東日本大震災「セルフケア支援」ボランティア活動
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アイ・プロジェクト ボランティア活動報告書
（ホリスティック医療／統合医療／心身医療による支援活動）

神戸から岩手へ

『精神生理学的ストレス（トラウマ）ケア』の実践

2011 年
4 月 28 日～30 日（神戸市）
5 月 1-2 日(岩手県花巻市・北上市・盛岡市)
5 月 3-4 日（岩手県大槌町）
5 月 5 日（岩手県花巻市）

アイ・プロジェクト統合医療研究所
竹林直紀

アイ・プロジェクト ボランティア活動報告
東日本大震災支援アイ・プロジェクト ボランティアチーム参加の皆様、この度は岩
手県における被災者支援ボランティア活動にご参加いただき有り難うございました。
また、震災直後からメールで連絡を取りながら、今回のボランティア活動の現地での計
画を立てて頂いた岩手県花巻市の産婦人科医の齋藤先生、大槌町での活動をサポートし
ていただいた地元のボランティアグループ「ゆいっこ」の皆様には心から感謝いたしま
す。そして、５月１日の水神温泉山照園でのワークショップをご支援いただいた北上市
役所の皆様や各温泉地でのワークショップ会場となったホテルや旅館の皆様のご協力
がなければ決して活動することができませんでした。本当に有り難うございました。
最終的には、5 月 1 日からの５日間で合計 28 名のボランティアメンバーの方にご参加
いただきました。全スケジュールのアウトライン、及び参加者は下記の通りです。

＊活動日程＊
＜４月＞ 『被災者と援助者のためのセルフケア講座』ペパー先生緊急来日講演
28 日（木）「精神生理学的ストレスケア」ワークショップ（エリック・ペパー）
9:30-16:30 甲南女子大学１号館 参加者：8 名＋78 名（理学療法科学生）
一般ボランティア向けベーシック
18:00-20:00 関西医科大学 枚方病院 参加者：約 30 名
医師、臨床心理士、学生など
29 日（金・祝）「精神生理学的ストレスケア」ワークショップ（エリック・ペパー）
9:30-17:30 関西医科大学 滝井病院 参加者：28 名
心理・医療専門家向けベーシック
30 日（土）「精神生理学的ストレスケア」ワークショップ（エリック・ペパー）
9:30-17:30 甲南女子大学１号館 参加者：16 名
心理・医療専門家向けアドバンス

＜５月＞ 『避難所及び被災地でのボランティア活動』
1 日（日）

セルフケア・ワークショップ

10:45-11:45 水神温泉山照園（北上市）参加者 約 40 名

（竹林）

13:30-14:30 渡り温泉（花巻市）参加者 約十数名

（竹林）

15:00-16:00 大沢温泉（花巻市）参加者 約十数名

（白井）

16:30-17:30 山の神温泉幸迎館（花巻市）参加者 約 15～6 名

（竹林）

2 日（月） セルフケア・ワークショップ、個人支援
10:00-12:00 花巻温泉千秋閣 ワークショップ（竹林、白井）参加者 約 15-6 名
13:30-15:30 岩手大学（専門家・支援者対象）ワークショップ（竹林）約 40 名
16:00-18:00 山の神温泉幸迎館 個人支援（アロマセラピー、歯科）
3 日（火・祝）

大槌町 安渡小学校

8:00

個人支援

花巻空港集合後、車で移動

ゆいっこ誘導あり

10:30-12:00 アロマセラピー、タッチケア、ヨーガ、理学療法、歯科、
バイオフィードバック
13:00-15:30 アロマセラピー、タッチケア、ヨーガ、理学療法、歯科、
バイオフィードバック
4 日（水・祝）

大槌町 安渡小学校 個人支援

8:00

花巻空港集合後、車で移動

10:30-12:00 アロマセラピー、タッチケア、ヨーガ、理学療法、歯科
バイオフィードバック
13:00-15:30 アロマセラピー、ヨーガ、バイオフィードバック
5 日（木・祝）

花巻温泉千秋閣

個人支援

10:00-12:00 アロマセラピー、ヨーガ、バイオフィードバック
13:00-15:00 アロマセラピー、ヨーガ、バイオフィードバック
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神戸大学医学部６年

＜(社）日本ヨーガ療法学会
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小苅米 千彩子、高橋 五百子、熊谷 りつ子、古舘 まち、田村 和子、小沢 アヤ子、
千葉 智江、宇部 雅子、越後 美代子、仁佐瀬 一子、前澤 良子
アイ・プロジェクト統合医療研究所
マネージャー 保田美保

はじめに
震災後約１ヶ月が過ぎた頃から、被災者の方々の心身へのストレスの影響も次第に大
きくなってくるため、その対策が重要となります。そこで、
「精神生理学的ストレス（ト
ラウマ）ケア」という「セルフケア」を中心とした方法を被災者や援助者の多くの方に
習得していただくべく、この度のボランティア活動を計画いたしました。
この方法は、私が日頃クリニックでの診療で行っている薬を使わない患者さん自身の
セルフケアが中心となる治療法がベースとなっております。私自身は、このアプローチ

を 13 年前に米国サンフランシスコ州立大学のエリック・ペパー先生から学びました。
認知行動療法を応用したこの方法は、自律神経の働きが影響している様々な症状や病態
に効果があります。エリック・ペパー先生は、震災直後からメールを何回もいただき、
今後予想されるストレスやトラウマによる心身の影響を心配されていました。また、同
時にその効果的な対策である「精神生理学的ストレス（トラウマ）ケア」を日本でも行
うことができるよう、自らボランティアで来日してワークショップを開催したいという
申し出をいただきました。また、震災直後から自衛隊医務官として救援活動をされてい
るペパークラブメンバーの的場先生からは、自衛隊員自身も心身共に過酷な状況下で精
神的なケアを必要としているというお話しを伺い、被災者だけでなく援助者も何らかの
ストレス対処法が必要であると感じました。
このような状況下で、今回のボランティア活動の現地でのリーダーシップを取ってい
ただいた産婦人科医の齋藤先生とメールで連絡を取りながら、研究所として今何ができ
るかということについて考えた結果、研究所の持つリソースを最大限に生かした「精神
生理学的ストレス（トラウマ）ケア」をワークショップ形式で開催すると同時に、統合
医療としてアロマセラピーやヨーガなどのセルフケアのための代替医療による被災地
や避難所でのボランティア活動を行っていこうと考えました。
従来の災害医療支援の方法は、
「身体のケア」は医療チームが担当し「こころのケア」
は心理専門家が担当してきました。またその大部分が個別に対応していくため時間もか
かり、支援者がいない場合は症状が次第に悪化していくのをただ待っているだけという
状況になってしまいます。そこで、ストレスによる心と身体への影響を自分自身で減ら
すことができる方法を、実際に体験していただきながら習得していくという新しい形の
支援活動「セルフケア支援活動」を実施していくことで、より効果的な医療支援活動を
展開することが可能になると考えております。この方法は、個人への直接のケアはもち
ろんのこと、多くの人々に対してもワークショップ形式で行っていくことができる「教
育プログラム」でもあります。医療専門家やセラピストがこの考え方による方法を身に
つけることで、一時的なケアではなく効果が持続するケアを行うことができます。
4 月 28 日～30 日のペパー先生の神戸でのワークショップ、5 月 1 日～2 日の岩手花巻
市近郊温泉地の避難所でのワークショップ、被災地である大槌町での個別のセルフケア
支援ボランティア活動、といったこの度の「アイ・プロジェクト

ボランティア活動」

について、参加されたメンバーからの各報告書を元にまとめてみました。
アイ・プロジェクトの「アイ」は、新しい医療概念である「統合医療」の英語表記で
ある"Integrative Medicine"の頭文字の“I”であり、
「愛」でもあります。また、自分
自身“Ｉ”でセルフケアを行っていくプロジェクトという意味も含まれています。今、
日本だけでなく世界中の人々の意識が大きく変化しつつあります。今回、それぞれの「思
い」を持って参加されたメンバーの皆様自身“I”のプロジェクトでもあるこの活動を、
これからも継続していきたいと考えております。
アイ・プロジェクト統合医療研究所
所長 竹林直紀

現地コーディネーターご挨拶
この度ははるばる遠方から被災者支援においでくださり、岩手県民の一人として心か
ら御礼申し上げます。また、現地コーディネートをお手伝い戴いたゆいっこスタッフの
方々、齋藤康様、北上市役所の皆様、ホテル・旅館スタッフの皆様にも心から感謝申し
上げます。アイ・プロジェクトチームの皆様の活動によって、被災者の方々の心がほど
け、笑顔になったり身体が軽くなったりしているのを間近で見させて戴き非常に感銘を
受けました。皆様と活動させて戴いたことは私にとっても大変勉強になりましたしとて
も楽しい経験でした。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
私も竹林先生と同様、普段の診療において薬に頼らない治療、また予防法を実践して
おります。もともと内陸部の避難所数カ所を回ってストレスケアをしておりましたが、
ボランティアがいるときだけケアするのではなく、セルフケアを教えて被災者の方々に
日々実践していただくようにしておりました。普段の診療で行っていることは避難所で
のボランティアにおいても大変役に立ちました。繰り返し訪れた避難所ではセルフケア
の上達に従って身体や心が楽になっているという声を戴きました。
また、避難所スタッフと被災者の交流が密になされている避難所の雰囲気はとても良
く、被災者の方も明るく元気であるという印象を受けました。そういう避難所において
は地域住民も積極的にボランティアに参加されていました。一方、スタッフの関わりが
事務的な避難所においては被災者同士のつながりも持ちにくいようで、個室にこもりき
りになっていてボランティアとの関わりも避けることも多いように見受けられました。
竹林先生の水神温泉でのワークショップは北上市役所の協力もあって、参加人数も多
く、とてもスムーズに執り行われました。役所の方々も災者のために何かをしたくても、
どのように関わっていけばいいのか分からず困っていたところだったそうで、素晴らし
い会を開けたことにとても喜んでおられましたし、大変勉強になったということでした。
この様子は地元の新聞や市の会報にも取り上げられました。
逆に花巻市内の温泉地において行われたワークショップは被災者の方々への告知が
うまくいかず、参加者が少なかったことが反省点となりました。数は少ないものの参加
された方々がとても楽しそうにワークを行ってくださっていたことが印象的でした。
翌日の大槌町のボランティアではワークショップで教わったマインドフルネスやタッ
チケアも早速実践しとても喜ばれました。こまめにセルフケアを行ってストレスを大き
く溜めないことや、今を生きることの大切さを竹林先生から改めて教わることが出来ま
した。
ボランティア活動において私は、被災者一人一人の状態に応じた心と体のケア、そし
て魂に響くケアを心がけました。被災者の方々が抱える心身の不調の原因は、震災・津

波・避難生活によるものもありましたが、以前からその人が抱える偏ったパターン（習
慣）の積み重ねによってもともと蓄積されていたストレスが表面化したものと考えられ
るケースがほとんどであるように思われました。自身の持つ偏ったパターン（習慣）に
気づき、それを変えることで、不自由な避難生活の中でもストレスが解消されていくと
いうことも実感していただきました。具体的には以下のようなケアを行いました。
・カウンセリング（心身の不調について）
・スピリチュアルヒーリング、引き受け氣功の実践
・タッチケアの実践
・セルフケアの指導（マインドフルネス、呼吸法、運動療法、マッサージ、生活指導、
ホ・オポノポノ等）
被災者の方からは、「ずっと泣けなかったのに泣けてすっきりした」「すごく安心し
た」「身体も心も軽くなった」「とても興味深く面白かった」「気持ちよかった」など
のご感想を戴きました。
一方、ご自身の状況が大変であるにもかかわらず、もっと悲惨と思われる被災者のこ
とや我々ボランティアを気遣うような言葉も数多く聞かれました。支援者である我々の
状態が心身共に健やかな状態にあることが、被災者の負担を減らすためにも、被災者の
話を充分に聴き必要な情報を提供するためにも、そして長い目で支援を続けていくため
にもとても重要だと思われました。
被災者の方が抱える心の傷を癒していく為には、支援者は彼らに同情するのではなく、
安心して心を開ける環境をつくり、彼らの心に共感して寄り添っていくことが必要です。
そうやって支援者と触れ合った経験は、被災者の孤独感を癒し、生きていく糧のひとつ
となっていくことでしょう。くり返しになりますが、被災者自身が自分の抱えている感
情を客観視し、ケアする習慣を身につけていくよう教えることで、被災者の自立を促し
ていくことがトラウマケアや被災地復興に欠かせないことだと思っております。
総合花巻病院産婦人科非常勤医師
齋藤さやか

アイ・プロジェクト ボランティアチーム報告書
報告者：辻下守弘（甲南女子大学看護リハビリテーション理学療法学科）
今回、東日本大震災被災者に対する支援活動として、本学において「被災者と援助者
のためのセルフケア講座～精神生理学的ストレスケア～」と題する特別セミナーの開催
と被災地である岩手県大槌町での医療ボランティア活動を行った。
１．特別セミナーの開催
この度の大震災による大きな環境の変化は、心だけでなく身体にも自律神経を介して影
響を及ぼしている。例えば、動悸・息苦しさ・めまい・肩こり・頭痛・不眠・食欲不振・
腹痛・下痢などの身体の症状や、不安・緊張感などの心の状態は、ストレス反応と言わ
れている交感神経緊張亢進といった自律神経のバランスが崩れた状態により引き起こ
される。また、自律神経は内分泌（ホルモン）や免疫の働きとも密接に関連しているた
め、ホルモンバランスが乱れたり細菌やウイルスへの抵抗力が低下したりするなど、さ
まざまな病気に影響を与えるといわれている。
「精神生理学的ストレス（トラウマ）ケア」は、心身のストレス反応を自分自身の力で
改善していくための心身医学的セルフケアの方法であり、医療施設や薬がない状況下で
も、自律神経バランスを自分自身で回復することでさまざまな心と身体の症状を改善す
ることが可能となる。
本セミナーでは、呼吸法、自律訓練法、誘導イメージ法、マインドフルネス瞑想などの
自分自身でできる自律神経バランス回復のための方法を、バイオフィードバックという
生理機能（自律神経機能）モニター機器を使い習得した。
この 3 日間を通した講師は、サンフランシスコ州立大学健康教育学部教授のエリック・
ペパー博士であり、今回の来日はボランティアでの活動であった。
1 日目：4 月 28 日（木）9:30－16:30 「一般ボランティア向けベーシック」
参加者：一般 5 名

本学教員 3 名

学生 78 名 合計 86 名

内容：PTSD のメカニズムと症状について基礎的な事項について説明した後に、被災者
に対する簡易なリラクゼーションテクニックを指導して頂いた。リラクゼーションテク
ニックについては、参加者がペアになってお互いにテクニックを使った実習が行われた。
2 日目：4 月 29 日（金・祝日）

9:30－17:30 「心理・医療専門家向けベーシック」

※この日だけ関西医科大学で実施した。
参加者：専門家 28 名（医師、臨床心理士、理学療法士、アロマセラピー）
内容：PTSD のメカニズムと症状について専門家向けの詳細な事項を説明した後に、症
状別の専門的なリラクゼーションテクニックを指導して頂いた。
3 日目：4 月 30 日（土）

9:30－17:30 「心理・医療専門家向けアドバンス」

参加者： 精神生理学的ストレスケアが PTSD に及ぼす効果について専門的な事項を説明
して頂いた後、呼吸法、自律訓練法、誘導イメージ法、マインドフルネス瞑想などの自
分自身でできる自律神経バランス回復のための具体的な方法を実習した。さらに、GSR

（皮膚電気抵抗）や emWave（心拍変動）などのバイオフィードバック機器を使用した
ストレスケアの方法についても被災者向けに実習した。
※本セミナーと被災者支援に対して、カナダの ThoughtTechnology 社と米国のハートマ
ス財団からバイオフィードバック機器の提供を受けた。具体的には、エムウェーブ for
PC（1 台 45,000 円）、ＧＳＲ２（1 台 25,000 円）、ストレスイレーザー（1 台 30，000
円）の３種を各 50 台無償で提供を受けた。総額は約 500 万円である。これらの機器は、
東北の被災地やその他各地域で避難されている被災者を支援する専門家に対して無償
貸与することになっている。

２．被災地での医療ボランティア活動
今回、花巻市を拠点として岩手県沿岸部の被災地である大槌町にある町立安渡小学校
の避難所で医療ボランティア活動を行った。現地では個別のボランティア活動は逆に迷
惑となるため、花巻市の市議会議委員である増子義久氏と総合花巻病院産婦人科医師で
ある斉藤さやか先生が被災地と調整して頂き、総勢 28 名のチームとして活動を行った。
辻下の行動
5 月 2 日:午前

弘前大学附属病院へ実習地訪問後、レンタカーにて東北道を南下し花

巻市内へ夕方到着した。その後、現地チームと合流し活動の打ち合わせを実施した。
5 月 3 日:朝 7 時

花巻市内の「ゆいっこ花巻支部」という現地ボランティアグループ

の本部駐車場へ集合し、簡単な打ち合わせ後チームの自家用車に分担して大槌町へ出発
した。途中遠野市で休憩後、約 3 時間をかけて大槌町へ到着した。驚いたことに海から
5km 程の内陸部まで津波が襲っており、そこから沿岸部まですべてが流され瓦礫の山と
なっていた。しかし、車道はすでに瓦礫が撤去されており、全く障害物のない元通りの
道路となっていた。整備された道路とその周囲に無造作に積み上げられた瓦礫の山とい
う状況が異様な景色を作り上げており、それが目的地である安渡小学校まで続いていた。

岩手県閉伊郡大槌町、人口 15,239 人、太平洋に面する元々はのどかな漁村である。こ
こではすでに町長を含め 748 人もの人が一瞬で命を失い、未だ千人近くの行方不明者が
この瓦礫の中や土の下、そして一面に広がる海の底に残されている。自然と涙が溢れて
くる。車内では気にならないが、車から降りると礒の臭いと重油の臭い、そして腐乱臭
などが混ざった特有の強い刺激臭で思わず鼻と口を覆ってしまう。しばらくその臭いを
かぎ続けると気分が悪くなり吐き気を催してしまうため、マスクなしで長時間外にいる
ことは不可能である。町からこの刺激臭が消えるのはいつの日になるのだろうか。
我々が到着した安渡小学校は町を一望できる高台にあり、かろうじて津波の被害を逃れ
ていた。しかしそのすぐ下は瓦礫の山であり、ここまで逃れたかどうかが生死を分けた。

この安渡地区の避難所は、5 カ所に分かれており、全員で 556 人の方が避難されてい
た。我々が訪問した小学校では 270 人の方が教室や図書館、そして体育館に分かれて避
難されていた。到着する前は、水道や電気などの生活インフラがまだ十分整備されてい
ないと考えていたが、実際には水道も電気も復旧しており、トイレやシャワーなども使
われ、台数は少ないが液晶テレビやインターネットが使えるパソコンも備えられていた。
しかし、生活空間は 1 世帯約 1.5 畳から 2 畳ほどであり、そのスペースに衣服などが入
った段ボール箱で囲いをして隣人との境界をかろうじて保ち、その中で寝起きをされて
いた。お年寄りの小さな身体であっても寝るのがやっとであり、寝た状態で万歳するこ
とさえもできない状況であった。テレビでは、パーテーションで区切った中で生活され
ている場面が紹介されているが、この体育館では未だそのようなパーテーションはなく、
プライバシーが全く保たれていない。
ここの避難者は、このような状況の中で、すでに 2 ヶ月近くを過ごされているのである。
最近になっても援助物資が多種多様とはいえず、なんとこの日の昼はカップラーメン 1
個とおにぎり 2 個というメニューであった。このメニューは昼だけでなく朝も夜も同じ
だといわれていた。炊き出しは、保健所からの指示で禁止され、おにぎりも自衛隊が 3
食運んで来るらしい。あまりこのような食生活の現状を報道で聞いてなかったので、2
ヶ月近くになってさえもこの悲惨な状況に驚きを隠せなかった。

我々の活動は、まず 10 時頃到着した後、この安渡地区災害対策本部長である佐藤稲
満さんから今の避難状況と避難者の生活などについて説明を聞くことから始まった。そ
の後、まず全員で体育館、図書館、保健室、調理室、そして各教室を巡回し、避難者の
年齢や性別および身体状況などを全員で確認した。佐藤さんから全校放送で我々の紹介
をしてもらったが、最初は我々が何者かわからなかったのか、各部屋へ個人的に訪問し
たが相談をしてもらうことができなかった。そこで、午前中はグランドで作業されたり、
井戸端会議をされたりしている人々に声かけをして、まず避難者と接することで率直な
お話を聞くことにした。「おはようございます。私は神戸から来ました」と話しかける
と、皆さん笑顔で「おはようございます。遠いところからご苦労様です」と返して頂き、
その後震災当時のことや今の生活などを気さくに話して頂くことができた。皆さんこの
大震災と大津波を体験された被災者であるとはとても思えないほど、天真爛漫で、穏和
な人々だという印象であった。ただし、その弾んだ会話の中で、震災当時のことになる
と、皆さん突然涙ぐみ嗚咽されていた。共通して話されることは、「あの出来事が幻な
のか現実なのかが未だにわからない」、「あらからずっと時間が止まっていて、頭の中
も真っ白になっている」、「自分が何でここに居るのかがわからない」などであり、被
災者の皆様にとってあの大震災がいかに想像絶するものだったのかを物語っている。こ
のように当時の記憶が不明瞭であったり、失ったりすることは、人間の心を正常に保つ
ための防御反応なのかもしれない。記憶が不明瞭であったり、思い出せないと訴えられ

る一方で、「夜が熟睡できない」、「じっとしているとイライラして落ち着きがなくな
る」、「動いたわけでもないのに心臓がドキドキしたり、汗をかいたりする」という訴
えも共通しており、震災当時の恐怖や不安、あるいは悲しみが無意識な反応として交感
神経が常に緊張状態を強いられている可能性がある。たぶん、ここに避難されている全
員に「精神生理学的ストレス（トラウマ）ケア」が必要と強く感じた。
昼食後は、私が理学療法士であることとその仕事の内容を理解して頂き、帰る時間で
ある 16 時までの 4 時間ほどはつづけざまに相談を受け、できる限りの治療とここにあ
る設備で実施可能な訓練の指導を行った。避難者の 7 割は高齢者であり、その半分以上
が 75 歳以上の後期高齢者であった。共通した問題は「運動不足」であった。震災前ま
ではデイケアやデイサービスに通っていた人も多く、当然この避難所ではそのようなサ
ービスが一切ない。高齢者にとって動ける空間は、寝起きする狭い場所とトイレまでの
廊下であり、本人のやる気よりも物理的な環境が「運動不足」を生じさせていた。それ
によって、関節軟骨の退行変性による変形性関節の悪化と痛みの増強、それがさらに運
動不足を助長して体重の増加と筋肉の萎縮を発生させるといった廃用症候群の悪循環
に陥っていた。また、寝ている場所が床であり、その上に毛布を何重にも重ねて寝てお
られるが、身体の形態と馴染まないため、圧が骨部に集中し、皮膚を観察すると皆さん
炎症を起こしていた。さらに寝返りができないために熟睡も取れず、常に不良姿勢とな
るため頸肩腕痛や腰痛を訴えられるとともに、殿部から足にかけてのしびれなども共通
の訴えとなっていた。たぶん、この状況で生活すれば、高齢者でなくともこれらの症状
が発生することは間違いない。一日でも早い生活環境の改善が望まれるとともに、それ
ができないならばトレッドミルや自転車エルゴメーター、あるいは肩運動用の滑車など
を備えたトレーニング室や痛みを緩和する物理療法機器の設置、および廃用症候群を予
防改善する目的で理学療法士等の常駐も必要であろう。この避難所には、今まで医師や
保健師の訪問はあったが、理学療法士等の運動療法専門家は初めての訪問だと言われて
いた。帰る間際になって、20 代から 30 代の若い男性も頸や肩あるいは腰の痛みを訴え
られ相談にこられた。十分時間がなかったが、全員に簡単な体操とお互いできるマッサ
ージ法などをご指導した。普段の運搬や掃除などはこの若い年代の人たちが中心となっ
て行っており、高齢者だけでなく若年者であっても身体の疲労が蓄積していることがわ
かった。これらの作業を代替えする若年者のボランティア活動が今後もますます必要と
なってくるだろう。現在、仮設住宅の建築が進行中だと報道されている。当然必要数を
満たすにはまだまだ時間が必要である。しかもこの仮設住宅は津波再発生を考慮して、
かなり内陸部で山林を伐採した土地に建てており、避難者にとって全く縁もゆかりもな
い土地であるため、整備されても入居するつもりはないという方が多くおられるそうで
ある。特に高齢者にその傾向があり、この避難所生活は数ヶ月どころか数年単位で存在
するだろうというのが現状のようである。現在避難者が約 12 万人、避難所の数が約 1500
カ所あるという状況に対して、我々は一体どのような支援活動をしていけばよいのだろ
うか。
今回、心残りだったのは、子供達とその親への支援である。子供達が想像以上に元気
で天真爛漫なのは幸いであったが、その親である特に 20 代の若い母親が心を閉ざして

おり、我々ボランティアとも一切コミュニケーションを交わすことがなかった。たぶん、
このような状況の中で、それでなくとも大変な子育てをしなければならないといった役
割意識や父親も仕事を失ったことで将来どのように生けていけばいいのかといった生
活への不安などが入り交じり、とてつもなく大きなストレスを抱えておられると思うが、
それを素直に出せない状況がさらにストレスの蓄積を助長している。現在、子供や母親
への支援活動が一切ないのが現状であり、子育て支援とストレスケアへの支援も急務と
感じた。
このように支援活動のニーズを考えていくと、本学にはそれらの支援を可能とする豊
富な資源が内在していることに気づいた。今回現地へ行って感じたことは、可能である
なら専門的な人的支援とニーズにフィットした物的資源の提供が長期的に必要だと言
うことである。
帰り際、親しくなった避難所の人々が校庭に集まって頂き、笑顔で手を振って見送って
くださった。1 日半の短い活動であったが、大変感謝して頂いた。ここで生きる人々の
力強さと穏和さが、この土地を復興させていくエネルギーだと実感して帰着した。

報告者：宮里文子（NPO 法人 関西アロマセラピスト・フォーラム）
【内容】
・被災され避難されている方々のストレス軽減のため、お気持ちを傾聴しながらアロマ
オイルを用いたトリートメント（タッチケア）を行った。
・被災された方々自身のストレスをセルフケアできるように支援した。
・ロート製薬より提供して頂いた“ローズオイル”にて、主にハンドマッサージを実施。
肩凝り、下肢の痛みなど症状を訴える方には、施術者の判断で必要な部位にオイルマ
ッサージを施行した。
【ボランティアの実際】
5 月 2 日：山の神温泉「幸迎館」の 1 室をお借りし、長机を 2 台お借りして、ハンドマ
ッサージブースを準備し、避難されている 11 名の方に施術した。（アロマセラピスト
は 4 名、以下 AT）このホテルには、釜石市からの避難者 65 名がおられた。小さなお

子さんを連れて避難されている家族は、子どもが騒ぐので周りに気を遣う。早く仮設に
行きたいと話された。また母と妹と避難されている 30 歳の女性は、津波に膝まで浸か
り天井を見て動けなかった、その後どうやって逃げたのかは何も覚えていないと話し、
避難所では毎夜うなされて周囲に迷惑をかけた、「ここに来て贅沢はいえないけど、母
たちといても息が詰まるので、できたら一人になりたい」と語られた。18 歳の息子さ
んと、一緒に逃げた介護していた祖父を亡くした 40 代の女性は、ハンドマッサージの
間中、逃げた状況を自ら語り、終了後もロビーでタクシーを待っているセラピストに話
し掛けてこられた。避難所でも思いきり泣いて、たくさんの優しさや感動に触れた。今
回辛い事ばかりではなく得るものもたくさんあったとセラピストに向かって話すこと
で前向きに生きていくことをご自身に言い聞かせているようであった。

5 月 3 日：大槌町にて、270 名が避難している安渡小学校で、ハンド、頸部、下肢など
ご希望の部位を 41 名の避難されている方に施術した。（AT7 名）
アロマセラピーと説明するより『ストレスを和らげるハンドマッサージ』と書いたゼッ
ケンをして「マッサージしましょうか？」と声を掛けるようにして各教室に回った。体
育館では、４つの班に分かれており、他の班への不満を抱えているようであった。保健
室にはベッドが 2 台あり、ポータブルトイレを使っている 4 家族がおられて、その使用
を巡ってお互いに気を遣っていた。また年配の方や男性が優位となり、あまり協力しよ
うとしない若い方の間に挟まれて 40 代 50 代の女性が一番しんどいと話された方もお
られた。自分たちのおかれている状況をわかってもらおうと語られる方も多かった。

5 月 4 日：安渡小学校と、付近の神社、寺、数名が集まって自宅に避難されている方に、
ハンドや肩、背部やヘッドなどご希望の部位を 29 名の方に施術した。（AT6 名）

昨日ハンドマッサージを体験された方から、うちの娘にもしてやってと呼びに来られた
り、今日ももう一度して欲しいと希望された方もおられた。午後から雷雨となり、大き
な雹が降り出した際に、7 歳の女の子にハンドマッサージをしていると、雷の音を怖が
りセラピストに抱きついてきた。同室の母親は携帯メールをしていて目もくれない様子
が気になった。子どもの PTSD へのケアが必要だが、若い親も複雑な心境であること
を感じた。
5 月 5 日：AT4 名で、今回宿泊した花巻温泉の「ホテル千秋閣」に隣接する、避難所と
なっている「花巻ホテル」の宴会室で座卓をお借りし、釜石市や陸前高田から避難され
ている 30 名の方に、ハンドや、肩、背部、下肢など必要な部位への施術を行った。希
望者には、畳の間に座布団を敷き、横になってもらって下肢のマッサージも行った。同
じ場所でヨガや、BF を受けることも出来たので、どれも体験しようと積極的にストレ
スケアにと参加された方もおられた。家族単位で個室で寝泊まりし、温泉に入り、温か
い食事も自由に摂れることから、避難所のプライバシーのない生活の方とは全然違う印
象であった。

【成果】
4 日間で合計 111 名の方の身体に触れ、それぞれの被災体験や辛さを積極的に語って頂
いたことから、心に届くタッチケアが出来たのではとセラピスト全員が感じた。アロマ
セラピーというと女性だけの癒しだろう？との印象もあることから、敢えてアロマとい
う言葉を使わず、“ハンドマッサージ”と表現したことから、111 名の内訳は、３分の
１は男性で、年齢は 7 歳～86 歳までと幅広く体験して頂いた。特に 60 代と 70 代で半
数近くを占めていた。
【今後の課題】
それぞれの症状や問題点を聞き取り、精油をブレンドするという通常のアロマのスタイ
ルではなく、ローズオイルと、疲労回復ブレンドの 2 種類からの選択だったので、一人
一人に関わる時間を増やして被災者自身が香りを選択するオーダーメードのアロマを
取り入れたい。また、セルフケアや、他者へのケアをしたいという声も聴かれたので、
マッサージ法を冊子にしたりアロマオイルなどの材料を被災者へ配布できたらと願う。
【感想】
3.11 の震災から 2 カ月が経とうとする時であったが、皆さんすべてを失くし途方にく
れつつも天災を受け入れ、前へ進もうとされている気がした。しかし、津波の被害に対
するストレスだけでなく、避難所では互いのコミュニケーションのストレスが大きくな
り、温泉地などのホテルに避難されている方では、将来の不安を口にする方が多く、違

いがあることが分かった。アロマの手技は治療行為ではないが、それでも短時間のタッ
チであったが、「痛みがなくなった」「腕が上がるようになった」「足が軽くなった」
「昨夜は初めてよく眠れた」と驚いたような顔で喜ばれた。それは、AT の受容的な態
度や口調、優しいタッチの中に、人として尊重され、人や社会とのつながりを感じとれ
ることから効を奏しているのではないかと思われた。「入院中の祖母にもやってあげた
いから教えて」「私にもできるかな？」などの問いもあり、セルフケアへつながるだけ
でなく、誰かの役に立ちたいという期待や、希望にもつながっていくことも大切な要素
であると感じた。16 年前の神戸の時よりも、復興には長い時間を要すると思われます。
同じ被災体験を持つ私は、特に今後の仮設などに転居した後の心のケア、孤独感へのケ
アが大切だと思うので、今後も継続して関わりを持ち支援していきたいと考えています。

報告者：中川玲子（NPO 法人 タッチケア支援センター）
【内容】
避難所内で需要を尋ね、希望者に施術。ハンドのみでなく、肩・背中・腰・膝などの不
調の声が高いため、ハンドのオイルトリートメントに加え、着衣のままで背中をさする
などのタッチケアもおこなう。座位以外に、各自がとりやすい姿勢でおこない、リラク
セーションと全身のバランスが整うことを意図して行った。
3 日：安渡小学校、避難所

（体育館、各教室を巡る）

午前：女性１（50 代）ハンドトリートメントのみ 20 分
午後：女性２（60 代）肩がこるということで、座位のままで肩背中を着衣
のままでケア。最後にハンドトリートメントをおこなう。30 分
男性１（60 代）女性２の夫。同様の施術中、膝の機能障害を訴える
ため、辻下先生の理学療法の施術を受けるよう勧める。20 分
女性３（60 代）眠れないということで入眠剤を服用。リラクセーショ
ンを目的とするタッチケアをおこなう 20 分。後半、理学療法
も受ける。
男性２（50 代）避難所内で退屈そうにしてる方に声をかけると施術を
受けるということでタッチケアをおこなう。リラックスしたと
のこと。20 分
4 日：午前：安渡地区、個人住宅。
女性１（70 代）被災した家族が高台の一軒の家に避難していたお宅の
家主。畳の和室でタッチケアとハンドトリートメントを施術。
一人息子さんが消防団員で、町民を助けるために避難に遅れ
津波に流されたという話を涙ぐみながら語られられるが、施術
後は身体が軽くなったと顔色も明るい様子。約 50 分
午後：大槌稲荷神社避難所内で。
男性１（70 代）少し認知症気味の方。家族の勧めで施術を受ける。
床で仰臥位でのタッチケア。リラックスして寝てしまう。40 分

男性２（50 代）着衣のままでのタッチケア 施術中熟睡。20 分
男性３（50 代）同上。施術中、軽く寝入る。20 分
男性４（60 代）前担当者の方が聞き取り後に施術を勧めてくださったの
で施術。ところが震災で車の下敷きになったという後遺障害がき
つく全体に痛みが走るまま施術が進まず中断。途中で花巻在住の
看護師の方に入っていただき、症状を再び聞く。看護師さんがＣ
Ｔをとるように勧めるが、病院がなくどうすればいいのかわから
ないという様子。その後、煙草を吸い始める。（後日、ゆいっこ
の方に、ケースを報告して継続してもらうようにお願いする。
前担当者の方からの引きつぎを正確にすればよかったと反省）
男性５（40 代）避難所で、まかないをされてる方。あまり良く眠れない
からということで、リラクセーションを目的とするタッチケアを
おこなう。熟睡

20 分

【成果】
１、 施術中はここち良さそうにリラックスしていただけ、夜もよく眠れたという声も
翌日感想に聞けた。
２、 ふれることを通じての信頼感から、短時間の間に体験を分かち合え、傾聴するこ
とができた。
３、リラックス効果と、血行促進効果で、施術後は顔色もよく、明るく見えた。
【今後の課題】
１、被災者の方の二ーズは大きくわけて、
①

避難所生活での気疲れ、不眠症、ストレス、いらいら、あるいは、肉親との
死別による悲嘆など、精神的なストレスの問題。

②

被災時での事故の後遺症や、それ以前での故障個所が避難生活で悪化した身
体的機能障害。膝や腰、肩などの痛みなどの問題。

タッチケアやハンドトリートメントで効果があるとみられたのは、①のほうなの
で、それをわかりやすく伝えたほうがいいのではないかと思った。
２、①について重度の方は、臨床心理士などメンタルケアの専門家と。②については
理学療法士などボディケアの専門家と連携するのが望ましいと思われる。
３、施術を受けた方の名前、性別を記録し、問題が残る方は、現地のサポーターにつな
げるようにする必要があると思えた。
４、施術を受けた人の感想、施術前と後とでの違いなどを聞く時間をもうければよか
ったと思えた。
５、受けたくても受けたいと言えない人たちが、人が受けて気持ちよさそうにしてる
のを見てると、自分にはまわってこないんだといういらだちが、よけいにストレス
になったという意見を去る間際に聞かされた。一見、受けたくなさそうでも、誘っ
てみる価値はあるのではないかと思った。あるいはタッチの効能を伝えて、すすん
で受けていただけるような流れもつくる必要があるとも思えた。それと、なるべく
平等に受けてもらえるような時間配分も大切であると感じた。

【感想】
避難所生活では、自分の思いを言葉にすることに徒労感が生じることが多い。タッチ
ケアは、言葉を介さず、皮膚を通しての神経への穏やかな作用と、今・ここに在るのだ
という意識が根付きやすく、リラクセーションと精神的な支え、安心と安全な感覚をも
たらす効果が高、短期間でも信頼関係を築け、継続的なサポートに入るのに望ましいつ
ながりを得ることができる思えた。また、信頼感から、語り始める方も多く、リラクセ
ーションと傾聴をとりまぜたスタイルが望ましいとも思われた。今後も、各専門家の方
と連携しながら、こうした支援活動を進めていきたいと思う

報告者：辻 良史（筑波大学大学院／日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士）
【内容】2011.5/1-5/5
・精神生理学的ストレスケア＆ヨーガ療法
・簡易型 BF 機器を用いた呼吸法によるセルフコントロール技法のレクチャー(個別に
5 人程度)．ヨーガ療法士のレクチャー(10 人程度のグループ)．筋力トレーニングの
レクチャー(10 人程度のグループ)．
・使用機器： ストレスイレイザー，GSR2，指先皮膚温計
【成果】
・BF に関しては，「今ここ」に集中することが困難であれこれ先のことや過去のこと
を考えてしまいがちな方々にもモニターに集中させることがリラクセーションにう
まく誘導できたと思います．現在の BF ソフトは楽しめるものが多く，利用価値はと
ても高いように思えます．
・ヨーガ療法は，人数が多い場合に有効で，はじめはイヤイヤ行っていた方でもほとん
どのケースで最後はにこやかな笑顔になっていました．
・体から入っていくワークは，「とりあえずやってみませんか？」という感じで行える
ため，被災地でのストレスマネジメントやセルフケア指導としてはとても有効だと思
います．
【今後の課題】
・被災者の方々に対して，じっくり時間をかけることができない状況下，限られた時間
内でのラポールの形成，この部分が課題になってくると思います．
【感想】
被災地には，カウンセラーやアロマセラピスト，ヨーガ療法士，ストレスケアの専門家
が常駐していることが望まれますが，現実的に専門家の数は不足しておりそれは困難だ
と思われます．そのような状況を考えますと，余震や津波，原発などによる避難パニッ
クが起こった際のセルフコントロール技法を被災者の皆様に習得してもらう必然性を
感じました．セルフコントロールができないと人間は望ましい判断，望ましい非難方法
を見誤ってしまうからです．セルフコントロール技法のレクチャーをしっかり行い，専
門家がいなくてもそれを仲間内でも教え合えるような簡易な内容のワークショップの

時間を意識的に増やしていく必要性を感じました．今回の経験をもとに自分の中でもよ
り良い方法を模索していきたいと考えています．
【写真】
５月１日（日）
10:45-11:45
「水神温泉山照園(北上市：北上市内の避
難者90～120 人)」
➠ 竹林先生（統合医療研修所）のセルフ
ケアに関する講演．自分でできるセルフケ
ア，過去や未来に目を向けないで「今ここ」
に集中するための理論と実践のワークシ
ョップ．

13:30-14:30
「渡り温泉(花巻市：避難者52 人)」
➠ 「薬を使わない治療」を提唱する竹林
先生の話に皆，真剣に聞き入る．

15:00-16:00
「大沢温泉(花巻市：避難者90 人)」
➠ 自分の夢を絵に描くワーク．皆，楽し
そうに自分の夢を語る．

16:30-17:30
「山の神温泉幸迎館（花巻市）：避難者
65 人」
➠ 力を入れて緩めるリラクセーション
の方法をレクチャー．リラックスの感覚

５月２日（月）

9:30-11：30
「花巻温泉ホテル花巻(避難者230 人)」
➠ 参加者全員でタッピングタッチ．簡単
そうで難しいタッピングタッチ．上手な
人にし

13:30-15:30： 「岩手大学(専門家に向け
たセルフケアワークショップ)」
➠ セルフコントロールのセルフケアの
方法を学びたいという専門家の方々が集
まり，技術を学びとろうとする受講者の
エネルギーが教室内に満ち溢れていた．

➠ 津波で建物の屋上に乗り上げたま
まの船．津波の威力が思い知らされる
(大槌町)．

５月３日（火）４日（水）

10:30-12:00/13:00-15:30
「安渡小学校(大槌町)」
➠ 避難所である安渡小学校．様々なボラ
ンティアが活動していた．我々もヨーガ，
アロマ，マッサージ，理学療法，気功体
操，歯科治療を被災者の方々に施す．

➠ 安渡小学校の校門を出れば辺りは瓦
礫の山．海辺からかなり離れた高台でも
町は壊滅状態．テレビでは伝わらないが，
磯の香り，重油，魚の腐敗した匂いが混
ざり合い，異臭が立ち込める．

➠ 津波で残った高台の民家を一軒一軒
訪問．皆様，温かく迎えていただき，逆
にお茶屋やお菓子を御馳走になった
(大槌町)．

➠ 民家を訪問中，突然大粒のひょうが
降りだした．部屋にいて無事だった．

➠ 被災地で出会った犬．被災のショック
なのか全くなつかない．

➠ 安渡小学校近くの避難場所となってい
るお寺でヨーガ療法指導(大槌町)．
漁師さんが多く．ヨーガははじめてとのこ
とだったが，やりだすと皆楽しそうで，最
後は皆「気持ちが良い」と喜んでいた．体
を動かしてストレスを緩和するヨーガは
被災者の方々の表情がイヤイヤからイキ
イキに変わっていく状況を何度も見た．

➠ 境内でもヨーガ療法指導．被災者は足
のむくみの症状を訴えている人たちが多
かった．

➠ 釜石市の商店街を車内から撮影．砂埃
がものすごかった．釜石市の商店街は，
被害が大きい場所と無傷な場所がはっき
り分かれていた．今回の地震が地震の揺
れでの損壊ではなく，ほとんどが津波に
よる損壊ということを肌で感じた．

５月５日（木）

10:00-12:00/13:00-15:00
「花巻温泉ホテル花巻・菊の間」
➠ ホテルの和室で被災者たちは無料
で自分たちの受けたい代替療法を受け
ることができた．これはある意味画期
的なことのように思う．

➠ アロママッサージをうける被災者の
皆様．

日本ヨーガ療法学会岩手県在住会員
報告者：小沢アヤ子（日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士会 岩手県 幹事長）
★5 月 2 日（月）
東日本大災害「被災者と援助者のためのセルフケア」体験ワークショップ
『精神生理学的ストレスケア』参加報告
日時

：5 月 2 日（月）PM

1：30～3：30

会場

：岩手大学人文社会学部

対象

：臨床心理士・医療関係者・教育関係者・相談関係者・院生・学生

講師

：竹林直紀

6 号館

医師

参加者：約 40 名（内、ヨーガ療法士の参加者：10 名）
小苅米千沙子、高橋五百子、熊谷りつ子、古舘まち、千葉智江、
宇部雅子、越後美代子、仁佐瀬一子、前澤良子、小沢アヤ子
セミナー内容：
＜心と身体はつながっている＞
・心と身体と外界とのつながり・病気の原因はどこに？
・ストレスケアの３つの要素―精神生理学的立場から
＜心と身体のネットワーク＞
・①自律神経系

②内分泌系

③免疫系

・自律神経の働き：交感神経と副交感神経、緊張とリラクゼーション

・ストレス反応とリラクゼーション
＜バイオフィードバックとは＞
・バイオフィードバックを目で確認できる機器
ストレスイレーサー（心拍変動バイオフィードバック）
皮膚温バイオフィードバック（温度計型、デジタル数値型）
・健康を取り戻すシステム(健康維持システム)と心と身体の３つのネットワークの関係
＜ストレスの長期化での心身の変化＞
・ストレスの蓄積とエネルギーの再生について
＜マインドフルネスとは＞
・マインドフルネス瞑想の７つの基本
・マインドフルネスの実習：「今、ここ」を実感する
干しブドウを使う
歩く瞑想（ビパーサナ瞑想）
・言葉を使う（否定語と肯定語）
統合医療研究所所長

竹林直紀先生への御礼と報告

竹林先生、この度は、ヨーガ療法士会・岩手のヨーガ療法士を受け入れて頂きましたこ
と、また、たくさんの学びをさせていただきまして参加出来ました岩手のヨーガ療法士
全員がこころより感謝致申し上げております。竹林先生の講義は、スライドを多用しな
がら、私たちヨーガ療法士にも理解可能な内容で講義をして下さいました。まず、ここ
ろと体は別々なのか？から始まり、こころと体が外の世界ともつながっていることを認
識することの大切さを話された。そして、病気の原因はどこにあるのか？同じ環境、条
件の中に暮らしていても病気になる人とならない人がいるのはなぜか？こころと身体
のネットワーク（３つの系）の密接な微妙な関係にも自覚させて頂きました。知ってい
るようでよく理解できていなかった「低血糖症」についての講義は今回の災害時とも関
係があり大変参考になりました。 ストレスを受けての緊張とリラクゼーションにつて
とバイオフィードバックについては、簡易ＢＦ機器を紹介し、それを使っての＜例＞病
状の数値が変化していないにも関わらず、リラクゼーションの数値が上がっている、な
どをお見せ頂き大変興味深いものでした。
マインドフルネスの講義と実習をさせて頂きましたことも、この大震災の被災者に対
応して行く時にどのように接して行けばいいのかの大きなヒントをいただいたと感謝
しております。「今、ここ」という瞬間を生きること、自分の身体を感じること、自分
のこころを意識化すること、こころも身体も意識すると自分でコントロールすることが
可能であること、それには少しの訓練が必要であることなどを勉強させて頂きました。
それに呼吸のもつ力、リラクゼーションと癒しの効果を改めて確認させて頂きました。
保田美保先生はじめアロママッサージの皆さんの優しい雰囲気は本当に癒しそのも
のでした。有難うございました。岩手の斎藤さやか先生の明るさと元気が被災地に赴く
という重さを吹き飛ばして下さいました。また、セミナーの会場を提供と、ヨーガ療法
士の聴講を受け入れて下さった岩手大学の山口浩先生にも感謝致します。バイオフィー

ドバックの機器についていろいろ教えて下さった辻良史先生、室津恵三先生にもお世話
になりました。
私達は、出来ましたらこれからも大槌町の安渡小学校や大徳院などにもボランティア
を続けて参ります。沿岸だけでなく内陸にも避難者がおりますので、今回このセミナー
やボランティア先での体験をこれからの活動に生かして参りたいと思っております。
今回のチームボランティアに参加させて頂きましてありがとうございました。
アイ・プロジェクトの試みに感謝致します。

報告者：古舘まち（日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士会 岩手県）
★5 月 3 日（火）
・参加者：熊谷りつ子、高橋五百子、田村和子、小苅米千彩子、千葉智江、古舘まち
・訪問先：大槌町
・場所：安渡小学校（避難者 270 名）、近隣のお寺（大徳院・避難者 3～40 名？）
・時間：10：30～15：30
・状況：ハンドマッサージ、タッチケア、歯科などのチームと一緒に避難所に入らせて
頂く。体育館や各教室（9 部屋）が避難所になっている。3 階は亀裂が入り危険なた
め立ち入り禁止になっている。カーテンで個々に仕切られた教室が 1 教室、体育館は
段ボール箱で仕切られ、残りの教室は仕切りはない状態。各教室に数人の高齢者がお
られる。幼児は外で犬と遊んだり、小学生は 1 階のパソコンで遊んでいた。中高年の
方は出たり入ったり。カットボランティア、他県のボランティア、医療ボランティア
などが入っていた。
・内容：午前中は 2 人 1 組になり、各部屋にお声を掛け入らせて頂く。ある教室では今
回は大変でしたねという話から、体の症状をお聞きし、少し体を動かしてみませんか
との声掛けに 7 人の中高年の女性が 30 分程ヨーガをされた。初めは座位で手首回し
などの簡単な動きから入り、アイソメトリックを加えたアーサナを数種、最後は立位
で行った。初めは表情が硬かったが、終わった後は表情が柔らかく、顔色が良くなっ
た。その他の教室では足腰が痛いから体は動かさなくてもいいと方がおられたり、体
を動かすという雰囲気ではなかったりで、避難者の方のお話を伺うことが多かった。
学校の許可をとって学校裏に数種の野菜の種を撒いたという高齢の方、息子さんを津
波で亡くされた方、漁師をされていたという方、初めは車中で寝泊まりして後から避
難所にきたという方などのお話を伺った。78 歳という女性は、たくさんのボランテ
ィア団体が入っていてご迷惑ではの問いかけに、「正直迷惑な時もある、近所の人だ
ったら帰ってとも言えるけど、わざわざ遠くから来てくれているのに、そうも言えな
いべ」と海の母さんといった感じでサバサバと話されたが、ボランティアの在り方を
考えさせられた。話をされたい方もおられたが、いろいろなボランティア団体に話を
しているので、もう話さなくてもいいという感じの方もおられた。午後は避難所にな
っている近くの稲荷神社を訪問したが、他のボランティア団体が入ったということで、
事務所の方に明日の訪問の許可を取って帰る。2 時過ぎには小学校のグラウンドにお
られる方達に声掛け。70 代の男性 1 名が、やってみるということで 20 分程座位や立

位でのアーサナ（アイソメトリックなど数種）、最後に呼吸法を行った。感想はお聞
きしなかったが、毎日歩いておられるということで、とても健康そうで体を動かした
かったようである。その後小学校の上にあるお寺を訪問。漁師をされていたという元
気な男性が多く、小学校の避難所とは雰囲気が違う。声掛けで 5，6 人の中高年の男
性にハンドマッサージなどのスタッフも加わり 10 人程が参加し、20 分程ヨーガを行
った。終了後は、気持ち良かった、手が暖かくなりびりびりした、アイソメトリック
で肩の感じが良くなった、スクワットが効いて股関節が楽になった、明日も来てほし
いなどの感想を頂いた。

報告者：田村和子（日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士会 岩手県）
★５月４日（水）花曇
・参加者：熊谷りつ子、高橋五百子、小苅米千沙子、古舘まち、小沢アヤ子、田村和子
・訪問先：大槌町

安渡小学校（全体で 250 人ほどの避難者）9:40～

・会場①：体育館（こちらには 120 人ほどの方が避難生活をしていると言うことです。）
・状況：布団が敷いたままの状態が多かった。30 代のお母さんが我が子をかなりヒス
テリックな怒鳴り声で叱っていた。なかなか終わりそうもなく、よりエスカレートす
る…少し気まずい雰囲気。
・指導内容：「みなさん、ヨーガで身体を動かしてみませんか」と言う掛け声でスター
トした。まずは、手足のほぐしを始めると、その場でみなさんも始めて、20 名ほど
が一緒に身体を動かした。布団の上に座ったままの方もいたが、立ちポーズの時には
立ち上がって、活き活きとして 40 分ほど行なった。90 歳と 82 歳のご夫婦は「毎朝
ラジオ体操もやっているがヨーガもいいね」と言っていた。また他の方々は「身体が
温かくなった」「軽くなった」等と笑顔でお話してくださった。身体と共に心も軽く
なられたようだ。お母さんの怒鳴り声も消えていた。
・会場②：その場所より高い所にある大徳院というお寺へ。
・状況：こちらは 45 名ほどの方が避難されているとのこと。
・指導内容：屋外で椅子に座っていた 6 人の漁師らしき（日に焼けていてタオルのねじ
り鉢巻をしていたのでそう思った）ガタイのいいおじさん方が対象。昨日も実施して
好評だったが本日も大好評。椅子に座った状態と立ったままでの動きだったが血の巡
りがわかる、体が熱いなどと素直な反応がカワイイ。30 分ほど。
そのうちお寺の中からもお声がかかり「中でもやってほしい」とのことで、中では働
き盛りのお母さん方 8 人と一緒に身体を動かした。こちらは畳の上なので、リラック
ス度が増したようだ。全体を通して、内容は DVD に則りながらも対象者に合わせて
変化を加えた。布団の上、屋外で椅子に座って、畳の上、など場所、状況により臨機
応変に対応した。腰痛の強い 70 代の女性の方には、1 対 1 で対応し、むくみが消え
た、痛みが軽くなったなどのお声をいただいた。ゆっくりとお話を聞いてあげたこと
も好影響を与えたと思われる。
午後は、強い雷雨の中、安渡小学校より北方にある吉里吉里地区の避難所へ。ヨーガ
仲間の O さんを訪ねた。自宅を津波に流され、お母様と 3 人のお子さんと避難され

ていて、ヨーガ療法学会からの義援金をお届けした。避難生活ながら、ご自分のお仕
事をし、避難所の中でも仲間の皆さんへヨーガ療法を実施しており、道具もお金もな
くてもどこでも出来るヨーガ療法の万能さをあらためて認識した。

報告者：高橋五百子（日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士会 岩手県）
★5 月 5 日（木曜日祭日）
・訪問先：花巻市
・場

120 名ほど）

所：花巻温泉ホテル花巻（避難者

・参加者：小沢アヤ子、熊谷りつ子、田村和子、小苅米千彩子、髙橋五百子
・時

間：10：00～15：00

・内

容：一回目 6 名の参加（男 1 名、女 5 名 50、60 代） 10：25～10：55（30 分）
担当：小苅米千彩子
正座：呼吸の意識化、頭と手でのアイソメトリック 2 種、足の緩め
シティラ・ダンダ・アーサナ
座位：脚と手でのアイソメトリック、ねじり→アイソメトリック
座位：合踵のポーズでのアイソメトリック、片足開脚横曲げ
シティラ・ダンダ・アーサナ
立位：腰のゆるめ、上体前後屈、片足バランス、
呼吸法：腹式呼吸 1：2 ブラーマリー
二回目：4 名参加（女性

30～60 代）11：10～11：45（35 分）

担当：熊谷りつ子
仰向け：サハズアーサナ、
立位：ブリージング・エクササイズ、横曲げ、上体前後屈、片足バランス等
シャヴァー・アーサナ
座位：アイソメトリック数種、合踵前屈等
シャヴァー・アーサナ

→

ねじり → シャヴァー・アーサナ

災害ボランティア医療専門家チームへの同行参加最終日となる本日は、静岡赤十字病院
精神神経科の室津恵三先生、アロマセラピスト 4 名、辻良史さんとご一緒させていただ
きました。災害地避難所と違い、開催場所が３０畳ほどの静かで落ち着いた和室で、ア
ロマコーナー、簡易ＢＦ装置を使ったストレスケアコーナー、ヨーガ療法コーナーがあ
り避難者のかたが好きなところへ参加できるかたちで行われました。ヨーガに参加され
たかたを見ていますと、最初はゆっくりの動作が出来ずイライラしている様子の人もお
りましたが、進めていくうちにゆっくり出来てきて、終わりの頃には意識が集中してい
る様子がはっきりと伺うことができました。すべてのコーナーを体験して帰られた方も
見受けられ笑顔がこぼれていました。午後からは参加者がいなかったので、私たちも簡
易ＢＦ装置を体験したり、アロマを体験させていただき私たちも心がほんわりとなりま
した。

報告者：室津恵三 （静岡赤十字病院精神科、心理士）
【内容】
簡易バイオフィードバック装置を使ったストレスケア、カウンセリング
場所：（年齢：中年～高齢者）
３日：渡り温泉ホテルさつきコンベンションホール「銀河」ラウンジ ４名（女性）
４日：大槌町・個人宅・祖霊舎のある部屋 ３名（女性）
大槌町・大槌稲荷神社・大広間
５日：花巻温泉・ホテル花巻・楓の間

２名（男性、女性）
５名（男性２、女性３）

説明：被災後の過覚醒状態を和らげる呼吸法の紹介
装置：ThinkPad X100e 287659J (Lenovo)、Alive Clinical Version(Somatic Vision)、
IOM finger sensor(Wild Divine)、USB モニタ LCD-10000U（Century）
方法

：心拍変動バイオフィードバック（HRV-BF）を使った呼吸法の指導

a. Graph Training

（USB モニタで HR 等のグラフを被災者に呈示）全員

1. 自然な呼吸（約 2 分）
2. 呼吸ペーサーに合わせた呼吸（約 2 分）1 サイクル 10 秒（高齢者は 8.5 秒）
3. 呼吸法による HR の変化をグラフを見ながらフィードバック
4. 1 日 5 分できたら 5 分を 2 回、計 10 分 1 サイクル 10 秒の呼吸法を勧める
b. Alive Environment=Emotional Visualizer （同上）７名
1. オプション、人が大勢いる大広間では Music=off で施行
2. Visualizer=Lotus、Music= Isao Tomita – Air on the G String
自発的に語られた被災状況・悩み、及び対応：
○「避難所で気を遣う、気兼ねする」、ひとりになる時間を定期的にもつように助言
○「自分のいびきで人に迷惑を掛けるのではと心配」、ホテルさつきの小山総務部長に
部屋の配慮をお願いする
○「大丈夫と言って避難する人に手を振っていた人が亡くなった」等多くの被災体験を
語る、傾聴・共感、ハンドアウト（「サイコロジカル・ファーストエイド

付録 E：

恐ろしいことが起こったとき」）
○｢消防士の夫が亡くなった」「娘が被災のことを何も話さないのが心配」、保健師等
との定期的な面談を勧める、ゆいっこ花巻の深澤さんに母娘の継続的ケアが必要と思
われると伝言
○「夫を亡くした義妹にどう接したらいいのか？」、話しやすい人と話す機会、自分の
時間をもつように勧めてはどうかと助言
○「避難所で体が不自由な夫の面倒を見るのが大変」、傾聴・共感
○「手が震える」「家 2 軒、倉庫 3 軒、小さな船 2 艘、トラック 1 台を流された」、2
週間呼吸法を練習した後、手がまだ震えるようであれば受診するように助言、ハンド
アウト（同）

【成果】
・被災者によっては Heart rate error (movement)が頻出したため、単純な比較はでき
ないが、SDNN の平均は Normal=42.9 から Paced=74.2 に上昇（50 以上が望ましい）
、
LF%の平均は Normal=26.0 から Paced=50.4 に上昇
・Normal→Paced のスコアの変化をサイン検定で検討すると、SDNN(r=11)は
p(same)=0.06、LF%(r=12)は p(same)=0.01 であり、Paced breathing により HRV
が望ましい方向に概ね変化した
【今後の課題】
コンタクト：
今回はゆいっこ花巻支部のスタッフ、ホテルさつきの総務部長に大変お世話になりま
した。すでに被災者から信頼されているスタッフから紹介していただくのがベストか
と思います。被災者に自己紹介する際、大きな名札、ゼッケンが必要だと思いました。
HRV-BF：
BF、呼吸法について説明したハンドアウトが必要だと思いました。今回は小さな
USB モニターに呼吸ペーサーを表示しましたが、高齢者の方が多く、見えにくかっ
たかと思います。フィードバックの手段を工夫する必要があると思いました。ただし、
避難所によってはまわりに人が大勢いるため音を出しにくく、音の出ない Graph
Training だけを行ったという事情があります。ある被災者の方は、Visualizer を使
った訓練後、「呼吸と光と音が一体化して夢見心地だった」との感想を述べてくださ
いました。可能ならば Visualizer も併用したいと思います。個別に対応できる人数
は限られているので、練習していただいた方々に他の被災者の方にもこの呼吸法を紹
介してくださいとお願いすればよかったと思っています。
継続的ケア：
喪失体験が大きく、継続的なケアが必要と思われる被災者の方もおられました。その
場合の引継ぎの仕方について話し合っておく必要があるかと思います。
【感想】
・私自身、この半年間、主に Alive を用いて HRV-BF を行ってきましたが、この方法
は simply powerful、確実な方法であると改めて思いました。
・喪失体験の大きな方は、訓練中 Heart rate error (movement)というエラーメッセー
ジを出すことが多く、目に見えないところで心身に大変な異変が起きているのだと実
感しました。このような方々の継続的なフォローをどのように行うのか、そのことを
考えます。
・私は心理士ですが、アロマ、ハンドマッサージ、ヨーガ、気功を実践する先生方の多
彩かつ具体的な実践を拝見して、援助の技法を増やしたいと思いました。現地で地道
に活動している人達、ゆいっこの皆さんのお姿にも感銘を受けました。
・自分にできることをやる、そのような気持ちでこれからも少しでも社会に貢献できた
らと思います。
・竹林先生、保田先生とはじめアイ・プロジェクトの皆様、今回は大変ありがとうござ
いました。

報告者：今城育美（九州大学 歯学部 顎顔面口腔外科学講座 大学院）
【内容・成果】
５月２日午後
・歯科医療相談（幼児 2 人）
母より、虫歯がある様な気がするとのこと。
男児は上顎乳前歯に虫歯があり、充填したものが何度も取れている。
虫歯は活動していない様子で、症状もないため、経過観察で構わないと説明。
女児は右側上顎乳臼歯に初期虫歯あるが、治療適応外。これも清掃強化を指導した。
・歯科医療相談（学童 2 人）
母より、歯が抜け変わらないとのこと。
男児は重度の虫歯で、乳前歯が崩壊していた。症状なく、救急処置では対応できない
ため、歯牙交換しないようなら歯科医院受診するよう指導。
女児は、7 歳で上顎前歯しか交換していない。下顎乳前歯は動揺ないため、これも経
過観察。永久歯が欠損していることもあるのでなかなか交換しない場合はレントゲン
による検査を勧めた。
・歯科医療相談（男性 50 代）
歯周炎が気になるからみてほしい。
歯周炎は視診上認められないが、右側上顎第二小臼歯抜歯後そのままにしている。
右側上顎第一大臼歯近心歯肉に瘻孔があり根尖性歯周炎の疑いあり。
病状の説明と、治療法を説明。放置した場合の悪影響を説明し早期の治療を勧めた。
・歯科医療相談（男性 50 代）
義歯を作りかえる予定だったが、治療中断している。
義歯は現状のもので異常なし。
下顎前歯がくさび状欠損で破折の恐れあり。仮封剤充填した。
・義歯修理（男性 60 代）
上顎義歯の内面が合わなくなっていたため、内面修理。
５月３日午前（大槌）
・義歯修理（女性 60 代）
上顎義歯の辺縁に鋭縁あり。切削。
・義歯修理（男性 70 代）
下顎義歯の内面が合わなくなっていたため、内面修理。
・義歯修理（男性 60 代）
上顎義歯の内面が合わなくなっていたため、内面修理。
・義歯修理（男性 70 代）
上顎義歯の咬合が合わなくなっていたため、切削修理。
・その他簡単な医療相談
【感想】
私は 1 人でチームに飛び入り参加という形でしたが、被災者のために少しは役に立て
た喜びと、みなさん遠く離れていますが一緒に活動した仲間ができた喜びで、思い切っ

て参加してよかったなと思います。1 人では絶対できない、本当に貴重な経験を頂きま
した。ありがとうございます。
歯科治療は緊急を要さないけど、長期的にみると小さな不調が出やすい領域だと感じ
ています。食べにくい、食べられないということは経験した人にしか分からない大きな
苦痛があるようです。その苦痛解消のお手伝いが出来たことは自分にとっても幸いなこ
とと思います。また、避難所のような環境で口腔内環境が悪い状態が続くと全身に大き
な影響を及ぼすことがありますので、今後も継続して啓蒙していく必要があると思いま
す。
参加を決めるまで多くの葛藤がありましたが、丁寧にメールで対応していただいて
本当に安心しました。これから活動が続くのであれば、できる限りで参加させていただ
きたいと思います。ぜひ私にもお知らせいただければ幸いです。また、みなさんと一緒
に活動できることを祈願しています。今後ともよろしくお願いいたします。

報告者：白井珠美（米国 Saybrook University Mind-Body Medicine 大学院生）
【ビデオ報告】
You Tube (http://www.youtube.com/watch?v=Ce7qaypWvzE)
【内容】
５月１日、２日と 2 日間参加し、 Saybrook University

Mind-Body Medicine の教授、

精神科医でもある Dr. James Gordon の震災における心のケアのマインドボディワー
クグループから２つの手法をご紹介した。
☆アートワーク：１.現在の自分自身 ２.なりたい将来の自分の姿を紙に描いていただき、
それぞれご自分が描かれた絵について紹介していただく。
☆Shaking & Dancing：Shaking:アフリカのリズムの音源、Dancing:夏川りみ「時代」
を使用。Shaking から入り、少し間を置き、その後、続けて Dancing を行う。杖をつ
いていらっしゃる方、ご年配の方々が多いため、椅子に座ったまま体を動かすことも勧
める。またそれぞれご自身の体への気づきを増やしながら行っていただくよう促した。
【成果】
☆アートワーク： 発表された方々はほとんどがボランティアとしてご参加されている
方々だったが、それでも現在の自分について”黒くぐじゃぐじゃ塗りたくなった”
まの自分は思い描けない”

”い

”３月１１日以前のことがなかなか思い出せない”と、震災

の爪痕がくっきりと表れていた。また実際に大沢温泉に避難されているご参加者は、”
思い浮かばないわ”と他のご参加者と笑っていらしたり、あるいは一人で目を閉じて会
場で耳を傾けているだけで何も絵を描かない方がいらっしゃった。”何も描けない”とい
う現実を目の当たりにしたように思う。
☆Shaking & Dancing：皆さんそれぞれのペースで体を動かし、杖をついて歩行に支障
があった男性のご参加者は、 Shaking の途中ですくっと立ち上がり、立ったまま運動
を始めるのを目にした。日本という文化的背景、またご高齢の方には Shaking &
Dancing は合わないのではないかという予測とは逆に、多くの方がしっかり体を動かさ

れていた。帰り際に、杖をついていた男性は、”何だかわからんが、歩けるようになっ
たわ”と会場を後にされ、また他の女性の方からも、”ロビーに座って新聞読んでいるん
でなくて参加してよかった”

”今日のことを思い出して自分でやります”と声をかけて

くださった。震災のストレス、そして避難所生活からくる運動不足による体調の不具合
がかなりあるものと推測された。
【今後の課題】
アートワークは描くこと、発表すること、表現していくことで

”心の浄化” が生まれ

るワークであるため、それがまだできない状況を考慮すると、大きな心の痛手を抱え込
んでいらっしゃる状況がうかがえた。今後はもう少し時間をかけて、ご参加者が自身と
向き合う時間とグループ内で発表できる場をもっと作っていくことにより、深い心の問
題の浄化まで着手する必要があると思われる。Shaking & Dancing は逆に気軽にどな
たでも参加しやすいため、今後、どんどん多用していただけると効果的だと思う。（同
様に、タッピングタッチも、ご参加者同士で簡単なスキンシップを図ることができ、い
ろいろなワークショップの最初や疲れた合間に取り入れて行くのに便利な手法と思
う。）被災者の方々には、短期ではなく、ある程度まとまった時間で、実際にマインド
ボディワークグループのフルコース、１６h-２０h を体験していただきたい。また、地
元に住む指導者の育成も早く着手できるといいと思う。宿泊していたホテルには多くの
警察官の方々が現場支援で宿泊されており、夕方、ものすごい形相でホテルに戻られる
のを目にした。また悲惨な現場を目にし、家族に電話でその状況を報告している若い警
察官の方も目にした。被災地支援をされていらっしゃる警察官、自衛隊員、また福島原
発で勤務されている方々とそのご家族に対しても心のケアの必要性を強く感じた。
【感想】
米国からの一時帰国中に、このような貴重な勉強の機会をいただき、本当にありがとう
ございました。セルフケアをテーマに、これだけ多くのジャンルの方々が一同に働くの
は、今後の日本の統合医療にも良い刺激を与えていくことと思います。Dr. James
Gordon、大学、Mind-Body Medicine の学科全体も、この活動が多くの日本の方々に
届くことを期待しております。米国ではそろそろ日本の報道が減って来ており、人々の
関心も薄らいできてしまっているのを感じます。引き続き、継続して被災地をサポート
できるよう、組織体制、資金を整え、本格的に取り組めることを強く望んでおります。
Dr. James Gordon の唯一の日本人学生ということもあり、また比較的自由に帰国でき
る環境におりますので、お役に立てそうなことがありましたらご遠慮なくいつでもお声
をかけてください。

おわりに
過去から現在、そして未来へと流れる時間軸の中で、人は今現在という瞬間に生きて
いるということをつい忘れてしまいます。特に現代社会は変化のスピードが速すぎるた
め、動物としての人間はその変化についていくことができず、過去と現在と未来が意識
の中で混在するようになってきました。これまでは、その時その時の自然環境に適応す
るべく働いてきた自律神経系、内分泌系、免疫系といった身体機能は、今や人間自らが
創り出した「文明環境」に適応させなければならない状況に陥ってしまい、さまざまな
心身の症状や病気が引き起こされています。そのため、適応困難となった結果としての
身体内の変調のみをミクロ的視点から修正しようとしても、一時的な変化で終わり、す
ぐに元の状態に戻ってしまいます。本来、「今ここ」といった現実世界の情報のフィー
ドバックで自己制御されてきた身体機能が、過去や未来を意識し過ぎることで、現実に
は存在していない脳内の仮想世界の情報によるフィードバックがかかり、様々な不適切
な生理反応が起こっているのです。この度の大震災においては、これまで文明環境に適
応してきた人類が、再び自然環境を考慮せざるを得ない状況に直面したと言えます。
本来、五感を通じて絶えず今この瞬間の情報が脳に入り続けることにより、過去の記
憶情報である震災体験による不安・恐怖感とそれに伴う身体の自律神経系のストレス反
応から回復することが可能となります。ところが、目の前の自然環境ではなく、テレビ
やインターネットからの情報を中心とした脳内の仮想現実に反応している限り、その情
報を慎重に選択しないといつまでも心身のストレス反応は継続することになってしま
います。精神生理学的ストレス（トラウマ）ケアは、このような状態を自ら意識するこ
とで変えていく方法を、補完代替医療も使いながらトレーニングしていきます。
脳の神経細胞は成人でも新生し成長し続けます。この神経可塑性 Neuroplasticity の
働きにより、脳内に新たな神経ネットワークを創り出すことが『精神生理学的ストレス
（トラウマ）ケア』の目標となります。そのためには、五感を通じて絶えず好ましい情
報を入力し続け、こころ（意識）を使って今この瞬間と繋がることが大切です。また、
神経細胞の材料となる各種栄養素が十分摂取されているかも重要な鍵となります。すな
わち、身体を適度に動かして十分な休養と栄養を取るとことが、ストレスやトラウマか
らの回復にとって必要なことなのです。
震災から５ヶ月が過ぎようとしている現在、いまだ仮設住宅に移ることができず避難
所生活を余儀なくされている数多くの被災者の方がおられます。また、先行きが見えて
こない原発事故と放射能被害への不安・恐怖感による影響も、これからますます大きく
なっていくことでしょう。環境に適応しながら生きてきた人類にとって、単に自然災害
からの復興というだけでなく地球環境との共存もこれからの大きな課題となります。
この度の岩手県でのアイ・プロジェクト ボランティア活動を通じて、元の状態に戻
るという復興ではなく、これからの新しい時代を創り上げていくための方法が求められ
ていると感じました。世界中で意識（価値観）が大きく変化しつつある現在、セルフケ
ア支援を中心とした活動を今後も継続していきながら、被災地だけでなく日本全体がよ
り元気になるための方法を、これから模索していきたいと思います。
2011 年 8 月 1 日

竹林直紀

