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災害症候群
Disaster Syndrome
としたままである．災害症候群の特徴は，心的外傷後ス
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の不安障害における交感神経系関連の興奮としてみられ
る怒りや恐怖（闘争や逃走）とは正反対のものである．
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このことは，外傷時の種々の感情的，生物学的生存反応
は，のちに種々の症状に発展する可能性のあることを示
唆している．
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は，行動学的に災害症候群であることとは異なる側面を
強調しそれらには異なった名称をつけている．同じ状態
を，心理学的には「精神的衝撃」と名付け，生理学的に
は「一般適応症候群」としてきた．その保護─ひきこもり
症候群は全ての生物学的心理学的社会的側面に渡る．

用語解説
外傷状況
災 害

Wallace によって記述された災害症候群の行動上の特
徴は，今日の説明でもなお有効で元の名称で呼ばれてい
る．しかし，様々な行動学的，心理学的，生理学的研究

外傷が生じる外的状況．
自然災害（例えば洪水，地震，火災）
；人
災や他の心的外傷状況．
災害前後の期間．これは，
（1）災害前影
響（災害以前）
，
（2）災害時影響（災害発
生時），
（3）想起（災害直後），
（4）災害
後影響（災害数日後 〜 数週間後）
，
（5）回
．
復と再構築（災害数カ月後 〜 数年後）
人の生命がはなはだしく脅かされる経験
で，その経験から多様な生物学的，心理
学的，社会的な損傷と瘢痕が生じる．
特異的状況下で生存を強化するために進
化した生物心理社会的形式．例としては，
闘争，逃走，適応，愛着などがある．

災害症候群の特徴
Wallace は，1649 年に村に戻り，親族全員が殺害また

精神的衝撃
精神的衝撃は，失神の主観的な見方である．それは死
別と死亡について最もよく研究されていて悲嘆過程の第
一段階でみられる．
人の死の知らせが告げられた時の反応として精神的衝

撃の主観的感情は，暴行，打撃（顔面，頭部，内臓）
，
ノックアウト，息切れなど身体的な徴候として表れる．
心理学の専門用語は，圧倒される状態，つまりそれをつ
かむことができず，
周囲の世界が粉砕され，ブラックホー
ルに沈み込んでいく状態を含んでいる．
そのような感覚に対する防衛は，不信，解離のような
言葉で表すと否定的なものや，無感覚あるいは世界や自
分自身の非現実感を経験したという風に様々に表現され
ている．共通した表現は，あたかも映画を見ているよう
に自分自身や出来事を見ているというものである．

は捕虜にされたことを知った Petun 戦士の反応を記述し
ている．彼らは，雪上に座り込み，無言のまま，半日の

一般適応症候群

あいだ誰も動きもせず話すこともなかった．Wallace は，

有の 3 つの生理学的ストレス反応とした．そのストレス

そのような反応は災害ではよく見られショック，麻痺，

反応は，副腎皮質の肥大とコルチゾールレベルの増大，

当惑，失神，無感覚な状態として変化しやすいものと表
現している．彼は，座り続けることと同様に，犠牲者が

胸腺，脾臓，リンパ組織（免疫機能の低下を招く）の萎
縮，そして消化器潰瘍である．Selye は，これらの反応

じっとした状態でいるか，あてもなくさまよう可能性が
あることも付け加えた．疼み，悲しみ，恐れ，怒りのよ
うな感情は失われ，従順になる．その状態は，数時間ま

が，脅威に曝された状況下で生物が適応することを助け
ることに着目した．

たは数日続くことがあり，そのあいだ傷ついた人は呆然

Selye は，一般適応症候群を精神的衝撃に関連した特
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保護―ひきこもり症候群
Engel と Schmale によって記述された保護─ひきこも
り症候群は，弛緩した筋肉，極度の疲労感，注意力低下
と孤立といった症状を伴う静止，無活動，不応答性によっ
て災害症候群の特徴を詳述している
一般適応症候群に加えて，保護─ひきこもり症候群は，
副交感神経系やエネルギー取り込み活動と関連してい
る．それは不整脈，心拍停止，死の時点まで，減弱する

りである．
災害段階を守ること
災害の衝撃後（Wallace のステージ 2 と 3）において，
生存者は覆いから現れる．彼らは，生存を感謝し他者を
援助し家族や友人と再結合する．生存者は，通常のよそ
よそしさを捨て，団結し利他的なコミュニティとなる．
同時に生じる楽観主義は，災害後幸福感と呼ばれてきた．

心拍で表しているかもしれない．消化液分泌が減少する

同時に，怒りは非共感的とみられる援助を行う部外者に，
しばしば向けられる．Wallance の最初のステージに加

ことが記述されているのは，おそらく摂食行動はこの状
態では起きないからである．この症候群は，新生児から

え，回復と再構築段階があり，それは物理的環境とその
内にある生命体再建の辛く長い期間がある．その期間の

成人までの全年齢層と，明確な行動をとることができな
い様々な状況で観察された．

名称，タイミング，内容は，柔軟で適応的，変動的であ
るが．

災害と関連症候群の意味するものと目的

が，他の外傷状況においても生じる．例えば，死別にお
いては心理的特徴が強調されている．衝撃後，捜索段階，

最初に，圧倒された反応を適応的と理解することは難
しいかもしれない．しかし，物理的衝撃が生存を助ける

次に怒り，罪責感と続き，初めから終わりまで受け入れ
と新しい絆づくりを伴う．

例えば，Darwin は，静止は動物が見つけられにくく攻撃

災害症候群の解明

類似の段階は，異なった内容が文献で強調されている

のと同様に心理的衝撃も生存を助けるのかもしれない．
されにくくしていることを，また死んだような状態は捕

災害症候群（あるいは適応的な生存戦略）からの生理

食動物が掴んだ手を離すことを促す可能性を記してい
る．静止は，無抵抗な人をすくい上げやすくし，以前に

的ストレス反応の派生症状は，臨床的には低血圧，眩暈，
倦怠，疲労，そして病感として出現するかもしれない．

見捨てられたグループの仲間を同じ仲間が見つけること
を容易にする可能性がある．次に，関連する心理社会的

長期間低下した免疫機能は，災害，死別，他の外傷後に

跛行性や従順性は，救助者とその指揮との協調を容易に
する可能性がある．最後に，一種の心理的被嚢現象とエ
ネルギー保存によって，緩衝期間は蓄えの補充に当てる
ことを可能にした．
Selye，Engel，Schmale も各症候群を，種の保存を強
化する重要で統制の取れた有機体の鋳型として理解し
た．彼らは，闘争と逃走に対するスペクトラムの反対側

にいた．闘争や抵抗をすれば致命的になりそうな状況で，
一撃で打ちのめされそうな状況においては，古い目標を
捨て新しい目標を見つけることが賢明であることを示唆
したのである．
Valent は，これら症候群の生物学的心理学的社会的特
徴と目的を，彼が適応と呼んだ生存戦略に組み込んだ．
その戦略は，生命体をまず初めに降伏を必要とする状況
に適応させる．しかし，それを悲嘆する過程を通して有
機体が新しく希望に満ちた状況や結束に向かうことを容
易にする．もしこれが起こらない場合，生理的症状やう
つ状態，他の疾患を発症することになる．

災害段階と災害症候群の解明
その後に続く災害段階の特徴と災害症候群の変性（あ
るいは適応のための生存戦略 survival stratege）は次の通

発症した感染症，自己免疫疾患，癌の増加を説明するこ
とに寄与するかもしれない．このように，この特異反応
は，頻度の高いストレス起因性疾患に有意に関連してる
のだろう．不適応の心理学的解明は，絶望，失望，屈服，
解決不能で慢性的な悲嘆，臨床的な抑うつ状態を含んで
いる．

治 療
物理的衝撃と同様に，精神的衝撃の治療においても，

身体的，心理的な暖かさ，快適さ，支援を含む．他人と
の身体的接触，安心させる声，出来事の説明，希望，そ
して愛される者との交流は，有用である．その後の治療

は，症状の進展や疾患の性質による．最も良い治療は，
人が圧倒される状況の予防や緩和である．
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