自殺対策先進事例データベース

【事例 H25-02-01】福島県精神保健福祉センター

災害時の心のケア体制整備事業
＝支援者の支援と心のケアマニュアル＝

被災を受けた者は強いストレス状態におかれるため、うつ病や自殺企図のハイリス
ク者である。平成 23 年度を事業の初年度とし、心のケアマニュアルワーキンググル
ープを立ちあげ、心のケアに従事する職員に必要なマニュアルの作成、被災者の支
援にあたる職員の技術の習得と支援者自身の心の健康回復のために研修会を開催
した。

【実施主体】福島県精神保健福祉センター
【大綱の分類】遺族支援を含む段階ごとの対策
【事業予算】620 千円
【利 点】

福島県心のケアマニュアル【全体版】 【現場活動編】 【ポケット版】を作成した。
多職種連携が進んだ。
【実施に至るまで】
【背景・必要性・理由の概要・等】
・

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災及び東京電力福島原子力発電所事故の被災に

より、前例のない事態にあたり、支援にあたる職員が参考とする既存のマニュアルも、そ
の内容が十分とはいえない状況であった。
平成 25 年 4 月現在 福島県民の避難者数 154,618 人
（内訳 県外避難者 55,610 人 県内避難者数 98,838 人 避難先不明者 170 人）
・

現に、既存の福島県地域防災計画には、
「精神保健活動」との記載はあったが、具体

的な役割や動き方が分かる内容でないため、県や市町村等関係機関が混乱したところであ
る。
・

被災を受けた者は強いストレス状態におかれるため、精神的不調をきたしやすく、う

つ病や自殺企図のハイリスク者であり、避難生活の長期化による健康問題も予測されたた
め、平成 23 年度を事業の初年度とし、心のケアマニュアルワーキンググループを立ち上
げ、心のケアに従事する職員に必要なマニュアルの作成、被災者の支援にあたる職員の技
術の習得と支援者自身の心の健康回復のために研修会を開催することが必要となった。
【計画を立てる上での工夫・等】

１

「心のケアマニュアル」について
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(1) ワーキングメンバー選定の特徴としては、専門家のみならず精神障がい者の当事
者、家族及び被災市町村の保健師で構成し、現場の声を反映する体制とした。
(2) 本編・心のケアチーム活動マニュアル・資料編の３部構成として作成し、逐次、
精神保健福祉センターホームページ内に公開し、現場で活用できるように配慮した。
(3) バインダー方式とし、随時最新情報を追加して綴じ込めるようにした。23 年度内
に現場活動版を追加作成した。
(4) 災害時の心のケアに関する知識や知見を整理し、本編内容を抜粋し、実際の支援
現場に携帯し活用できるようポケット版を作成した。
(5) 支援者対象の研修を併せて開催し、「心のケアマニュアル」の周知を行った。
２

心のケアに関する研修会

(1) 支援者対象の研修会は、支援者自身がパワーレス状態になっていることを認識
し、研修成果を職場に還元できるよう工夫し企画した。
(2) 講義形式のみではなく、演習グループワークの実施とした。
【具体的な内容・実施の過程】

１

平成 23 年度 災害時の心のケア体制整備事業

（平成 23 年度「心のケアマニュアル」検討会の開催）
(1) 「心のケアマニュアル」ワーキンググループでの検討会 ３回実施
・マニュアルの項目の決定
・委員より必要と意見のあった項目
放射線不安への対応／コミュニティ作りの方法／県外避難者・家族への支援／
支援を受入側として・支援者を送出側として／子どもと母親への支援／
支援者への支援／支援者としての心構え／平常時の連携方法
(2) 「心のケアマニュアル」作成
①自然災害編
ア

災害時の心のケア

イ 災害時の心理的反応と精神疾患

ウ

心のケア活動の留意点

エ 発生後の各段階における対応概要

オ

具体的な活動の流れ

カ 各避難場所における支援（例示）

キ

特に支援が必要な方へのケア ク 支援者へのケア

②原子力災害編
ア

原子力発電所事故と心のケア イ 避難者の長期的生活設計に関する課題と対応

③作成部数
本編・現場活動版
ポケット版
(3) 心のケア研修会
２

500 部
1,000 部
１回実施

平成 24 年度 災害時の心のケア体制強化事業

(1) 「心のケアマニュアル」検討会の開催
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・マニュアル追加項目及び関連事業の検討
(2) 「心のケアマニュアル」作成〈追加項目〉
１） 放射線に関すること：
福島県立医科大学放射線健康管理学講座教授 大津留 晶 氏
○追加した項目（これからの内部被ばくについて）
②慢性外部被ばくについて
③癌の予防に関する総合的な視点について
２） 子どもの心のケアに関すること：
県臨床心理士会東日本大震災対策プロジェクトチーム
○追加した項目
・支援にあたって
ア

子どものストレスとその対応

イ

時期に応じた子どもの反応と対応

ウ

発達からみた子どもの反応とサポート

エ

子どもを支える地域での支援

・支援の実際
ア

親子ふれあい遊びと親ピア・ミーティング

イ

学級ミーティング

(3) 心のケア研修会

４回実施

第 1 回 研修の内容：支援者のパワーレスへの対応
講演：「支援者のエンパワーメントを高めるために」
講師：白河・郡山メンタルサポート所長 福島県臨床心理士会副会長 成井 香苗 氏
グループワーク
第 2 回 研修内容：放射線不安への対応
講義：「放射線の不安の中で暮らす人々への支援」
講師:福島県立医科大学放射線健康管理学講座教授 大津留

晶 氏

講義：「演習：見えない不安への対処法」
講師：福島県臨床心理士会

冨森 崇 氏

リラクゼーション演習
第 3 回 研修内容：災害後の自殺予防対策
講義：「被災遺族・自死遺族への支援」
講師：全国自死遺族総合支援センター代表幹事 杉本 脩子 氏
ワールドカフェ方式によるグループワーク情報交換
第 4 回 研修内容：子どもの心のケア
講義：「子どもの心のケア」

福島県心のケアマニュアル《子ども編》について

講師：白河・郡山メンタルサポート所長 福島県臨床心理士会副会長 成井 香苗 氏
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親子ミーティングの実際（演習）
グループワーク
【事業実施にあたっての運営体制】

○事務局 県精神保健福祉センター

精神科医師及び保健師

3 名（平成 23～24 年）

○ワーキンググループメンバー
平成 23 年度
福島県精神科病院代表／福島県神経精神科診療所代表／日本精神科看護技術協会福島
県代表／福島県臨床心理士会 プロジェクト代表／福島県精神保健福祉士会 代表／福
島県県中保健福祉事務所 主任保健技師／いわき市保健所 主任保健技師／南相馬市 健
康づくり課健康推進係 主任保健技師／福島県中央児童相談所 相談課長／精神障がい
者家族会県つばさ会 副会長／精神障がい者当事者／相談支援事業所 代表／県立医科
大学看護学部 准教授／県精神保健福祉センター
平成 24 年度
福島県立医科大学放射線健康管理学講座教授／
福島県臨床心理士会 プロジェクトメンバー
【成 果】

１

「心のケアマニュアル」は完成前から関係者への研修等において周知を図り、意

見を得ていたことから、認知度が高いものとなった。
２

研修会後の評価では、有益性、満足度ともに非常に高かった。このような研修会

等の場において、支援者に対する支援を続けていくことが、被災者への有効な支援に
とって非常に重要になる。
【補 足】

○「心のケアマニュアル」の普及と評価の視点
「心のケアマニュアル」は、｢発生時に活用する。｣、｢平常時に 1 回/年確認す
る。｣ことが必要であることを踏まえ、下記の視点で継続して普及と評価を行う。
・年 1 回「心のケアマニュアル」を確認する機関が増える。
・「心のケアマニュアル」を活用した訓練の実施機関が増える。
・「心のケアマニュアル」を活用した研修会が各保健福祉事務所単位で開催され
る。
・被災後一定時期を経過したのちに、「心のケアマニュアル」の有効性について
評価する。
・「心のケアマニュアル」を活用した地域連携について検討し、ネットワークの
構築を図る。
【課 題】

年数の経過とともに、マニュアルの更新や研修が減少している。
【事業種別】

強化モデル事業
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【準備期間・人数】

1 年・3 名

1 次、3 次

【予防段階】

人口 197 万人（H24 年度）財政規模 1 兆 5,763 億円（H24 年度当初）

【自治体規模】
【自治体負担率】

不明

【事業対象】

被災地住民

【支援対象】

被災地住民

【実施主体・問合せ先】福島県精神保健福祉センター

TEL：024-535-3556
E-mail：seisinhokenfukusisenta@pref.fukushima.lg.jp
URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21840a/
【参考資料・文献】

マニュアル掲載先は以下のホームページアドレス
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21840a/sinsa-2.html

【作成日】

2017/5/22
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