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研究成果の概要（和文）：　本研究は自然災害後長期の被災者，支援者，環境の状況を明らかにし長期的看護支援モデ
ルの基盤を見出すことを目的とした。発災から1～3年，18年後の被災地をフィールドにし，質問紙・面接・地区踏査に
より調査を行った。
　結果，以下の事がわかった。災害後長期化すると高齢化も影響し被災者の健康・生活レベルは低下するため，災害初
期から高齢化に対応した長期的支援計画が必要である。また看護支援の基盤には環境の整備があり，多分野との包括的
支援が重要となる。被災地の支援者は長引く支援活動で心身を疲弊させるが，中長期には外部支援が少なくなる。被災
地の状況に応じて継続できる外部支援計画を含めた支援システムが必要である。

研究成果の概要（英文）： This study aims to determine the foundation of a long-term nursing support model 
after a natural disaster.The research consisted of questionnaires, interviews et al, targeting two stricke
n areas: 1-3 years and 18 years post-disaster areas.
 In the case of a prolonged post-disaster situation, aging is an influential factor resulting in a decline
 in the victims' health and living standards. Therefore, a long-term support plan that can cope with aging
 from the initial stage of the disaster is essential. Furthermore, since environmental improvement is the 
foundation of nursing support, comprehensive assistance across diverse fields becomes essential. Supporter
s in disaster-stricken areas suffer from mental and physical exhaustion due to prolonged support activitie
s, whereas external support in the medium to long-term is often reduced. In accordance with the situation 
in the disaster-stricken areas, it is crucial to have a support system that includes an ongoing external s
upport plan.
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１．研究開始当初の背景 

日本の災害看護における長期的支援の研
究は約 2割と少なく，10年以上にわたる学術
的研究はない。災害後 10年以上経過すると，
被災以外の影響因子が複雑に関連し学術的
な検証は難しいが，被災者の健康と生活に災
害が影響していないという検証もされてい
ない。 

さらに本研究開始当初に発生した東日本
大震災はこれまでに積み上げてきた災害看
護の学問的基盤を超える災害であり，東日本
大震災での初期の看護ニーズや対応を踏ま
えて中長期対応へと切れ目なく継続する支
援を検証するが必要であると考える。 

これらより，災害後の長期看護支援の構築
が必要と考え本研究を行った。 

 

２．研究の目的 

本研究では自然災害から長期を経過した
被災者，支援者および環境の状況を明らかに
し，災害後の長期的看護支援モデルへと発展
させることを目的とした。 

災害後の長期的看護支援について学術的
な検証を行うのは災害看護学構築にとって
も意義があり，災害が多発する日本およびア
ジア大陸で暮らす人々に還元できる研究で
ある。また，本研究は東北被災地にも還元で
き，災害への備えにも貢献し防災・減災に役
立つ。 

 

３．研究の方法 

災害後の長期的看護支援モデルを構築す
るために，被災者，支援者，環境の視点で，
災害発生から 1 年後，2 年後，3 年後，18 年
後の状況を調査した。災害発生 1～3 年後の
調査は東日本大震災被災地 A 県 B 市，18 年
後は阪神・淡路大震災被災地 C県 D市・E市・
F市をフィールドにした。調査期間は平成 23

年 12月から平成 26年 3月であった。 

本研究は園田学園女子大学生命倫理委員
会の承諾を得て行った。 

（1） 自然災害による被災者の健康と生
活に関する調査 

・ 研究協力者： それぞれのフィールドで暮
らす被災者のうち，調査への同意が得ら
れた者とした。 

・ 調査方法および内容：フィールドのある
自治体および自治会長など住宅内の責任
者の承諾を得たうえで，半構成的質問紙
法を個別訪問により配布し，個別郵送法
にて回収した。調査内容は健康状態，暮
らし，交流・活動などとした。さらに災
害 1～3 年後調査では，19 歳以上の被災
者に対し精神健康度調査 GHQ30（以下，
GHQ30）を行った。災害発生 18 年の調
査では東日本大震災の再体験による健康
と生活への影響に関する質問を加えた。 

・ 分析方法：記述統計により実態を明らか
にした。さらに対象の属性や質問項目間
の関係性を分析した。分析には SPSS 

Statistics 17.0を用いた。 

（2） 自然災害で活動する支援者の健康
と生活に関する調査 

・ 研究協力者：阪神・淡路大震災時に被災
者への支援活動を行った保健・福祉関係
者，民生委員・自治会役員で同意の得ら
れた者とした。 

・ 調査方法および内容：グループおよび個
人の半構成的面接を行った。調査内容は，
研究協力者の基本的属性，支援内容，支
援者への影響，支援者からみた被災者の
状況などとした。 

・ 分析方法：内容分析法により質的に分析
した。 

（3） 被災者が暮らす環境の調査 

・ 調査方法および内容：行政担当者への聞
き取りおよび地区踏査を行った。 

・ 分析方法：収集した情報をコミュニテ
ィ・アズ・パートナーモデルのコアと 8

つのサブシステムに配置，アセスメント
した。 

 

４．研究成果 

被災後，中長期における被災者，支援者の
健康と生活の状況と環境について，以下のよ
うな結果が得られた。 

（1） 中長期的な被災者の健康と生活の実
態 

 災害発生 1年後の調査では，仮設住宅（12

か所，273 戸）の 112 名に調査用紙を配布し
49名から回答があり全て有効であった（有効
回答率 43.8％）。2年後の調査では仮設住宅（2

か所，120 戸）の 50 名に調査用紙を配布し
23 名より回答があり全て有効であった（同
46％）。3 年目調査では仮設住宅（17 か所，
約 240戸；退去者数が不明のため概数）の 97

名に配布し 34 名の回答があり全て有効回で
あった（同 35.1％）。18 年後調査では復興住
宅（3 か所，942 戸）の被災者 873 名に配布
し 92 名より回答があり，そのうち有効回答
は 91名であった（同 10.4％）。 

 被災者の健康，生活の状況は表 1のとおり
であった。被災者の属性では，時間が経過す
るごとに被災者の高齢化も進んだが、特に仮
設住宅など自力再建が困難な被災者のため
に行政が提供・補助している住宅では高齢化
が著しく，65歳以上の住民の割合は全国高齢
化率を上回る数値であった。さらに単独世帯
率も時間の経過とともに上昇し，自力で健
康・生活を維持，再建することが難しい状況
であると考えられ，地域全体で支える必要性
が明確になった。 

 健康面では，時間の経過とともに治療中の
病気を抱える被災者の割合は増加したが，長
期的にみると高齢化による影響が大きいと
考えられた。治療中の病気は生活習慣病がほ
とんどであり，健康管理とともに，震災によ
る診療体制や保健行動の低下につながらな
い取り組みが必要である。 

 生活面では，災害 2，3 年後に暮らしの満



足感が減少した。1 年後は仮設住宅への入居
が始まった時期であり，避難所からの移動が
満足感につながったと考えられる。しかし，
仮設住宅での生活が長引くと満足感は減少，
復興住宅への移動により再び満足感が上昇
したと考えられる。これは現在の生活と被災
との関係にも表れており，18年後には現在の
生活に被災が影響したと考える被災者の割
合が 1～3 年後の割合より有意に少なく
（p<0.05），復興住宅での生活が安定につなが
ったと考えられる。 

 

表 1．被災者の状況（全調査項目より抜粋） 

災害発生か

らの時間 

1年後 

n=49

人 

2年後 

n=23

人 

3年後 

n=34

人 

18年後 

n=91

人 

属
性 

年齢 

60.1 ±

14.5歳 

(19 ～

85歳) 

67.1 ±

13.0歳 

(35 ～

82歳) 

68.1 ±

10.3歳 

(46 ～

85歳) 

71.9 ±

11.4歳 

(32 ～

96歳) 

65 歳以
上割合 

42.9％ 69.6％ 61.8％ 82.4％ 

単 独 世
帯 

6.1％ 34.8％ 29.4％ 53.8％ 

無職 63.2％ 82.5％ 64.7％ 71.8％ 

全焼壊・
全流失 

98.0％ 95.7％ 97.1％ 60.4％ 

健
康
の
状
態 

被災前，
治療中の
病気有 

28.6％ 39.1％ 26.5％ 11.0％ 

現在，治
療中の病
気有 

49.0％ 52.2％ 47.1％ 68.1％ 

被災によ
る現在の
健康への
影響あり 

63.3％ 69.5％ 61.8％ 27.5％ 

生
活
の
状
況 

毎日の暮
らし満足 

46.9％ 30.4％ 29.4％ 42.9％ 

被災によ
り現在の
生活への
影響あり 

85.7％ 78.3％ 76.4％ 
31.9 ％

＊ 

暮らし方
のめどが
立った 

28.6％ 34.8％ 52.9％ 51.7％ 

交
流
・
活
動 

地域内で
の人間関
係に満足 

26.5％ 47.8％ 44.1％ 46.2％ 

自 治 会
活動あり 

85.7％ 82.6％ 82.4％ 64.8％ 

被災前よ
り在宅時
間が増え
た 

65.3％ 65.2％ 47.1％ 52.7％ 

思
い 

被 災 は
消し去っ
てしまい
たい体験 

61.2％ 47.8％ 55.9％ 
40.7 ％

＊ 

＊マンホイットニー検定；p<0.05 

 

 交流・活動では，災害後時間の経過ととも
に人間関係の満足感が増え，在宅時間が減っ
ていた。コミュニティ崩壊から地域へのなじ
みと活動，近隣との交流が時間をかけてつく
られたと考えられる。交流を促進させた要因

の 1つに自治会活動が考えられる。災害 1～3

年後の調査フィールドでは，行政担当者の聞
き取りから，全ての仮設住宅で自治会が結成
されているとわかった。自治会活動の内容や
認知には差があったが，自治会長を中心とし
た被災者同士のつながりは交流を促進する
要因になったと考える。また，2～3年後の満
足感に差がない状況と，仮設住宅に移動して
1 年間で満足感が 1.6 倍に増加していること
から，被災者自身の前向きな行動や意識も含
めて交流促進に向けた積極的な動きは仮設
住宅移動後初期に行われ，その後は生活出来
事の一部となると考えられる。コミュニティ
再構築への仕掛け，例えば自治会活動の支援
や交流促進のためのイベントなどは仮設住
宅や復興住宅への移動の初期に行うのが効
果的と考える。 

 被災に対する思いでは，「消し去ってしま
いたい」という思いが時間の経過とともに少
なくなっていた（p<0.05）。しかし，災害 18

年後の調査協力者の 70.3％は，東日本大震災
の状況を知り阪神・淡路大震災を思い出した
と回答した。さらに東日本大震災の報道によ
り不眠や動機・息切れなどを訴え（33.0％），
受診していた（7.7％）。災害から 18年経過し
ても新たな災害を知覚することで自らの被
災をフラッシュバックすることにつながる
とわかった。 

 GHQ30の結果，得点（カットオフポイント
6／7点，6点以下ならば健常者）は1年後11.53

点（0～30点，最頻値 12点），2年後 11.96点
（0～28 点，最頻値 9 点）3 年後 10.74 点（0

～28点，最頻値 8点）といずれの年も平均得
点はカットオフポイントより高得点であり，
最頻値も 7点以上と問題ありに該当していた。
また経年的な差がないことより，災害が精神
に及ぼす影響は長期にわたり，長期的に支え
ることが必要とわかった。先述の健康状況や
暮らしの状況と合わせた包括的な支援が必
要である。 

 これらより長期的に被災者の健康や生活
を看護支援は，被災者の高齢化と，新たなコ
ミュニティへのなじみが健康と生活に影響
を与えることを視野に入れて，地域全体を支
えることが重要であると考える。そのために
は保健行動を支える支援だけでなく，医療や
社会的な支援と有機的につながった支援シ
ステムが必要であり，看護はこれらをつない
で効果的に発動させる役割を担う必要があ
ると考える。 

（2） 中長期的な支援者の健康と生活およ
び支援の実態 

 協力が得られたのは，災害 1～3 年後調査
では市役所職員，保健師，仮設住宅自治会役
員，地域包括支援センター職員，高齢者福祉
施設職員の 18 名，18 年後調査では保健師，
復興住宅生活支援相談員，復興住宅自治会役
員の 10名であった。 

 災害 1～3年後の支援者について，3年間継
続して協力が得られた高齢者福祉施設職員



（のべ 10名）について報告する。面接は個
人またはグループインタビューで行った。1，
2年後の調査から得られたカテゴリは，支援
者の動きとして『専門職としての行動』『利
用者への配慮』『利用者の健康問題への支援』
『利用者家族の心のケア』『相互支援』の 5

カテゴリ，利用者の反応として『家に帰れな
いことの不安，不満』『高齢者の特性』『健康
への影響』の 3カテゴリ，支援者自身の状況
として『ストレスからくる身体症状』『もっ
と頑張れる』『語り合うことでの昇華』の 3

カテゴリであった。3年後の調査からは『復
興の実感』『将来が考えられるようになった』
の 2カテゴリが得られた。また，今後の課題
として，災害対策の強化，地域貢献，利用者
の変化に対応する必要性，仮設住宅の限界や
経済的負担の増加，家族への配慮，雇用状況
の変化に伴う人材不足などが挙げられた。 

3 年間継続して同じ対象者に面接を行った
結果，1，2年後の結果にはほとんど変化がみ
られなかったが，3 年後にようやく復興を意
識できる語りがあった。地区踏査と照らし合
わせると，1，2年後は環境の変化も少なく復
興に向けた動きは感じられなかったが，3 年
後はがれきの撤去も終わり盛土が進むなど
復興の動きが感じられ，支援者の心理状況に
も大きく影響したと考えられる。また，3 年
後の『復興の実感』には，復興による経済活
動の構造変化に伴い雇用状況の好転がみら
れた影響で，福祉分野での離職と人材不足が
支援者たちの抱える大きな課題となってい
た。復興の兆しを実感できる時期において，
支援者は日常を取り戻しつつあることによ
る前向きな意識とともに，地域を取り巻く状
況（特に経済）の好転に伴う人材不足から，
支援の質を確保するうえで新たな困難感に
直面するというジレンマを感じていたと考
える。今回の支援者面接から，被災者であり
ながら支援するということの負担と，その負
担の内容は時間経過とともに変化している
ことが明らかになった。中長期にあっても外
部からの継続した支援が重要であり，復興の
進捗に合わせて変化する支援者の課題に応
えるための支援システムの構築が必要であ
ると考える。 

（3） 中長期的な被災者が暮らす環境 

 災害 1年後の被災地は，仮設店舗が開業す
るなど復旧へ向けた動きもあったが，がれき
や倒壊した家屋が多く残っており，道路も未
整備の部分が多く公共交通機関も再開でき
ない状況であった。また，仮設住宅への入居
が始まったころであるが，避難所も残ってい
た。リアス式海岸の特徴から山腹にまで仮設
住宅が建設されており，買い物や受診などの
ための外出が困難な状況が伺えた。大型ショ
ッピングセンターでは仮設と店舗を結ぶシ
ャトルバスを運行するなど被災者支援の工
夫が見られた。保健福祉サービスは通常業務
を再開していたが，多くの子どもは疎開先か
ら帰っていない状況であった。仮設住宅には

種々のボランティアが訪れていたが，医療ボ
ランティアのほとんどが撤退していた。厚生
労働省や看護協会といった国レベルで行わ
れていていた保健師・看護師派遣も自治体独
自の活動やボランティア活動に移行し，外部
支援は少なくなっていた。主要な病院は再開
していたが，もともと医師の高齢化もあり再
開した診療所は少ない状況で将来的にも地
域医療の継続には課題があると考えられた。 

 災害 2年後は 1年後の状況と大きな変化は
感じられなかったが，3 年後には盛土が施さ
れ，復興住宅建設の計画を進めている様子が
伺えた。仮設住宅には空き家が点在し，閉鎖
した仮設住宅団地もあることから，自力で生
活再建した被災者もいるとわかった。その反
面，仮設住宅で生活する被災者には自力再建
が困難な者，高齢者など要支援者が多数いる
と予測できた。また，空き家が点在する仮設
住宅の保安も課題であると考えた。市街には
仮設店舗の他に建て直し再開した店舗が多
く見受けられ，活気があった。しかし，海側
の土地で自力再建した家屋・店舗は，今後の
盛土の計画によっては建て直しする必要が
あり，度重なる再建に対する住民の不安が大
きかった。仮設住宅でのボランティア活動は
減少していたが，定期的に活動を続ける団体
もあった。保健師や看護師など専門職のボラ
ンティア活動も減少し，定期的な活動からイ
ベント的な活動に変化していた。被災地周辺
からの専門職ボランティアには継続してい
るものもあるが，行政との密接な連携はない
状況であった。 

 18 年後の被災地は物理的には災害の影響
が見受けられない状況であった。しかし，復
興住宅での入居期限は災害 20 年後で，行政
からの補助が打ち切られることが決定して
おり，復興住宅に入居している被災者には新
たな住居探しが必要で，被災高齢者には新た
な住居探し，生活環境の変化への適応という
新たな課題があった。 

（4） 研究の限界と課題 

 今回，災害 3～18年の間について調査を行
わなかった。先行研究の結果と合わせて連続
した内容にする必要がある。また，東日本大
震災と阪神・淡路大震災の発生した地域性や
被害内容の違いも考慮して，一般化する必要
がある。 
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