究所が、いい調査

をしています。ここでは、典型的ないじめである仲

間外れ、無視、悪口が32％、39％。小学校になる

ともっと多い。「かなりありますよ。」ということが言

われています。ただこれも本当かどうかがちょっとわ

からなくて、どんな調査をしているのか、中身が見

えてこないです。文部科学省のデータだけ見ると認

知件数という中にどれだけいじめの事実が隠れてい

るかどうかはわかりません。それがふえたり減ったり

しています。今、少子化ですからこれってどういう意

味があるのかというのも、実はよくわからない。結局、

いじめは何なんだという話に尽きるんです。いじめっ

て我々は簡単に言ってるんだけど、いじめとけんか

の境界線はどこにあるのか。いじめとふざけの境界

線、どこにあるのか。やっぱり疑問に思いますよね。

例えばいじめの自殺事案、非常に深刻な事例があっ

てその詳細の情報が僕のとこにも、いろいろな、こ

ういう仕事していると入ってくるんですけど、よく言う

のが加害者の子供がそんなのいじめだと思わなかっ

た。みんなやってるから。みんな悪口言ってるし、

そのくらいからかうのは、みんなよくやってるから、

僕も言われたことあるし、それいじめだと思わなかっ

たと言います。というと急にわからなくなりませんか。

何か事件になったらいじめになるけど、そうじゃない

ときはいじめじゃなくて処理されている。これは変な

話です。

我々が最初にやらなければいけないのは、いじめ

が何なのかという観察対象を定義するということです。

まず、法律です。平成25年にできましたね。いじめ

の防止対策推進法、法律の定義というのは日本の国

が認めたことになるので、私たちも皆さんも、みん

なここにいる日本人はこれがいじめだという認識で

進まざるを得ません。これ何が書いてあるかという

と法律用語ですが読みましょうね。「この法律におい

ていじめとは児童等に対して当該児童等が在籍する

学校に在籍している児童等と当該児童等と一定の人

的関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

えるものを含む）であって、当該行為の対象となっ

て児童等が心身の苦痛を感じているものという。」こ

れは何を表しているかというと、一言です。「心身の

苦痛を感じているもの」なんです。これしかないん

です。ここの日本のいじめ定義は被害者が心身の苦

痛を感じていれば全ていじめですという立場をとって

います。これがまたくせもので、いろいろなところで

物議を醸しているのは事実でしょう。どんな物議かと

いうとこれでは被害者が少しでも苦痛を感じていれ

ば全ていじめになるという話ですね。極端な例だけど、

あいつ俺をにらんだと、俺は心身の苦痛を感じた、

あれはいじめだというやつです。ひっころんで痛かっ

た、あれはあいつがこっちを見たからだ、これはい

じめだと。これちょっと極端だけどもそのぐらいのこ

とがいじめに認定されてしまう。先生に言ったらいじ

めだと。しかも先生に言ったら先生も介入しないとま

ずい。一方、深刻なのは、被害者がいじめ行為に

慣れてしまって、いじめの苦痛を感じられなくなって

いる場合です。本人が意識することもできないぐら

い大変というのもあるんです。そうするとそれはいじ

めと取られない。結局いじめといじめでないことの

境界線がわからなくなってる。何でこうなったのかな

と思って調べてみると、日本でも平成18年の前まで

は違う定義だったんです。それはどういうのかというと、

自分より弱い者に対して一方的に身体的、心理的な

攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じて

いるもの。起こった場所が学校内外を問わないとす

るってあります。これはどういうのかというと最後に

あるのが今の定義と同じ被害要件です。深刻な苦痛

を感じている。これだけ今に残っています。あと2つ

条件がある。1個は自分よりは弱い者に対して、つま

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

いじめの定義（いじめ防止対策推進法）
平成25年度より

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童
等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人
的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響
を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含
む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦
痛を感じているものをいう。

現状分析と課題の発見
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りいじめ関係というのは強い者と弱い者の力の不均

衡があるんですよというのが1個目。2つ目が継続で

す。1回じゃなくてある程度の時間、継続しています。

最後に苦痛。被害性ですね。だから3つ言うと「力

の不均衡」、「継続反復性」、「被害性」になる。とこ

ろが平成18年度にそのうちの2つをとっちゃった。3

番目だけが残った。なぜかというとそのとき深刻な

事案が起きたんです。愛知だと思うんですが、そこ

で深刻な事案が起きたときに先生の介入が遅れてた

んです。その遅れた理由がこの1から3の条件を満た

すかどうか議論をしていたからという。そしたら文科

省が単純にじゃあ3つあるからいけないんじゃないか。

2つ取ったらもっと先生たちが早く介入してくれるんじゃ

ないか。そしたら悲劇的な事件が起こらないんじゃ

ないという経緯があったようです。

つまり今の日本のいじめ定義というのは被害者救

済を重視して、絶対、深刻事例をつくりたくない、

絶対、いじめで子供が自分の命を落すことはあって

はならないという強い意志が感じられるということで

は、評価に値するかなと思うんです。しかし科学的

に考えると、この定義に変わってから深刻事案がな

くなったという結果が出ないと実は意味がないです。

ところが皆さん御承知のとおり減らない。とすると、

多分、定義じゃないところに問題があって我々はうま

くいってない。しかも効果測定ができないです。い

じめの事実というのは十分に定義されていないから

です。

その結果、今、いじめに関しては日本は打つ手な

しみたいな感じになっている。なぜかというと「いじ

めだめ」って、みんな知っているでしょう。学校の

先生たちもいじめがダメだとわかっている。当然。

子供たちもいじめはダメだと言いますよ。100人聞

いたら100人いじめはダメですと言います。でも起こ

るんです。しかも被害を受けた子は深刻になっちゃう。

じゃあ何が原因でどういう手があるのかと、今と違う

観点からいかないといけない。今、日本のいじめは、

道徳教育でいじめなくそうとしているでしょう。それ

でうまくいけると思いますか。なぜかというと道徳と

いうと心情でしょ。いじめはだめだという気持ちをつ

くろうと言うんだけど、それは既にあると思います。

もうみんないじめだめだとわかっているし、なくさなきゃ

いけないと十分わかっている。でも何か違う要因で

うまくいかない。だから私が思うのに、やるべきな

のは道徳じゃないと思う。

では、他の視点から考えましょう。実は僕は特別

支援の専門家です。ところでLDって支援が難しいで

しょう。ASDやADHDに比べると得体がしれないです。

どういうふうに考えていいか。何をしてあげたらいい

かわかりにくいんでアメリカに研究に行ったんです。

そのときに当時の浜松医大の教授が、和久田君せっ

かくアメリカに行くからいじめの勉強してきてと言うん

で、行って、現地の中学校でLDの研修をしていた

ときに、その中学校の校長先生にいじめのことが知

りたいんですよと言ったんです。そうしたらそこから

その校長先生はいじめについて1時間、僕に講義で

すよ。アメリカは元々いじめの研究は遅れたんだけ

ども、銃の乱射事件とか起きて、そこからだんだん

いじめ研究が始まって、イギリスとかヨーロッパも始まっ

て、今、かなりいじめの研究というのは世界中で進

んでいる。いじめ研究はほとんど英語で発表されて

います。だから英語で論文を読んでいかないとだめ

ですので、一生懸命読むんです。そうすると世界の

感覚はいわゆる学校内でのいじめ研究はもう終わっ

ている感じです。

不思議でしょう。学校のいじめって大体どうやって

起きるかとか、どう対応すればいいか、わかってい

て今、世界のいじめ研究のトレンドは別のことに移っ

て、3つあります。何かというと1個はワークプレース

ブリイングです。ワークプレースというのは仕事の、

ブリイングというのはいじめだから、さっき山本先生

がやった、職場いじめを言います。あと二つは何か

というと1個は皆さんすぐわかる。ネットいじめですよ。

最後の1個何だと思います。勘がいい人は、わかる

んですがLGBT。セクシャルマイノリティ。性的マイ

ノリティのいじめというこの3つがいじめ研究。きょう

はワークプレースブリイングの話があって非常に興

味深かったんですけども、山本先生はヨーロッパが

進んでいると言われましたけど、アメリカも頑張ってて、

アメリカはどんなふうに頑張っているかというと、山

本先生のレポートでもありましたけれど、いじめがあ
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ると生産性が下がる。企業のね。職場いじめが起こ

ると企業の生産性が下がって、損をするからそれだっ

たら予防にお金をかけたほうがいいでしょうという理

屈でもって、職場いじめの予防プログラムができて

います。

もちろん、子供のいじめもプログラムが大きいも

ので3つぐらいあります。僕が今からお話しするのも、

もとネタに なって い る の は Bully-Proofing Your 

Schoolといって、BPYSとか訳されているもので、最

初に出会った校長先生がそれが一番いいよと言った

んで、調べてみたらやっぱりいい、すごくいいので

全部そのまま訳しているわけじゃないですけど、そ

こから勉強をしてやはり日本にあったものをつくろう

ということで動いていきます。

ではここから先行研究の話をします。まず、いじ

め定義です。日本はいじめの定義が法律で決められ

ていますが、ここでの定義は研究ベースで使われて

いるものです。

この人、オービヤスとかオールウェーズと呼びま

すけども、この方、ノルウェーの研究者です。この

人が1991年と1993年に出した論文、書籍で発表し

ている定義です。読みますね。「いじめとは反復と

力の不均衡によって特徴づけられる抗議行動の一部

です。一人またはそれ以上の者にネガティブな行為

に連続して長期的に曝されること。」と定義される。

第一のキーワードが「反復」です。次のキーワード

が「力の不均衡」。そしてネガティブな行為にさらさ

れる、ということで「被害性」というキーワードがあ

ります。よく見てみると平成18年度までの日本の定

義と同じです。

ところが日本は深刻事案があったために変えてし

まったといういきさつがあります。それで、これが国

際的にコンセンサスの得られている定義なのですが、

私の立場はこのBondsさんが2001年に出したキー

ワード、この4つがいいんではないかということで皆

さんと共有をしたいと思います。相手に被害を与え

る意図的な行為。これはつまり「被害性」を意味し

ます。次に「反復性」、「力の不均衡（アンバラン

スパワー）」、そして、ここですね、これがこの人が

出した新しい考え方、「不公平な影響（シンキング

エラー）」、「シンキングエラー」というのは考え方

の間違いということなんですが、それはあとで、詳

しく話をしていきます。

まず、「相手に被害を与える行為」というのは、

いいですよね。いじめに被害性があるのは当然なの

で。では「力の不均衡」というのを説明しましょう。

「力の不均衡」はどういうことかというと、いじめ

関係では必ず強い者が加害者で弱い者が被害者で

すよと言える。強い者と弱い者という関係はいわゆ

るのび太君とジャイアンみたいに体が大きいとか、

肉体的な力が強い者とそうでない者という力の不均

衡に限りません。精神的にタフな者が精神的に脆弱

な者をいじめるということもある。また知的に高い者

が知的に低い者をいじめるということもある。他にも

立場の違いというのもあります。例えば部長と平、こ

れは職場じゃないですよ。いわゆる部活の部長とそ

うじゃないメンバー。レギュラーと補欠、先輩と後輩、

さまざまなところでネットワークを持つ者とひとりぼっ

ちの者、いろんなアンバランスパワーありますよね。

次に「反復性」は実は括弧づけなんです。なぜ

かというと反復じゃなくて1回でも、非常に苦しいと

きがある。1回でも大変なので、反復性ということは

強調しないようにしようといことを、Olweusも言って

います。

そして問題はここなんです。「不公平な影響」、「シ

ンキングエラー」、後で何回も出てきますけど、どう

いう意味かというと被害者はすごく影響を受けるとい

うんです。つらくてたまらない、ものすごく気になる、

泣けちゃう、鬱になる、いろんな反応を起こす。とこ

ろが不公平なことに加害者はそうならないというんで

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

いじめの定義（学術）
• いじめとは、「反復と力の不均衡によって特徴づけられる攻
撃行動の一部」また「１人またはそれ以上の者のネガティ
ブな行為に、連続して、長期的さらされること」と定義され
る。（Olweus,1991,1993）

Key Words （Bondsら 2001）
相手に被害を与える意図的な行為、 反復性、
力の不均衡（Unbalance Power）、
不公平な影響（Thinking Error）

いじめに関する事実
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すよ。加害者はそれぐらい大したことないやとか、

これはオーケーなんだとか思っている。つまり、こ

れがシンキングエラーです。これはオーケーなんだ、

やっていいんだ、これは遊びなんだというように考え

てしまって、影響を受けないという特徴を持ちます。

となるとどうなるかというと、ここに「力の不均衡」と

「不公平な影響」もしくは「アンバランスパワー」と「シ

ンキングエラー」というこの2つということが非常に

重要になります。いじめの定義については文科省の

定義があるんでそれはそれでいいとして、私たちは

これ、この2つ、「アンバランスパワー」と「シンキ

ングエラー」を、いじめを深刻化させる2つのキーワー

ドということで、みんなで共有すべきだと言っている

わけです。

なぜこの2つがそろうと深刻化するのか、というの

を説明しましょう。

まず、「力の不均衡」、強い者が加害者、弱い者

が被害者、そうすると被害者は相手が強いので、や

り返せない、嫌も言えない、つらいも言えない、と

いうメカニズムをもちます。もし、やり返すことがで

きたり、やめろよと言えたりすれば、喧嘩です。対

等だから。

難しいのは女の子で、大人からは対等に見えてい

るのにアンバランスパワーができている。昨日までこっ

ちの子が強かったのに今日になったら、くるっと逆転

したりする。つまりいじめが起きている時点で言い

返せない、やり返せない状況が起こっているのがア

ンバランスパワー。だから被害者に対して、そんな

ことやり返せばいい、嫌って言えばいいじゃないの、

と言うのは全く意味のないアドバイスになります。

もう1つは「シンキングエラー」。

被害者はやり返せない、じゃ加害者がやめればい

いじゃないという話なんですがそれができません。

つまり加害者はシンキングエラーがあって、自分がやっ

ていることがいじめだと思っていない。それぐらい

いいと思っている。大丈夫、みんなやってるし。こ

れはいじめじゃない、これぐらいのことは許される、

遊びだ、みんな笑ってるもん、あいつ嫌だと言わなかっ

たし、というふうになります。そうすると被害者は弱

いからやり返せないし、嫌も言えない。加害者は気

づけない。この2つがそろうといじめの加害者、被

害者という当事者の中ではいじめは解決できないと

いう特徴を持ってしまいます。

例えば被害者がやめろって、嫌だよって言えれば

いいんです。加害者がごめんねって言えればいい。

それが言えない。だから加害者はいつの間にか加

害者になっている。しかもいじめの加害者の指導は

難しい。加害者はそれぐらい良いと思ったんですと、

真面目に言いますから。だからみんな、いじめはだ

めだと知っているのにやってしまうわけです。

じゃあシンキングエラーはどこから来るかという話

になります。そしてここに、「特にそういう文化がある

とこでは気づきにくい」と書いてあります。

これはどういうことかというと、例えば皆さんの中

にスポーツ、高校時代に運動部に入ってた方いらっしゃ

るかもしれませんね。そうすると厳しい運動部は高

校1年生に入ったとき立場が一番弱い。2年生になる

と普通になって、3年生になるとえらくなっちゃうんで

すね。そうすると高校1年生に入って部活に入ったと

きって先輩は偉いから先輩と1年生の間にはアンバ

ランスパワーありますよ。いつもおまえ、何しろ、あ

れしろと言われる。菓子買ってこいとか。マッサー

ジしろとか。何々しろと言いますね。そうすると被害

性ありますよ。しかも反復性、継続性あります。そし

て不公平な影響がある。やられる1年生はつらいけ

ど3年生はやって当然だと思っているから、そうする

とこの先輩と後輩の関係はいじめです。定義にあて

はまるからです。しかし1年生のときにあんなにつら

い思いした生徒が2年3年になったら、同じことをや

るでしょう。自分があんなにつらかったから、やめと

けばいいのにやる。つまりシンキングエラーはモデ

ルがいると起こりやすい。そういう文化として継承さ

れやすい。つまりこれをどこかで切りかえないといけ

ない。昔は許されたけど今、許されないということ

はあるわけ。これは子供の発達、人の考え方、いろ

いろ変わりますから。しかし文化があるところには気

づけない。よって、アンバランスパワーとシンキング

エラー、この2つがあるからいじめ関係は保持され

て深刻化すると言えます。

じゃあどうしたらいいのというのは勘が良い人はふっ
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と気がついたと思うんですが、この2つを崩せばいじ

めはなくなります。1つは力の不均衡が起きてる状況

を変えます。例えば弱者に言い返す、弱者に嫌だよ

と言えるような状況を大人がつくれば、解決できる

かもしれない。それから、もう1つ。今度は加害者

のシンキングエラーを正す。君がやっていることで

相手はつらい気持ちになっているよ。これはいじめ

ですよ、と伝える。相手の気持ちに気づくと、子供

はああそうかと言って直せる可能性があります。

間違ってもやっちゃいけないのはアンバランスパワー

がない世界を創りましょう、という方向です。みんな

平等にしましょう、ということ。

これは難しい。人間の社会にみんな平等はないで

す。学校現場でも。人間というのはみんな特性があっ

てこういうことが得意な人、不得意な人いるし、でき

る人できない人いるし、またリーダーがいてグルー

プがまとまりますね。だから力の不均衡をなくすこと

は必要ありません。

実は問題は「力の乱用」です。さっき山本先生が

言われたように自分の会社で自分の指導としてやる

ことはオーケーだけど指導の範囲を超えた途端にそ

れはパワハラになります。同じように部活で野球部

の先輩が野球部の後輩に対してバッティングの仕方

を教え、ランニングを教え、ピッチングを教えている

うちはオーケーだけど菓子買ってこいと言ったら、そ

れおかしいよね、おまえこれくれって言ったらおかし

いよね、となります。この線引きを上手にしないとい

じめっていうのはなかなか減らないということになり

ます。

本来、子供同士の争いというのは子供に解決させ

なきゃいけない。全ての友達同士と何か争い起きた

とき全部、先生が介入していったら、先生も忙しく

て大変だし、子供らに問題解決のスキルが育たない。

問題解決のスキルって大人になってからもとっても大

事です。そういう意味では部活動も大事だし、友達

同士で喧嘩するのも大事です。むしろ、そんなとき

は友達に助けを求めたり、協力して問題を解決させ

たりさせなきゃいけない。ところがアンバランスパワー

とシンキングエラーがそろった途端、子供はそれを

コントロールできないという状況に陥ります。女の子

はあっという間になります。ということはどうすれば

いいかというと、この力の不均衡と不公平な影響が

そろったら危ないよって、子供に教えちゃう。これ我々

大人もそうです。大人も上司との関係、自分の近し

い中でシンキングエラーとアンバランスパワーがそろっ

ちゃうと、もうパワハラ、いろんなハラスメントに発

生しますから。そうすると加害者になりがちな子供

はシンキングエラーを正し、それから弱者になって

いる子を救うという子供の行動が生まれてくるという

ことです。

次は加害者の話。加害者、被害者、傍観者、僕

はさっき山本先生が御紹介になった4層構造を使っ

ていません。いじめの登場人物について4層構造と

か5層構造という研究があります。いじめの加害者、

被害者、傍観者。この傍観者の中に観客という立場

をつくる。これ森田先生が言われている4層構造で

す。欧米には5層構造で仲裁者というのがあるという

考え方もありますが、私はここでは3層、シンプルに

加害者、被害者、そして傍観者ということでお話を

進めていきます。さて、加害者の特徴についての研

究があります。見ていただければわかりますがここ

です。外見的特徴だとか自己肯定感の問題というよ

りもシンキングエラーが特徴だと。共感性のなさに

基づくシンキングエラー。「私は私の欲しいものはい

つでも手に入れられる」、「私は何でもやっていい」、「こ

れぐらいはオーケーなんだ」、ということを思ってます。

いじめの加害者にはこの攻撃行動について親、もし

くはそのほかの重要なモデルがいる。いじめの加害

者は学ぶんですね。例えば皆さんは経験あるかもし

れませんが、加害者に話を聞いてみると昔いじめら

れてた。被害者が加害者に転換するという例が多い

です。家で虐待を受けていた、家でお兄ちゃんがす

ごく自分のこと殴っていた、でも学校に来ると自分が

友達を殴るという子供もいます。我々から考えると自

分が嫌だったら人に嫌なことやらなければいいのに

と思いますが、それはある程度知的レベルが高く社

会性が成熟してる方の考え方で、子供はやられたら、

あー、力がある者はそうやって力を使っていいんだ

という学びをしてしまう。だから別の言い方をするな

らば、加害者に先生たちが指導するときに、シンキ
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ングエラーを指導していく必要があるのですが、同

時に、この子はどこで考え方を間違っちゃたんだろう

というところを正していく、これ大事なポイントです。

つまりこの子にモデルがいるのかなというのを考えて

おく。もしかしたら学校では加害者だけど家に帰った

ら被害者の立場を持ってるかもしれない。クラスで

は加害者だけど部活に行ったら被害者の役割を持っ

てるかもしれない。それをしないとその子は、加害

者のところだけ指導されて被害者のところは救っても

らえないということになってしまいます。それではい

けないので、ここで「モデルがいる可能性がある」

ことについて支援者、指導者の側は考えておくとい

うのが大事だと思います。彼らはシンキングエラー

があります。しかも彼らはアンバランスパワーでいう

なら力の強いほうです。クラスでいうとムードメーカー、

お勉強ができる、部活でいうとレギュラー、部長、ムー

ドメーカー、ですから彼らは考え方を間違っちゃった

けど、本当は肯定的に捉えるとリーダーになれる人

です。ここでシンキングエラーを正し、良いリーダー

になるように育てていこうという見地は非常に重要に

なると思います。

いじめ加害者の予後研究。予後研究というのはそ

の子たちをずっと追いかけていったらどうなるのかと

いう研究ですが、これは結構ショッキングです。小

学校2年生でいじめ加害者だと認定された男の子は

24歳のとき、犯罪者になっている確率はそうでない

男子の6倍。これはOlweusが1987年に出してます

けれども、ちょっと古いということと、このときの

Olweusの考え方がいじめ加害者と暴力行為と区別

し切れていないんじゃないかという、そういう批判は

あります。ただ、僕は実践者の目から見るといじめ

だろうがいじめじゃないだろうが、加害者が将来に

悪い影響を受けるということを、我々は知っておくべ

きだと思います。なぜかというと日本は特にですけ

れども、いじめに関して被害者救済のほうにすごく

目がいきます。だからこそ、加害者を救済するとい

うことを考えないといけない。それから「いじめ加

害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない

者の4倍」、これはCopelandという人が2013年に出

した論文です。これはアメリカのノースカロライナ州

での研究ですが、非常にしっかりした論文です。

やっぱり加害者は影響を受けます。当たり前のこ

とです。もしいじめ加害をほっておいたら、こういう

行動をしてもいいんだという悪い学びをさせてしまう。

学校現場で時々あります。いじめ問題がおきました。

被害者が転校していって加害者はその学校に残る。

これは加害者にとっては、いじめたからあいつはど

こかに行ったという成功体験になってしまいます。そ

れはまずいです。この人たちを救うという面からもい

じめをやめさせなきゃいけない。いじめ撲滅、いじ

め予防というのは被害者を救済するだけじゃなくて、

加害者を救済するんだということです。

いじめ加害者へのアプローチをまとめていくと彼ら

は強い立場にある。しかし、シンキングエラーがある。

彼らのやっている行動をもちろんきっちり指導するの

は大事です。そこを指導する一方で、その行動の裏

側にある間違った考えに触っていく必要があります。

そうではなくて、行動だけ指導すると、先生に見え

ないところで、大人に見えないところで同じことをす

るかもしれない。一方、考え方が間違っていたとい

うことを教えていくと、二度と「やれない」「やらない」

ような子供になっていくのではないかと思うわけです。

次、被害者。被害者には3タイプがあると言われ

ています。受け身型、誘発型、捌け口型。ただしこ

れを調べてみたら、あんまり大したエビデンスはなかっ

たです。この中で一番はっきりとわかっているのは、

孤立がリスクを高めることです。ただし孤立はいじめ

のリスクを高めるだけじゃないです。他のことにも影

響があるという論文はたくさんあります。例えば精神

疾患、例えば不登校、例えば不就労、もっというと

健康的な問題、早死にするとか、そういうのがあり

ます。だから、学校の先生はひとりぼっちの子供を

見つけ、そのひとりぼっちの子供をひとりにしておか

ないというのが大切でしょう。

次はいじめ被害者の沈黙、彼ら助け求めることな

く沈黙しちゃう、なぜかなのか。Rossという人がこ

んなふうに整理しています。親や教員から、「いじめ

は誰もが経験すること」、「成長の過程」と言われ、「自

分で何とかするべきこと」とされてきた。友達から孤

立して、助けを求められない。助けを求めることは



59兵庫県こころのケアセンター・平成29年度事業報告書

Ⅲ　参　考

格好が悪いと思っている。

これを見てどう思いますか。これは全部大人の責

任です。親や教員に子供は勇気を振り絞って助けて

と言ったのです。僕、いじめられてるみたいだよって。

そのときに、先生や親がどうなふうに思ったか知りま

せん。さっきの生存者バイアスです。お父さんはこ

ういう時こうしたよとか言うのです。お母さんはこの

ぐらい大丈夫だったよとか言うのです。言わないか

もしれないけれど心の中にあって、そのぐらいのこと

で何を言ってるの、自分で何とかしなさいとか、や

り返せばいいじゃないとか、勉強で敵を討ちなさい

とか意味がわからないことを言ってしまう。子供にし

てみると、1回でもそんな風に対応されると、二度と

助けを求められなくなる。友達からの孤立、これも

大人が孤立をほっておくと友達と一緒にいれなくな

る。もっと言うと友達からじゃなくて家でも孤立して

いる子供がいます。帰ってもお父さんお母さんはい

ない、しゃべる機会がない。さらに「助けを求める

ことが格好悪い」ということ。これは本当に何とかし

たいところです

例えば先生や親が子供がちょっとここを教えてと言っ

たときにどういうふうな反応しますか。はい、いいよ、

教えてあげるよというお父さんお母さん、先生はい

ます。しかし一方で、「それぐらい自分でやりなさい。」

と言う人が多いです。「自分で何とかしなさい。」、「こ

んなことで助けを求めない。」とか、その気持ちは

わかります。多分そのお父さんお母さん、先生はそ

のぐらい頑張ってね、でも本当に大変なときは助け

るからねという言葉の裏があるんだけれど、それは

子供にとって通じないかもしれない。助けを求める

ということはいけないことだと思ってしまうと、これ

は一生助けを求められなくなる。助けを求めること

はとても大事です。むしろその行動が予防的に働く

のです。

そうした沈黙の結果、被害者はどんどん落ちてき

ます。この中で怖いのはここです。「自分は、いじめ

られても仕方がない人間なんだ」というところで、

自分から被害者になる状況に入り込んで行くってわ

かります。これどういうことかというと、いじられキャ

ラというやつです。僕も学校の先生が長かったので

その経験で言いますと、例えば、廊下を歩いてると

男の子の3、4人のグループがいるのです。そのうち

の一人の男の子がみんなにいじめられてるわけです。

例えば変なあだ名で呼ばれてる、ゴリラとか、豚とか、

そうやって言うとへらへら笑ってるわけです。そこに

先生が通りかかって、そんなこと言っちゃだめだと注

意します。そうすると男の子たちは、「こいつはいじ

られキャラなんですよ。いじられて喜んでるんです。

なー。」とか言うのです。そうするとその子が、「そう

なんです先生、僕はいじられキャラです。ドMなん

です。」と言って笑いをとる。でもそんなことないです。

そこで、もし今日の話を聞いててくれれば、アンバラ

ンスパワーがあるかな、シンキングエラーあるかな

と考えてもらいたい。継続的かな、被害性があるか

なと考えてもらいたいのですけれど、もちろん全てあ

りますよ。その子がどう思っているかと言うと一人ぼっ

ちが悲しいのです。いじめられててもいいから誰か

と遊んでもらいたい、一人ぼっちだと消えてしまいそ

うで情けなくてたまらない。だけどかろうじて、いじ

られキャラならグループに入れてもらえる。それで自

分の自尊心を差し出して、それをズタズタに切り刻

まれながら学校に来てるのです。そしてその子は卒

業していきます。あいつはいじられキャラでおもしろ

いやつだったなと先生は思い返すかもしれない。友

達もクラスの中に一人いじられキャラがいたなと思

い出すかもしれない。でもその子は卒業しちゃって、

もう加害者だとか、先生とか、みんな見えなくなった

ときに一人で苦しむのです。これを許しちゃいけな

いです。

そんなことから被害者の予後は悪いです。もういろ

んなレポートがある。これはすごくたくさんあるので、

ここはその一部、自殺の問題からもちろん学業だとか、

不登校だとか。ここまで、日本の統計に問題があるこ

とはあまり指摘してきませんでしたけれども、例えば

不登校の数も日本はとってますけれど、その不登校

の数にどれだけのいじめが原因で隠れているか、不

登校の裏側にどれだけ発達障害の問題があるのかと

いう調査はないです。そうすると対策が見えない。

単に数字に一喜一憂するしかないというのが今の日

本の現状です。
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次は、傍観者の話です。傍観者研究でHazlerと

いう人がいじめに関与しない3つの理由というのを明

らかにしています。何をしていいか、わからない。

報復を恐れている。何かをして、状況をさらに悪く

することを恐れているということです。これはある意

味傍観者のシンキングエラーで、心理学を勉強した

人は傍観者心理ということを思い浮かべるかもしれ

ません。多元的無知とか、責任の分散とか、そうい

うものがあります。

傍観者は見ているだけでも被害を受けます。特に

被害が大きいのは、傍観者がいじめ加害者の影響

を受けていじめの加害者に加わってしまうというもの

です。いじめ加害者のときにモデルの存在というの

をやりました。傍観者もモデルを見ていじめの加害

者になってしまう。これはどういうことかというとさっ

きの例で言うように、例えばクラスの中で男の子が、

あるいじられキャラの子供をゴリラとか呼んでたとし

ましょう。ゴリラ、ゴリラと言うと、優等生の女の子

が何とか君そんなこと言っちゃだめじゃないと注意し

ます。注意しないまでも嫌な顔して、ダメだと言って

ます。次の日、同じようにその子をまたほかの男の

子がゴリラとか言っていじめてる。それを見て優等

生女子は、しょうがないね、だめだよと、そんなこ

と言っちゃだめ、かわいそうだからと言うかもしれま

せん。3日目になりました。4日目になりました。5日

目になりました。毎日毎日、ゴリラゴリラゴリラと呼

ばれているのを聞いていたらどうでしょう。だんだん

なれてくるのです。なれてきて、ある日ゴリラと呼ば

れてる子供の横をその優等生女子は気になるけれ

ど、他の友達に呼ばれていて、すっと通り過ぎる。

言わない、無視する。見て見ぬふりする。それはも

う加害者に一歩近づいている、黙認です。ある日、

すごく時間がたった日にその女の子も何かのはずみ

にその子のことをゴリちゃんと呼んじゃうんです。そ

うするとどっと周りの子供が笑います。そしてその子

も加害者の仲間入り。これが起こる。今たまたま僕

は優等生女子の話をしましたけれど、これが先生の

場合だってあるでしょう。先生がクラスの中で何かろ

くでもないあだ名を呼んでいる子に対して、そんなこ

と言っちゃだめじゃないか、いやこいつはいじられキャ

ラです、だめだ、そんなこといじめだからと言う。2

日目、だめだと言う。3日目も、だめだよと。4日目、

だめだろうと言っていたけど、5日目、すっとその前

を通り過ぎてしまう。先生の黙認は加害と一緒です。

そしてその先生が何か緩んだ拍子に加害者と同じよ

うにゴリちゃんとか呼んじゃう。先生がそんな風に呼

んだらクラス中大受けです。先生は気をよくしてしま

います。だから先生は、そういうところに気をつけて

いかなければいけないです。

さて、次に少しおもしろい研究をここで紹介します。

CraigとPeplerという人が、Peer Processes in Bullying 

and Victimization an Observational Study.という論

文を書いてます。日本語に訳すとPeerというのは仲

間、Processes はいいですよね、Bullyingというの

は いじめ加 害で Victimizationというのは 被 害で

す。 いじめ の 加 害と被 害 の 友 達 のプ ロセス。

Observational Studyというのは観察して研究しまし

たという意味です。これは、2つの学期間、2つのカ

ナダの郊外の学校で休み時間にずっとビデオテープ

を回したという研究です。そのときに抽出の子供に

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

いじめ被害者の予後
学校生活への影響
• いじめの被害者は不登校になったり欠席が増えたりする。例えばアメリカの中学
２年生の７％がいじめを理由に１か月に１度以上の欠席をしている。
（Banks,1997）

• いじめの被害者の17％が学業への影響をレポートしている。（Hazler et 
al,1996）

• いじめ被害による自己肯定感の低下によって、学力や社会的能力が下がる。
（Ross,1996）

健康上の問題
• 不安、抑うつ、社会的機能不全、様々な身体症状（Rigby,2001）
• うつ病（Abebeら,２０１４） ・虐待よりメンタルヘルスに影響（Lereyaら、

2015）
• 自殺念慮2，4倍、自殺企図２．５倍（Bhatta,２０１４）
養護教諭がこうした健康上の問題からいじめ被害に気づくことがある。

いじめに関する事実

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

傍観者がいじめに関与しない３
つの理由（Hazler,1996）

１ 何をしていいか、わからない
２ 報復を恐れている
３ 何かをして、状況をさらに悪くす
ることを恐れている

これは、傍観者のThinking Errorと言えるかもしれない。

いじめに関する事実
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マイクもつけさせて、ずっといじめ行動がどのくらい

あるかというのを観察しました。その研究の主な結

果だけ説明します。

まず、いじめエピソードだなと思うものの85％に

誰かいたというのです。加害者、被害者のほかに誰

か、つまり傍観者の存在が85％のいじめエピソード

にあって、そのうち37％が見てるだけであったけれど、

63％は加害者と同じゲームや活動をしていた。それ

から74％の傍観者は加害者側だった。残りが被害

者側だった、被害者側が23％だった。傍観者がい

た85％のうち13％、1割ちょっとぐらいが「いじめ

止めなよ。」と言った、8割方は「いじめ止めなよ。」

と言わないというわけです。

一方、先生たちはいじめエピソード全体の4％し

かだめだよと言わなかった。96％はほっとかれた。

13％は先生は映像に映っていたから分かった思うけ

れど、3分の1ぐらいしか先生も介入しない。

ということはどういうことか。先生たちの介入を待っ

ているとだめということ。それから傍観者である子供

はその場にいることが多いということ。そして、その

見てる子供のほとんどは加害者の味方をしていると

いうこと。

ところが、別の研究でPeplerさんたちは、傍観者

は8割方加害者のほうに味方するくせに心の中は嫌

だな、いじめなんかやめればいいのにと思ってたと

言うのです。

しかも、その傍観者がもしそこで、いじめだめだ

よと言ってとめたら数秒以内にいじめがとまったとい

うのが57％あったということです。

つまり、傍観者は放っておくといじめのことを知っ

てるのだけど何も言わないどころか、加害者のほう

に立っちゃう。ところが心の中は止めさせたいと思っ

ている。しかも止めなよと彼らが行動を起こしたら半

分以上が数秒以内にいじめがとまるというのです。

じゃあどうすればいいのか。いじめの傍観者はそ

のままだと何にも言わない、何にもしない子供だけど、

もしかしたらこの人たちが最もパワーを持っている。

いじめをストップすることができる存在なんだという

ことが明らかになってきたのです。

いじめは普通大人に見つからないように行われる。

加害者はいじめだと思ってない、でもまずいなとは思っ

ている。大人に見つかると面倒だなと。これは子ど

もの世界の秘密の楽しみだと思っている。だから、

他の子供たちはほとんどの場合知っています。

わかりますよね、自分が子供だったときもそうでし

たから。

先生たち、大人たちがいじめの加害者、被害者を

見つけ出そうというのは結構難しいです。どんどん

変わっていくし。ところが、傍観者を見つけるのは

簡単です。クラスにいる子ほとんどがみんな傍観者

です。しかも傍観者はいじめなんかない方がいいな、

あんなの止めさせたいなと思っています。

そうすると我々は何をすればいいかというと、

Cognitive Changeと書いたけれど、まず子供たちは

傍観者がほとんど、彼らに正しい知識を学んでもらっ

てシンキングエラーを正すわけです。cognitive、認

知を変えるのが一つ目。シンキングエラーが正され

たら、行動も変わるはずなわけ。いじめはだめだよ

とすぐ行動できるようにする。そういう正しい行動を

とるようにさせる。

Behaviorは行動、正しい行動をする子供が集まっ

た集団は変わります。Climateというのは風土という

意味、集団の雰囲気という、そうするといじめが起

きにくい学校ができるわけです。だから私たちはここ

にいじめの予防が大きな可能性がある、いじめの被

害者、加害者を見つけて何とかしようではなくて、

全体に対して働きかけるということを我々はやってい

かないといけないという結論になるわけです。

今度は学校風土という概念について説明します。

学校風土は英語にすると、School Climateです。さっ

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

傍観者を変える
Cognitive Change（考え方を変える）
 正しい知識を学び、Thinking Errorを正す。

Behavior Change（行動を変える）
 正しい考えに基づき、具体的に行動する。

Climate Change（集団を変える）
 いじめが起きない『思いやりのある集団』を作る。

いじめに関する事実
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きのClimate、これは風土という意味。

さて、こんな経験ありませんか、あの先生のクラ

スは雰囲気がよくてみんな楽しそう。勉強できるしス

ポーツも頑張ってる、不登校もいないみたいだって。

例えば私の子供が小学生のころ、始業式の日に帰っ

てくると必ずこんなふうに言いまして、「お父さん、

今年ね、当たり。いい先生のクラスになった。楽し

いな。」、そうかと思うと次の年、「お父さん、今年は

修行だな。隣のクラスだったらよかったのに。」って、

わかりますよね。やっぱり先生の持つ雰囲気、いろ

んなことが相まって、楽しいクラスだと思えると、子

供たちは授業も楽しむし、いろいろポジティブに動

きます。ところが学校もそうですけれど、雰囲気が

悪 いといじめが 増えるし、ぎすぎすします。 今

School Climateと言っていますけれど、職場風土と

いうのもあります。

さて、この学校風土ということについての研究があ

ります。A Review of School Climate Researchとい

うタイトルの研究。このReviewというのは振り返る

という意味で、この研究はこれまでの学校風土の研

究を振り返りましたという2013年の研究です。学校

風土の研究の歴史は100年くらいあるのですが、こ

こでは206の学校風土の研究を取り上げています。

学校風土の影響は大きいです。学校風土をよくす

るといじめが減る、ドロップアウト、不登校が減る、

学業成績が上がる、友達関係がよくなる、いいこと

ばかりなので、世界中の教育関係者が興味を持って

ます。それから学校風土の研究をずっと見ていくと、

大体この安全、関係性、学習・授業、学校環境、

学校の評価の改善という領域があることがわかります。

ところが、今の日本の現状では、何か問題がある

対象児に注目します。特に、お医者さんだとか、心

理士さんとか、医療現場の先生たちは対象児に興味

を持って心理検査をたくさんやります。その後保護

者と家庭に興味を抱くことになります。家庭環境、

生育歴はどうなの、虐待関係はなかったのとか、貧

困じゃないのとか、お母さんが精神疾患じゃないの

とか見ます。ここで何とかしようと思うのです。ところ

が、学校の教員の立場から考えると、いや、本人や

家庭の問題じゃないよねという事例が結構あるので

す。むしろ問題は担任だろうと。

当然ですが、子供の行動は学校環境に影響を受

けます。もちろん、この子自身に発達の問題がある

場合もある。この家庭環境に問題がある場合もある。

それはそれで見たほうがいい。でも一方で環境の方

も見なきゃだめよと、そうしないとフェアじゃないでしょ

うと。今ここをしっかり見るという雰囲気がないし、

言いにくいです。でも僕はもと教員なので言っちゃう

わけ。ここ大事、これちゃんとしようというメッセー

ジをもっと出すべきだと思うのです。

これは、アメリカのPositive Behavior intervention 

and Supportsで使われている考え方を示しています。

意味を言うと、Positiveは前向き、Behaviorは行動、

interventionは介入、Supportsは支援です。だから、

前向きな介入と支援、略してPBISと言うのですが、

もし興味があったらPBISでググってください。生徒

指導の新しい方法として、アメリカで非常に評価され

てるエビデンスベースの方法なのです。この話をちょっ

としなきゃいけないです。

この二等辺三角形をある学校にいる子供全体だと公益社団法人 子どもの発達科学研究所

教師

対象児 保護者
学級集団

学校環境
家庭環境

地域環境

対象児
対象児の問題行動
は、当然、学校環境
に大きな影響を持つ

保護者と家庭環境
保護者、家庭の影響は大
きい。特に危険因子を多数
抱えていると、そのリスクは格
段に高まる。

学校風土
集団の雰囲気は子どもの
行動と強い関連を示す

教師
教師が子どもに与
える影響は大きい。

子どもは、周りの環境の影響を大きく受けている。いじめや非行、不登校などの問題行動に対
応するにも、発達障害児への支援を充実させるにも、対象児だけを対象にするのではなく、同時
に周りへの働きかけを行わなければならない。
特に危険因子を多数抱えている親、家庭背景を持つ子どもは、子どものみを対象にしたアプ
ローチでは難しい。

いじめに関する事実

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

Positive Behavior Intervention and 
Supports

いじめに関する事実
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思ってください。そうすると緑のところ、これはいわ

ゆる定型発達のお子さんです。いわゆる普通、言い

方どうかわかりませんけれど普通に育ってるお子さん

がいるのです。これが大体全体の85％ぐらいだと言

われている。8割方、だから30人学級だと20人ぐら

い普通の子がいるのです。例えば1年生なら、1年

生として期待されるような行動を普通にできる子が

20人ぐらいいる。何となくピンときますよね。

黄色のところ、ここはリスク群です。この子たちは、

ちょっとだけ普通とは違う子供で、13から14％といる。

20人学級だと8、9人いるというのです。これどうい

うことかというと1年生さんと呼ばれて、普通の子は、

はーいと言ってみんな一緒に来る。でもここの子た

ちは、はーいと来られないのです。ちょっとだけ先

生が余分にもう一回言ってあげると、後ろから何とか

くっついて来る子がいるというのです。

最後がここです。赤いところ、だいたい1から2％

で個別支援群と言えます。30人いたら1人か2人、

にこの子はちょっと別メニューを用意しておかないと

いけないお子さんです。

さて、この集団だと一番存在感あるの誰というと、

1人しかいないのにこの赤いところになります。学校

の先生からすると1から2％しかいないのにもかかわ

らず、先生のエネルギーの8割方はここに吸い込ま

れることになる。一方、緑のところ、85％もいるの

に先生の注意とかエネルギーは5％ぐらいしか費や

せないということになる。

そうするとどういうことが起こるかというと、赤いと

ころの子供が大人の注目を集め、先生たちの支援を

得るというメカニズムができます。つまり、他のとこ

ろにいる子どもには先生たちは注目しません。

もちろん、子供は注目されたいです。そうすると

恐ろしいことに、全ての子供が上に向かって移動し

始めることになります。そうするとこの赤が1％しか

いなかったのが、2％になり、3％、4％になり、こ

こが8割方あったのが、7割になり、6割になり、5割

になりというふうになっていくと特別支援が、がんが

ん増えてしまいます。今、日本の特別支援教育はそ

うなってるように思いませんか。ここに行くと支援を

受けられるけれど、ここだとほっとかれるという図式

になります。そうすると我々は永遠に忙しい。

では、どうすればいいのかと言うと、注目すべき

は緑のところです。ここの子たちをいかに守るかとい

うことを考えないといけない。先生たちがここに注目

すると、ここがモデルになる。すると赤や黄色の子

が下に向かって移動するというシステムになる。そ

れを日本の学校はつくらないといけないです。それ

が今うまくできてないわけです。

質問なのですけれども、皆さんは子供だったとき、

この青、黄色、赤のどこにいましたか。赤にいた人

はいないと思います。時々やんちゃ自慢で赤にいま

したという人がいるのだけど、ほとんどの場合、支

援者になった人は緑にいた人たちです。生存バイア

スがかかってるので。ところが当時の自分を振り返っ

てみると、表面上は緑にいたとしても、実はぎりぎり

緑なのです。特に思春期は本当にぎりぎりで、きっ

かけさえあれば不登校になれたし、非行に行けたし、

いつでも暴れられたし、いつでも鬱になれたしとい

う非常に際どいところにいた。つまり、ここの緑の子

たちを守らないといけない。いじめ問題も不登校問

題も問題行動も全部まとめて、緑の子供を守るとい

うシステムに今変えないといけないという状況にきて

るのです。たまたま今日いじめの話をするのだけど、

不登校も同じです。もちろん赤の子たちもケアします

よ。ここは手を抜かないで、でも緑の子たちをケア

しなければならないということを共有したい。なぜか

というと、ここを守るということは実は学校風土をキー

プするということです。

そんな中、文科省のプロジェクトがありますので

それを紹介します。少しデータが出てきます。「子ど

もみんなプロジェクト」、これ知ってる方どのくらいい

らっしゃいますか。初めて聞いたという人。はい、

ありがとうございます。

平成16年に「情動の科学的解明と教育等への応

用に関する検討会」というのが文部科学省の中であっ

たらしいです。もう10年以上前です。それがずーと

つながってきて、平成26年7月に審議のまとめとい

う文章が発表されました。これは今でも文部科学省

のホームページからダウンロードして読むことができ

ます。何が書いてるかというと子供にめぐる問題、
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いじめだとか不登校だとかそういう問題はたくさんあ

るのだけれども、そこに科学を使いましょうと、今ま

さに僕が話している内容です。科学でもっとやりましょ

う。研究をきっちり子供の問題について使っていき

ましょうというようなことが主張されています。

そのこういう審議のまとめが出たので、「子どもみ

んなプロジェクト」が始まったのです。今年3年目です。

5年計画の3年目です。このプロジェクトは10個の大

学が絡んでいます。そこに兵庫だけ兵庫教育大学と

武庫川女子大学と2つ入ってます。このプロジェクト

では、研究者と学校現場をデータベースだとかプロ

グラムでつなげ、最終的は問題行動を減らし、先生

たちの不祥事も鬱も減らしていこうということです。

さて、今年が3年目なので、ここまででとったデー

タからわかったことをご報告します。

A 市学校調査報告書、平成26年度のいじめ、A

市小中学校校長会で説明の上、研究協力の同意を

得た、こんな感じでやっています。

ところでこの調査のすごいところは、保護者の学歴、

年齢、職業、年収まで聞いているところです。これ

なかなか聞けないですよ。

しかも回収率がすごいでしょう、保護者88％です。

ただ、年収とか書きたくない人は書かなくていいで

すと断っています。それでも8割のお母さんが書いて

くださっていました。

まず、いじめの実態というのはこういうふうにとり

ました。1カ月に2、3回以上の頻度でいじめを受け

たというのが小学校4年生で25％、一番低いのが中

3で10％、小4から中3まで。これは子供のほうで、こっ

ち保護者なので保護者は半分以下ぐらいしか知らな

いんだというのがわかります。

ちなみに、このいじめ調査は無記名式です。信頼

性、妥当性のある、科学的な調査紙をうちの研究所

で開発したのでそれを使っています。男女のいじめ

の差が出ていますが、でも単にいじめが減ったとか

増えたということがわかっても意味はありません。そ

れよりもいじめ被害があっていじめを増やす因子は

何か、減らす因子は何かというのがわかるのが大切

です。これはどういうことかというと、例えば病気の

ガンがあって、肺ガンだとか胃ガンとかがあって、ふ

やす因子は知ってますよね。例えばたばこを吸う人

はガンになりやすい。たばこを吸う人全員が、ガン

にはなりません。でもたばこを吸ってる人はガンにな

る確率が吸わない人に比べると高いです。同様に規

則正しい食生活をしているとか、運動をしている人

は絶対ガンにはならないとは言わないけれど、運動

しない人に比べるとガンにならないよねという関連が

わかってるわけです。それがわかっていれば、たば

こを吸う人を減らせばガンは減る、運動する人をふ

やせばガンは減るよねとなる。同じようにいじめに関

係する因子が何か、ここを知りたいわけです。そうし

たらここを操作すればいじめが減るから。それを科

学的に明らかにしようという研究をやりました。次か

らその研究の結果です。

数字の意味を説明します。注目するのはオッズ比

というところです。オッズというのはどういう意味かと

いうとリスクの倍率みたいな感じ。ここアスタリスク

という星印みたいなものついてるでしょう。星印がつ

いてるのは統計的に意味がありますよということです。

逆に星印がないところは、これは数字があっても関

係はありませんということです。

どういうことかというと、国籍、外国人だろうが日

本人だろうがいじめの被害リスクには全く関係ありま

せん。成績も関係ありません。自閉症、ADHDも実

はいじめには関係ありません。でも、性別、男の子

は女の子に比べていじめ被害に遭うリスクが2倍ぐら

いでしたということです。知的障害の診断を受ける

レベルだと2.5倍ぐらい、いじめの被害リスクがあり

ますよということです。同じように友達の人数が多く

なればなるほど、0.7ですからどんどん減っていくわ

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

【文部科学省での動き】

一貫して主張されていること
 子どもたちを継続的に見守る追跡研究の重要性
 様々な領域で行われている情動に関する研究成果に係る情報を集約することの必要性
 領域の異なる研究者間、研究者と教育関係者間等における情報交換等を円滑に行うことができる連
携体制構築の必要性

平成26年７月 情動の科学的解明と教育への応用に関する調査研究協力者会議審議のまとめ

平成19年4月 情動の科学的解明と教育等への応用に関する調査研究会議報告書

子どもみんなプロジェクト・拡大企画運営協議会 情動の科学的解明と教育等へ
の応用に関する調査研究推進
会議（有識者会議）

文部科学省・
国立教育政策研究所

指導
監督

委託連携

10大学コンソーシアム
大阪大学・金沢大学・浜松医科
大学・千葉大学・福井大学・鳥取
大学・弘前大学・兵庫教育大学・
武庫川女子大学・中京大学

連携教育委員会
大阪府・池田市・石川県・静岡県・
浜松市・磐田市・千葉県・千葉市・
柏市・館山市・福井県・鳥取県・青
森県・兵庫県・西宮市・大府市

【組織】

「情動の科学的解明
と教育等への応用に
関する検討会」

「情動の科学的解明と
教育等への応用に関す
る調査研究会議」

「情動の科学的解明と教
育等への応用に関する調
査研究協力者会議」

平成16年 平成18年 平成24年 （いじめ対策等生徒指導推進事
業（脳科学・精神医学・心理学
等と学校教育の連携の在り方）
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けですから、友達の人数が多いといじめ被害に遭い

にくくなります。放課後の過ごし方は関係ありません。

インターネットの時間が増えるといじめ被害に遭い

やすくなります。抑うつや不安傾向が高い子供はい

じめ被害に遭いやすくなります。ただしこれは一度に

データをとってるので、不安な子だからいじめられ

たのか、いじめられてから不安になったのか、因果

関係はわかりません。太ってるということはいじめ被

害には関係ありませんというのがわかってきた。そう

すると先生たちいろいろ思うよね。知的障害の子を

守ってあげないといけないやとか、やっぱり友達が

少ない子は気をつけなきゃいけないというふうに考

えてもらいたいのです。

特別支援の必要性、これSDQという子供の強さと

困難さ尺度というとても有名な尺度があるのですが、

このSDQということで支援の必要性があるという子

は軒並みいじめのリスクが高くなっています。特別

支援の必要のある子はいじめの被害にも遭いやすい

ということは覚えておいた方がいい。学校風土はよ

くなればなるほど、どんどんリスクは下がっていくと

いうことになります。

まとめるといじめ被害に関係するのは、特別支援

の必要性、抑うつ、不安や孤立の問題、これちょっ

と出てきませんでしたけど、実はいじめ対策の不十

分さもあります。学校風土というのがいじめ被害に

関連してくる。いじめをなくそう、なくそうというよりは、

特別支援教育の充実を図ったほうが最終的にはいじ

め被害を減らすというところにくる。心理教育、不安

になったときどうすればいいのかを教えること、抑う

つ傾向があったときどうすればいいのということを教

えること、友達とのうまいかかわり方を教えるという

ことのほうがいじめ被害を減らすとこにいく可能性が

高い。もちろん、学校風土を改善することも大事と

いうふうなことが明らかになってきたのです。

今このA市が今どうなっているかというと、実は今

年度は学校風土改善ということで、今、全職員がそ

こに向かって頑張ってます。

もうちょっと別の調査を見せます。今度はいじめじゃ

ないです。暴力行為の危険因子、暴力行為をふや

す因子は何かということを、さっきから出てくるSDQ

の中の暴力行為に関係するところが高い子供はどう

いう子というふうに見ました。そしたらどうなったか

ということこうなのです。

成績が低い子はちょっと暴れちゃうかも。友達が

いない子も暴れちゃうかも。インターネットをやって

る子も。ところが、自閉スペクトラム症は暴力行為と

関連があるかなと思ったら全然なかったのです。

ADHDは出ました。それから外国人もリスクが高い。

これはやってみて私たちはちょっとびっくりしたのです。

実は欧米の調査だと暴力行為はほぼほぼ家庭の影

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

いじめに関連する要因：児童生徒の個人要因
いじめに関連する要因 オッズ比 統計学的有意差

性別 2.02**
**

あり（男子は女子に比べて、いじめ被害のオッズは2.02
倍になる）

国籍 1.47 なし

成績（自己評価） 1.00 なし

自閉スペクトラム症 疑い 1.39 なし

診断 2.49 なし

ADHD 疑い 0.81 なし

診断 2.18 なし

知的障害 疑い 1.15 なし

診断 2.52* あり（知的障害の診断があると、ない場合と比較して、い
じめ被害のオッズは2.52倍になる）

※児童生徒の性別、学年、国籍で統制した結果

子どもみんなプロジェクト

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

いじめ被害に関与する項目

い
じ
め
被
害

特別支援の必要性

いじめ対策

抑うつ・不安

孤立（友達の数）

学校風土
学校風土改善

心理教育

いじめ予防

特別支援教育

子どもみんなプロジェクト

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

因 子 オッズ比 備 考

成績（自己評価で30点未満） 1.6* 成績が自己評価で30点未満（25パーセンタイル値未満）の場合、
行為問題との関連あり。

友だちがいない（孤立） 3.6* 「友だちがいない」と回答した場合、行為問題との関連あり

インターネット使用3時間以上 1.8*** インターネット使用時間が3時間を超える場合、行為問題との関連あ
り。使用時間が長いほど関連あり。

抑うつ傾向あり 1.9* 抑うつのスコアがカットオフ値を超えている場合、行為問題との関連あ
り。

不安傾向あり 1.7** 不安のスコアが25パーセンタイル値以上の場合、行為問題との関連
あり

自閉スペクトラム症（疑い含む） 0.9

ADHD（疑い含む） 2.0* ADHDの診断を受けている、または疑いを指摘されている場合、行為
問題との関連あり

発達の遅れ（疑い含む） 1.4

日本国籍・日本語以外 4.0*** 国籍が日本以外、または普段話す言葉が日本語以外の場合、行為
問題との関連あり

性別（女子） 0.7** 女子では行為問題で支援が必要な場合が少ない

学年 0.8**** 学年が上がると行為問題で支援が必要な場合が少ない

行為問題との関連（学校風土の評価で統制していない場合）

子どもみんなプロジェクト
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響なのです。貧困とか親の学歴が低いとか、ところ

が私たちの調査では親の学歴だとか年収とかも統計

でみているんですけれど、関連が出てきませんでした。

そこで注目してもらいたいのですが、表の上に「学

校風土の評価で統制していない場合」と書いてある

でしょう。これどういう意味かというと、いろんな学

校風土があってもオーケーということで統計的に処理

している。ところが学校風土で統制してみた。つまり、

どの学校も学校風土が平均的であると仮定して統計

的に処理してみたら、ここの緑のところの関連が消え

てしまいました。これどういう意味かというので、成

績が低い子は学校風土がよければ問題行動を起こさ

なくて済んじゃうかもしれない。ADHDの子も抑うつ

傾向の子も学校風土をちゃんとしてあげればよくな

るかもしれないということです。余計に学校風土を何

とかしなきゃいけないというふうに思ってくる。ただ、

これは研究としての限界があります。研究というのは

どれにも限界があるので、何かというとこれはA市と

いう限られた地域の限られた人数のデータしか使っ

ていません。このデータと同じことが西宮、尼崎、

神戸で言えるかどうかはやってみないとわかりません。

とにかく数が足りないです。暴力行為ということもさっ

きのSDQでとってますから、本当の暴力行為と関連

があるかわかりません。ただし、我々は学校風土を

何とかしなきゃいけないということがわかってきたわ

けです。

そうすると、学校風土を改善しましょうと学校みん

なでやりましょうとなるじゃないですか。とすると、

最初にやらないといけないのは学校風土の物差しを

つくることなのです。意味はわかりますか。例えばダ

イエットしようと思ったときに最初にすることは体重

計に乗ることです。もしくは体重計がなかったら、体

重計を買わないといけないです。買って今何キロか

ということがわかって、初めてダイエットの効果がわ

かります。学校風土もまず物差しで計測できるという

ところを持ってこないと、わからなくなっちゃう。我々

は科学をやろうとしてるので学校風土は何だというの

を決めなきゃいけないです。

それで、欧米で学校風土を測定するいわゆる尺

度がどれぐらいあるかと調べたら、物すごいたくさん

あることがわかりました。そのうち2つ、3つはエビ

デンスがあることがわかったので、訳して使おうかな

と思ったのですが、何しろ教育制度と文化が違うの

でそのまま使えません。そこで私たちは、日本で初

めて科学的に学校風土を図ることができる尺度を作

りました。これ 去 年で す。 我 々は そ れ に Japan 

School Climate Inventory、JaSCという名前をつけ

ました。どうやってつくったかというと、去年の7月

に浜松の700人ぐらいの子供に対して、まず学校風

土に関連するであろうという質問を100問ぐらい、欧

米のもの、日本で使われているもの、国立教育政策

研究所が出しているものから選んで使ってみました。

そこで、統計的解析を行った結果、34項目選んだ

のです。そしてさらに9,698人、約1万人の子供にも

う一回それを調査してきっちり信頼性と妥当性をとっ

たということです。

結果として32項目が残りました。これは項目反応

理論、この辺は詳しくはやりませんが、いわゆる統

計的にその質問は情報量を十分に持っているのかと

いうことを検討して決定した項目なので、学校で使っ

ている学校評価とはレベルの違う科学的なものだと

考えていただきたいです。その少ないサンプルの中

でも学校風土と欠席日数つまり不登校の関係という

のは証明できたり、いじめとの関係も証明できたりし

ました。

これはある学校のいろんな学校風土をとったので

すけど、1つのポイントが1つの学校の学校風土をあ

らわしています。そうすると、相当危ない学校から

かなりいい学校まで、やっぱり学校の中でも学校風

土がいいところ、そうでもないところというのが出て

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

因 子 オッズ比 備 考

成績（自己評価で30点未満） 1.5 ※学校風土評価との関連で有意差がなくなった

友だちがいない（孤立） 3.2* 「友だちがいない」と回答した場合、行為問題との関連あり

インターネット使用3時間以上 1.7* インターネット使用時間が3時間を超える場合、行為問題との関連あ
り。使用時間が長いほど関連あり。

学校風土の評価（25pct未満） 2.6**** 学校風土の評価得点が下位25パーセンタイル値未満の場合（学
校風土が良くないと回答している場合）、行為問題との関連あり。

抑うつ傾向あり 1.5 ※学校風土評価との関連で有意差がなくなった

不安傾向あり 1.5* 不安のスコアが25パーセンタイル値以上の場合、行為問題との関連
あり

自閉スペクトラム症（疑い含む） 0.9
ADHD（疑い含む） 2.2 ※学校風土評価との関連で有意差がなくなった

発達の遅れ（疑い含む） 1.5

日本国籍・日本語以外 5.2*** 国籍が日本以外、または普段話す言葉が日本語以外の場合、行為
問題との関連あり

性別（女子） 0.6** 女子では行為問題で支援が必要な場合が少ない

学年 0.8**** 学年が上がると行為問題で支援が必要な場合が少ない

行為問題との関連（学校風土の評価で統制した場合）

子どもみんなプロジェクト
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います。このスライドをつくったときから、またさら

に研究が今進んでいて不登校のことなのですが、ちょっ

とショッキングなデータが出ているので口頭で紹介し

ます。

不登校も大事なことだと思うので一つだけ言って

おきますけれど、A市の学校区でもう3年ぐらいデー

タをずっととってるのです。そうすると、不登校の前

に何があるかということがわかってくるのです。今年、

不登校になった子が去年はどうだったとか、一昨年

はどうだったのかがわかってきます。発達障害で一

番インパクトがあったのはADHDでした。ADHDの

お子さんが不登校と一番関連があった。それから、

どうしても皆さんに共有したいのがインターネットの

ことです。インターネットの尺度を入れてるのですけ

れど、病的使用者、いわゆるインターネット依存と

考えられる子供が2年後の不登校を予測している可

能性があります。インターネット依存、これは尺度に

よって決められるんですが、小学生でも5％ぐらいい

そうです。中学になると10％になる。

ということは、もしかしたら、不登校の対策として、

インターネット依存の対策をやることが大切かもしれ

ないです。もちろん、これはもうちょっと研究しない

といけないと考えています。

僕らはデータをとって、その解析結果を根拠に考

えます。そうすると、情緒的にいじめがだめだよとか、

可哀想だから被害者を救おうとかじゃない方向で考

えることになります。子どもみんなプロジェクトの研

究結果から考えると、意外に特別支援教育の後始末

が不登校だったりいじめ被害だったりしていることが

わかってくる。つまり、特別支援教育を充実した方

がいじめや不登校の予防になるんじゃないか、とか、

学校風土の中でも関係性のところのスキルをつけた

ほうがいいじゃないかという風に今までとは違う対策

が見えてくるわけです。

それなので、この「子どもみんなプロジェクト」に

興味を持って頂きたいと思います。年に2回はニュー

スレターを発行してますし、ホームページで様々な

情報を発信していますので、そちらを見ていただい

てもいいですし、私の所属する研究所に問い合わせ

ていただいても結構です。

最後、いじめ対策の具体的な方法、方向性など

出して終わりにしたいと思います。

我が国におけるいじめ問題の第一人者、国立教

育政策研究所にいらっしゃった滝先生が「先生たち

の知識が間違っているのでなかなか踏み込めないの

ではないか」というようなことを再三再四言ってます。

これには同感です。私としては、もっと研究ベース

の科学的な情報が入るべきだと思っています。今ま

でお話したことですが、いじめの多くにはモデルが

いるのです。加害者がいます、それを傍観者が見て

います。そして傍観者は見ているうちに共感性をな

くします。「あー、あのぐらいならいいんだ」、「そうか、

あれはやってオーケーなんだ」、「ああやってやると

支配できるんだ」と学びます。次の瞬間、どうなる

かというと傍観者が加害者に変わる。つまり、いじ

め加害者の増殖という現象が起きます。

ここで私たちが考えなければいけないのは、先生、

保護者がいじめの加害者に対して、モデルを提供し

ているのではないかということです。

大人の暴力を子供が見ている。家庭のDV、虐待

を見ている。先生がパワーで子供を支配していると

ころを見ていると、それがモデルになります。

それからもう1つ、先生たちがいつの間にか子供

と一緒になっていじめの加害をしていないかというこ

とです。おもしろいからといって子供をあだ名で呼び、

遊びだと称して、子供と一緒になって1人の子供を

からかってはいないだろうかということを確認しなけ

ればなりません。

こうやって考えれば考えるほど、いじめは子供の

問題ではなくて、大人の問題だと考えざるを得なく

なります。だから、大人が変わるべきなのです。メッ

セージは、先生変われ、親変われ、大人変われな

のです。

傍観者がいじめに関与しない3つの理由はやりま

した。大人も実は同じです。先生たちも子供のいじ

めに介入するというときに、何をしていいかわからな

くて困っているかもしれない。先生も報復を怖がりま

す。いじめの加害者はクラスで言えばムードメーカー、

部活で言えばリーダー格、レギュラー、授業をつくっ

てくれる頭のよい子です。その子と関係が悪くなると
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授業がうまくいかなくて先生だっていじめられちゃう

んです。それは怖いです。しかも、先生が何かをし

て状況をさらに悪くしたら、大問題です。

そうすると、一番先生が楽なのはここにいじめがあっ

ても、まるで気がつかなかったようにそこをすっと行

き過ぎることになります。そうするとその先生にとっ

てはないと同じです。だって知らなかったんですと言

えますから。そうしたら仕事はふえないし、楽だし、

リスクないし、でもそこで一人困ってる子供が生まれ

てしまうわけで、これを何とかしなければなりません。

何をやらなきゃいけないかというと、この大人を

変える。正しい知識を持ってない、個人で頑張って

いる、知らないうちに加害者に回って、よくも悪くも

傍観者、この大人を正しい知識を持ち、正しい技法

を使って組織でやらなきゃいけない、一人の先生が

やっててはだめ、みんなでやって、しかも具体的な

行動ができる大人の集団に変えるという非常に難し

いことをやらないといけません。これをやらないと職

場いじめだってなくなりません。職員室の中では、

先生たち同士のいじめだってあるのですから。

大人は加害者にならない、そして傍観者にもなら

ない、加害者のモデルにならないという3つを何と

かしたいと思うとすると、やっぱり正しい知識、ほら、

みんな経験則があるから、しかも生存バイアスがかかっ

てるから、これをとっぱらって正しい知識を共有する

には科学じゃないかというのがうちの研究所の考え

方です。

子供たちへのアプローチについて、説明します。

子供たちはさっきの山本先生の話でも三角形になっ

てて、一次予防、二次予防、三次予防になってます

が考え方は同じです。まず、いじめのようなことを起

こさなくて済むようにするという学校風土の改善、予

防。いじめかもしれないことが起きても、すぐに深

刻化しないように助けを求めたり、対応できるように

したりするという早期発見、早期支援のところ。そし

て、本当に起きたときにちゃんと対応しようという3

つ目のところ。この3つで考えたらいいのだけれど、

ほとんどの学校、教育委員会はこの三次予防のとこ

ろしか手を打てていないです。

いじめが起きたときにどうすべきか、重大事態へ

の対処法についてのみマニュアル化されている。と

ころが一次予防の部分がなかなかマニュアル化され

ないです。なぜだと思いますか。

三次予防は結果がわかりやすいです。いじめが起

きました、介入しました、元に戻りました。これは病

院の治療と同じです。病気になりました、治療しま

した、普通に戻りました、はい、でき上がりました。

わかりやすい。

ところが、いじめが起きないのを起きないままに

するというのは見えないでしょう。起きても早く終わっ

ちゃった、これは見えないでしょう。ここをきっちり

継続するには調査を入れるなど、科学的な方法を取

り入れないとだめです。

日本の多くの問題の対応は、事後介入ばかりです。

不登校もそうです。暴力行為も非行もみんな事後支

援ばかり。

本当は、予防をやらないといけない。そうしない

とさっきの三角形の青いところを守れないです。

いじめを包括的にやらないといけない、単一の領

域だけに焦点を与えられていたりするのはだめで、

加害者と被害者だけを対象にしてはだめ。傍観者全

員を物言わぬ多数派から思いやりのある行動ができ

る子供に変えるのです。じゃあ、どうしましょうか。

うちの研究所が今ここあるトリプルチェンジと名前

をつけたプログラムを開発して、今もうやり始めてい

るのですけれど、いじめ予防授業を3つ、年間3時

間やってくださいとお願いしてます。学活の時間でも

いいし、特活でも何でもいい。ファーストチェンジ、

とにかくいじめに関するシンキングエラーを正して、

正しい知識を得る授業をやりましょう。セカンドチェ

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

傍観者がいじめに関与しない３つ
の理由（Hazler,1996）

１ 何をしていいか、わからない
２ 報復を恐れている
３ 何かをして、状況をさらに悪くす
ることを恐れている

大人も同じだと思われる。
とすると・・・

いじめ対策具体的方法
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ンジはスキルを学びましょう。3番目は集団の力を信

じましょうと、こうやって正面からいじめを語ろうとい

うことを我々は推奨してます。

なぜかというと、いじめについての科学的事実が

わかってるのだから、わかってるものはやっぱり共有

しようよと、そうしたらその子たちが大人になったと

きも使える可能性が高くなります。つまりこれは子供

たちの将来を守る教育になるよねというような考え方

です。

最後にまとめますが、今までお話をしてきたように

いじめは大変で、研究をみていくと、いじめに関係

した人たちが大人になったときまで影響があるという

ことが皆さんと共有できたと思います。もしも子供の

うちにいじめ問題を解決できるなら、たぶん職場い

じめも減ります。それだけじゃなくて、精神疾患が減っ

たり、犯罪が減ったり、ほかのこともいい影響があ

る可能性があります。

それから、いじめは体験者が多いからこそうまく

いかないという特徴を持っています。そんなときこ

そ科学に頼ろうということをもう一回言いたいです。

一般化された理論を具体的に使うには、もう一歩

深い研修、深いトレーニングが必要です。そこまでやっ

ていただくことが必要。でもそれは一握りの専門家

だけがやればいいものではなくて、できればお父さ

んお母さんも知っててほしいレベルの知識だというこ

とを僕らは考えています。

そこでうちの研究所、「子どもの発達科学研究所」

で少し皆さんにお知らせしたい動きがあるのでお話

します。この人を知ってますか。

メジャーリーガーの岩隈久志投手です。

ちょっとしたきっかけがあって、私たちの研究所と

彼がつながって、岩隈投手を中心に「Be A HERO」

プロジェクトというのを始めることになりました。

この岩隈選手というのは素晴らしい方で、自分は

子供たちの役に立ちたいと考えているとのことでした。

それもメジャーリーガーを育てたい、というのではな

くて、普通の子供が普通に運動を楽しみ、健全な発

達ができるようなことをお手伝いしたいということな

んですね。それでうちの研究所の理事の紹介で、運

動プログラムを作ることになったんですが、そんな

中で彼らはいじめ予防にすごく興味を持つようになり

ました。

なぜかというと、部活動でのいじめがすごく問題

になっているそうなんですね。例えば野球部の監督

が悩んでいるのは野球の指導ではないそうです。む

しろ、レギュラーと補欠の人間関係とか、マネージャー

との人間関係とか、いじめ問題とかで苦しんでいて、

しかもそうした問題が出てくると、甲子園出場はだ

めみたいに高野連から言われてしまい、その子たち

の青春が全部消えちゃうということがあるのだそうで

す。何しろ部活は上下関係がつきものです。アンバ

ランスパワーが生まれやすいので、当然、いじめだっ

て起きる。

しかし、クラスの中で考えてみると、運動部の子

供は、どっちかといったら加害者側に回る子たちです。

スポーツができて強いですから、被害者にはなりに

くい。

とすると、そういう強い子たちに働きかけることで、

いじめをなくすことができるのではないかと考えました。

いじめのない社会を、いじめられてる子を救うと

いう視点ではなくて、いじめない社会をつくることが

できる子供を育てようという、そういうポジティブな

いじめ予防プログラムをやろうという話になりました。

そこで、子供たちに対して、「いじめをなくすヒーロー

になろう」というメッセージを出していく。そんな風

にプロジェクトが始まっていきます。

そんな様々な動きがありますのでご紹介させてい

ただきました。

これで私の話は終わりです。私の話で、もしも少

しでも皆さんの考えが変わって、明日からの皆さん

公益社団法人 子どもの発達科学研究所
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の行動が変わって、そして社会が変わっていくという

ところまでできればいいなというふうに思ってます。

本当に長時間だったのに、真剣に聞いてくださっ

て私自身すごい励まされました。今日はありがとうご

ざいました。終わりたいと思います。
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（1） 刊行物

【公表論文】

・ 亀岡智美．災害被害とレジリエンス．臨床心理学．17（5）659-663．2017

・ 亀岡智美．トラウマ治療とCBT．臨床心理学．18（1）57-59．2017

・ 亀岡智美．性的虐待を受けた子どもへのトラウマ治療．児童青年精神医学とその近接領域．58（5）680-684．

2017

・ 亀岡智美、瀧野揚三、野坂祐子、岩切昌宏、中村有吾、加藤寛．トラウマインフォームドケア－その歴史的展望－．

精神神経学雑誌．120（3）173-185. 2018

・ 田中英三郎．トラウマとのcomorbidity2 うつについて．トラウマティックストレス 15（1）31-38. 2017

・ 道免逸子・ナラティヴ・エクスポージャー・セラピー（Narrative Exposure Therapy: NET）による複雑性PTSDの

治療 -日本における効果と適応の検討-　　博士学位論文　甲南大学

・ 福井貴子，田中英三郎，加藤寛．DPATに求められるコンピテンシーとは‐精神保健分野の専門家を対象とした

Delphi調査の結果．精神医学．59（10）:925-936.2017

・ Takada S, Kameoka S, Okuyama M, Fujiwara T, Yagi J, Iwadare Y, Honma H, Mashiko H, Nagao K, Fujibayashi T, 

Asano Y, Yamamoto S, Tomoko O, Kato H. Feasibility and psychometric properties of the UCLA PTSD reaction 

index for DSM-5 in Japanese youth: A multi-site study. Asian Journal of Psychiatry, 33:93-98. DOI 10.1016/

j.ajp.2018.03.011.

【著書・翻訳】

・ 亀岡智美．トラウマ後の情動調節への治療的アプローチ．奥山眞紀子・三村將編：情動とトラウマ．107-117．

朝倉書店．2017

・ 亀岡智美．PTSD（心的外傷後ストレス障害）．青木豊・松本英夫編著：乳幼児精神保健の基礎と実践．194-

203．岩崎学術出版．2017

・ 大澤智子．第7章　トラウマ関連障害のためのEMDRセラピー　「トラウマ関連疾患　心理療法ガイドライン」前

田正治・大江美佐里監訳．誠信書房．2017　（分担翻訳　7章　担当）

・ 大塚美菜子（翻訳），市井雅哉（監訳），アナ・ゴメス＆サンドラ・ポールセン（著）．私の中のすべての色たち－

解離について最初に出会う本－．スペクトラム出版社．2017/8/3

　　　　　　　　　　

【その他刊行物】　

・ 亀岡智美．巻頭言．Japanese Journal of Traumatic Stress.15（2）：1．2017

２　研究員の活動実績
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（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．子ども虐待ケースの親支援～非加害親へのサポート．第18回児童分析臨床研修会．2017/5/27．東京

・ 亀岡智美．トラウマを受けた子どもの回復を支える環境と関係性（指定討論）．第16回日本トラウマティックス

トレス学会．2017/6/11．東京

・ 大澤智子．サイコロジカルファーストエイド．日本トラウマティックストレス学会プレコングレス．2017/6/9．

東京

・ 大澤智子．国内外の先端研究から考えるトラウマティック・ストレスとレジリエンス．日本トラウマティックス

トレス学会シンポジウム．2017/6/11．東京

・ 田中英三郎．罪悪感と抑うつを主とした事故被害者のPTSDに対する持続エクスポージャー療法の試み．第16回

日本トラウマティック・ストレス学会．2017/6/11．東京

・ 田中英三郎．事故被害により生じた強い罪悪感を伴う PTSDに対する持続エクスポージャー法の試み．第113回日

本精神神経学会学術総会．2017/6/24．名古屋

・ 田中英三郎．トラウマからの回復と “紛争、自然災害、国際協力、文化” の関係．第37回 日本社会精神医学会．

2018/3/1．京都

・ 福井貴子，加藤寛．効果的な中長期支援のために‐こころのケアセンター職員から見た被災地支援‐．第16回日

本トラウマティック・ストレス学会．2017/6/10

・ 大塚美菜子，加藤寛，亀岡智美．発達障害児者におけるトラウマ臨床についての実態に関する調査．日本トラウ

マティックストレス学会．2017/6/10．東京

・ 大塚美菜子，トラウマ治療の中で予想外に出現した解離症状をどのように乗りこなすか（特別討論）．第16回日

本トラウマティックストレス学会．2017/6/11．東京

（3） 講演

・ 加藤寛．公共交通事故被害者等の心理． 国土交通省．2017/5/18．千葉県柏市

・ 加藤寛．災害時のこころのケアについて～これまでの経験から見えてきたもの～．広島市精神保健福祉センター．

2017/7/6．広島市

・ 加藤寛．災害支援活動に必要なこころのケア．兵庫県看護協会．2017/7/20．神戸市

・ 加藤寛．大澤智子．消防庁緊急時メンタルサポートチーム派遣．同僚が殉職した消防職員の惨事ストレス．城陽

市消防本部．2017/8/2～3．京都

・ 加藤寛．惨事ストレス．平成29年度初任科教育課程．神戸市消防学校．2017/8/23．神戸

・ 加藤寛．大澤智子．ストレスマネジメント．惨事ストレス対策（基礎）研修．高知市消防局．2017/9/20．高知

・ 加藤寛．惨事ストレス対策についての研修会． 南和歌山医療センター．2017/10/18．田辺市

・ 加藤寛．消防職員惨事ストレス研修会． 横浜市消防局．2017/11/22．横浜市

・ 加藤寛．国際防災・人道支援フォーラム2018．国際防災・人道支援フォーラム実行委員会．2018/1/23．神戸市
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・ 加藤寛．熊本地震こころのケア研修会．日本精神神経学会．2018/3/14．熊本市

・ 亀岡智美．職員のメンタルヘルス．施設内研修会．児童養護施設レバノンホーム．2017/5/12．大阪

・ 亀岡智美．学校における子供の心のケアについて．子供の心のケア専門研修．福井県教育庁嶺南教育事務所．

2017/6/20．福井

・ 亀岡智美．トラウマの理解～トラウマの感情への影響と生活内支援～．性的虐待等に関する専門研修．国立きぬ

川学院．2017/6/27．栃木

・ 亀岡智美．子どものトラウマケア．こどものトラウマケアの支援研修会．国立病院機構琉球病院．2017/7/3-4．

沖縄

・ 亀岡智美．幼少期に逆境体験を持つ養育者のこころの理解と支援．看護職員協議会研修会．奈良県市町村看護職

員協議会．2017/7/18．奈良

・ 亀岡智美．虐待を受けた子ども達への理解と支援～トラウマインフォームドケアを学ぶ～．児童福祉分野及び関

連領域従事者研修．さいたま市児童相談所．2017/7/28．埼玉

・ 亀岡智美．虐待を受けた子どもたちへの理解と支援～トラウマインフォームドケア～．要保護児童対策地域協議

会研修会．寝屋川市要保護児童対策地域協議会．2017/8/25．大阪

・ 亀岡智美．虐待予防のための事例像の理解と親支援．子ども虐待予防事業研修会．大阪府池田保健所．

2017/8/29．大阪

・ 亀岡智美．「子どものトラウマの理解」について．職員研修．京都市児童相談所，京都市第二児童相談所．

2017/9/12．京都

・ 亀岡智美．虐待を受けた子ども達の理解と支援～トラウマインフォームドケアを学ぶ～．職員研修会．和歌山県

子ども・女性・障害者相談センター．2017/9/22．和歌山

・ 亀岡智美．精神科診療におけるトラウマインフォームドケア．PTSD関連研修会．愛知精神神経科診療所協会．

2017/10/1．名古屋

・ 亀岡智美．PTSDの診断と治療．大精診・大阪弁護士会合同勉強会．大阪精神科診療所協会．2017/10/19．大阪

・ 亀岡智美．発達障がいとトラウマをめぐる諸問題．全国保健師長会徳島県支部定例会．全国保健師長会徳島県支部．

2017/10/21．徳島

・ 亀岡智美．トラウマフォーカスト認知行動療法（TF-CBT）について．児童心理司（心理判定員）研修．千葉県社

会福祉協議会．2017/10/24．千葉

・ 亀 岡 智 美． 症 状 と し て の 問 題 行 動 へ の 対 応． 施 設 内 研 修． 大 阪 府 立 子 ど も ラ イ フ サ ポ ー ト セ ン タ ー．

2017/10/27．大阪

・ 亀岡智美．精神疾患とトラウマを抱えた保護者へのアプローチの方法について．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．2017/10/30．伊丹

・ 亀岡智美．こどものトラウマと対応．こども家庭センター等職員研修．兵庫県中央子ども家庭センター．

2017/10/31．明石

・ 亀岡智美．トラウマの理解～トラウマの感情への影響と生活内支援～．性的虐待等に関する専門研修．国立きぬ
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川学院．2017/11/14．栃木

・ 亀岡智美．トラウマインフォームド･ケアとは何か～子どものトラウマの理解と支援～．大阪大学「知の共創プ

ログラム」．大阪大学大学院人間科学研究科．2017/11/19．大阪

・ 亀岡智美．事例を通じてトラウマインフォームドケアを考える．施設内研修．大阪府立子どもライフサポートセンター．

2017/11/24．大阪

・ 亀岡智美．トラウマ治療最前線．一日研修会．滋賀県臨床心理士会．2017/11/26．大津

・ 亀岡智美．虐待を受けた子どもたちへの理解と支援～社会的養護の施設などにおけるトラウマインフォーム

ドケアの活用～．児童福祉分野に関わるさいたま市職員及び関連領域従事者研修．さいたま市児童相談所．

2017/11/28．埼玉

・ 亀岡智美．トラウマインフォームドケア～虐待、社会的養護ケースの子ども達のトラウマに気づく、ケアする～．

性的虐待における子どもの負担を軽減する支援のあり方研修．横浜市中央児童相談所．2017/12/1．横浜

・ 亀岡智美、田中英三郎．TF-CBT概論～トラウマインフォームドケアの必要性～．職員研修会．大阪市総合医療セ

ンター．2017/12/10．大阪

・ 亀岡智美．子ども虐待のトラウマについて．職員研修会．社会福祉法人タンポポ福祉会．2017/12/15．大阪

・ 亀岡智美．災害復興期の家族支援．熊本地震とこころのケアフォーラム．熊本県健康福祉部子ども･障がい福祉局．

2017/12/17．熊本

・ 亀岡智美．子ども虐待対応～性虐待への対応～．児童福祉司スーパーバイザー研修．公益財団法人SBI子ども希

望財団．2017/12/19．神戸

・ 亀岡智美．シンポジウム虐待･ネグレクト事例の理解と支援．児童福祉司スーパーバイザー研修．公益財団法人

SBI子ども希望財団．2017/12/19．神戸

・ 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．

2018/1/16．東京

・ 亀岡智美．女性とトラウマ．「もう一度、ジェンダー規範を考える」連続講座．日本基督教団兵庫教区セクシャル

･ハラスメント防止委員会．2018/1/26．神戸

・ 亀岡智美．トラウマインフォームドケアについて．児童福祉施設と子ども家庭センターとの合同研修会．大阪社

会福祉協議会児童施設部会．2018/2/9．大阪

・ 亀岡智美．生きづらさを抱える保護者への対応とその理解．枚方市児童虐待問題研修会．枚方市子ども総合相談

センター．2018/2/23．大阪

・ 亀岡智美．トラウマインフォームドケアの概念の変遷．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．2018/3/4．大阪

・ 亀岡智美．トラウマインフォームドケア．北海道子どもの虐待フォーラム．北海道子どもの虐待防止協会．

2018/3/11．札幌

・ 亀岡智美．トラウマの理解と支援について．処遇困難事例検討会議．富田林子ども家庭センター．2018/3/20．

大阪
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・ 亀 岡 智 美． こ ど も の ト ラ ウ マ の 理 解 と 対 応． 守 口 保 健 所 管 内 自 殺 対 策 関 係 機 関 連 絡 会． 守 口 保 健 所．

2018/3/23．大阪 

・ 大澤智子．代理受傷及び惨事ストレスについて．京都府警察学校．2017/5/10．京都

・ 大澤智子．メンタルヘルスについて．消防士長昇任課程．神戸市消防学校．2017/5/24．神戸

・ 大澤智子．災害時のこころのケア．災害対策専門研修「マネジメントコース」エキスパートB．人と防災未来センター．

2017/6/13．神戸

・ 大澤智子．惨事ストレス．江津市消防職員研修．江津市消防本部．2017/6/22～23．江津

・ 大澤智子．ハラスメントの予防と指導．吹田市消防職員研修．吹田市消防本部．2017/6/27～28．吹田

・ 大澤智子．メンタルヘルス．平成29年度初任教育．兵庫県広域防災センター（兵庫県消防学校）．2017/7/4．三木

・ 大澤智子．災害におけるこころのケア～支援者が学び、スキルアップすること～．熊本地震後のこころのケア研修．

熊本市役所．2017/7/5．熊本

・ 大澤智子．パワハラスメントの予防．西宮市消防職員研修．西宮市消防本部．2017/7/11．西宮　

・ 大澤智子．パワハラスメントの予防．西宮市消防職員研修．西宮市消防本部．2017/7/14．西宮　

・ Tomoko OSAWA．Disaster Mental Health in Japan. Malaysia Ministry of Health. Disease Control Division.　

2017/7/18．マレーシア

・ 大澤智子．ストレスマネジメント．平成29年度初任科教育課程．神戸市消防学校．2017/7/26．神戸

・ 大澤智子．2017/7/27．高知　高幡消防組合消防本部

・ Tomoko OSAWA．Disaster Mental Health in Japan.  International Kizuna Project Sympoisum on Dister Mental 

Health. Ministry of Health.  2017/8/29．Santiago 

・ Tomoko OSAWA．Critical Incident Stress among First Responders.  Kizuna Project Seminars on Disaster Mental 

Health. Ministry of Health. 2017/8/30．Santiago

・ Tomoko OSAWA．Disaster Mental Health in Japan.  International Kizuna Project Sympoisum on Dister Mental 

Health.Ministry of Health. 2017/8/31．Arica

・ 大澤智子．消防職員の現場活動にかかるストレス対策について．消防職員安全衛生管理研修会．（一財）地方公務

員安全衛生推進協会．2017/9/7．福岡

・ 大澤智子．ストレスマネジメント．惨事ストレス対策（基礎）研修．高知市消防局．2017/9/20．高知

・ 大澤智子．傾聴の基礎．惨事ストレス対策（基礎）研修．高知市消防局．2017/9/21．高知

・ 大澤智子．支援者のメンタルケア．2017年度被害者支援員養成講座．大阪被害者支援アドボカシーセンター．

2017/9/22．大阪

・ 大澤智子．惨事ストレスの理解と予防．奈良県広域消防組合職員研修．奈良県広域消防組合．2017/9/26～27．

奈良

・ 大澤智子．対人支援職のためのセルフケア．平成29年度災害時自殺対策事業．東部保健福祉局　徳島保健所．

2017/10/3．徳島

・ 大澤智子．災害救助者が受ける惨事ストレスについて．幹部教育（新任消防司令補ステップアップ研修）．京都市
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消防学校．2017/10/5．京都

・ 大澤智子．消防職員のための惨事ストレスの理解と予防について．平成29年度救急実務講習会．一般財団法人全

国消防協会東北地区．2017/10/12．いわき

・ 大澤智子．災害時のこころのケア．平成29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世紀研究機構人と防災未来センター．2017/10/17．神戸

・ 大澤智子．災害時等のこころのケアについて～サイコロジカル・ファーストエイドを中心に～．平成29年度災害

時等こころのケア研修．大分県こころとからだの相談支援センター．2017/10/19．大分

・ 大澤智子．ストレスマネジメント．職員研修．兵庫県警本部情報通信部．2017/10/25．神戸

・ 大澤智子．サイコロジカル・ファーストエイド．被害者支援職員研修．千葉県警察本部被害者支援室．

2017/10/26．千葉

・ 大澤智子．消防職員の現場活動にかかる惨事ストレス対策と職場のメンタルヘルス対策について～組織対応、管

理監督者の対応、ストレス対策など～．消防職員惨事ストレス研修会．（一財）地方公務員安全衛生推進協会．

2017/10/27．京都

・ 大澤智子．熊本地震後のこころのケア研修会第2回PFA研修会．平成29年度災害時のこころのケア研修会．熊本

こころのケアセンター．2017/11/1．熊本

・ 大澤智子．メンタルヘルスと惨事ストレスについて．消防職員幹部教育　中級幹部科（第18期）．京都府立消防学校．

2017/11/2．京都

・ 大澤智子．惨事ストレス．平成29年度幹部教育　初級幹部科．兵庫県消防学校．2017/11/15．三木

・ 大澤智子．サイコロジカルファーストエイドについて．平成29年度支援者向け講座「事件・事故・災害時の支援

～サイコロジカルファーストエイド～」．さいたま市障害者総合支援センター．2017/11/16．さいたま

・ 大澤智子．様々なハラスメント対策（パワハラやマタハラ等），職場のメンタルヘルス対策．人事・労務担当職員

研修．兵庫県企画県民部企画財政局市町振興課．2017/11/28．神戸

・ 大澤智子．支援者のためのセルフケア～自分たちのストレス対処法を学ぼう～．平成29年度自殺対策人材養成研

修会．愛知県津島保健所．2017/11/30．愛知

・ 大澤智子．惨事ストレスの理解と予防．職員研修．第5管区海上保安本部．2017/12/1．神戸

・ 大澤智子．サイコロジカルファーストエイド．JDA-DAT スタッフ育成研修会．公益社団法人兵庫県栄養士会．

2017/12/2．神戸

・ 大澤智子．対人援助職の二次受傷とケアについて．平成29年度福祉専門職研修（指導者育成研修「リーダーシップ・

マネジメント研修-2」）．大阪府福祉部福祉総務課．2017/12/7．大阪

・ 大澤智子．人事業務管理　組織と人間関係．平成29年度消防職員幹部教育初・中級幹部科．岩手消防学校．

2017/12/8．岩手

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

究科予防精神医学寄附講座．2017/12/13～14．仙台

・ 大澤智子．惨事ストレスの理解と予防．平成29年度消防職員幹部教育初級幹部研修．滋賀県消防学校．
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2017/12/19．滋賀

・ 大澤智子．サイコロジカル・リカバリースキル～災害復興期の回復を支えるこころのケア～．平成29年度熊本地

震後のこころのケア研修会．熊本市こころの健康センター．2018/1/10～11．熊本

・ 大澤智子．救急現場における惨事ストレスとメンタルヘルス．第26回消防職員専科教育救急科．青森県消防学校．

2018/1/17．青森

・ 大澤智子．サイコロジカル・ファーストエイド．平成29年度教育研修　災害支援ナーススキルアップ研修II．奈

良県看護協会．2018/2/8．奈良

・ 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」．2018/2/11．岡山

・ Tomoko OSAWA．Critical Incident Stress and Secondary Trauma among Dister Responders. JICA Malaysia 

Seminar on Disaster Mental Health. 2018/2/17．神戸

・ 大澤智子．職場のメンタルヘルス～部下の変化に対処するために～．司令補昇任課程．神戸市消防学校．

2018/2/21．神戸

・ 大澤智子．学校現場における事件事故後の対応．教職員研修会．姫路市立朝日中学校．2018/3/6．姫路

・ 大澤智子．えっ！どうして？ゲームを通して考える職場のコミュニケーション．高砂市民病院職員研修．高砂市

民病院．2018/3/12．高砂

・ 大澤智子．ハラスメントの予防と指導方法．大野市消防職員研修会．大野市消防本部．2018/3/22．大野

・ 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．2017/5/18．金沢

Eizaburo Tanaka, Atsuro Tsutsumi. Training of Trainers （ToT） September Workshop on Psychological First Aid 

（PFA）. United Nations University International Institute for Global Health. 2017/9/5-7. Kuala Lumpur 

・ 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．2017/10/26．神戸

・ 田中英三郎．災害と国際協力．学部生講義．兵庫県立大学．2017/12/2．神戸

・ 田中英三郎．災害とボランティア．大学院講義．金沢大学．2017/12/14-15．金沢

・ 田中英三郎．うつ病．相談員継続研修．ひょうご被害者支援センター．2018/2/25．神戸

・ 鈴木逸子．平成29年度特別研修「通信担当者研修」講義　2018/1/10 兵庫県消防学校　三木市

・ 山 本 沙 弥 香． な く そ う 職 場 の ハ ラ ス メ ン ト － 現 状 と 解 決 へ の 道 筋．NPO 法 人 メ ン タ ル サ ポ ー ト 京 都．

2017/5/20．京都

・ 山本沙弥香．ストレスとうまくつきあうために（職員のメンタルヘルスセルフケア研修）．特別擁護老人ホーム翁

寿園．2017/10/4．淡路島

・ 山本沙弥香．ストレスとうまくつきあうために（職員のメンタルヘルスセルフケア研修）．宝塚市ブロック別幼稚

園・保育所研修．2017/12/3．宝塚

・ 山本沙弥香．こどものこころの危機サインへの気づきや対応方法について．兵庫県新規採用養護教諭研修．

2017/12/14．神戸

・ 山本沙弥香．職場におけるメンタルヘルス．兵庫県消防学校．2018/2/28．三木
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・ 大塚美菜子．対人支援職のためのセルフケア－ストレスと上手に付き合う－．2017/6/29．東光学園．大阪

・ 大塚美菜子．対人支援職のためのセルフケア．2017/9/21．門真市高齢福祉課．ストレスマネジメント研修．大阪

・ 大塚美菜子．発達障害児者におけるトラウマ関連症状の特徴と介入の工夫．NPO法人子育て．発達支援ネットワー

クはぐくみ講演会　2018/2/25．香川

（4） 学会活動

【座長】　　　　　　　

・ 亀岡智美．シンポジウム2．効果が実証された子どものトラウマ治療～医療機関におけるTF-CBTの展開～．第58

回日本児童青年精神医学会総会．2017/10/5．奈良

・ 亀岡智美．一般講演9　PDD/ASD2．第58回日本児童青年精神医学会総会．2017/10/6．奈良

・ 大塚美菜子．一般演題．準備段階に焦点を当てた EMDR 初学者の試み．日本 EMDR 学会第12会学術大会．

2017/8/4．東京

【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．2017年度．東日本震災被害者の生活復興プロジェクト生活復興委員会委員

・ 亀岡智美．日本トラウマティック・ストレス学会副会長

・ 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編集委員会委員

・ 亀岡智美．日本子ども虐待防止学会代議員

・ 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．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　
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・ 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

・ 山本沙弥香．2017年9月～現在．兵庫県臨床心理士会被害者支援専門委員会　協力委員

・ 大塚美菜子．日本EMDR学会 IT委員

・ 大塚美菜子．日本EMDR学会人道支援プログラム IT委員

（5） 地域支援活動

・ 加藤寛．大澤智子．チリ　災害後のメンタルヘルス活動．2017/8/26～9/3．サンチャゴ他

・ 加藤寛．大澤智子．マレーシア　災害後のメンタルヘルス活動．2017/7/16～20．マレーシア

・ 加藤寛．みやぎ心のケアセンターの現状と閉じ方について． 2017/4/12．みやぎ心のケアセンター

・ 加藤寛．みやぎ心のケアセンターについて． 2017/4/13． 宮城県気仙沼保健福祉事務所

・ 加藤寛．震災で子どもを亡くされた遺族の支援． 2017/7/27． 石巻市教育委員会

・ 加藤寛．仙台生活復興プロジェクト委員会． 2017/10/5．仙台市 

・ 加藤寛．みやぎ心のケアセンター運営委員会． 2017/10/12． みやぎ心のケアセンター

・ 加藤寛．大船渡保健講演． 2017/11/8． 大船渡保健所

・ 加藤寛．みやぎ心のケアセンターフォーラム． 2017/11/29．仙台市

・ 加藤寛．震災で子どもを亡くされた遺族の支援． 2017/12/21．石巻市教育委員会

・ 亀岡智美．災害復興期の家族支援．熊本地震とこころのケアフォーラム．熊本県健康福祉部子ども･障がい福祉局．

2017/12/17．熊本 

・ 大澤智子．城陽市消防職員殉職後の危機介入活動．2017/8/2～3．城陽

・ 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．2017/4/28-29．岩手

（6） その他

・ 亀岡智美．2013年～大阪府子ども家庭センター｢TF-CBT症例検討会議」講師

・ 亀岡智美．2017年度．兵庫県中央こども家庭センター児童虐待等対応専門アドバイザー 

・ 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

（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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