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１ 惨事ストレスに対する関心の高まり

消防職員は、住民の生命、身体及び財産を災害から

守るため、昼夜、献身的に活動を行っていますが、活

動現場での悲惨な体験や恐怖等の体験により、強い精

神的ショックやストレス（これらを「惨事ストレス」

と呼ぶこととします。）を受けることがあります。この

ような場合に身体、精神、情動又は行動に様々な障害

が発生し、職務遂行にも影響を及ぼすおそれがあるこ

とが、近年、指摘されています。特に、一昨年の新宿

区歌舞伎町ビル火災等を背景に関心が高まりましたが、

消防職員の惨事ストレスの実態と対策の在り方
～消防職員の現場活動に係るストレス対策研究会報告書～
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国内では新しい分野の問題でもあり、具体的に取り組

んでいる消防本部はまだ少ない状況にあります。

２ 「消防職員の現場活動に係るストレス
対策研究会」における調査検討

このため、�地方公務員安全衛生推進協会の協力を

得て、「消防職員の現場活動に係るストレス対策研究会

（座長：丸山晋 淑徳大学社会学部社会福祉学科教授。精

神医学や心理学の専門家及び消防関係者により構成）」

を設け、約1,900人の消防職員等へのアンケート調査を

行い、その分析結果をもとに消防本部等に望まれる惨

【グラフ１】 災害時の体験（有効回答者数=880）
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３人以上の死者が発生した火災であった�

犯罪や無理心中等で死亡者が発生した災害であった�
死体が凄惨あるいは衝撃的な災害であった�
幼い子どもが死んでしまった災害であった�

親子が焼死した災害であった�
高齢者が焼死した火災であった�

自分と同年代の者が死亡した災害であった�
現場の死亡者が自分の知り合いだった�

騒音が激しかった�
作業場所が暗かった�

換気が良くなかった・強い臭気がした�
作業スペースが狭かった�

泥等のため、作業しにくかった�
死傷者がいるところで、長時間作業をした�

災害活動中の同僚が負傷した�
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身体への大きな危険を感じた�
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災害活動中、現場での情報が著しく不足した�

死体を見た、あるいは死体に触れた�
遺族や被災者や災害現場の衆人等から、非難を受けた�

遺族が哀れであった�
マスコミの取材や取材ヘリの騒音に、活動を妨げられた�

上記以外で、精神的に衝撃的だったことがあった�
不明�
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【グラフ2】 活動時の症状（有効回答者数=880）
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胃がつかえたような感じがした�
現場で吐き気をもよおした�

強い動悸がした�
身震いや痙攣を起こした�

活動中、一時的に頭痛がした�
隊長や同僚の指示が聞こえづらくなったり、音がよく聞こえなくなった�

寒い日なのにおびただしい汗をかいた�
暑い日なのに寒気がした�

活動に必要な装備が不足して、危険を感じた�
自分や同僚の身にとても危険を感じ、その恐怖に耐えていけるか心配になった�
生存者がいたかもしれないのに速やかな救助ができず、不安に思った�

活動中、見た情景が現実のものと思えなかった�
現場でとてもイライラしたり、ちょっとしたことでも気にさわった�

活動中、わけもなく怒りがこみあげてきた�
現場が混乱し、圧倒されるような威圧感を受けた�

活動する上で、重要なものとそれほどでないものとの判断が難しくなった�
資機材をどこに置いたか全く忘れてしまい、思い出せなかった�
活動中に受けた衝撃が、数時間しても目の前から消えなかった�
現場で活動したが、実を結ばない結果に終わり、絶望や落胆を味わった�
とても混乱したり、興奮していて合理的な判断ができなかった�

一時的に時間の感覚が麻痺した�
目の前の問題にしか、考えを集中することができなかった�

その他�
以上のような症状は全くなかった�

不明�

事ストレス対策を検討し、報告書としてまとめました。

今般、この報告書を消防本部（900本部）はもとより、

消防署及び消防出張所（約5,000署所）等に広く配布し、

各消防機関において、職員の精神衛生対策とともに、

消防防災体制の確保のため、本報告書を参考に的確な

惨事ストレス対策を推進することとしています。

３　消防庁緊急時メンタルサポートチー
ムの創設に向けて

あわせて、消防庁においては、大規模災害時等にお

ける現地への専門家派遣など、報告書の提言を踏まえ、

消防庁緊急時メンタルサポートチームの創設（平成15

年４月１日運用開始予定）に向けて、具体的な体制整

備に着手したところです。

１　消防職員の惨事ストレス

消防職員はその任務遂行上、凄惨な災害現場活動に

従事することで、悲惨さ、恐怖、もどかしさ、悔恨、

後悔、悲しさ、無力感、罪悪感、自己嫌悪など、さま

ざまな感情を抱くことがある。そして、これらがスト

レスとなり、トラウマとして残ると考えられている。こう

した状況下での心理的負荷を「惨事ストレス」（Critical

Incident Stress；CIS）といい、惨事ストレスを受ける

ことにより、身体、精神、情動又は行動に様々な障害

の発生や、さらにはPTSD（外傷後ストレス障害）な

どの重い障害を引き起こすことがあるとされている。

消防職員の現場活動に係る
ストレス対策研究会報告書の概要
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2 惨事ストレスの実態と対策の現状（アンケート調査

の結果から）

①消防職員のうち58%が、この10年間に惨事ストレス

を感じる災害に出場していた。

②惨事ストレスを受けた現場は「死体を見たあるいは

触れた」（52%）など死体への接触や、「自分と同世

代の者が死亡した」（23%）などの自分の家族を想起

させるもの。「過度に体力を消耗した」（33%）等、

現場活動上の問題も２～３割あがっていた【グラフ

１参照】。

③具体的症状は、光景の想起（活動中の衝撃が数時間

しても目の前から消えなかった）、非現実感（活動中

に見た衝撃が現実のものと思えなかった）、動悸など

【グラフ3】 2～3ヶ月後の症状（有効回答者数=880）
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が多い【グラフ２参照】。また、２～３ヶ月しても光

景の想起を示す人が体験者の26%あるなど、体験者

の７割強は何らかの症状を残し、職務遂行に影響を

及ぼすおそれが危惧される【グラフ３参照】。

④惨事ストレス対策を実施している本部は３%、実施

を検討中の本部は13%。８割以上の本部が「必要で

あるが、実施は検討していない」【グラフ４参照】。

⑤導入や運営に関する問題としては「情報不足」（73%）、

「専門家がわからない」（30%）や「専門家が近くに

いない」（34%）などがあげられている【グラフ５参

照】。

3 消防本部等に望まれる惨事ストレス対策

①弱音を吐けないなどの消防特有の組織的風土に影響
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されることなく、消防職員であっても惨事ストレス

を受けることは自然であるとする組織風土の醸成が

必要。そのためには、惨事ストレスに関する教育が

何よりも重要で、対象者は全消防職員とすべき。

②その上で消防本部に望まれる対策として下記に言及。

・職員一人ひとりが日頃からストレスの予防や発散

に取り組む必要性

・惨事ストレスの軽減方策として災害現場で留意す

べき事項　

・惨事ストレスの解消等に有効なグループミーティ

ングと実施上の留意事項

・惨事ストレスを受けた職員の把握の在り方

・相談体制や診療体制整備の必要性と在り方

・職員本人だけでなく家族にも周知する必要性等
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【グラフ5】 惨事ストレス対策の導入・運営上の問題（有効回答者数=841）

【グラフ4】 消防本部が考える惨事ストレス対策の必要性（有効回答者数=841）


