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In this study；We meaSure the e鮎ct of“CriticalIncident Stress beginner’s course trainlngfor  

the丘re丘ghtingpersonnel”co－hosted by Master’s Programin Counseling at University of′Ruknba  

and Fire and Disaster Management AgencylThis training was held so that the 且re 丘ghting  

personnelmight acqulreknowledge about CriticallncidentStress management・Thosewho attended  

the trainlng Were Satis鮎d withit overal1and wanted to participateinit agaln・Moreover；their  

opinion about CriticalIncident Stress changedinto the directionalong the training，and their  

knowledge had deepened・Thus，itis considered that this trainlnglS e＃ectivein respect of the  

COnSiderationimmediatelyaftertrainlng．  
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中に被る惨事ストレス（CriticalIncidentStress）  

に対する関心が高まっている（松井，1995など）。  

現在の日本における惨事ストレスへの関心は．惨事  

ストレスの実態把握（兵庫県精神保健協会こころの  

ケアセンター，1999；（財）地方公務員安全衛生推  

進協会，2003など）や，惨事ストレス・ケアのあり  

方に関する検証や議論（松井・畑中，2003など）が  

中心であり，惨事ストレス対策に関わる教育につい  

ての研究や諌論は少ない。   

総務省消防庁が2005年8月に行った調査（（財）  

地方公務貞安全衛生推進協会，2006）によると，全  

国844消防本部（当時）のうち，惨事ストレス対策  

が「実施済み」である本部は11．2％にとどまり，  

「必要であり，実施を検討中」である本部が22．4％，   

消防職員や督察官，自衛隊員などの災害時に職業  

的に人を救援する人々は災害救援者（disaster  

worker）と呼ばれるが，1995年の阪神・淡路大震災  

（1995年兵庫県南部地震）以降，災害救授者が活動  

1）本研修実施に当たり．総務省消防庁のみなさまや，立   

正大学の畑中美穂講師，武蔵野大学の笹川真紀子講   

師．オフィスかけはしの坂上頼子主象 淑徳大学の丸   

山背教授．東京消防庁の支援デブリーファー．本学の   

小玉正博教温 石隈利紀教授，田中輝美准教授，笠井   

仁准教授（現静岡大学教授）のご協力を受けました。   

特に笹川真紀子講師には，研修の企画段階から多くの   

助言を頂きました。以上の方々に心よりお礼申し上げ  

ます。  

2）現所属：東京学芸大学教育学部  
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実施している。プログラムのカリキュラム構成は  

TRiM（松井豊・井上束子・畑中美穂，2005）や東  

京消防庁の支援デブリーファー蕃成研修を参考にし  

て，第一著者が中心となって行った。平成20年3月  

現在で2匝！の研修が終了している。なお，カリキュ  

ラムは第1期と第2期でやや異なっているが，  

′払blelには第2期のカリキュラムを示してある。  

消防職員の惨事ストレス初般研修の概要  

同研修では，総務省消防庁が全国の消防学校及び  

消防本部に対し，「消防学校において惨事ストレス  

に関する教育を担当する職員や，各消防本部におい  

て惨事ストレス対策に関する実務を担当する職員が  

必要とする，惨事ストレス対策についての基礎的な  

知識等を習得させる」ことを目的として．受講者を  

募集した。研修は筑波大学大塚校舎内で実施し，  

′hblelに示す学内外の研究者や臨床家を講師に迎  

え，各回21名の受講者に射し，講義と実習を行っ  

nblel惨事ストレス初級研修のカリキュラム  

「必要であるが，実施は検討していない」本部が  

66．0％を占めていた。惨事ストレス対策の導入や運  

営上の問題点としては，「惨事ストレスに関する十  

分な情報が消防本部にない」（53．3％）「惨事ストレ  

ス対策に取り組む専門の部・課を設置することが難  

しい」（44．0％）「惨事ストレス対策に適当な専門家  

が身近にいない」（41．9％）が高位にあがっていた。  

惨事ストレス教育を行っている本部は，23．8％しか  

なかった。同調査の結果から，全国の多くの消防本  

部は惨事ストレス対策の必要性を認識しながらも，  

情報不足や専門家との連携がとれないために，惨事  

ストレス対策を採用することができず，教育体制も  

整えられない現況が浮かび上がっていた。   

松井（2006）らは，イギリス，オーストラリア，  

ニュージーランドの消防を中心とする災害救援組織  

の惨事ストレスケアシステムとその教育システムの  

現地調査を行った。同調査では，イギリスのタイン  

アンドゥェイ消防本部，サウスウェールズ消防本  

部，ロンドン救急，イギリス海軍のTRiMシステム  

（廿auma Risk Management Fbllowing Critical  
Incidents），オーストラリアのクイーンズランド州  

救急のPri0rity Oneシステム，オーストラリア惨事  
ストレスマネージメント財団，ニュージーランド消  

防について，それぞれの研修システムの詳細が報告  

されている。たとえば，TRiMでは，海軍職員や惨  

事ストレスに関心を持つ研究者や実践家に対して，  

リスク評価（risk assessment）を中心とする2日間  

の研修を行っていた。3カ国の災害救援組織におけ  

る惨事ストレス対策要員に対する研修は，組織内で  

志願したメンバーに，専門家が面接した後，2日半  

から6日間の研修を行い，研修後に専門家が議論し  

で惨事ストレスシステムメンバーとして採用すると  

いう手順がとられていた。ただし，いずれの組織で  

も研修の効果については，検討されていなかった。   

日本では東京消防庁が6日間の研修（支援デブ  

リーファー養成研修）を行い，デブリーフィング  

（debrie鮎1g；惨事ストレスに対するグループミー  

ティング技法の一つ）を行う要員を育成し，陸上自  

衛隊では3ケ月間をかけて，デブリーフィングや危  

機介入を行う要員を育成している（いずれも当該組  

織メンバーによる私信）。両組織とも，研修の効果  

測定結果は公表していない。   

冒頭で紹介した消防における惨事ストレス教育の  

必要性の認識を踏まえて，筑波大学教育研究科（現  

在人間総合科学研究科生涯発達専攻）カウンセリン  

グコースと総務省消防庁は平成19年6月より，「消  

防職員の惨事ストレス初級研修」を共催している。  

同研修では∴恥blelに示す3日間のプログラムを  

時間  講義（講師）  

初日  

9：00～9：20  

9：25～12：00  

13：00～15：10  

15：20～16：50  

17：00～18：30  

18：30～18：50  

オリエンテーション  

惨事ストレスとは（松井豊）  

惨事ストレス対策（松井豊）  

傾聴の基礎実習（田中輝美）  

リラクセーション実習（笠井仁）  

ディスカッション（松井豊）  

ニ日目  

9：00～10：20  

10：30～12：00  

13：00～14：30  

14：40～16：20  

16：30～18：00  

18：00～18：30  

惨事ストレス対策の歴史とその効  

果（畑中美穂）  

ストレスの基礎理論とストレス管  

理（小玉正博）  

外傷体験への介入（笹川真紀子）  

外傷体験の聴取実習  

（笹川真紀子）  

臨床動作法（坂上頼子）  

ディスカッション（松井豊）  

最終日  

9：00～9：30  

9：40～10：30  

10：40～12：00  

13：00～14：00  

14：10～18：00  

国の取り組み（総務省消防庁）  

悲嘆過程（松井豊）  

グループミーティングの基礎理論  

（松井豊）  

外傷体験の精神医学（丸山晋）  

グループミーティングの実習  

（松井豊，東京消防庁  

支援デブリーファー）  

18：00～18：30 ディスカッション（松井豊）   
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点．効果について説明した。  

「外傷体験の精神医学」では，災害と精神障害と  

の関連に関する歴史や，PTSDなどの障害の診断基  

準について説明した。  

「グループミーティングの実習」では．東京消防  

庁支援デブリーファーの指導の下，7人ずつのグ  

ループに分かれ，デブリーフィングに関する実習を  

行った。  

「ディスカッション」では，研修全般に関する補  

足説明や質疑応答が行われた。   

本研究の目的   

本研究では，上記の「消防職員の惨事ストレス初  

級研修」第1期，第2期の効果測定を試みる。惨事  

ストレス研修に関する効果測定は内外においても公  

表されていないが．効果的な研修や教育システムを構築  

するためには，科学的な効果測定が必要と考えられる。  

方  法  

効果測定にあたっては，研修の事前事後におい  

て，研修受講者に対する意識調査を行った。  

調査方法 研修の前と後とにt 第山著者が集団配布  

個別記入方式の質問紙調査を実施した。事前調査  

は，初日のオリエンテーション前に，事後調査は最  

終日のディスカッションの後に，それぞれ行われ  

た。回答に要した時間は10分ほどであった。  

調査項目   

事前調査 ①惨事ストレス対策およびケアの経  

験：惨事ストレスの学習経験ならびに，介入経験の  

有頚引こついて尋ねた。②惨事ストレス対策に関する  

意見：総務省消防庁の調査（（財）地方公務眉安全  

衛生推進協会，2006）と同様の項目を使用した。  

1もble3の9項目について多重回答形式で回答を求  

めた。③惨事ストレスに関する知識：「払ble4の4  

項目について「5．十分理解している」「4．理解  

している」「3．どちらともいえない」「2．あまり  

理解していない」「1．全く理解していない」の5  

件法で回答を求めた。   

事後調査 ①惨事ストレス対策に関する意見：事  

前調査と同様。②惨事ストレスに関する知識：事前  

調査と同様。③研修への評価：研修への満足感や今  

後の研修への参加意向などについて尋ねた（恥ble  

2参照）。研修への満足感は，「5．満足した」「4．  

やや満足した」「3．どちらともいえない」「2．あ  

まり満足しなかった」「1．満足しなかった」の5  

件法で，今後の研修への参加意向は，「5．参加し  

たい」「4．やや参加したい」「3．どちらともいえ   

た。具体的な内容は以下の通りである。  

初日「オリエンテーション」では，研修の目的や  

日程について説明した。  

「惨事ストレスとは」では，惨事ストレスの概要  

を解説した。具体的には，災害に関わる消防職員の  

ストレスに関する調査結果や惨事ストレス，ASD，  

PTSDなどの用語について説明した。  

「惨事ストレス対策」では，東京消防庁の惨事ス  

トレスマネージメント（CISM）などに基づき，惨  

事ストレス対策の方法について解説した。この講義  

では，日常的なストレスの解消法，家族や消防本部  

による支援方法について説明した。  

「傾聴の基礎実習」では，会話・相談場面での傾  

聴の方法を，実習を用いながら解説した。  

「リラクセーション実習」では，リラクセーショ  

ンの方法や効果を解説した後，自律訓練法に関する  

実習を実施した。  

「ディスカッション」では，その日行われた講義  

に関する補足説明や質疑応答が行われた。  

ニ日日「惨事ストレス対策の歴史とその効果」で  

は，これまでに行われてきた惨事ストレス対策につ  

いて説明をした後，消防職員用の惨事ストレス  

チェックリストの使用方法について解説した。  

「ストレスの基礎理論とストレス管理」では，ス  

トレスに関する用語や概念について説明した。具体  

的には，ストレス，ストレツサー，コービングなど  

の用語について解説し，ストレスマネージメントの  

考え方を説明した。  

「外傷体験への介入」では，PTSDやPTSRなどの  

症状，外傷体験を聴く目的，聴く際の注意点などに  

ついて説明した。  

「外傷体験の聴取実習」では，外傷体験を実際に  

どのように聴くのかについて，ロールプレイを用い  

た実習によって解説した。  

「臨床動作法」では，臨床動作法における体と心  

との関係などについて説明した後，動作法によるリ  

ラクセーションの実習を実施した。  

「ディスカッション」は，初日と同様であった。  

最終日「国の取り組み」では，総務省消防庁が惨  

事ストレス対策としてこれまで行ってきた活動につ  

いて報告した。具体的には，惨事ストレス対策に関  

する全国網査の結果や，緊急時メンタルサポート  

チームの活動について説明した。  

「悲嘆過程」では，悲嘆や対象喪失など悲境に関  

する用語を解説し，典型的な悲嘆過程や悲嘆からの  

回復に影響する要因について説明した。  

「グループミーティングの基礎理論」では，惨事  

直後に行われるグループミーティングの方法，注意  
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ない」「2．あまり参加したくない」「1，参加した  

くない」の5件法で，それぞれ回答を求めた。  

調査協力者 消防職員の惨事ストレス初級研修の第  

1期ならびに第2期に参加した受講者42名に，事前  

調査と事後調査との両方に協力を求めた。全点から  

の協力が得られた。ただし，調査は無記名で行われ  

たため，事前調査の回答と事後調査の回答とを対応  

づけることはできなかった。調査協力者は全て男性  

であり，調査協力者の平均年齢は45．3歳であった。  

結  果   

1．研修への評価 研修への評価の集計結果を  

′指ble2に示す。9割以上の受諾者が研修に「総合  

的に満足」し．「また参加したい」と回答していた。  

2．惨事ストレスに関する意見の変化 惨事ストレ  

スに関する意見への肯定率を7hble3に示す。全体  

的に研修の内容に沿う方向に意見が変化しており，  

符に「5．若い消防職員は，比較的ストレスに弱い  

と思われる」「8．消防磯貝の家族に対する対策も  

必要である」に関しては，2割以上の受講者が意見  

を変化させていた．  

3．惨事ストレスに関する知識の変化 惨事ストレ  

スに関する知識の平均値を′hble4に示す。研修の  

前後の平均値の差を検討した結果，いずれの用語に  

1もble2  

関しても1％水準で有意であり，研修後に理解が深  

まっていることが明らかになった。  

考  察  

「消防職員の惨事ストレス初級研修」に対しては，  

大半の受講者が，満足感においても今後の参加意向  

においても，高く評価していた。惨事ストレスに対  

する意見は，研修の内容に沿った方向（消防職見  

消防団眉，職員の家族へのケアの必要性，惨事スト  

レスは年輩者の方に強く現われるという事実など）  

で変化し，知識も深まっていた。このように，研修  

直後の意識の面では，同研修は有効であったと考察  

される。  

しかし，この結果は研修直後の受講者の意識の高  

揚を反映している可能性も否定できない。長期的な  

研修効果の定着については，本研究のデータからは  

結論することができない。今後は，同研修の受講者  

に対してフォローアップ調査を行い，研修の効果の  

持続性や研修終了後に感じた問題点などを探る必要  

があると考えられる。  

また，イギリス・オーストラリア・ニュージーラ  

ンドの研修構成（松井豊，2006）から見ると，今後  

は，研修修了者のより深い研修や，惨事ストレス対  

策要眉の選考などの課題が残されていると考えられる。   

研修への評価  

〃 平均値 £か  
5  4  3  2  1  

研修会について，総合的に満足しましたか？ 70．0％ 27．5％ 2．5％ 0．0％ 0．0％ 40 4．68 0．53  

今後，このような研修会が開催された際に， 65．8％ 28．9％ 5．3％ 0．0％ 0．0％ 38 4．61 0．59  

また参加したいと思いますか？  

注：平均値は高いほど，「満足した」「また参加したい」ことを表す  

’hble3 惨事ストレスに関する意見の変化  

項目  研修前 研修後 ♪  

1．消防活動に従事する以上，悲惨な現場に遭遇する可能性があるのは当然である 74．4％ 64．1％ 0．642  

2．惨事ストレスに対して，特別な対策を実施しなくても，職場の中で解決でき 2，6％ 0．0％ 1．000  
る問題である  

3，惨事ストレスについては，現在のメンタルヘルスの体制で十分対応できる  

4．惨事ストレスは．隊員個人個人で処理すべき問題である  

5．若い消防職員は，比較的ストレスに弱いと思われる  

6．消防職員の惨事ストレスに対するなんらかの対策が必要である  

7．消防職員だけでなく，消防団員に対する対策も講じる必要がある  

8．消防職員の家族に対する対策も必要である  

9．あてはまるものはない  

0．0％  2．6％ 1．000  

0．0％  0．0％  

59．0％ 28．2％ 0．011  

79．5％ 92．3％ 0．192  

43．6％ 61．5％ 0．173  

64．1％ 87．2％ 0．033  

2．6％ 2．6％ 1．000  

注：♪はnsherの直接法によって算出．   
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Tもble4 惨事ストレスに関する知識の変化  レーン出版．  

松井 豊（研究代表）（2006）．災害救援者に対する   

惨事ストレスマネージメントシステムのあり方  

に関する調査 平成17年度科学研究費補助金   

（基盤研究（B））研究成果報告昏．  

松井 豊・畑中美穂（2002）．災害救授者の惨事ス   

トレスに対するデブリーフィングの有効性に関   

する研究展望1筑波大学心理学研免  

26，95－103．  

松井 畳・井上栄子・畑中美穂（2005）．甘auma   

RiskManagement（TRiM）の紹介 横浜国立  

大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合セ  

ンター紀要，5，19－36．  

（財）地方公務員安全衛生推進協会（2003）．消防職  

員の現場活動に係るストレス対策研究会報告  

番．  

（財）地方公務員安全衛生推進協会（2006）．消防職  

員の現場活動に係るストレス対策フォローアッ  

プ研究会報告書．  

（受稲3月21日：受理5月7日）   

平均値（£∂）  
∫値（（折  

研修前 研修後   

惨事ストレス  

PTSD  

ASD  

3．37  4．41  6．72…  

（0．82）（0．50）（60．79）  

3．23  4，33  6．75＝  

（0．87）（0．53）（62．67）  

2．62  4．23  8．02＝  

（1．11）（0．60） （57．35）  

デブリーフィング   2．64  4．05  7．61＊＊  

（0．99）（0．60）（63．03）  

注：平均値は高いほど，「十分理解している」こと  

を表す．  
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