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屋の喪失および移転しなければならないという被害をこ
うむる．1000 人以上の命を奪った地震だけを考慮して
も，20 世紀中に約 180 万人の人々が 108 の地震で死亡し
た．発展途上国では一般的に建築物の品質が低く，災害
に対する準備が欠如し，救命救助活動が不十分なため，
しばしば発展途上国においてより大きな荒廃と犠牲者を
生じる．実際，20 世紀の 108 の大地震（1000 以上の死傷
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予

地震は広範囲にわたる荒廃と死傷者を生じる代表的な
天災であり，多くの人々が死別，傷害，資産の損失，家

者数を伴う地震）のうちの 91 は開発途上国に起こった．
そして，世界的規模の 180 万の死者の 83 % を占めた．
地震の曝露は，心理的苦痛，心的外傷後ストレス障害

（posttraumatic stress disorder：PTSD）とうつ病を伴う．

防

災害に起因する荒廃の範囲や犠牲者数の大きさは次に起
こる心理的苦痛の重症度に関係すると考えられるにもか
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ある期間にわたって同じ項目の観察を必
要とする研究．
地質断層に沿って蓄積されたストレスの
放出により，あるいは火山活動により，地
球の殻が突然揺れたり振動したりする自
然現象．
地震の焦点の上にある地球表面上の点．

かわらず，比較的強度の低い地震でさえ，または限局的
な荒廃しかもたらさなかった地震でさえ，広範囲な心的
外傷後ストレス反応に導くことを最近の研究が示唆して
いる．したがって，比較的少ない損害で，死傷者もわず
かであったとしても，地震は開発途上国だけでなく先進
工業国でも精神的健康の危険をもたらす．

外傷性ストレッサーの曝露の後に発現し
た不安障害は，外傷性ストレッサーの再
体験，外傷性ストレッサーと関係した刺
激の回避，感情的反応の麻痺および増し
た覚醒により，症状が持続する．

心理的結果

セロトニン再取り込みを阻害することに
より，セロトニン濃度を増加させる抗う
つ薬の種類．

し，あるいは他人の死傷や自分たちの資産の損失を目撃
するかもしれない．地震経験の衝撃は，地震の特徴（強

心理学的な治療は，関係した不安が鎮ま
る間に，悪く適応した思考パターンを変
えることや不安刺激への系統的な曝露を
修正することを含む．
被験者が特定され，時間的に前向きに経
過観察する研究．
研究者が試験される，または比較される
介入を受ける群，受けない群，さらには
より多くの介入を受ける群に，研究参加
の資格がある対象者を無作為に割り当て
る臨床試験．医学研究の妥当性を危うく
する種々のバイアスを除去するため，広

地震の体験
大地震の暴力的な揺れは，固体構造物に重篤な被害を
もたらす．人々は瓦礫に挟まって死傷するかもしれない

度，持続期間など）
，地震の震源地の近く，建物の強度と
建物を支持している地面の性質を含む多くの因子と関係
している．恐れと無力感は，人々が地震の間に経験する
最も頻度の高い情動反応の一つである．

地震の間に生じる強い恐れは，心停止による死亡やパ
ニック（例えば，超高層建築物の窓から飛び降りること
など）に連鎖した極限の挙動である．
急性期
大地震の後の最初の数日と数週間で，効果的なコミュ
ニティは，瓦礫の下にいる人々の救助，負傷者の看護，
損害の広がりの評価，および地震に起因する数々の問題
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の管理についての計画，これらに焦点をあてる．あとに
残された生存者は彼らが愛した人を葬る作業と向き合
い，そして家を失った生存者は一時的な避難所を捜す．
余震の進行は，更なる損害と死傷者を生むかもしれない．
急性期では，いつもの地域の活動は崩壊するかもしれ

ない．生存者は自分の安全について不明確であるため，
またはこれからの地震の恐怖のため，比較的損傷を受け
ていない家あるいは中等度の損傷を受けた家に入ること
を回避する．
家を失った生存者に対して，政府と救助組織はしばし

ばキャンプテントや仮設住宅を設置する．またこの時期
には，更なる地震の恐怖危惧がひろまる．
大地震の急性期では，生存者の心理的状態について比
較的ほとんど何もわかっていない．地震から 1 〜 4 週間
経過した時点での評価を含む数少ない研究では，便宜的
または臨床例に基づいており，急性ストレス障害（解離

表1
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PTSD と大うつ病の推定割合 a

サンプルの型 b

PTSD（%）

大うつ病 c（%）

可能性または継続性
便宜
臨床上

2─43
9─95
63─74

7─52
13─42
22─42

PTSD：外傷後ストレス障害．
可能性のサンプルでは，被験者が無作為に選択され，各人口
毎に等しく選ばれる確率を確かにする．継続性のサンプルでは，
各家庭が災害領域の仮設住宅（テントキャンプかプレハブの宅
地）から評価のために選ばれる．便宜上のサンプルでは，被験
者の選択は平易な有効性および/またはアクセスのしやすさに
基づく．臨床上のサンプルでは，被験者は患者または治療を求
める人々から選ばれる．
c
推定された既報告の割合の範囲の広さは，主に方法論（標本
抽出，評価器具，地震と評価との間の時間経過，その他）で，
そして，各々の研究の被検者が遭った地震の重症度で相違を示
す．
a
b

性の症状，再体験，外傷の思い出や不安，または増強し

月後の PTSD 発生率は，それぞれ 87 % と 73 % であった．

た覚醒の回避）とうつ病の症状の増加について報告され
ている．死傷者をもたらす地震の場合，急性期は死別反

うつ病の症状は時間とともに鎮静する傾向があったにも

応を含むかもしれない．
中期の影響

大災害の後の 1 年くらいは，生存者の多くは，死別，

かかわらず，高い地震曝露をもつ生存者の PTSD の重症
度は有意な減少を示さなかった．1989 年のニューカッス
ル地震を追跡した別の後の研究において，地震後 6 カ月
で PTSD に な っ た 生 存 者 の 48 % が，2 年 後 に も ま だ
PTSD があった．地震関連の病気の罹患率は地震後に月

傷害，家財の喪失，家屋の喪失，生活の混乱，再定住，

ごとの低下を示し，地震後約 18 カ月で横ばいとなった．

地震に関係するほかのストレッサーなどの困難に直面す
る．避難所（テント，バラックと仮設住宅）に住んでい

最後に，1998 年の北中国地震生存者を対象にした縦断的

る人々は，基本的ニーズが奪われるかもしれないし，彼
らの日常生活の崩壊に直面するかもしれない．継続して

いる余震は，さらに外傷性ストレスを生むかもしれない．
地震から 1 〜 18 カ月経過した大人と子どもの生存者
の心理状態についての研究では，方法論において（標本
抽出，地震曝露と関係する荒廃のひどさ，評価の道具，
および地震と評価との間の時間など）かなりの相違を示
したが，結果として精神医学的問題の比率も示した．
研究の多くで，生存者の間に PTSD とうつの高い発生

率が報告されている（表 1）．加えて，地震生存者におけ
る他の精神障害の発生率についてほとんどわかっていな
いにもかかわらず，地震が全般性不安障害とアルコール
乱用 / 依存の比率増加を導くかもしれないという証拠が
ある．おそらくプロの救助隊は災害や災害の結果に対し
て心理学的な準備ができている傾向があるため，地震に
よる心理的影響はプロの救助隊ではあまり重症化するこ
とはない．
長期間の影響

研究では，地震後 3 カ月での PTSD 発生率，地震後 9 カ
月での PTSD 発生率はそれぞれ 19 % と 24 % であった．
長期間経過した地震の影響力はまた，1999 年のトルコ
大地震の生存者を対象にした横断的研究に反映されてい
た．この研究では地震から 20 カ月経過し避難所に住んで
いる生存者の 39 % に PTSD があることを，そして 19 %
にうつ病があることを示した．同様に，地震から 3 年以
上経過して評価したほかの横断的研究では，生存者での
心理的苦痛と外傷性ストレス反応の発生率の増加を報告
した．

地震関連の外傷性ストレスと関係する因子
比較的荒廃が少なく，また死傷者も少なかった地震で
は，その生存者により精神医学的不調の率は低めに報告
される傾向にあり，より猛烈な地震の生存者では実質的
な精神病理学な疾患の罹患率がより高めとなる．
一般に，
これまでの研究では，地震の曝露の程度と外傷性ストレ
ス反応の間に強い正の関連（量─反応関係）があること示
唆されている．したがって，より激しい地震曝露は，地

べた研究は比較的少ない．1989 年のアルメニア地震に高

地震から 18 カ月経過した生存者の心理学的状態を調

震後の心理的苦痛をより大きくすることに関係する傾向
にある．より激しい地震への曝露はより強い揺れだけで

い曝露を受けた生存者を対象にした前向きコホート研究

なく，家屋の崩壊や損傷，瓦礫の下に閉じ込められるこ

において，地震から 18 カ月後の PTSD の発生率，54 カ

と，肉体的傷害，救助活動への参加，異様な場面の目撃，
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近親者の喪失，資産の喪失そして再移動されるような
様々な外傷性ストレッサーへの曝露となる．一方で，よ

認知行動療法を選ぶのがコンセンサスになっている．認

り弱い地震への曝露は，さらなるストレッサーへの曝露
がより少なく，揺れもより少なく経験することを含む．

る）と考えられているが，数千人もの人が救済を求める

最近の研究では，地震の間の恐怖の強さは，家屋の損
傷の拡大，瓦礫に閉じ込めらること，救助活動への参加，

知行動療法は簡単な治療（通常，約 10 セッション行われ
かもしれない災害発生後の状況ではあまりに困難であ
る．さらにまた，災害発生後の困難や人口移動のような

地震発生時に建物内にいたことなどのような他の外傷性

他の要素はしばしば，定期的に治療を受けようとする生
存者の妨害となる．そのような状況ではさらに簡便な治

イベントより，地震に関係する PTSD のより強い予測因
子となることが示唆された．加えて，多くのこれらの研

療としなければならず，せいぜい 1 回か 2 回の治療しか
受けることができない．

究では，PTSD は地震の間の恐怖と関係し，他の外傷性
イベントとも関係する．また，うつ病は損失（死別やも
のの損失）と個人の性質（例えば，精神疾患の既往，婚
姻状況や年齢）と関係する．PTSD の他の予測因子とし
て，女性，精神医学的な問題の既往歴や家族歴，低学歴
がある．

トルコの一連の研究では，認知行動療法がその効果を
危うくすることなく短縮して実施できるかどうかについ
て調査した．公開された臨床研究では，慢性的な PTSD
の症状を有する 231 人の生存者が行動療法の修正版を受
け，有意な臨床状態の改善のために必要な治療回数の最
小数を決定するために毎週評価された．治療には系統的
な認知の再構築を含めないで，恐怖や回避された状況に

地震生存者の治療
地震生存者の治療で使われた介入は，子どもに対する

遊戯療法やアートセラピー（芸術療法），家族療法，教示

対する系統的な自己曝露を教えることにより，行動の回
避を減らすことにだけに焦点を当てた．治療の合理性は，
曝露の間に苦痛が減少していることに強調するような習
慣（例えば，不安が生じている間にその状況に留まるこ

的かつ経験的なグループ指導プログラム，報告による情

と）を作ることでなく，コントロールする感覚を強調す

報共有（debriefing）そして危機指向性簡便精神療法があ
る．これらの治療の多くは無作為化比較研究によって研

ること（例えば，不安や苦痛をコントロールできるよう
になってから，その状況に留まる）である．

究されておらず，その効果はまだ確立されていない．

生存者は平均 4.3 回の治療回数をこなし，生存分析で

子どもの生存者が関係する無作為化比較研究におい

は 1 回の治療後には生存者の 76 % が症状改善し，2 回の

て，遊戯療法を 10 回行ったグループでは不安は減った

治療後には生存者の 88 % が症状改善されることを示し
た．有意な改善のために必要な治療回数の平均は 1.7 回

が，うつ病や社会適応教育に対しては有意な効果はな
かった．もう一つの無作為化比較研究において，様々な
ン技法とカウンセリング）の組み合わせを 6 回行うこと

であった．PTSD，うつ，そして全体の調整では有意な
改善を有し，治療効果の結果を明らかにした．治療での
改善は，3 〜 9 カ月の間の追跡期間中，維持された．9 カ

は，PTSD の部分的な改善は導くが，うつには効果がな
かった．

月間の追跡評価された 75 人の生存者のうち，
わずか 1 人
だけ症状が再発した．

介入（外傷再建術や置換術，問題解決，リラクセーショ

地震に関係する PTSD における薬物の有用性は，適切

この研究は，修正された行動療法が 1 回の治療回数で

にまだ調査されていなかった．一般に，PTSD に関する

も効果がある可能性について示唆した．この仮説を調べ

文献は，向精神薬の無作為化プラセボ対照比較試験は比
較的に少ない．これらの研究で得られた治療効果サイズ

るために，修正された行動療法の 1 回だけの治療を受け

もしれないことを示唆した研究はあるにもかかわらず，

地震の恐怖そして全体の調整を含め，その研究で測定し
たもの全てにおいて有意な治療効果を示した．全体の症

は，かなり小さい．SSRI が PTSD の軽減に有用であるか
それらの研究のほとんどは治療をしない追跡期間につい
て言及していない．このように，治療により得られた利
得（効果）が長期間維持されたものかどうかは，わから
ない．さらに，薬物治療の中断による症状の再発が不安

た 59 人の地震生存者が関係した無作為化比較試験が行
われた．6 週ごとのブラインド評価では，PTSD，うつ，

状改善率は，6 週目での 49 %，12 週目での 80 %，24 週
目での 85 %，そして治療後 1 〜 2 年での 83 % であった．
もう一つの臨床研究において，慢性的な PTSD の症状

障害にかなり普通にみられることを考えれば，地震に関

を有する 10 人の生存者は，地震シミュレータ（震度 9 レ

係する PTSD での向精神薬の使用は疑わしいように見え
る．

ベルの揺れをシミュレーションする振動発生機に建って

簡易に修正された行動療法

揺れを停止したり始めたり，そして生存者が我慢できる

PTSD に対する認知行動療法の効果はよく確立されて
おり，専門家の間では PTSD に対する心理学的治療では

いる小さい家具付きの家）での，たった 1 回の曝露療法
を受けた．シミュレータの中の制御スイッチの使用が，
程度に揺れの程度を増強したりすることを生存者によっ
て許可された．治療は，シミュレートされた揺れを通し
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て生存者のコントロールされた感覚や外傷の記憶が呼び
起こす不安を強調することを目的とした．治療前と治療

次予防は，地震による荒廃や犠牲者数の広がりを減らす

後の評価，そして治療後 2，4，8，12 週間経過した評価

的な緊急対処の政策，そして大衆の自己防衛の訓練，そ
のような措置である．したがって，努力の多くは，地震

では，精神病理学上の全ての測定事項において有意な改
善を認めた．追跡調査では，8 人の患者は著明に改善し，
2 人の患者はわずかに改善された．この治療の効果は，30
人の対象者が関係した無作為化比較試験で，さらに確認
された．
これらの研究は，修正された行動療法による（地震へ
の）恐怖の減少は未来の地震に対する外傷性ストレスに
対して防護効果があるかもしれないことについて証拠を
提供した．余震が続く間にも生存者の多くは災害発生後
の 1 年間の間に治療を受ける．これらの余震によってさ
らに発生した外傷性ストレスにもかかわらず，回復後の
再発は珍しく，治療が防護効果を持つことが示唆された．
生存者は，治療前では似たような状況ではパニックに
なっていたが，実際の地震ではもはやパニックにならな
いことをしばしば報告した．地震シミュレータでの揺れ
への曝露を含む行動療法は，未来の地震に対する恐怖の
減少やコントロールできる感覚の強化に特に効果的であ
り，この治療が地震に対して心理的な準備を増強する点
で潜在的な有用があるかもしれないことを示唆した．
天災後の多数の生存者に対する治療の普及は，特に精
神保健の医療資源が制限された発展途上国において，重
大な問題である．トルコのパイロット研究では，生存者
に修正された行動療法を施す際に，綿密に作られた自助
マニュアルの有用性について調査した．地域での PTSD
を有する 89 人の生存者にマニュアルが届けられたとき，
4 人に 1 人の生存者はマニュアルを読み，治療上の指示
に対応して，彼らの問題を有意に改善したことを報告し
た．
これらの研究では，行動療法の簡易修正版が地震後の

状態では実際的かつ有効的であることを示した．治療時
間を最低限にしている間にも，これらの介入は有意かつ
持続可能な改善を導く．加えて，多数の生存者に対する
自助マニュアルを通じた治療の普及は，地域において広
範囲にわたる外傷後ストレス反応に対処する費用効果的
な方法であるかもしれない．地震直後の初期に行った簡
易修正された行動療法により PTSD の進展が妨げられる
かどうかについての研究が将来必要である．加えて，無
作為化比較試験は，治療普及の様々な方法（例えば，マ
ニュアル，コンピュータ，ビデオカセットやテレビを通
した）が効果的であることを確認するために必要である．

予 防
地震は避けられないとすれば，将来の地震に対する備

えは，最大に重要なものである．疑いもなく，地震によ
り引き起こされたメンタルヘルスへの危険に対する第一

ように計画された基準，例えば，厳格な建築法規，効果

に対する備えのこのような側面に集中する．しかしなが
ら，あまり明らかでないことは，人々がいかに地震に対
して心理学的な準備ができるかである．トルコの最近の
活動では，地震の危険にある人々において心理学的な準
備を強調する効果的な方法について，ある種の洞察を提
供した．地震生存者の間での PTSD の発現において恐怖
が重要な役割を果たすことを考えれば，恐怖を制御する
感性を強化するように計画された介入は，地震の外傷性
ストレスに対して心理的反発力の増加を期待させるかも
しれない．証拠は行動的な介入，特に地震シミュレータ
の使用を含む介入により，これが効果的に達成できたこ
とを示唆した．この領域の更なる研究は価値があるよう
に思われる．
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