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２．課題と可視化

今回の「流動する生活」の可視化でも，前回紹

介したイメージマップによる二段階の認識作業

(①全体から重要な要素を取り出す，②要素を総

合して全体像を再構成する）を用います．この作

業は，要素や座標軸を変化させることで，多様な

課題に対応し得る柔軟な方法だからです．しかし

柔軟さを発揮させるためには，方法の適用を工夫

する必要があります．ある程度パターン化してい

る食事をイメージマップで捉えるには')，既存の

食ラベルセットが役立ちました．しかし流動する

生活の全体像を描くための要素は，変化に富むこ

とが予想されます．対象者の生活への理解を進め

ないと，何が要素かも分かりません．どうしたら

よいでしょうか．

さらに，選んだ要素を位置づけるための座標軸

は，どうしたらよいでしょうか．座標軸には，そ

れを用いて，物事を感じ考える対象者の認識作業

Ｌはじめに

前回に引き続いて，「人の頭の中に概念として

存在したり，書物の中に事物の本質として記述さ

れていたりする概念（あるいは全体像）の可視

化」を試みます．デジタル大辞泉によれば，全体

像とは「一つのまとまりとして捉えた物事の姿や

形」を意味します．前回の「食」という限定され

た対象から先に進み，今回は流動する生活そのも

のを取り上げます．

全体像の把握は，何を行う際も見通しをつける

上で必須です．しかし，今年３月１１日に東日本大

震災が発生し，それ以降，わが国では生活や健康

のあり方が流動的になり，全体像の把握が困難な

状況が続いています．どうしたら全体像に接近で

きるでしょうか．

*福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室
（〒814-018O福岡県福岡市城南区七|隈7-45-1）
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を支える機能が求められます．対象者は生活をど

のように感じ考えるのでしょうか．どのような言

葉でそれを表現できるでしょうか．

さらに，「全体像を可視化し把握する」と言っ

ても，その全体像はコンピュータが処理する無機

的な`情報ではなく，生きている人間が，頭の中で

思い描いたり，体を通して感じたりする行為と密

接に関連し，その対象となる人についても明確化

が求められます．誰の思い考える全体像を問題に

すべきでしょうか．子ども／大人／女性／男性

……いずれでしょうか，それとも年齢や性別は考

慮する必要がないでしょうか．

このように考えると，生活の全体像に，誰にで

も通用する枠組みを用いて一般的に接近する方向

`性は，考えにくいことが分かります．特定の人の

生活の全体像に焦点を当て，その人と共に歩む気

持ちで要素を探り，座標軸を選び，マップを作

り，得られたマップからさらに次の働きかけへと

進めていくアクションリサーチ的接近2)が求めら

れます．

３.噴火災害被災体験1992年のアクシ

ョンリサーチ

【１】きっかけ

江戸時代の噴火を最後に火山活動をほぼ200年

間休止していた雲仙普賢岳が，噴火を突然再開し

たのは1990年１１月のことです．1991年には火砕

流で人命が失われ，地元のＯ小学校は焼失しま

した．この出来事をきっかけとして，筆者は，災

害被災下で子どもたちが感じ考えている内容の全

体像を，イメージマップを通して把握する試みを

始めました．大人よりも発言する機会の少ない子

どもたちが，大変な状況の下で，何を感じ考えて

いるのかを理解し，どのように歩むかを，子ども

たちと共に考えたい，と思ったからです．

当時，長崎市に住んでいた筆者にとって，同じ

県内で頻発する噴火災害は，入ごとではありませ

んでした．しかしその一方，同じ県内といって

も，被災地は長崎市から山々と海を介して４０kｍ

以上離れており，深江町（現在の南島原市）やそ

の隣接地域の被災状況に共感することは容易では

ありませんでした．イメージマップの活用を考え

始めたものの，座標軸や要素をどうするか，最初

は見当がつきませんでした何らかのアンケート

調査を行うことも考えましたが，大人が大人の視

点でアンケート用紙を作っても役立ちません．座

標軸やキーワードは子どもの視点からの開発が必

須と考えました．悩み続ける中，新たな展開の契

機となったのは，Ｏ小学校の子どもたちが作った

作文集（被災体験文集）との出会いでした3)．

【２】座標軸の設定

Ｏ小学校の作文集を繰り返し読み，その中から

参考にしたのは，１９９４年当時４～６年生になって

いた64名の子どもたちの作文4)です．これらの子

どもたちはｌ～３年生だった1990年から被災・避

難生活を体験し，その様子を1991年に作文に書

いていました．作文を読んで印象的だったのは，

被災生活の中，多くの子どもたちが，困難な体験

をする一方で，困難さの中に前向きな側面を見出

していた点です．火砕流から避難する途中，噴火

する普賢岳を見て「怖い」と否定的な思いを持つ

一方で，道端に変わった形の水たまりを見つける

と，それを「面白い」と肯定的に捉え，そこで遊

び始めてしまうような，子どもたちの独自で大ら

かな視点が，作文集から読み取れました5,6)．否

定的な思いと肯定的な思いが共存／交錯する現象

がＯ小学校の子どもたち全員に共通するか否か

は，確かめられませんでしたが，子どもらしい視

点でのマップ作成を行う上では，重要な知見と考

えられました．

そこで，座標のＸ軸とＹ軸の候補として，否

定的な思いに対応する「悲しい，寂しい，不安

だ」などの言葉，肯定的な思いに対応する「楽し

い，良かった，嬉しい」などの言葉を使用するこ

とを検討しました．担任の先生方と相談した結

果，児童が気持ちを率直に表現できる言葉とし

て，Ｘ軸には「いや」を，Ｙ軸には「うれしい」

を選びました5,6)．要素を最初に配列するＸ軸に

｢いや」という否定的表現をもってきたのは，最

初に否定的な側面を考えた上で，次に肯定的側面

を考える方が，その逆よりも，子どもたちが自身

の大らかな側面に気づきやすくなると考えたから

です．
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子どもが個々の出来事や体験を思い出す手がかり

となります．しかし絵が具体的過ぎると，想起内

容が絵に影響を受け，一定方向に誘導されてしま

うことも考えられるため，絵柄は単純なものを心

がけました．

【４】マップ作成と被災下の生活の振り返り

Ｏ小学校でのマップを用いた最初の働きかけ

は，1994年９月に行われました．この時の様子は

映像に記録されています7)．子どもたちはまずＸ

軸に示された否定的感情「いや」の程度に従って

｢(いやではない)／ちょっといや／とてもいや」

のいずれかにラベルを分類配置しました．次に子

どもたちはＹ軸に示された肯定的感情「うれし

い」の程度に従い，「(うれしくない)／ちょっと

うれしい／とてもうれしい」のいずれかにラベル

を展開配置しました．できあがったイメージマッ

プの例を図２に示します．

イメージマップで噴火についての思いを可視化

する中で，子どもたちは何を考えたのでしょう

【３】要素の選定

要素についても，作文集を繰り返し読み，取り

上げられた話題／注目された事柄を整理し，２０

前後の項目を候補に選んだ上で，先生方と検討会

を持ちました．先生方の視点から捉えた大切なも

の，子どもたちに関連の深いものなどを挙げても

らい，これらの情報を元に，環境・学校・家庭の

三領域の課題を取捨選択し，ラベルの内容を絞り

ました．

授業時間（45分間）内に「マップを作成し，

振り返り，交流する」という条件も考慮し，’８

項目をラベル化しました．子どもたちが自由に書

き込める白紙のラベル２枚を追加し,図’に示し

たラベルセツトが完成しました5.6)．イメージ化

の支援として，ラベルには絵も加えました.例え

ば「お母さんが内職をする」というラベルでは，

｢ないしょく」という言葉の意味が理解できない

子どももいるため，内職内容（ニンジンの皮むき

とシャツのタグ付け）の絵を加えています．絵は

鐘鶴露溌穰震嚥
顧驚獣騒騒瀧

蕊彌川旧
図１噴火災害への思いと記憶を可視化するためのラベルセット
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②ちょっといや。 ◎とでもいや
図２噴火災害の被災体験イメージマップの例

ました7)．

こうしてできあがったイメージマップ集は，ｏ

小学校の子どもたちの思いと体験を他の子どもた

ちに伝えるための資料6)として，被災体験作文集

に続いて公刊されました．プライバシーを大切に

するために子どもの氏名を伏せましたが，各マッ

プには，「自分たちの経験を全国の小学生に伝え

たい」という願いが込められています．そこで，

作成した子どもの存在が感じられるよう，氏名に

代えてシンボル的なシルエットを加えました．イ

メージマップ集の中の１頁を例として図３に示し

ます．

【５】子どもたちの立場からのアクションリサー

チの萌芽

マップ作成後，Ｏ小学校の子どもたちの何人か

は，噴火災害下で，どのように工夫し，元気に生

きるかを，書き残してくれました．この１９９４年

の試みでは，まず筆者らが，子どもたちの感じ考

えている内容を，共に理解しようとして，子ども

か．３名の発言を以下に紹介します．

Ａさん「もとの家にもどれたときにうれしさを

思い出しましたその時はほんとうにうれしかっ

たです．私が転校した時は，いやでした．むこう

に行ってたのしいこともあり，（ラベルを）上に

うごかそうとしたけど，やっぱりみんなとはなれ

るのはつらかったです.」

Ｂ〈ん「学校がやけたのはたくさんの思い出が

あった小学校がやけてしまったからとてもいやだ

った家をかわったでちょっとうれしかったのは

友達の家がとおかったのに，仮設にきて，友達の

家が近くなったから.」（図３）

Ｃさん「山がふんかする前の楽しい生活と今の

不安な生活のことや，学校がやけたというのを聞

いた時のかなしさ，灰の中でのどや目がいたかっ

たこと，ひなん生活でいろいろな人と知りあった

りわかれたこと，などを思い出しました.」

各自のイメージマップを作成した後，続く交流

の中で子どもたちは噴火災害への思いを書きとめ

924 理学療法２８巻７号２０１１年７月
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｢私のくらしとふんか」

1994年９月8日（木）

小学校

｡Ｏ…いや②と剛や

このようにシールをうごかしたり、うごかそうと考えたときに、
どんなことを感じたり、思い出したりしましたか？

文で書きにくければ、絵をかいてもかまいません。

繩が十'ｬ士の'よ柊セルの思い出か水つ夫′v学校
Uｷﾉﾔてしまつ側らとて毛いやだ:た

戯ｵ鰍て年､こう化し芯ｗｗ友達の蒙為｢fとお
峡のＭ２灘にぎて･友j達の荻か近くなったろ､ろ③

図３噴火災害を体験した小学生のイメージマップ集に掲載された例

たちがイメージマップを作る方向で働きかけ（ア

クション）を行ったわけですが，それに対して，

最後に子どもたちが応えてくれたのは，大人が考

えつかないような方向で，子どもたちなりに工夫

しながら生活している大らかで生き生きとした様

子でした6)．

１）新しい学校で楽しく過ごす工夫

・自分から話しかけて友だちにする

．嫌がることを言わなかったら，いっしょに仲

良くできる

・友だちとなかよくすれば，楽しくなる

・地元の人に手紙を書く

・私たちの学校は，こんなに大変だったよと

か，教えてあげたい

２）ヘルメット・マスク・ゴーグルの使い方

・ヘルメットに，サインやはでなシールをした

りすれば，少しはかっこよくなると思う

・ヘルメットの下に，ハンカチをひろげて，顔

がザラザラにならないようにハンカチをつか

つ

・ヘルメットの上からメガネをかけ，マスクは

ヘルメットの中から耳にはさむ

・ヘルメットをかぶって自転車に乗る

．頭からゴーグルをすれば，はずれにくくな

る．マスクをゴーグルにぶらさげると，いつ

灰がふってもすぐふせげる

・ゴーグルとマスクをつなげて灰がはいってこ

ないようにした

.－番にヘルメットをかぶった方が時間がかか

らない．その次マスク，最後にゴーグルをつ

ける

3）避難生活が楽しくなるアイデアや工夫

・おばあちゃんちの家のちか<の川であそんだ

り，花をそだてたりした

．近くに避難しているともだちをよんで，たの

しいあそびをすれば，たのしくなると思う

理学療法２８巻７号２０１１年７月 925
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・おばまにひなんしているとき，一日じゅうふ

ろにはいったり魚つりにいったことが楽しか

った

・そとにでて知らないところとかあるので，見

にいく

・ひなん生活をしているということはわすれ

て，楽しく遊べばいいと思う

・家ぞ<のてつだいをして家ぞ<といる時間を

長くする

４）灰のたくさん降る日を楽しく過ごす工夫

・家の中でテレビをみたりする

・灰がつもった板などに絵をかく

．よごれてもいいように服にきがえ，ぼうしを

かぶって山をつくる

・灰のダンゴで強さをきそって遊ぶ

・かんぜんそうびをしてあそぶ

・灰の中でみんなで楽しく遊び，灰のことはわ

すれるといいと思う

４３束日本大震災体験2011年のアクシ

■ヨンワサーチ

【１】状況

上記の噴火災害の例で，イメージマップによる

アクションリサーチを行ったのは1994年で，噴

火から３年の月日が流れ，仮校舎での授業が軌道

に乗り，子どもたちの気持ちの整理も進み，新校

舎の竣工も近づいた時期でした7)．その後，イメ

ージマップによるアクションリサーチは，２００４

年の新潟県中越地震後に，旧山古志村でのワーク

ショップでも使用され，子どもたちが生活を振り

返る際に役立っています8)．

一方，本年の東日本大震災の場合は，未だに余

震も続き，福島第一原子力発電所の事故は深刻化

しつつあります．このような現在進行中の状況下

で全体像の可視化を試みました．

【２】なぜアクションリサーチか？

なぜ，このような大変な時期に，マップ作成を

通して，そこにいる人々の思いや考えの全体像を

捉えようとするのでしょうか．そのことに，どの

ような意味があるでしょうか．

今回の東日本大震災では，未曾有の災害に関連

したストレスや喪失，それに関連する心の健康が

大きな問題として浮上し，多くの専門家が被災地

に入り始めています．仙台に住む友人から，「心

のケア，お断り」という掲示のある避難所も多い

と聞きました．人々の必要`性や状況を顧みない調

査，学術的な目的だけの研究には，疑問が出るこ

ともあるでしょう．しかし，相手の状況を知り，

共に考え，共に働きかけ，より良い方向性を目指

すことは，人間としての基本であり，またそれが

アクションリサーチの目指す方向でもあります．

本年３月１１日以降，筆者にできる働きかけはな

いかと考えていた時，それぞれ仙台市と福島に住

む二人の友人を通して，宮城県のＳ大学および福

島県のＦ大学で，働きかけの可能性があることを

知りました両大学は大震災の影響を受けて新学

期の開始が延期され，４月末まで大学の機能はほ

ぼ停止状態でした．震災後の学生の安否確認は両

大学とも早期に終了していました．しかし安否確

認だけでは，学生の状況は把握できません．５月

始めの新学期開始後の早期に，通常の授業を開始

することに加え，単なる安否確認では分からない

学生の生活状況を把握し，必要な相談や支援を行

うことが，大学に求められていました．このよう

な状況下で，学生を理解したいという二人の友人

の思いが筆者の思いと一致したため，イメージマ

ップによる働きかけを企画しました．

【３】座標軸と要素の選定

友人と連絡がついたのは４月末で，面談の代わ

りの働きかけは，まずＳ大学で５月９日に行うこ

とが決まりました．今回の場合はＯ小学校のよ

うな被災体験文集は存在しません．そこでまず，

筆者の体験を元に要素を考えてみました．震災下

の生活では，非常事態として多くのことが起こっ

ていると考えられますが，その一方，普段の生活

で毎日行ってきたことへも注意を向ける必要があ

ります．考えた結果，まず出てきたのは以下の項

目です．

＜震災下の生活に関連した８項目＞：「地震/／

余震にあった｣，「放射線を心配した｣，「津波にあ

った｣，「自分・家族・親戚が被災した｣，「友人・

知人が被災した｣，「水道・電気・ガスが止まっ

た｣，「避難所で暮らした｣，「新学期が遅れた｣．
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く通常の生活に関連した７項目＞：「勉強や実

習をした｣，「部・サークルで活動した｣，「就職活

動した｣，「ボランティアをした｣，「バイトした｣，

｢デートした｣，「遊びに行った｣．

上記の要素は，仙台から遠く離れた福岡で筆者

が思いついたものです．実際の被災生活と比較す

ると，現実'性が乏しいことが予想されました。そ

こで，働きかけの前日に仙台に着いた後，すぐに

友人と打ち合わせを行い，事前に準備した上記の

項目を見てもらいました．その結果，新たに以下

の項目が加わりました．

＜震災下の生活，追加１６項目＞：「水や食ぺ物

が無かった｣，「医療や薬が不足した｣，「災害後の

跡片づけ，届出をした｣，「生活必需品が不足し

た｣,「生活が不規則になった｣，「普段話さない人

と話した｣，「励ましやお見舞いをもらった｣，「交

通手段・ガソリンが無くなった｣，「体調を崩し

た｣，「お金が引き出せなかった｣，「余震で睡眠不

足になった｣，「町並みが変わった｣，「家族・友人

、知人の消息を心配｣，「外出を控えた｣，「風呂に

入れなかった｣，「義援金出した｣．追加された１６

項目はいずれも，仙台で生活する友人の状況を反

映した現実性の高いものでした．

＜通常の生活，追加６項目＞：「インターネッ

トや携帯電話を使った｣，「歩いた｣，「友人．知人

・家族と連絡した｣，「気晴らしを楽しんだ｣，

｢ＴＶを見た｣，「イベント活動した｣．この６項目

は，通常の生活という分類に含めていますが，仙

台での生活と関連させて話を聞くと，実は“通

常”ではなく，「(震災下で通常の通信を使えない

ため）インターネットや携帯電話を使った｣，

｢(ガソリン不足で車を使えないため，ひたすら）

歩いた｣，「(人との連絡がつき難く）友人．知人

・家族と連絡した｣，「(気分が落ち込むことが多

く）気晴らしを楽しんだ｣，「(外出したくてもガ

ソリンが無く，公共交通機関も動かないため，家

にいるしか無く）ＴＶを見た｣，「(震災の復興に

関連して）イベント活動した」など，すべてが震

災下の生活に関連していました．

福岡で考えた１５項目に，仙台の友人から聞き

取ったばかりの２２項目を加え，各項目の表現の

仕方を再検討し，５月８日の深夜に完成させたイ

メージマップの枠組み（記入例）を図４に示しま

す．

【４】働きかけ

翌５月９日，友人が担当するＳ大学のクラス

で，イメージマップによる働きかけを行いまし

た．まず気づいたのは，互いに合うのが久しぶり

だったためか，学生たちは集まるだけで楽しそう

な様子をしていたことです．イメージマップ作成

はワークシート（図４）で行いました．ＸＹ座標

の意味設定はＯ小学校における噴火災害時のイ

メージマップと同様です．しかし地震・津波・原

発事故と災害が複合し，被災からまだ２カ月で記

1億も生々しいため，ワークシートの下部に示した

要素の数は３７（自由に書き込める空欄が3）と多

数になりました．まず行ったのは，３７個の要素

から特に印象深い１０個を選び出す作業です．続

くＸ軸方向の配列作業では，横一列に並んだ１０

個の記入欄に「いや」の程度に従って，当てはま

る要素を書き込むことを行いました．Ｙ軸方向の

展開作業では，縦に並んだ５個の記入欄のいずれ

かに「うれしい」の程度を示すため○印を書き込

むことを行いました．イメージマップの作成を終

了するころになると，学生たちの間には，互いに

マップを見せたり見せてもらったりしながら，話

したり笑ったりする光景が現れました．

さらに６月２１日にはＦ大学の友人が担当するク

ラスで，また６月２１日には筆者が住む福岡で，ほ

ぼ同様のイメージマップを用いた働きかけを行う

ことができました．

Ｓ大学やＦ大学のある東北地方と異なり，福岡

では震災による被害がなく，一見平穏な生活が続

いていました．しかしイメージマップを見ると，

福岡の学生にとっても，東日本大震災は多くの影

響を与えたようです．３名の学生の記述例を以下

に紹介します．

Ｄさん「私のマップはこのようになりました

が，被災された方々のマップがどうなるか考えて

みると，私の場合普通のことだと思っていても，

とても嬉しいことだったりするな，と思いまし

た.」
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ｖやじゃぢい とても｣Lｒ

この2カ月間で特に印象深い出来事、

あなたのベスト10は？筐】記窒l薑活マップ
図４２０１１年３月１１日の東日本大震災下の生活イメージマツプの例

Ｅ君「ＴＶ，インターネット，携帯電話など普

段楽しいと感じるものが逆にマイナスに感じてい

ることが分かった．（東日本大震災の）映像を毎

日見るのも実は辛い.」

Ｆさん「一つの震災で多くのことが一気に起こ

った気がします．自分が同じ立場だったら……と

考えると，とても恐ろしいです．この状況が今も

これからも続くのだと思いました.」

これらのイメージマップはまだ読み取り作業を

継続中で，今回の働きかけから何が得られたか，

結論はまだ出ていません．しかしこれらの働きか

けを通して，震災後の大変な状況を経験しなが

ら，日々，社会人へと成長を続けている学生たち

の，率直な思いが明らかになりつつあります．

被災後の生活の中で，多くの「いや」な出来事

に出合いながら，その中で，何らかの楽しさや意

味を見出そうとしている学生たちの姿と，１５年

前に雲仙普賢岳の噴火に際して接した小学生たち

の姿とに，共通する部分を感じました

去る６月の始め，雲仙普賢岳の噴火から20周年

が経過したことを記念して，ＮＨＫ長崎放送局で

特集番組が作られ，あのイメージマップ作成後，

928 理学療法２８巻７号２０１１年７月
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現在は人生の壮年期にさしかかっているＯ小学

校卒業生の姿も放映されました．

鰯”f彫(汁

■■曰篭懲?.おわりに
い｝認『錐ｺﾞ;戦:：Ｌ‘

本稿では，アクションiノサーチ2)の考え方のも

とに，イメージマップを用いて，被災下にある子

どもたちおよび大学生の物事の見方，感じ方にア

プローチしました．

突発的に大きな災害を受けた地域は，すべての

機能が大混乱し，大人も子供も一様に危機的状況

に置かれることになります．そのような時に大人

の視点での物事の見方，捉え方は話題になり取り

上げられますが，子どもたちの視点や青年の視点

が，その対象者の物事の見方・考え方に即した形

で捉えられることは決して多くはありません．も

し対象者から協力が得られ，対象者自身や周囲も

それを望んでいる場合には，混乱する状況の中で

対象者が何を考え，何を感じているかを共に見つ

め，学ぶことは，復興の方向性や対象者の健康を

考えていく上で，大切なことだと考えます．

イメージマップは，相手の立場を尊重できる柔

軟な認識可視化の方法ですが，実際に用いる場合

は，座標軸や要素の選定から作成時の言葉かけ，

そして作成後の交流に至るまで，細心の配慮が必

要です．

イメージマップでは，選ぶイメージや言葉によ

って対象者の心や感情に触れることがあります

が，イメージマップはケアに特化した方法ではあ

りません．ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）な

どの可能性がある場合は，迷わず心の専門家に任

せるべきでしょう．しかし，たとえ心のケアのよ

うな専門性の高い接近を行う場合でも，「まず当

事者に寄り添い，支えること」の重要さが指摘さ

れています9)．またｐＴＳＤの発症は一部の人だと

しても，大多数の人はどうでしょうか．今回の震

災では，東日本で被災した人々だけでなく，一見

何の被害もないように見える西日本に住む人々も

｢落ち着かない思い，悲しい思い」など多くの思

いを持ちました一歩，心や思いに寄り添うこと

'よ，すべての医療者に求められていると考えられ

ます．出発点の一つとして対話は重要です'0)．イ

メージマップは全体像の把握を通して対話を支

え，新たな展開を生み出します'1)．
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理学療法(士)からみた「東日本大震災一ボンテイア活動を通して」

田村由馬*＊
ＹｉｌｍａｍＭＵＲＡ,ＲＰＺＭＳ

１．はじめに

２０１１年３月１１日の地震当日，筆者は東北大学

で研究活動を行っていました．地震後数日は自分

の身の回りに起きた事態に対応するのに追われま

した．特に食品とガソリンに関しては翌日からど

こも大行列となり，その列に並びました．２週目

以降も，沿岸地域のリハビリ施設の職員は寝泊ま

りを病院内で行っており，疲労・疲弊が溜まった

状態となったことを多方面から耳にしました．非

常勤であった筆者は，常勤の人よりも時間のやり

くりができたことと，何か復旧に貢献できないか

という思いにかられたことから，ボランティアへ

の参加を決断しました．

仙台市から北東の沿岸部に位置するＡ町の社

会福祉協議会に新設された災害ボランティアセン

ターに理学療法士として登録し，震災から３週間

後より，理学療法士の立場から，被害の大きかっ

た近隣の人々の健康維持，避難所の環境および生

活に対する支援を続けています．

２．避難所の環境

巡回当初，避難所は，体育館などの間仕切りも

なくプライバシーが保たれない環境が多くみられ

ました．筆者が震災直後に訪れた小学校の避難所

では，避難された人々には，横になるのが精一杯

のスペースしか確保されておらず，床では砂挨が

舞うような不衛生な環境でした．また，避難され

た人々は心理的動揺・ショックに加え，多種多様

な問題を抱えており，災害医療班，ボランティア

センターや社会福祉協議会，役所その他の団体が

昼夜を通して対応しているものの，十分に情報を

共有し得る状態ではありませんでした．

筆者は役場の保健師と連携を取り，また災害医

療班とも積極的に情報交換を行うよう心掛けまし

た．４月下旬からは災害医療班のリハビリスタッ

フとコンタクトが取れ，避難された人々への理学

療法士としての支援の方法について議論を始めら

れるようになりました．ちょうどこの時期は，避

難所の統廃合が進み，環境が比較的整った公民館

など公的施設への移動が始まりました．筆者らの

ボランティアグループは，転倒予防の観点からト

イレ内にあるマットや居室入り口付近の障害物を

排除するなど，居住環境からバリアをなくすこと

に取り組みました．５月に入り，仮設住宅への移

動が本格化し始めました．この頃は，特に高齢者

や障害者向けのバスポード，ターンテーブルなど

入浴に関する福祉用具の需要が多く，あらかじめ

スロープや手すりも整備されるようになってきま

した．

３．避難された人々の健康状態

介護を必要とする多くの高齢者は概ね近郊の介

護施設へ入所することができました．

筆者は，特に日中避難所にいる高齢者への声か

けから始めました．日中の活動`性をみると，女`性

では高齢であっても自然と互いにコミュニティを

つくり協力的に活動する人が多い印象を受けまし

たが，男`性は日中一人で車の中で過ごすなど一人

でいることが多い印象を受けました．また，同居**東北大学大学院内部障害学分野
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家族がいたり夫婦だけの高齢者は活動量が低い印

象を受けました中学生以下の子供たちに対して

は，他県からのさまざまな団体が，レクリエーシ

ョンやスポーツを交えながら子供の精神面と身体

面への支援をしていました．

筆者は，避難所という限られた環境に起因する

活動量低下や活動制限が招く基礎体力の低下や静

脈血栓症などの発生を予防するために，理学療法

士の立場からどのように支援できるかを考えまし

た．宮城県理学療法士会災害ボランティア担当者

に問い合わせ，お力添えをいただきながら，シル

バーカーなどの歩行器，膝サポーター，腰痛ベル

ト，弾性ストッキングを調達することができ，簡

単な運動を指導しました．また，各避難所を巡回

しながら高齢の人々に声かけをする際には，運動

機能面のみならず，精神・衛生・健康管理面につ

いても把握することの大切さを学びました．水分

の摂取の仕方や，トイレを我‘慢しないようにする

ことについて話をしました．尿とりパッドがもら

える場所まで一緒に行き，今後も継続的にそこで

もらうように話をしました．避難された人々と

｢行動を共にしながら」支援していくことも理学
療法士の専門性を支える重要な柱であることを実
感しました．

４．災害時にボランティアとしてできること

さて，理学療法士が災害時にボランティアと［

て何ができるのでしょうか．避難された人々の４

活スタイルを短期間で変容させるのは非常に困卿

ですが，例えば実際に避難所で生活を共にし，［

常の中で共に散歩や運動を行い，単に理学療法士

の立場から運動機能に働きかけるだけでなく，医
療従事者として，被災された人々の内面にあるさ

まざまな思いに傾聴し，「共に活動しながら」本
当のニーズを把握することは，理学療法士として

の「実践的な知」を創造していくために，専門知

識と同じくらい大切なことではないでしょうか．

この連載のタイトルにある「アクションリサー

チ」は，これからの理学療法士の専門性を支える
１つの柱になるでしょう．

５．おわりに

被災地の理学療法士として，全国各地からのご

支援に対して厚く御礼を申し上げます．今もな

お，被災各地で被災者に尽力されている理学療法

士が多くおります．リハビリテーションの原義で

もある「復権・復興」の専門家である私たちは，
さまざまな観点から，この窮地の終息のために尽
力できるはずです．
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