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監訳者序―解説にかえて―

東日本大震災から早くも 3年近い年月が流れた。

「天災は忘れた頃に来る」という寺田寅彦の言葉がしばしば引用される。私

が小学生だったころにもよく教えられたものだ。これとセットになってたた

き込まれたのが「備えあれば憂いなし」であった。そのころの小学生にとっ

ては災害と言えば戦災の記憶が鮮明で，焼け野が原の東京はいまだ脳裏に蘇

る風景である。

戦後の日本は時々襲来する台風の被害や地方都市の火災などが主たる災害

で，ある意味では災害の少なさが日本の戦後復興を助けたと言えるかも知れ

ない。

1995 年の阪神淡路大震災からあと，それまで遠慮していたかにみえる大災

害が立て続けに起きているように思うのは，錯覚であろうか。今思い出すだ

けでも新潟地震，霧島連山での噴火など忘れるひまもなく襲来しているよう

に思う。

本書はアメリカ合衆国の精神科医，カウンセラー，臨床心理学者らによっ

て編まれた主として 9.11 以後の災害救援におけるメンタルケアの実践報告

でもあり，精神科的活動の有効性に関する統計学的に厳密な検討の研究報告

でもある。翻訳していて強く感じるのはこの書は「走りながら考えた」産物

であるということだった。その意味で，ここに書かれた報告を実践的にも理

論的にも完成した教科書と受け取るのは間違いであろう。真実は日々に更新

されて行くものだという信念が貫かれていて，学ぶべきはその継続する意志

である。

本書の著者でもあり，責任編集にあたっている代表格のElspeth Cameron

Ritchie 博士は合衆国陸軍軍医総監部の精神医学コンサルタントであり，こ

の書の発行時には陸軍大佐であった。軍や戦争を避けていたら，大規模破壊

の実相やその余波である身体的精神的被害への救援活動の実務を語ることは

できない。戦争こそは大規模破壊の最たるものだからだ。東日本震災におい

てアメリカ軍が「ともだち作戦」を迅速に展開した事実からも知られるよう

に，またわが自衛隊の献身的活動が報じられていることでも明らかなように，

軍は大惨禍を作り出す元凶的存在でもあり，その結果への救援のプロでもあ
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る。

本書の原題�Interventions FollowingMassViolence and Disasters�の訳語

として「巨大惨禍への精神医学的介入」を選んだのは，自然災害だけではな

く 9.11 のようなテロ攻撃という人為的災厄をも含んだ内容であることを考

えたからである。

筆者は東北地方の災害現場には立ち入らなかった。老人が邪魔をすると悪

いと思ったからというのが言い訳になるが，阪神災害では比較的早く現地に

入った。何をしたかというと「需要調査」である。当時，心のケアが大事だ

という声はメディアを中心に盛んに叫ばれていた。全国の精神科医もそれに

同調したのでもないだろうが，「なぜ，われわれを現地に入れないのか」とい

う声が澎湃として起き，地摺り足踏みせんばかりの状況となった。現地で精

神科的救援に当たっていた本部的な部署には「どうなってるんだ。早く受け

入れろ」という非難がましい声が殺到し，その対応に追われることが実務を

妨げんばかりであった。

「本当に精神科医が必要なのか？ 求められているのか？」が私の疑問で

あった。事前の交渉で，現地の医療班に当時私が責任者だった千葉県精神科

医療センターの精神科医を派遣してあったので，そこを拠点にまだ瓦礫の点

在する神戸の町を徒歩で歩いたものである。5ヵ所の避難所を一日かけて回

りそこの医師（身体科）に「本当に精神科医が必要ですか？」と聞いて回った

のである。1ヵ所を除いて積極的に「来てくれれば助かります」という返事を

いただいた。その後のことはここでは記さないが，「心のケア」を叫ぶ職業人

たちの恥ずかしいような行状を聞かなかったわけではない。避難所へのこの

こ出かけて「心のケアは要りませんか？」と聞き歩いて顰蹙を買った精神科

医もいた。

そういう経験から，本書を読んでいくつか感銘を受けた点をあげておこう。

ノーマライゼーションの重要性が随所で強調されている。

巻末の用語解説でも触れたように，この言葉はわが国でも人口に膾炙して

いるが，必ずしも正しく理解されているとは言いがたい。本書では，災害直

後の心的動揺をいたずらに病理扱いするなという文脈で語られている。「こ

んな目にあって不安になったり眠れなくなったりするのは，ごく自然なこと

です，私だったらもっと混乱したと思いますよ」という態度で当たれという

常識的な戒めであり，心のケア屋の看板を立ててうろつくような真似をしな
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さんなということである。災害があると現地に群がって，真正のメンタル救

援の邪魔をする輩がアメリカでも少なくない模様だ。1000 人足らずの学校の

乱射事件に，数百人のメンタルボランティアが殺到して困ったという事例が

語られている。

レジリエンスを信頼せよ。大多数の人びとは災害に打ちのめされても再び

立ち上がる力を持っている。その力を弱めるような介入は有害無益であるし，

その力が発揮できないような状況的要因を除去することに注力すべきだとい

う観点が重要視されている。今回の津波被害の復旧場面でのテレビ映像で，

私が強い印象を受けたのは，漁村の初老の男性が廃材を運びながら TV ク

ルーに語った一言だった。「いつもやってることを，やるしかねえんだよ」。

言外には「邪魔するなよ」と漏らしているようだった。

私の精神科救急医としての経験に照らせば，危機にある人を支えるのは，

実は日常習慣である。ルーティンに回帰しそこに力を集中することで人は正

気に戻るのだ。その作業を邪魔してはならない。それこそ「余計なお世話」

に他ならない。

事後検証をきちんとやること。本書の多くの部分で災害時の危機介入が実

際に有効だったのか，むしろ有害ではなかったという疑問に答えるべく真摯

な検証作業が行われ，「現段階でここまでは言える」という控えめではあるが

有益な結論を出している。その研究の多くは無作為標本抽出による統計学的

に信頼の置ける手法でなされており，その手法が不可能であったものについ

ては留保つきの結論になっているのは，さすがにアメリカであるという感触

を得た。

記録を残すこと，事後に自らのやった行為を厳正に顧みて当面妥当と思わ

れる結論を出しておくことは，災害救援にのみ限られたことではないが，本

邦の文化的伝統のゆえにか不十分不徹底にしか行われていなかった。近代史

のなかでこの国の為政者が誤った判断をした結果多くの惨害を生んだにもか

かわらず，そういう事後の検証がなされていないことは，今になってようや

く話題に上るようになっている。ことは医学界に限った話ではない。記録資

料を残さないように意図的に振る舞った人びとも少なくない。

準備（preparedness）。上述の検証作業が次に備えることにつながることは

言うまでもなく明白である。preparedness には軍事的含意もあり，簡単に

言ってしまえば「合戦準備」のことだ。海上運航では「荒天準備」という。
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平和国家日本で合戦準備などと言ったら袋だたきに遭うから，時化に遭った

ら，風雨が強くなる前に準備せよという程度にしておく。本書を訳出した訳

者らの意図のうちの主要部分はこの点にある。つまり「備えあれば憂い無し」

である。

本書に書かれていることで，この国の精神科医として最も羨ましく思う点

は，大災害時の国家，州，市等の行政機関を一貫した組織の存在である。

FEMA のような大規模な組織が日本で必要かは別の議論として，大災害救

援活動のなかに精神科的援助体制が組み込まれていることの重要性である。

わが国では，国・県・市を貫通するような防災組織は堅固に出来上がってい

る。問題はそういう救急・救助のための行政組織と精神科的援護を担うべき

組織が国においても地方行政組織においても，別系統になっていることで，

その結果いざというときの動員力や機動力において，精神科の関与が一歩遅

れることになる。行政機関のなかでは消防・防災関係は相当に強力な存在で

ある。一方でわが精神科陣営，メンタルケアの担当者たちが，国・県・市町

村という組織系列のなかで，そんなに強力ではないのはやむを得ないとも考

えられるが，これから発生するであろう災害への準備としては，あらかじめ

消防・防災関係の行政組織のなかに組み込んでもらう形をとるべきであろう。

そういう組織作りに際しても最重要課題はプリペアドネスであろう。本書

でも短期，中間期と長期に分けて詳しく述べられているが，それぞれの時期

で精神科医療・保健の担当者が果たす役割は変化する。短期には救急・救命

的医療が優先するから，精神科の出る幕はないと考えがちだが，災害現場の

修羅に動転しない覚悟をもち，点滴注射の手技くらいはできる医者性を保持

しているなら，役に立つ場面はある。中期・長期的には，救援活動に従事す

る職業人へのメンタルケアも重要な仕事になる。本書の訳者として期待する

のは，救急医療専門家や消防防災関係者の教材として，準備に役立てていた

だきたいということである。精神科救急医療で働く精神科医にとっても重要

な教育資料となることを期待する。

2013 年 10月

訳者を代表して

計見 一雄
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災害や大規模暴力は今や人生のごくありふれた一要素と化した。これらは

あらゆる層の人生―富裕層でも貧困層でも，仕事中でも家庭でも，子ども

も大人も，そしてすべての民族的・宗教的背景にわたる人生に影響を与える。

災害は，台風，竜巻，津波から，乗り物事故や重症急性呼吸器症候群＊1severe

acute respiratory syndrome（SARS)，インフルエンザ，鳥インフルエンザの大

流行にまでわたる。世界中のどこであれ，不利な境遇に置かれている人びと

は地価が安く，安全性に乏しく，危険な工場地域のそばに住み，働き，遊ぶ

ことが多いため，災害に遭う危険が高い。大規模暴力もまた，テロや戦争は

もちろん，工場事故や乗り物事故など人為的または故意の出来事の結果であ

る。これらは，行動学的かつメンタルヘルス的に，より重大な結果をもたら

す可能性がある。テロによるそれらの結果への対応は特に難題である。テロ

によって引き起こされる行動学的かつメンタルヘルス的な結果は，テロ攻撃

がもたらす影響のなかで最も重大で，長時間を要し，高くつくものである。

テロの第一の目的は，公的機関に対する人びとの信頼を失わせ，人びとの信

念，安心感，行動を変容させることである［（3）］。それゆえ，メンタルヘルス

の専門家は，テロに対する備えおよび対応において主要な役割を担っている。

大規模暴力および大規模災害に対する早期介入の議論は，二つの重要な領

第 21 章 災害および大規模暴力の犠牲者のためのメンタルヘルスおよび行動学的介入 463

ROBERT J. URSANO, MATTHEW J. FRIEDMAN

災害および大規模暴力の犠牲者のための

メンタルヘルスおよび行動学的介入
システム，ケア，プランニング，ニーズ

第 21 章
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域を扱うのが一般的である―すなわち，公衆衛生的な問題と苦しんでいる

人びとの臨床的治療について，である。これら二つの問題は多くの重要な過

程で明瞭な相関を有しているものの，概念的および実践的観点の双方からそ

れぞれ個別に扱うことも可能である。公共のメンタルヘルスについては，現

行のシステムがそれぞれの社会や地域レベルにおいて適切な保護を提供し得

るか否かに重点が置かれている。その目指す方向性は，「健康 wellness」であ

る。それぞれの介入法は，レジリエンス†を促進するか，または人びとのニー

ズを把握するようにデザインされ，大多数の人が自然回復することを期待し

つつ症状が残存する人びとに対しては介入サービスを提供する。それとは対

照的に，個人に対する介入法についての議論は一般的に，「病気 illness」の観

点を伴っている。これらの介入法は，病的症状や不適応行動を減らすように

デザインされる。これらについては通常，より伝統的な臨床メンタルヘスル

の文脈のなかで議論されることが多い。

本書はこれら二つの異なる方向性を反映し，ある章では公衆衛生イニシア

チブについて議論する一方，他の章ではトラウマ体験後の苦痛を改善するた

めの介入法の臨床的課題のテーマを扱っている。また，災害メンタルヘルス

の専門家の養成および認定のように公衆衛生および従来型の臨床的要素をと

もに含むような，この二分法に該当しない別のテーマも含まれている。同様

に，理論，研究，さまざまな文化に対する感受性，およびアウトリーチ†に関

する章についても両方の観点を考慮する必要がある。

公衆衛生的観点

災害や大規模暴力は，地域資源を圧倒し，コミュニティの機能と安全を脅

かす。即時通信やメディア報道によって出来事はリアルタイムに発信され，

世界が身内として目撃者となり，友人たちは完全な情報が得られる前から悲

嘆しはじめる。被災したコミュニティが，外部からの流入者―援助を申し

出る人，野次馬，および報道などで�れかえってしまうことも少なくない。

見ず知らずの人びとのこのような突然の流入は，押しつけがましく，無遠慮

なものとして体験される可能性がある。ホテルは満室となり，レストランは

見知らぬ顔で混み合い，コミュニティの普通の日常は失われ，社会福祉とと

もに社会的支援も疲弊し，崩壊する。

464 第Ⅴ部 将来への準備計画を創造する
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コミュニティ同士の結束は，災害後の早い時期によくみられる。多くのコ

ミュニティがあらゆる種類の災害に対して，良好かつ適切に反応する。この

結束の時期は，被災コミュニティの回復に資するべく他のコミュニティや既

存の支援チームを動員する機会でもある。この時期においてメディアは，怪

我や恐怖の映像，あるいは情報や援助をいかに伝えるかによって知識の媒介

者としても，潜在的な苦痛の媒介者としても機能し得る。重大なトラウマの

後には，外傷事象や政府の対応に至るまでの状況に関してコミュニティ内を

種々の風評が駆け巡るのが常である。時には，さらなる災害や暴力的な事態

を予想したり恐れたりして恐怖が高まることもある。この潜在的に混沌とし

た状況下においては，苦悩や苦痛の軽減，精神疾患の治療，および特に初動

要員の行動破綻の予防をその主たる目的としてメンタルヘルス・ケアを行う。

災害や大規模暴力後のメンタルヘルス・ケアの提供に関して，われわれは

系統的な取り組みを確立し得てはいない。ワーカー支援，レイプ被害者カウ

ンセリング，退役軍人に対する治療，さらには従来型のメンタルヘルス・サー

ビスでさえ，多様な対象者および時間的経過を横断的にケアするための広範

なニーズに対処できていない［Ruzek，本書第 2 章］。ヘルスケアの提供を計画す

る際には以下のことを認識しておかなければならない。すなわち，大半の人

は回復すること，生存者に対する介入の最適時期については（友人や身内に

対するそれと同じように）よくわかっていないということ，（メディア活用に

よるものを含む）効果的な教育的介入に関するわれわれの理解は未成熟であ

るということ，そして自然回復や適応的コーピング†には社会的サポートが

重要らしいということ，などである。ヘルスケア提供の早い段階においては

トリアージ†が重要かもしれないが，サービスを提供する場合，特にハイリス

ク群や非顧慮（忘れられやすい）群（例：高齢者や子どもなど）に対する積極的

なアウトリーチが重要である。さらに，災害の経済面については一般的に，

ヘルスケアを広範に供給するのであれば，短期かつ費用対効果の高い早期介

入が求められる。

地域に根ざした予防プログラムから外来患者クリニック，入院患者治療，

およびほとんどのメンタルヘルス問題がみられるプライマリケアにおける治

療に至るまでの従来型のメンタルヘルスや健康行動科学を含め，一次，二次，

三次予防の全範囲を通して，メンタルヘルス問題に対処し得る公共医療はほ

とんどない。稀な例外を除き，われわれのメンタルヘルス・システムの公衆

第 21 章 災害および大規模暴力の犠牲者のためのメンタルヘルスおよび行動学的介入 465
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衛生要素は，重症かつ持続的な精神疾患を有する人びとに対する地域に根ざ

したサービスであり，災害や大規模暴力に対するものも含むコミュニティの

メンタルヘルスおよび行動に関するあらゆるニーズに対応する包括的な公衆

衛生ではない［（4）］。

災害や大規模暴力に対する伝統的なメンタルヘルスおよび行動科学 health

behaviors 的なニーズに対するケアには，一次，二次，三次予防の全範囲にわ

たってメンタルヘルス問題に対して公共医療を提供するための系統的なアプ

ローチが求められる。これには，従来のメンタルヘルスケアとともに，苦痛

や死亡率を増加させる可能性のある健康行動へのケアも含まれる。このよう

なヘルスケアは，地域に根ざした予防プログラムから外来および入院治療に

まで求められ，実際に災害が起こり社会資源が脅威に曝された際には被災者

および治療者自身がこれに包含される。大半のメンタルヘルス上の問題が出

現する民間の医療施設やプライマリケア施設は，メンタルヘルスケアに対処

するネットワークの一翼を担っている。

災害後にヘルスサービスを提供するための従来の自然災害や乗り物事故モ

デルは，テロに対しては限定的にしか適用できない。災害や大規模暴力後の

心理学的，行動学的，メンタルヘルス的ニーズに効果的かつ一貫した対応を

行うためには，あらゆる危険に対する防災計画の枠組みのなかでの準備と対

応活動が求められる［（1）］。

災害や大規模暴力に対する医療システムの一部としてのメンタルヘルス・

ケアシステムは，被災コミュニティに最善のケアを提供するためにトリアー

ジ，急激な需要増への対応能力，および健康調査のニーズに取り組む公衆衛

生および救急応答システムに加わらなければならない。このためには，公衆

衛生，身体および精神保健当局，州および地域救急計画立案担当者，災害援

助機関，医療機関および医療従事者，重要インフラ事業団体の代表者との協

同が必要である［（17）］。

Speier［第 5 章］は，有益かつ正確なデータにもとづいてこのような計画を

立案しなければならないと主張する―彼は，災害後のニーズ評価に関する

現在の方法論がいかに不適切かを例証している。Ørner，Kent，Pfefferbaum，

RaphaelおよびWatson［第 7章］は，計画立案のための体系的アプローチとは

それがいかなるものであれ，成果を左右する基本的な脈絡関係要素を考慮し

なければならないと強調する―彼らは，最も効果的な早期介入は生存者の

466 第Ⅴ部 将来への準備計画を創造する


