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現地現地現地現地でででで復旧作業復旧作業復旧作業復旧作業をしているをしているをしているをしている
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１． 傷つくのは、直接被災した人だけではありません

２． 災害時のストレス反応について

３． ストレス軽減の方法

４． 飲酒についての注意

５． 援助者の二次被災を防ぐ

概 要
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１１１１．．．．傷傷傷傷つくのはつくのはつくのはつくのは、、、、直接被災直接被災直接被災直接被災したしたしたした人人人人だけではありませんだけではありませんだけではありませんだけではありません

被災被災被災被災したしたしたした個人個人個人個人だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、そのそのそのその地域全体地域全体地域全体地域全体がががが、、、、災害災害災害災害ののののショックショックショックショックでででで傷傷傷傷つきつきつきつき、、、、マヒマヒマヒマヒにににに陥陥陥陥りますりますりますります。。。。

たとえばたとえばたとえばたとえば津波津波津波津波のののの被害被害被害被害からまぬがれたからまぬがれたからまぬがれたからまぬがれた人人人人もももも、、、、なじみのあるなじみのあるなじみのあるなじみのある町町町町のののの風景風景風景風景やややや、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの日常日常日常日常をををを失失失失っただけでっただけでっただけでっただけで、、、、打打打打
撃撃撃撃をををを受受受受けますけますけますけます。。。。

地域地域地域地域のののの行政機関行政機関行政機関行政機関やややや医療機関医療機関医療機関医療機関もももも、、、、パニックパニックパニックパニック状態状態状態状態にににに陥陥陥陥りますりますりますります。。。。

救助救助救助救助やややや援助援助援助援助にににに向向向向かったかったかったかった人人人人たちもたちもたちもたちも、、、、緊張緊張緊張緊張・・・・重圧重圧重圧重圧・・・・ショックショックショックショックにさらされますにさらされますにさらされますにさらされます。。。。

被災地被災地被災地被災地にいなくてもにいなくてもにいなくてもにいなくても、、、、親親親親しいしいしいしい人人人人のののの安否安否安否安否についてのについてのについてのについての心配心配心配心配はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、各地各地各地各地のののの悲惨悲惨悲惨悲惨なななな様子様子様子様子にににに過去過去過去過去のののの被災被災被災被災

体験体験体験体験がよみがえったりがよみがえったりがよみがえったりがよみがえったり、、、、自分自分自分自分がががが安全安全安全安全なななな場場場場にいることににいることににいることににいることに負負負負いいいい目目目目をををを感感感感じるじるじるじる気持気持気持気持ちちちち、、、、
何何何何もできないことでもできないことでもできないことでもできないことで落落落落ちちちち着着着着かないかないかないかない気持気持気持気持ちなどちなどちなどちなど、、、、かなりのかなりのかなりのかなりの人人人人がががが多多多多かれかれかれかれ少少少少なかれなかれなかれなかれ、、、、影響影響影響影響をををを受受受受けますけますけますけます。。。。

２２２２．．．．災害時災害時災害時災害時ののののストレスストレスストレスストレス反応反応反応反応についてについてについてについて
多多多多くのくのくのくの被災者被災者被災者被災者はははは、、、、下記下記下記下記のようなのようなのようなのような状態状態状態状態をををを経験経験経験経験しますしますしますします。。。。
これはこれはこれはこれは「「「「異常異常異常異常なななな事態事態事態事態にににに対対対対するするするする正常正常正常正常なななな反応反応反応反応」」」」ですですですです。。。。

【【【【心理心理心理心理・・・・感情感情感情感情】】】】
感情感情感情感情ののののマヒマヒマヒマヒ・・・・眠眠眠眠れないれないれないれない・・・・恐怖恐怖恐怖恐怖のののの揺揺揺揺りりりり戻戻戻戻しししし・・・・不安不安不安不安・・・・孤独感孤独感孤独感孤独感・・・・疎外感疎外感疎外感疎外感・・・・イライライライライライライライラ・・・・怒怒怒怒りりりり・・・・生生生生きききき残残残残ったことへのったことへのったことへのったことへの罪悪感罪悪感罪悪感罪悪感 などなどなどなど

【【【【身体身体身体身体】】】】

頭痛頭痛頭痛頭痛・・・・手足手足手足手足のだるさのだるさのだるさのだるさ・・・・筋肉痛筋肉痛筋肉痛筋肉痛・・・・胸胸胸胸のののの痛痛痛痛みみみみ・・・・吐吐吐吐きききき気気気気 などなどなどなど

【【【【思考思考思考思考】】】】

集中集中集中集中できないできないできないできない・・・・思考力思考力思考力思考力ののののマヒマヒマヒマヒ・・・・混乱混乱混乱混乱・・・・短期短期短期短期のののの記憶喪失記憶喪失記憶喪失記憶喪失・・・・無気力無気力無気力無気力・・・・決断力決断力決断力決断力やややや判断力判断力判断力判断力のののの低下低下低下低下 などなどなどなど

【【【【行動行動行動行動】】】】
怒怒怒怒りのりのりのりの爆発爆発爆発爆発・・・・家族間家族間家族間家族間ののののトラブルトラブルトラブルトラブル・・・・周囲周囲周囲周囲とのとのとのとの接触接触接触接触をををを拒絶拒絶拒絶拒絶するするするする・・・・飲酒問題飲酒問題飲酒問題飲酒問題・・・・子子子子どもどもどもども返返返返りりりり などなどなどなど
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３３３３．．．．ストレスストレスストレスストレス軽減軽減軽減軽減のののの方法方法方法方法

もっともよいのはもっともよいのはもっともよいのはもっともよいのは、、、、誰誰誰誰かにかにかにかに体験体験体験体験をををを話話話話すことすことすことすこと。。。。
互互互互いにいにいにいに話話話話してしてしてして、、、、聞聞聞聞くのはくのはくのはくのは、、、、非常非常非常非常にににに有効有効有効有効ななななストレスストレスストレスストレス軽減法軽減法軽減法軽減法。。。。

話話話話すときはすときはすときはすときは「「「「できごとできごとできごとできごと」「」「」「」「考考考考ええええ」「」「」「」「気持気持気持気持ちちちち」」」」のののの順順順順にするとにするとにするとにすると話話話話しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。

感情感情感情感情をををを抑抑抑抑えないえないえないえない。。。。泣泣泣泣きたいときにはきたいときにはきたいときにはきたいときには泣泣泣泣くくくく。。。。

文章文章文章文章にににに書書書書くくくく、、、、絵絵絵絵をををを描描描描くのもよいくのもよいくのもよいくのもよい。。。。

ストレスストレスストレスストレスがあるとがあるとがあるとがあると呼吸呼吸呼吸呼吸がががが浅浅浅浅くなりがちくなりがちくなりがちくなりがち。。。。深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸するするするする。。。。

軽軽軽軽くくくく運動運動運動運動してしてしてして、、、、身体身体身体身体をほぐすをほぐすをほぐすをほぐす。。。。

親子親子親子親子やややや家族家族家族家族、、、、友人間友人間友人間友人間でのでのでのでのスキンシップスキンシップスキンシップスキンシップもももも、、、、緊張緊張緊張緊張をほぐすのにとてもよいをほぐすのにとてもよいをほぐすのにとてもよいをほぐすのにとてもよい。。。。

日常日常日常日常そのものがそのものがそのものがそのものが大変大変大変大変なななな時時時時だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、ほんのほんのほんのほんの少少少少しでいいからしでいいからしでいいからしでいいから自分自分自分自分のためののためののためののための時間時間時間時間をををを見見見見つけてつけてつけてつけて気持気持気持気持ちがちがちがちが楽楽楽楽になることをするになることをするになることをするになることをする。。。。

自分自分自分自分をををを責責責責めないめないめないめない。。。。

つらさをつらさをつらさをつらさを一人一人一人一人でででで抱抱抱抱えこまずにえこまずにえこまずにえこまずに、、、、助助助助けをけをけをけを求求求求めるめるめるめる。。。。

４４４４．．．．飲酒飲酒飲酒飲酒についてのについてのについてのについての注意注意注意注意
ストレスストレスストレスストレスをををを酒酒酒酒でまぎらわすのはでまぎらわすのはでまぎらわすのはでまぎらわすのは危険危険危険危険ですですですです。。。。

災害災害災害災害によるによるによるによるストレスストレスストレスストレス反応反応反応反応のひとつにのひとつにのひとつにのひとつに、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒のののの増加増加増加増加がありますがありますがありますがあります。。。。
感情的感情的感情的感情的にににに不安定不安定不安定不安定になっているところにになっているところにになっているところにになっているところにアルコールアルコールアルコールアルコールがががが入入入入ればればればれば、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒ののののコントロールコントロールコントロールコントロールがががが失失失失われやすくわれやすくわれやすくわれやすく、、、、極端極端極端極端なななな行動行動行動行動やややや、、、、トラブルトラブルトラブルトラブル、、、、認知認知認知認知のののの混乱混乱混乱混乱なななな
どがどがどがどが起起起起こりやすくなりますこりやすくなりますこりやすくなりますこりやすくなります。。。。

またまたまたまた、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒しているしているしているしている人人人人のののの家族家族家族家族はははは、、、、災害災害災害災害ののののストレスストレスストレスストレス・・・・周囲周囲周囲周囲へのへのへのへの気気気気がねがねがねがね・・・・飲飲飲飲んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がががが家族家族家族家族としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任をををを果果果果たせないたせないたせないたせない、、、、というというというという３３３３つがつがつがつが重重重重なっなっなっなっ
てててて、、、、このこのこのこの上上上上なくつらいなくつらいなくつらいなくつらい思思思思いをしますいをしますいをしますいをします。。。。

アルコールアルコールアルコールアルコール問題問題問題問題をををを防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、地域地域地域地域にこうしたにこうしたにこうしたにこうした知識知識知識知識をををを徹底徹底徹底徹底させさせさせさせ、、、、避難所内避難所内避難所内避難所内はははは禁酒禁酒禁酒禁酒にすることがにすることがにすることがにすることが大切大切大切大切ですですですです。。。。
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５５５５．．．．援助者援助者援助者援助者のののの二次被災二次被災二次被災二次被災をををを防防防防ぐぐぐぐ

災害当初災害当初災害当初災害当初のののの人命救助人命救助人命救助人命救助、、、、救急医療救急医療救急医療救急医療、、、、避難所運営避難所運営避難所運営避難所運営、、、、復旧作業復旧作業復旧作業復旧作業、、、、心心心心ののののケアケアケアケアなどなどなどなど、、、、被災地被災地被災地被災地でででで援助援助援助援助をををを行行行行なうなうなうなう人人人人々々々々はははは「「「「二次被災者二次被災者二次被災者二次被災者」」」」ともともともとも言言言言われますわれますわれますわれます。。。。

援助者援助者援助者援助者はははは非常非常非常非常にににに緊迫緊迫緊迫緊迫したしたしたした状況状況状況状況のののの中中中中でででで仕事仕事仕事仕事をしますをしますをしますをします。。。。

人手人手人手人手がががが足足足足りないりないりないりない、、、、物資物資物資物資がががが足足足足りないりないりないりない、、、、情報情報情報情報がががが足足足足りないりないりないりない……こうしたこうしたこうしたこうした悪条件悪条件悪条件悪条件にににに加加加加ええええ、、、、悲惨悲惨悲惨悲惨なななな現場現場現場現場にににに立立立立ちちちち合合合合うこともうこともうこともうことも多多多多いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。

救助救助救助救助すべきなのにできないなどすべきなのにできないなどすべきなのにできないなどすべきなのにできないなど、、、、自分自分自分自分にはにはにはには手手手手のつけようのないのつけようのないのつけようのないのつけようのない状況状況状況状況にもにもにもにも直面直面直面直面しますしますしますします。。。。
ときにはときにはときにはときには被災者被災者被災者被災者からからからから、、、、やりやりやりやり場場場場のないのないのないのない怒怒怒怒りをぶつけられることもありますりをぶつけられることもありますりをぶつけられることもありますりをぶつけられることもあります。。。。
援助者自身援助者自身援助者自身援助者自身がががが自宅自宅自宅自宅でででで被災被災被災被災しているしているしているしている場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。

これだけのこれだけのこれだけのこれだけのストレスストレスストレスストレス下下下下ででででオーバーワークオーバーワークオーバーワークオーバーワークをををを強強強強いられればいられればいられればいられれば、、、、感情的感情的感情的感情的にまいってしまうのはにまいってしまうのはにまいってしまうのはにまいってしまうのは人間人間人間人間としてとしてとしてとして自然自然自然自然なことですなことですなことですなことです。。。。
心身心身心身心身のののの後遺症後遺症後遺症後遺症をををを残残残残さないためさないためさないためさないため、、、、セルフケアセルフケアセルフケアセルフケアがががが不可欠不可欠不可欠不可欠。。。。

【【【【相棒相棒相棒相棒をををを作作作作るるるる】】】】
必必必必ずずずずペアペアペアペアをををを組組組組んでんでんでんで行動行動行動行動しししし、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの様子様子様子様子をををを常常常常ににににチェックチェックチェックチェックするするするする。。。。
相手相手相手相手にににに疲疲疲疲れがれがれがれが見見見見えたらえたらえたらえたら、、、、少少少少しのしのしのしの時間時間時間時間でもでもでもでも休休休休むようむようむようむようアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス。。。。
仕事仕事仕事仕事のののの後後後後はははは、、、、体験体験体験体験したことしたことしたことしたこと・・・・感感感感じたことをじたことをじたことをじたことを話話話話しししし、、、、感情感情感情感情をををを吐吐吐吐きききき出出出出すすすす。。。。
互互互互いにいにいにいに「「「「よくやったよくやったよくやったよくやった」」」」とととと声声声声をかけあうをかけあうをかけあうをかけあう。。。。

【【【【休休休休憩憩憩憩をとるをとるをとるをとる】】】】
たとえたとえたとえたとえ５５５５分分分分でもでもでもでも、、、、現場現場現場現場からからからから離離離離れてれてれてれて深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸したりしたりしたりしたり、、、、甘甘甘甘いものをいものをいものをいものを口口口口にににに入入入入れるなどでれるなどでれるなどでれるなどで、、、、心身心身心身心身のののの疲疲疲疲労労労労はははは回回回回復復復復するするするする。。。。
家家家家やややや宿舎宿舎宿舎宿舎にににに帰帰帰帰ったったったった後後後後はははは、、、、十十十十分分分分なななな食食食食事事事事とととと睡眠睡眠睡眠睡眠をををを。。。。

【【【【自分自分自分自分のののの限界限界限界限界をををを知知知知るるるる】】】】
人人人人によってによってによってによって、、、、イライライライライライライライラ・・・・極極極極度度度度のののの早口早口早口早口・・・・極極極極度度度度のののの無口無口無口無口などなどなどなど、、、、心身心身心身心身のののの疲疲疲疲労労労労がががが限界限界限界限界になったときのになったときのになったときのになったときのササササインインインインはさまはさまはさまはさまざざざざまままま。。。。
自分自分自分自分ののののササササインインインインをををを相棒相棒相棒相棒にににに伝伝伝伝えておくえておくえておくえておく。。。。
目目目目のののの前前前前にににに助助助助けをけをけをけを必必必必要要要要とするとするとするとする人人人人がいてもがいてもがいてもがいても、、、、自分自分自分自分がすべてやろうとするのはがすべてやろうとするのはがすべてやろうとするのはがすべてやろうとするのは無理無理無理無理。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを理解理解理解理解しておくしておくしておくしておく。。。。

【【【【ペースペースペースペースをををを守守守守るるるる】】】】
決決決決められためられためられためられたシフトシフトシフトシフトをををを守守守守るるるる。。。。
深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸でででで落落落落ちちちち着着着着きをきをきをきを取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす。。。。
軽軽軽軽いいいい運動運動運動運動でででで身体身体身体身体をほぐすをほぐすをほぐすをほぐす。。。。

リリリリーーーーダダダダーーーーはははは無理無理無理無理のないのないのないのない交替制交替制交替制交替制ののののシフトシフトシフトシフトをををを作作作作りりりり、、、、援助者援助者援助者援助者のののの疲疲疲疲労労労労ややややストレスストレスストレスストレス反応反応反応反応にににに注意注意注意注意するするするする。。。。
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被災者被災者被災者被災者のののの方方方方々々々々とととと

接接接接するするするする皆様皆様皆様皆様へへへへ
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１． 地域としての心理的回復プロセス

２． メンタルヘルスの領域で援助を行なう方へ

３． アクティブ・リスニングを使ったアウトリーチ

４． 被災者の怒りへの対応

５． 被災者の深い悲しみへの対応

６． 子どもへの対応

７． 子どもに家族の死をどう伝えればいいか？

８． 高齢者への対応

概 要
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１１１１．．．．地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての心理的回復心理的回復心理的回復心理的回復プロセスプロセスプロセスプロセス

前回前回前回前回ののののメメメメルルルルマガマガマガマガでもでもでもでも「「「「傷傷傷傷つくのはつくのはつくのはつくのは、、、、直直直直接接接接被災被災被災被災したしたしたした人人人人だけではありませんだけではありませんだけではありませんだけではありません」」」」とおとおとおとお伝伝伝伝えしましたがえしましたがえしましたがえしましたが、、、、事事事事態態態態がががが刻刻刻刻々々々々とととと移移移移りりりり変変変変わるわるわるわる中中中中、、、、
「「「「このこのこのこの地域地域地域地域」」」」がががが広広広広くはくはくはくは日日日日本全本全本全本全体体体体をさすとをさすとをさすとをさすと考考考考えていいかもしれませんえていいかもしれませんえていいかもしれませんえていいかもしれません。。。。

災害災害災害災害をををを受受受受けたけたけたけた地域地域地域地域はははは、、、、次次次次のようなのようなのようなのようなプロセスプロセスプロセスプロセスをたどるとをたどるとをたどるとをたどると言言言言われますわれますわれますわれます。。。。
期期期期間間間間はあくまではあくまではあくまではあくまで一一一一般般般般的的的的なものですなものですなものですなものです。。。。

【【【【英雄期英雄期英雄期英雄期……災害直後災害直後災害直後災害直後】】】】

命命命命をををを守守守守るためるためるためるため、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関をををを含含含含めめめめ、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが力力力力をををを尽尽尽尽くすくすくすくす。。。。

【【【【ハネムハネムハネムハネムーンーンーンーン期期期期……6ヵヵヵヵ月月月月までまでまでまで】】】】
衣食住衣食住衣食住衣食住がががが問題問題問題問題となりとなりとなりとなり、、、、生生生生きのきのきのきのびびびびたたたた人人人人がががが助助助助けあいけあいけあいけあい、、、、外部外部外部外部からのからのからのからの援助援助援助援助もももも行行行行なわれるなわれるなわれるなわれる。。。。被災地被災地被災地被災地はははは連帯連帯連帯連帯感感感感にににに包包包包まれるまれるまれるまれる。。。。

【【【【幻滅期幻滅期幻滅期幻滅期……2ヵヵヵヵ月月月月～～～～1、、、、2年年年年】】】】
衣食住衣食住衣食住衣食住だけはどうにかだけはどうにかだけはどうにかだけはどうにか確保確保確保確保されたところでされたところでされたところでされたところで、、、、心心心心のののの問題問題問題問題がががが徐徐徐徐々々々々にににに目目目目にににに見見見見えるえるえるえる形形形形になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。
人人人人々々々々はははは自分自分自分自分のののの受受受受けたけたけたけたダメダメダメダメーーーージジジジにににに直面直面直面直面しししし、、、、やりやりやりやり場場場場のないのないのないのない不不不不満満満満とととと怒怒怒怒りりりり、、、、避難避難避難避難生活生活生活生活のののの疲疲疲疲れれれれ、、、、被害被害被害被害のののの程度程度程度程度のののの違違違違いによるいによるいによるいによる感情的感情的感情的感情的なななな
反反反反目目目目などがなどがなどがなどが表表表表面面面面化化化化。。。。飲酒問題飲酒問題飲酒問題飲酒問題もももも出出出出現現現現するするするする。。。。このこのこのこの時時時時期期期期がががが終終終終わるまではわるまではわるまではわるまでは、、、、地域地域地域地域だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく外部外部外部外部からのからのからのからの物心物心物心物心両両両両面面面面のののの支支支支援援援援がががが欠欠欠欠かかかか
せないせないせないせない。。。。

【【【【再建期再建期再建期再建期……数年数年数年数年間間間間】】】】
被災地被災地被災地被災地にににに「「「「日常日常日常日常」」」」がががが戻戻戻戻りりりり始始始始めめめめ、、、、被災者被災者被災者被災者はははは自分自分自分自分のののの生活生活生活生活のののの再建再建再建再建だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての再建再建再建再建にににに参参参参加加加加。。。。一一一一方方方方、、、、復復復復興興興興からからからから取取取取りりりり残残残残されされされされ
たりたりたりたり精神精神精神精神的的的的支支支支えをえをえをえを失失失失ったったったった人人人人にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの長期長期長期長期のののの援助援助援助援助がががが必必必必要要要要。。。。

災害災害災害災害のののの規模規模規模規模がががが大大大大きくきくきくきく多多多多数数数数のののの死死死死者者者者がががが出出出出てしまったようなてしまったようなてしまったようなてしまったような場合場合場合場合、、、、住民住民住民住民ののののストレスストレスストレスストレス反応反応反応反応はむしろはむしろはむしろはむしろ出遅出遅出遅出遅れることがれることがれることがれることが多多多多くくくく、、、、そのそのそのその分分分分だけだけだけだけ
長引長引長引長引いたりいたりいたりいたり、、、、人人人人によってはによってはによってはによってはＰＴＳＤＰＴＳＤＰＴＳＤＰＴＳＤとなるとなるとなるとなる可可可可能性能性能性能性もありもありもありもあり、、、、専門機関専門機関専門機関専門機関のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿をををを確保確保確保確保するするするする必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。
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２２２２．．．．メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスのののの領域領域領域領域でででで援助援助援助援助をををを行行行行なうなうなうなう方方方方へへへへ

アアアアウウウウトトトトリリリリーチーチーチーチののののススススタタタタッフッフッフッフはははは「「「「カウカウカウカウンセンセンセンセリリリリンンンンググググをしましょうをしましょうをしましょうをしましょう」」」」などとなどとなどとなどと切切切切りりりり出出出出すべきではありませんすべきではありませんすべきではありませんすべきではありません。。。。
「「「「心心心心理学理学理学理学」」」」などのなどのなどのなどの専門用語専門用語専門用語専門用語ももももタタタタブーブーブーブーですですですです。。。。
心心心心ののののケアケアケアケアをするとをするとをするとをすると気気気気負負負負うことなくうことなくうことなくうことなく、、、、食食食食事運事運事運事運びびびびやややや片片片片づづづづけのけのけのけの手手手手伝伝伝伝いいいい、、、、書書書書類類類類をををを書書書書くくくく手手手手伝伝伝伝いなどいなどいなどいなど、、、、そのそのそのその場場場場でででで役役役役立立立立つことをしながらつことをしながらつことをしながらつことをしながら、、、、

「「「「大変大変大変大変でしたねでしたねでしたねでしたね」「」「」「」「何何何何かかかか私私私私にできることはにできることはにできることはにできることは？？？？」」」」とととと自然自然自然自然にににに声声声声をかけますをかけますをかけますをかけます。。。。

感情感情感情感情がががが高高高高ぶっているぶっているぶっているぶっている人人人人はさりはさりはさりはさりげげげげなくなくなくなくケアケアケアケアしししし、、、、手手手手続続続続きがわからないきがわからないきがわからないきがわからない人人人人にはにはにはには説明説明説明説明しししし、、、、特別特別特別特別なななな援助援助援助援助がががが必必必必要要要要ならならならなら紹介紹介紹介紹介・・・・手手手手配配配配しますしますしますします。。。。

そのためそのためそのためそのため、、、、メメメメンンンンタタタタルルルルヘヘヘヘルスルスルスルスのののの援助者援助者援助者援助者はははは、、、、他部門他部門他部門他部門のののの動動動動きやきやきやきや、、、、公公公公的手的手的手的手続続続続きききき、、、、交通交通交通交通手手手手段段段段のののの確保確保確保確保などなどなどなど、、、、地地地地元元元元のあらのあらのあらのあらゆゆゆゆるるるる情報情報情報情報をををを
知知知知っておくっておくっておくっておく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。

ひどいうつひどいうつひどいうつひどいうつ状状状状態態態態やややや不安不安不安不安、、、、精神障精神障精神障精神障害害害害のののの悪悪悪悪化化化化、、、、アルコールアルコールアルコールアルコール依存依存依存依存などなどなどなど、、、、日常日常日常日常生活生活生活生活がががが困困困困難難難難なななな被災者被災者被災者被災者はははは、、、、専門治専門治専門治専門治療療療療機関機関機関機関につなにつなにつなにつなげげげげますますますます。。。。

現現現現実実実実にはにはにはには起起起起こっていないことがこっていないことがこっていないことがこっていないことが起起起起こっているかのようにこっているかのようにこっているかのようにこっているかのようにふふふふるまうるまうるまうるまう、、、、極極極極度度度度のののの興奮興奮興奮興奮状状状状態態態態にあるにあるにあるにある、、、、表表表表情情情情がまったくないがまったくないがまったくないがまったくない、、、、ストレスストレスストレスストレスによによによによ
るるるる身体症状身体症状身体症状身体症状がががが深深深深刻刻刻刻、、、、自自自自殺殺殺殺のののの恐恐恐恐れがれがれがれが感感感感じられるなどじられるなどじられるなどじられるなど、、、、反応反応反応反応がががが激激激激しいときはしいときはしいときはしいときは、、、、早期早期早期早期にににに専門機関専門機関専門機関専門機関につなにつなにつなにつなげげげげるるるる必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。

３３３３．．．．アクティブアクティブアクティブアクティブ・・・・リスニングリスニングリスニングリスニングをををを使使使使ったったったったアウトリーチアウトリーチアウトリーチアウトリーチ

当初当初当初当初、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人はははは感情感情感情感情ががががマヒマヒマヒマヒしたしたしたした状状状状態態態態にありますにありますにありますにあります。。。。
このときにこのときにこのときにこのときに「「「「どんなどんなどんなどんな気持気持気持気持ちですかちですかちですかちですか？？？？」」」」とととと聞聞聞聞いてもいてもいてもいても意味意味意味意味がなくがなくがなくがなく、、、、むしろむしろむしろむしろ、、、、マヒマヒマヒマヒによるによるによるによる防防防防衛衛衛衛のののの壁壁壁壁をををを無理無理無理無理にににに崩崩崩崩さないことがさないことがさないことがさないことが大事大事大事大事ですですですです。。。。

話話話話をををを聞聞聞聞くにはくにはくにはくには、「、「、「、「何何何何がががが起起起起きたのかきたのかきたのかきたのか」」」」というというというという事事事事実実実実からからからから質質質質問問問問をををを始始始始めますめますめますめます。。。。
「「「「地地地地震震震震があったときがあったときがあったときがあったとき、、、、どこにいましたかどこにいましたかどこにいましたかどこにいましたか？？？？」」」」 「「「「まずまずまずまず何何何何をしましたかをしましたかをしましたかをしましたか？？？？」「」「」「」「誰誰誰誰とととと一一一一緒緒緒緒でしたかでしたかでしたかでしたか？？？？」」」」などなどなどなど。。。。

次次次次にににに「「「「何何何何をををを考考考考えたのかえたのかえたのかえたのか」」」」をををを質質質質問問問問しますしますしますします。。。。
「「「「揺揺揺揺れのれのれのれの瞬瞬瞬瞬間間間間、、、、何何何何をををを考考考考えましたかえましたかえましたかえましたか？？？？」」」」 「「「「このところこのところこのところこのところ、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか？？？？」」」」
「「「「ずっとずっとずっとずっと頭頭頭頭からからからから離離離離れないことはなんですかれないことはなんですかれないことはなんですかれないことはなんですか？？？？」」」」などなどなどなど。。。。

多多多多くのくのくのくの人人人人はははは、、、、考考考考えをえをえをえを話話話話すうちすうちすうちすうち自然自然自然自然とととと感情感情感情感情をををを表表表表現現現現しますがしますがしますがしますが、、、、場合場合場合場合によってはやわらかくによってはやわらかくによってはやわらかくによってはやわらかく質質質質問問問問をををを向向向向けますけますけますけます。。。。
被災者被災者被災者被災者がががが感感感感じていることはじていることはじていることはじていることは、、、、ストレスストレスストレスストレスへのへのへのへの正正正正常常常常なななな反応反応反応反応でありでありでありであり、、、、時時時時とともにとともにとともにとともに薄薄薄薄らいでいくことをらいでいくことをらいでいくことをらいでいくことを伝伝伝伝えますえますえますえます。。。。

語語語語りたくないりたくないりたくないりたくない人人人人にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、そのそのそのその気持気持気持気持ちをちをちをちを尊尊尊尊重重重重してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

「「「「今今今今、、、、話話話話したいしたいしたいしたい気分気分気分気分ですかですかですかですか？？？？」」」」とととと聞聞聞聞いていていていてみみみみるのもいいでしょうるのもいいでしょうるのもいいでしょうるのもいいでしょう。。。。
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４４４４．．．．被災者被災者被災者被災者のののの怒怒怒怒りへのりへのりへのりへの対応対応対応対応

「「「「幻滅期幻滅期幻滅期幻滅期」」」」のののの怒怒怒怒りがりがりがりが家族家族家族家族にににに向向向向かったりかったりかったりかったり、、、、権利権利権利権利のののの放棄放棄放棄放棄にならないようにならないようにならないようにならないよう、、、、現現現現実実実実的的的的なななな手助手助手助手助けがけがけがけが必必必必要要要要ですですですです。。。。

目目目目のののの前前前前にににに怒怒怒怒っているっているっているっている人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、反反反反論論論論やややや議論議論議論議論はははは避避避避けけけけ、、、、具具具具体的体的体的体的にににに何何何何にににに一一一一番腹番腹番腹番腹がががが立立立立っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、聞聞聞聞きだしますきだしますきだしますきだします。。。。

援助援助援助援助機関機関機関機関のののの窓口窓口窓口窓口などでなどでなどでなどで応応応応対対対対するするするする場合場合場合場合、、、、集団集団集団集団をををを相手相手相手相手にににに話話話話すのはすのはすのはすのはタタタタブーブーブーブー。。。。
行動行動行動行動ががががエエエエススススカカカカレートレートレートレートするするするする危険危険危険危険があるからですがあるからですがあるからですがあるからです。。。。
代表代表代表代表者者者者にににに出出出出てきてもらいてきてもらいてきてもらいてきてもらい、「、「、「、「こちらでこちらでこちらでこちらでゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり話話話話をををを聞聞聞聞きましょうきましょうきましょうきましょう」」」」とととと、、、、場所場所場所場所をををを設設設設定定定定しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

まずまずまずまず、、、、ススススタタタタッフッフッフッフ自身自身自身自身がががが深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸してしてしてして心心心心をををを落落落落ちちちち着着着着けますけますけますけます。。。。
怒怒怒怒っているっているっているっている人人人人はははは、、、、あなたあなたあなたあなた個個個個人人人人をををを責責責責めているのではありませんめているのではありませんめているのではありませんめているのではありません。。。。
弁解弁解弁解弁解せずせずせずせず、、、、じっくりじっくりじっくりじっくり話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、相手相手相手相手のののの感情感情感情感情がががが出出出出つくしたつくしたつくしたつくした後後後後でででで「「「「おおおお気持気持気持気持ちはよくわかりましたちはよくわかりましたちはよくわかりましたちはよくわかりました」」」」とととと言言言言いいいい、、、、相手相手相手相手がががが落落落落ちちちち着着着着いていたらいていたらいていたらいていたら
具具具具体的体的体的体的なななな話話話話にににに入入入入りますりますりますります。。。。

５５５５．．．．被災者被災者被災者被災者のののの深深深深いいいい悲悲悲悲しみへのしみへのしみへのしみへの対応対応対応対応

「「「「悲悲悲悲しまないですむようにしなければしまないですむようにしなければしまないですむようにしなければしまないですむようにしなければ」」」」
「「「「泣泣泣泣くのをやめさせてあくのをやめさせてあくのをやめさせてあくのをやめさせてあげげげげなければなければなければなければ」」」」
とととと思思思思うううう必必必必要要要要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
周囲周囲周囲周囲のののの人人人人やややや援助者援助者援助者援助者にできるのはにできるのはにできるのはにできるのは、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、そばにいてあそばにいてあそばにいてあそばにいてあげげげげることだけですることだけですることだけですることだけです。。。。

落落落落ちちちち着着着着けるけるけるける場所場所場所場所をををを探探探探しししし、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに手手手手がががが届届届届くぐらいのくぐらいのくぐらいのくぐらいの距離距離距離距離をとってをとってをとってをとって座座座座りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。

泣泣泣泣いているいているいているいている人人人人にはにはにはには、、、、質質質質問問問問ややややアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをすべきではありませんをすべきではありませんをすべきではありませんをすべきではありません。。。。
人人人人はははは泣泣泣泣くだけくだけくだけくだけ泣泣泣泣くとくとくとくと、、、、たいていたいていたいていたいてい気分気分気分気分がががが楽楽楽楽になったとになったとになったとになったと感感感感じますじますじますじます。。。。
話話話話をしたいようならをしたいようならをしたいようならをしたいようなら、、、、静静静静かにかにかにかに話話話話をををを聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。
「「「「それはつらいですねそれはつらいですねそれはつらいですねそれはつらいですね」「」「」「」「本本本本当当当当につらかったでしょうねにつらかったでしょうねにつらかったでしょうねにつらかったでしょうね」」」」
というようにというようにというようにというように、、、、悲悲悲悲ししししみみみみのののの感情感情感情感情をををを受受受受けとめますけとめますけとめますけとめます。。。。

肉肉肉肉親親親親をををを失失失失うなどうなどうなどうなど、、、、大大大大きなきなきなきな喪喪喪喪失失失失のののの悲悲悲悲ししししみみみみがががが癒癒癒癒されるまでにはされるまでにはされるまでにはされるまでには、、、、シシシショョョョックックックック～～～～怒怒怒怒りりりり～～～～深深深深いいいい悲悲悲悲ししししみみみみ～～～～受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、といったといったといったといったプロセスプロセスプロセスプロセスをたどりをたどりをたどりをたどり、、、、

そのそのそのその人人人人なりのなりのなりのなりの時間時間時間時間がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。
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６６６６．．．．子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの対応対応対応対応

子子子子どもどもどもども、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者、、、、心身心身心身心身のののの障障障障害害害害をををを持持持持ったったったった人人人人はははは、、、、自分自分自分自分でででで行動行動行動行動できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲がががが限限限限られるためられるためられるためられるため、、、、不安不安不安不安がががが高高高高くなりますくなりますくなりますくなります。。。。

災害災害災害災害のののの正正正正体体体体がわからないこともがわからないこともがわからないこともがわからないことも、、、、恐怖恐怖恐怖恐怖をををを強強強強めますめますめますめます。。。。

多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは災害後災害後災害後災害後にににに、、、、夜夜夜夜泣泣泣泣きききき、、、、おねしょおねしょおねしょおねしょ、、、、甘甘甘甘えるえるえるえる、、、、だだをこねるなどだだをこねるなどだだをこねるなどだだをこねるなど、、、、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんん返返返返りのようなりのようなりのようなりのような反応反応反応反応をををを示示示示しますしますしますします。。。。
これはこれはこれはこれは一時的一時的一時的一時的なものでなものでなものでなもので、、、、心心心心配配配配するするするする必必必必要要要要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

幼幼幼幼いいいい子子子子どもはどもはどもはどもは自分中心自分中心自分中心自分中心のののの世界観世界観世界観世界観をもっているためをもっているためをもっているためをもっているため、「、「、「、「自分自分自分自分がいけないがいけないがいけないがいけない子子子子だったからだったからだったからだったから、、、、こんなことになったこんなことになったこんなことになったこんなことになった」」」」というというというという
考考考考ええええ方方方方をしがちですをしがちですをしがちですをしがちです。「。「。「。「あなたはあなたはあなたはあなたは悪悪悪悪くないくないくないくない」」」」とととと納得納得納得納得させてあさせてあさせてあさせてあげげげげてくださいてくださいてくださいてください。。。。
子子子子どものどものどものどもの行動行動行動行動をををを叱叱叱叱ったりったりったりったり責責責責めたりするとめたりするとめたりするとめたりすると、、、、こうしたこうしたこうしたこうした考考考考ええええ方方方方をををを強強強強めてしまうことがありますめてしまうことがありますめてしまうことがありますめてしまうことがあります。。。。

家家家家庭庭庭庭、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは周囲周囲周囲周囲のののの大人大人大人大人がががが子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対してできるのはしてできるのはしてできるのはしてできるのは、、、、以以以以下下下下のことですのことですのことですのことです。。。。

＊＊＊＊なるべくそばについていてあなるべくそばについていてあなるべくそばについていてあなるべくそばについていてあげげげげるるるる。。。。

＊＊＊＊十十十十分分分分にににに温温温温かくしてかくしてかくしてかくして、、、、栄養栄養栄養栄養をとらせるをとらせるをとらせるをとらせる。。。。

＊＊＊＊恐恐恐恐がったときはがったときはがったときはがったときは「「「「一一一一緒緒緒緒にいるからにいるからにいるからにいるから。。。。大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫」」」」とととと安心安心安心安心させるさせるさせるさせる。。。。

＊＊＊＊地地地地震震震震についてについてについてについて教教教教えるえるえるえる。。。。

＊＊＊＊体験体験体験体験をををを話話話話すすすす場場場場をつくるをつくるをつくるをつくる（（（（強強強強制制制制はしないはしないはしないはしない））））。。。。絵絵絵絵をををを描描描描かせたりかせたりかせたりかせたり、、、、絵絵絵絵をををを前前前前にしながらにしながらにしながらにしながら話話話話をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

＊＊＊＊年齢年齢年齢年齢にににに応応応応じじじじ役割役割役割役割をををを分分分分担担担担しししし、、、、責任責任責任責任をををを果果果果たしたらたしたらたしたらたしたら心心心心からほめるからほめるからほめるからほめる。。。。

子子子子どもはどもはどもはどもは強強強強靭靭靭靭なななな復復復復元力元力元力元力をもっていますをもっていますをもっていますをもっています。。。。
周囲周囲周囲周囲のののの支支支支えがえがえがえが得得得得られればられればられればられれば、、、、大人大人大人大人よりもよりもよりもよりも早早早早くくくく立立立立ちちちち直直直直りますりますりますります。。。。
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７７７７．．．．子子子子どもにどもにどもにどもに家族家族家族家族のののの死死死死をどうをどうをどうをどう伝伝伝伝えればいいかえればいいかえればいいかえればいいか？？？？

事事事事実実実実をををを伝伝伝伝えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。
亡亡亡亡くなったときのくなったときのくなったときのくなったときの様子様子様子様子をををを事事事事細細細細かにかにかにかに教教教教えるえるえるえる必必必必要要要要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
またまたまたまた、、、、大人大人大人大人にしばしばにしばしばにしばしばにしばしば言言言言うようにうようにうようにうように「「「「苦苦苦苦しまなかったしまなかったしまなかったしまなかった」」」」などのなどのなどのなどの慰慰慰慰めもいりませんめもいりませんめもいりませんめもいりません。。。。
たとえばたとえばたとえばたとえば「「「「地地地地震震震震でででで家家家家がががが倒倒倒倒れてれてれてれて死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった」」」」のようにのようにのようにのように、、、、事事事事実実実実をををを説明説明説明説明しますしますしますします。。。。

小小小小さいさいさいさい子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対してしてしてして「「「「おおおお母母母母さんはおさんはおさんはおさんはお星星星星さまになったさまになったさまになったさまになった」」」」のようなのようなのようなのような幻想幻想幻想幻想的的的的なななな説明説明説明説明はははは禁物禁物禁物禁物ですですですです。。。。
もうもうもうもう生生生生きているきているきているきている人人人人のようにはのようにはのようにはのようには動動動動いたりいたりいたりいたり話話話話をしたりできないことをしたりできないことをしたりできないことをしたりできないこと、、、、おおおお墓墓墓墓にににに入入入入れることなどをわかりやすくれることなどをわかりやすくれることなどをわかりやすくれることなどをわかりやすく説明説明説明説明しますしますしますします。。。。

家族家族家族家族のののの死死死死についてについてについてについて子子子子どもがどもがどもがどもが自分自分自分自分をををを責責責責めるめるめるめる考考考考ええええ方方方方をしないようをしないようをしないようをしないよう、「、「、「、「あなたのせいではないあなたのせいではないあなたのせいではないあなたのせいではない」」」」ときちんとときちんとときちんとときちんと伝伝伝伝えることをえることをえることをえることを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに。。。。

死死死死をををを受受受受けけけけ入入入入れないれないれないれない場合場合場合場合、、、、無理無理無理無理にににに事事事事実実実実をををを突突突突きつけるのはきつけるのはきつけるのはきつけるのは避避避避けるべきですけるべきですけるべきですけるべきです。。。。子子子子どものどものどものどもの要要要要求求求求にできるにできるにできるにできる範範範範囲囲囲囲でででで応応応応えつつえつつえつつえつつ、、、、

誰誰誰誰かがかがかがかが一一一一緒緒緒緒にいてにいてにいてにいて状況状況状況状況をををを見見見見守守守守ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

８８８８．．．．高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの対応対応対応対応

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの生活生活生活生活がががが変変変変化化化化するするするする苦痛苦痛苦痛苦痛はははは、、、、高齢高齢高齢高齢になるほどになるほどになるほどになるほど強強強強くなりますくなりますくなりますくなります。。。。
日常日常日常日常がががが崩壊崩壊崩壊崩壊しししし、、、、住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた所所所所からからからから離離離離れなければならないことれなければならないことれなければならないことれなければならないこと、、、、新新新新しいしいしいしい事事事事態態態態にににに適適適適応応応応しなければならないことはしなければならないことはしなければならないことはしなければならないことは、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者にとってにとってにとってにとって
非常非常非常非常につらいものですにつらいものですにつらいものですにつらいものです。。。。

高齢高齢高齢高齢やややや、、、、心身心身心身心身のののの障障障障害害害害によってによってによってによって自自自自力力力力でででで対対対対処処処処できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲がががが限限限限られるられるられるられる場合場合場合場合、、、、恐怖恐怖恐怖恐怖やややや無力無力無力無力感感感感もももも強強強強くなりますくなりますくなりますくなります。。。。

感情的感情的感情的感情的にひきこもったりにひきこもったりにひきこもったりにひきこもったり、「、「、「、「子子子子どもどもどもども返返返返りりりり」」」」をするのはをするのはをするのはをするのは、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたストレスストレスストレスストレスへのへのへのへの反応反応反応反応ですですですです。。。。

気気気気がねしてがねしてがねしてがねして助助助助けをけをけをけを頼頼頼頼めなかったりめなかったりめなかったりめなかったり、、、、援助援助援助援助をををを受受受受けるのがけるのがけるのがけるのが申申申申しししし訳訳訳訳ないないないない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは恥恥恥恥だとだとだとだと感感感感じるじるじるじる人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。



-13-Copyright © 2011   NQJapan a cup of coffee project for RESILIENCE  

援助者援助者援助者援助者やややや周囲周囲周囲周囲のののの人人人人がまずできるのはがまずできるのはがまずできるのはがまずできるのは、、、、以以以以下下下下のことですのことですのことですのことです。。。。

＊＊＊＊理解理解理解理解できるようできるようできるようできるよう状況状況状況状況をををを知知知知らせらせらせらせ、、、、今今今今後後後後ののののプランプランプランプランをををを話話話話しししし合合合合うううう。。。。

＊＊＊＊非非非非論理論理論理論理的的的的なこだわりはなこだわりはなこだわりはなこだわりは修修修修正正正正しししし、、、、安心安心安心安心させるさせるさせるさせる。。。。

＊＊＊＊混乱混乱混乱混乱しているようならしているようならしているようならしているようなら、、、、日日日日付付付付やややや時間時間時間時間やややや状況状況状況状況をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし説明説明説明説明しししし、、、、認識認識認識認識をををを助助助助けるけるけるける。。。。さまさまさまさまざざざざまにまにまにまに違違違違ったったったった説明説明説明説明をせずをせずをせずをせず、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ
わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい言言言言葉葉葉葉でででで、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし話話話話すすすす。。。。

＊＊＊＊頻繁頻繁頻繁頻繁にににに声声声声をかけるをかけるをかけるをかける、、、、名名名名前前前前をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ、「、「、「、「肩肩肩肩をもをもをもをもみみみみましょうかましょうかましょうかましょうか」」」」などなどなどなど自然自然自然自然にににに身体身体身体身体ににににふふふふれるれるれるれる。。。。

＊＊＊＊心身心身心身心身のののの状状状状態態態態にににに注意注意注意注意するするするする。。。。

＊＊＊＊話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、気持気持気持気持ちをくちをくちをくちをくみみみみとりとりとりとり、、、、できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲ででででニニニニーーーーズズズズにににに応応応応えるえるえるえる。。。。

「「「「もうもうもうもう生生生生きていたくないきていたくないきていたくないきていたくない」」」」などなどなどなど救援救援救援救援やややや支支支支援援援援をををを拒拒拒拒むむむむ場合場合場合場合にはにはにはには、「、「、「、「あなたがあなたがあなたがあなたが現現現現にこうしてにこうしてにこうしてにこうして生生生生きていることきていることきていることきていること」「」「」「」「生生生生きききき残残残残ったことったことったことったこと」」」」
にはにはにはには何何何何かかかか特別特別特別特別なななな意味意味意味意味があるはずだとがあるはずだとがあるはずだとがあるはずだと、、、、心心心心からからからから伝伝伝伝えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。


