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Ⅰ　緒　　言

　大地震と広範な津波によって未曾有の被害が生
じた東日本大震災における被災者に対して，災害
対策基本法に基づく「こころのケア」活動が地方
自治体の要請に応じて進められている．この活動
は，震災によって破綻した既存の精神科医療シス
テムの機能支援のほか，震災のストレスによって
生じた精神的問題を抱える一般住民への支援を目
的とする．
　また，被災者支援に携わる自治体等の職員や医
療スタッフ等も被災者と同様なこころの状況に陥
ることがあることから，支援者のケアも求められ
ている．こころのケア活動では，精神科医による
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目的：運動がメンタルヘルスを改善することは多くの研究で示されてきた．そこで我々は東日本大震災にお
ける支援活動の一環として，運動を活用したこころのケア活動を行ったので，その活動内容と有効性
について報告することを目的とした．

方法：運動は，被災者の疲労の緩和およびリラクゼーションを目的として行われ，ヨガなどのボディーワー
クが中心であった．被災者自身で実施（セルフケア）できるよう，簡単かつ効果を実感できる運動を
用いた．運動支援活動は岩手県上閉伊郡大槌町にて₂₀₁₁年 ₄ 月～ ₆月に行われた．

結果：期間中に支援を受けた被災者の延べ人数は₆₅₃名であった．詳細な調査を行うことは困難であったも
のの，この運動支援によって多くの被災者の身体症状（腰痛，膝痛，肩こり，高血圧など）が緩和さ
れ，表情の変化が観察された．

考察：運動による身体のケアがこころのケアに繋がることは，東日本大震災の被災者においても確認され
た．大規模災害時のこころのケアの一手段として，運動は有用であると思われる．
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診療と処方のほか，精神保健福祉士や，臨床心理
士によるカウンセリングや傾聴といった精神科医
療活動が中心である．しかし，今回の震災は津波
による壊滅的な被害を受けた地域が存在するな
ど，これまでの経験からは計り知れないほどの影
響を被災者に与えている可能性がある．よって，
従来の精神科医療に加え，有効性が期待される
様々な支援策を講じることが重要と考えられる．
精神科医療が必要とされる被災者のみならず，境
界域の被災者も多数存在するであろうという観点
からも，同様のことが考えられる．
　運動がメンタルヘルスを改善することは以前か
ら報告されており₁-₃），最近ではうつ病の治療に有
効であることが注目されつつある₄,₅）．我々の研究
においても統合失調症患者に運動の有効性を認め
ており₆,₇），運動が精神科における代替医療・補完
医療の一手段となる可能性が示されている．近年
では，感情の基盤に身体があることが脳科学に
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よって明らかにされつつあり₈,₉），こころのケアに
おいても心身の繋がりを考えることは有効であろ
う．そこで我々は，東日本大震災のこころのケア
活動において，運動を活用した被災者支援活動を
行った．運動の活用によって身体面からメンタル
ヘルス改善のアプローチをすることによって，精
神科医療との相乗効果が得られ，かつ，より多く
の被災者に対して支援を提供できると考えた．
　運動の活用は，ケアを必要とする当事者が自ら
行う主体的活動である点にその独自性があると言
える．災害時のこころのケア活動は，時間の経過
とともに平時の地域精神保健福祉活動に移行して
いくことが望ましいとされているが，甚大な被害
を生んだ今回の大震災において，平時に戻るまで
の時間は計り知ることができない．また，時間と
ともに様々な支援が縮小するなか，被災者は否応
なく自立を求められ，そのことが新たなストレス
となる可能性も考えられる．運動の活用によっ
て，被災者が自ら，あるいは互いにケアを行うこ
と（セルフケア）ができるようになり，自立にも
繋がると考えた．
　以上の考えから，これまでの研究で蓄積した
データや手法，先行研究からの知見をもとに，東
日本大震災の被災者に対して運動を活用したここ
ろのケア活動を行った．大規模災害時にこころの
ケア活動の一環として運動を活用した支援活動は
前例が乏しく，被災直後の現場においては試行錯
誤しながらの支援となった．これらの活動を記録
に残すことは，今後の災害対策に繋がるものと考
えられる．そこで本論文では，我々の実践した活
動内容とその有効性について報告することを目的
とした．

Ⅱ　方　　法

1．こころのケア活動への参加の経緯

　運動を活用したこころのケア活動（以下，運動
支援）は，NPO法人世界の医療団の医療活動に財
団法人明治安田厚生事業団が参加したところから
始まった．

　世界の医療団は，精神科医，看護師，臨床心理
士，精神保健福祉士，鍼灸師，メディカルコー
ディネーターなどで構成され，岩手県からの要請
を受け，₂₀₁₁年 ₄ 月 ₃ 日より岩手県上閉伊郡大槌
町にてこころのケアチームとして活動している．
大槌町への派遣は，厚生労働省災害対策本部が震
災発生の ₃月₁₁日に立ち上がり， ₃月₁₃日に開始
された災害対策基本法第₃₀条に基づくこころのケ
アチーム派遣に向けた調整を経て決定された．
　世界の医療団のこころのケア活動はニココロ
PROJECT₁₀）と名付けられ，他機関（岩手県精神保
健福祉センター，大槌町役場，様々な自治体や
NGOから派遣された医療班，保健福祉班など）と
の連携のもと，避難所や個人宅に避難する被災
者，支援活動に携わる職員・スタッフ等の支援者
を対象にして，医師による診療，処方の他，カウ
ンセリングや傾聴等を行ってきた．
　運動支援を行うにあたり，世界の医療団の医療
スタッフや他機関と連携をとりながら，運動指導
の専門家で構成された運動支援班を組織し，被災
者への運動・リラクゼーション指導を中心とした
活動を行った．基本的に運動支援班は医療スタッ
フと独立して活動したが，医療スタッフから要請
があった場合は共に行動した．
2 ．運動支援の基本コンセプト

　運動支援において最も重視した点は，被災者が
身体のケアがこころのケアに繋がることを実感で
きることである．そのため，身体的機能の向上や
運動量の確保を目的とするのではなく，被災者の
身体的・精神的ストレスによる疲労の緩和および
リラクゼーションを目的とした運動指導を行っ
た．また，被災者によるセルフケアの習得を最終
的な目標として掲げた．効果が実感でき，本人あ
るいは被災者同士で実践可能な簡単な方法を提供
することで，セルフケアへのモチベーションを高
めることを狙いとした．これらの運動支援の基本
コンセプトは活動指針としてまとめ，世界の医療
団および運動支援に関わるスタッフ間で共有され
た．
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3 ．運動支援の方法

　運動支援の活動は，まず準備・調査を兼ねて ₄
月に ₂回（₁₀日間）の現地活動を行った（スタッ
フ ₁名）．準備・調査期間の活動により運動支援の
実施可能性と現地被災者の生活状況を確認した
後，運動支援班（現地活動スタッフ： ₅名，活動
の後方支援や事務・経理等： ₅名）を組織した．
₅～ ₆月は， ₃～ ₄日/週， ₂～ ₃名/回のスタッ
フを毎週被災地へ派遣し，うち ₁名は継続して毎
回参加した．
　医療等の多くの支援が日中行われていたが，避
難所における被災者の生活パターンの特徴とし
て，高齢者や体調不良者を除き，日中は就労，就
学，あるいは被災した自宅周辺の瓦礫の撤去等で
外出する者が多数を占めていた（避難所にいる人
数は日中が夜間の₁/₁₀以下という印象であった）．
彼らのほとんどは，夕食が準備される午後 ₄時以
降に避難所に戻ることから，より多くの被災者に
支援を提供するため，運動支援活動は午後 ₅時以
降の時間帯にも行うこととした．典型的な一日の
スケジュールを図 ₁に示す．夜間の活動を行う日
は午前中の活動を減らすなど，運動支援スタッフ
の疲労も考慮して行った．
　運動支援の現地活動スタッフは，運動を用いた
健康増進活動に関わる研究者，武術，ヨガ，フェ
ルデンクライス・メソッド₁₁），ボディートーク₁₂）

といったボディーワークに精通した運動指導者や
運動指導の有資格者などで構成された．
　運動内容は，睡眠改善が確認された先行研究₁₃）

をもとに，ヨガを応用した軽いストレッチ運動を
中心とした．現地での運動指導に際しては，本プ
ログラムの活用を軸にしながらも，対象者の身体
的・精神的状況や当日の要望・環境等を考慮し，
スタッフが精通する手技も柔軟に活用した．ま
た，避難所には，生活者が数百名程度と大規模の
場合や十数名程度の小規模な場合と多様であり，
環境，施設，年齢層も一定ではない．そのため，
運動の内容や指導様式（個人指導か集団指導か）
の選択も柔軟に対応した．
　また，被災者が指導内容を思い出し，継続して
実施しやすくするため，パンフレット（体と心の
コリをほぐす運動）₁₄）を作成して指導後に配布し
た．パンフレットの一部を抜粋し，図 ₂に示す．
このパンフレットには， ₄月の準備・調査期間に
経験した被災者の身体的特徴（肩こり，腰痛，猫
背など）を考慮し，また避難所の居住スペースが
狭小な場合でも実施可能な運動を掲載した．
4 ．活動の記録と倫理的配慮および安全管理

　運動指導を行った日時，場所，運動内容，人数
を運動支援班のスタッフが活動日誌に記録した．
その際，個人が特定できる情報は残さないことと
した．活動中，支援を希望する被災者が多数いた
場合は，年齢や性別等も記録できない状況にあっ
た．また，様々な調査・質問に嫌気がさしている
被災者が多数見受けられたことから，活動記録に
記載する内容は最小限に留めた．活動の様子を写
真に撮影する際は，被災者および避難所等の責任
者から許可を得て行った．さらに，医療が必要と

図 1　運動支援の 1日のスケジュール
A．夜間活動なし，B．夜間活動あり
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判断された場合は速やかに医療スタッフに連絡す
るなど，被災者の心情や健康に十分に配慮するこ
とを活動指針とした．運動支援班スタッフの安全
と健康を確保するため，マスクの着用や手洗いう
がいを励行し，傷がある場合は直接触らないなど
を活動のルールとした．なお，スタッフの身分を
明らかにするために，活動中は世界の医療団のロ
ゴの入った衣服と名札を常に着用することとした．

Ⅲ　結　　果

1．結果概要

　大槌町災害対策本部の発表によると， ₄月 ₉日

時点における大槌町の避難所数は₃₅箇所，避難者
数は₂,₆₈₀人であった₁₅）．活動期間中，避難所の数
や避難所に避難している被災者数が時々刻々と変
わる状況のなか， ₄月の活動初期には様々な避難
所を訪問し， ₅月以降は支援の必要性が高いと感
じた避難所₁₁箇所を重点的に訪問した（ ₁ 日に
₂～ ₄箇所訪問）．また，精神科医の要請により，
個人宅に避難している被災者への支援や，支援者
への支援，高校の授業における指導など，様々な
対象者に運動指導を行った（図 ₃）．
　運動指導を実施した延べ人数は₆₅₃名であった．
ただし，この人数に高校の授業における指導（対象
生徒数約₁₄₀名， ₅ 月₂₆日より週 ₁ 回× ₄ 週間実
施）は含めていない．月ごとの人数の推移は， ₄
月₈₀名， ₅月₁₈₀名， ₆月₃₉₃名であり，個別指導
および集団指導を実施した被災者（支援者含む）
の人数をまとめて図 ₄に示した．なお，性別を記
録できた人数は₃₃₃名であり，うち₂₂₂名が女性で
あった．
　 ₁ 回の指導にかかる時間は，個別指導が約₃₀
分，集団指導は₃₀分～ ₁時間程度であった．個別
指導のみの場合，指導者 ₁人が ₁日に指導できる
人数は₁₀数名ほどであった． ₄月および ₅月は運
動指導者と被災者との信頼関係を築くため，個別
指導の機会が多かった． ₆月は両者の信頼関係が
概ね確立できたと判断し，個別指導に加えて，より
多くの人に支援を行えるよう集団指導を増やした．
2 ．被災者の身体状況の特徴

　被災者の多くが腰痛，膝痛，首・肩の緊張など
を訴え，中には一部の筋肉の著しい硬化，大きな
しこり，全身の強い筋緊張など通常あまり遭遇し
ないケースも確認された．また，震災後に血圧が
高くなったとの訴えも多かった．これらには震災
以前からの症状が一部含まれていたのかもしれな
いが，震災がきっかけで身体症状が悪化したと語
る被災者が多かった．
3 ．運動・リラクゼーション支援の効果

　様々な身体症状を持つ被災者のほとんどは，支
援前に暗く沈んだ表情であることが多かった．し

図 2　こころのケアで用いた運動の一例
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かし，運動後には明るい表情に変わるケースが多数
観察された．被災者自身も自らの表情や気分の改
善を実感し，身体のケアがこころのケアに繋がる
ことを実感したと感想を述べるケースが多かった．

　運動指導実施後に得られた感想の一部を下記に
記述する．
①　腰痛のため仰向けに寝ることも床に座ること
もできなかったができるようになった．
②　避難所に閉じこもりがちだったが，身体が軽
くなったので外に散歩に出かけた．
③　膝裏にあったしこりが消え，膝に物が挟まっ
ているような痛みが無くなった．
④　肩こりがひどかったが，首・肩が柔らかくな
り，楽になった．
⑤　颯爽と歩けるようになった．
⑥　高いと言われていた血圧が正常値に戻った．
⑦　配布されたパンフレットをいつも手元に置い
ている．この方法は自分に合っている．自分で
できるのが良い．
　身体症状の改善とともに，すっきりした，リ
ラックスできた，気持ちよかったなどの感想を得
た．このような運動の効果が口伝えで広まるにつ

図 3　こころのケアを目的とした運動支援の様子

図 4　個別指導および集団指導による運動指導を実施
した被災者（支援者含む）の人数の推移
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れて，当初は興味を示さなかった被災者も運動指
導を受け入れるようになった．

Ⅳ　考　　察

　運動による身体のケアがこころのケアに繋がる
ことは先行研究でも報告されている₁-₇,₁₃）．それら
の成果を応用した今回の活動では，被災者が効果
を実感し得たことが確認された．また，支援を受
けた人数が支援期間中徐々に増えていったこと
は，被災者に運動の必要性が認識された結果と思
われる．
　被災者や避難所によっては，こころのケアは必
要ないと拒絶されることもあったが，身体のリラ
クゼーションを目的とした支援であることを説明
することで取り組みが受け入れられるケースも
あった．医療スタッフが診療や講話を行う際，事
前に運動指導を活用したこともあり，スタッフか
ら活動しやすくなったとの感想を得ている．これ
らは，運動がこころのケアのみならず，被災者と
支援者の信頼関係構築にも作用することを示唆す
る内容として興味深い．
　今回の活動期間中，運動支援はほとんどが避難
所で行われた．避難所は多くの被災者に運動指導
の機会を提供する場所として都合が良かったが，
今後生活の場が仮設住宅に移った場合は，運動を
継続する上で新たな課題が生じると思われる．仮
設コミュニティー内の共有スペース利用，集中的
な支援が望まれる被災者への個別指導およびそれ
を可能とする医療スタッフとの連携が今後の課題
と思われる．
　今回の支援の最終的目標として被災者によるセ
ルフケアの習得を掲げた．しかしながら，支援ス
タッフが個々の被災者に接する機会は多くても
₁～ ₂週間に ₁度程度という状況のなか，どの程
度セルフケアが浸透したか確認するまでには至っ
ていない．この点とともに，セルフケアの習得を
目標とした支援が被災者の自立にどの程度貢献す
るのか，今後の継続的活動で確認する必要がある
だろう．

　活動を通して感じた課題としては，被災者数に
比べて運動支援班の人数や活動日数が少なかった
点があげられる．支援が行き届かない印象があ
り，人数または活動日数を ₂ 倍程度に増やせた
ら，より満足のいく支援が行えたのではないかと
感じた．しかしながら，他に仕事を持つスタッフ
がボランティアとして長期間活動するには限界が
あるだろう．行政や大学等，様々な機関から運動
指導者が派遣されれば，より効果的に支援が行え
るのではないだろうか．また，運動がこころのケ
アに繋がることを多くの人が認識していなかった
点も課題と感じた．継続的な活動によって運動の
効果が認識されるにつれ，活動範囲や支援した人
数は大きく増加した．運動の効果が一般的に認識
されていれば，活動初期からより多くの被災者を
支援できたと思われる．運動がメンタルヘルスに
及ぼす効果について，さらなる啓蒙活動が必要だ
ろう．

Ⅴ　結　　語

　運動がメンタルヘルスを改善することはこれま
での先行研究でも報告してきたが，被災者の感想
等から，大規模災害時のこころのケア活動の一手
段としても運動は効果的であると考えられる．本
支援の目標は被災者のセルフケアや自立であるこ
とから，今後も継続的な支援と追跡調査が必要と
思われる．
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Mental health care by exercise for the Great East Japan 
Earthquake sufferers

Hiroomi SENSUI*₁, Yuko KAI*₁, Hiroki YANAGISAWA*₁, 
Ken＇ichi EGAWA*₁, Toshiya NAGAMATSU*₁

Abstract
Objective: Many studies have reported that exercise improves mental health. A supportive activity for the Great 

East Japan Earthquake sufferers, which used exercise as a mental health care, was performed. In this study, 
we aimed to report the activities and efficacies of the exercise support.

Methods: To reduce body-mind exhaustion of sufferers, we used exercise as a means of relaxation and refresh-
ment. The main contents of exercise included some bodyworks, such as yoga. Simple and effective exercises 
that could be done alone or together were selected to encourage subject autonomy. Support activities were 
carried out in Otsuchi-cho, Kamiheii-gun, Iwate-ken, for ₃ months since April ₂₀₁₁.

Results: A total of ₆₅₃ people (cumulative number) received exercise support. There were many difficulties to 
collect the details of individual data; however, alleviation of physical symptoms (low-back pain, gonalgia, neck 
pain, high-blood pressure, etc.) and improvement of facial expressions were observed after exercises.

Conclusions: It was confirmed that among sufferers of the Great East Japan Earthquake, exercise led to improve-
ment of mental health via the alleviation of physical symptoms. We propose that exercise should be used as 
a type of mental health care after large scale disasters.

〔JJHEP, ₂₀₁₂；₂₀（₂）：111-118〕
Key words: exercise, mental health, support for sufferer, the Great East Japan Earthquake
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