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ラダーク豪雨災害避難住民におけるストレス関連障害

石川元直 1）、山本直宗 1）、山中　学 1）、諏訪邦明 1）、宝蔵麗子 1）、
中嶋　俊 1）、Tsering Norboo2）、木村友美 3）、福富江利子 3）、

奥宮清人 4）、松林公蔵 3）、大塚　邦明 1）

背景
　2010年 8月 5日深夜、インド北部のラダーク
で集中豪雨により鉄砲水が発生。死者は約 200人
に達し、約 1万人が被災したと言われている。レー
の近郊にあるチョグラムサル地域にはチベットか
ら亡命してきた人の居住地があるが、ここは最も
被害が大きく、水位の上昇で氾濫した川に飲み込
まれるという大惨事になった。住民の多くは、深
夜に襲ってきた泥と瓦礫の激流を逃れる余裕がな
かったとされる。その後は多くの住民が、テント
などで長期にわたって避難生活を強いられた。平
均標高 3500mに達する山岳地帯のラダークでは、
一年を通してほとんど雨が降らない。現地のラ
ダーク人に聞いても、長い歴史の中でこれほど大
規模な洪水が起きた例は聞いたことがないとい
う。
　災害は多くの住民にとって予期しない出来事で
あり、家族に犠牲がでたり、家財を失ったりと大
きな心理的負担を与える。さらに、災害後の生活
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　2010年 8月にインド北部のラダークを襲った集中豪雨は、各地で洪水や土砂崩れを引き起こし、
甚大な被害をもたらした。死者は約 200人に達し、約 1万人が被災したとされている。私たちは被災
後 1か月後に最も被害の大きかったチョグラムサル地域で、318人（男性 128人、女性 190人、平均
年齢 58.6歳）を対象に調査を行った。参加者全員に対し、身体診察と同時に the two-item Patient 

Health Questionnaire（PHQ-2）を用いたうつ病のスクリーニングを行い、家屋と家族の被災状況に留意
しながら、不安、恐怖、抑うつ、不眠など具体的な症状の有無を確かめ、症状が強い住民に対して、
専門医が精神疾患の有無を診断した。DSM-IV診断基準に適合した PTSDは 2例、大うつ病は 5例で
あり、災害後の地域住民の有病率を検討した他国の先行研究よりも少数で、その理由をチベット文化
も背景に入れながら考察した。チベット文化圏では社会・文化規定性や民族的気質が PTSDや大うつ
病の発症に抑制的に働いている可能性がある。

の大きな変化や、将来の生活への不安は、現実生
活の上でのストレスをもたらす。とりわけ、災害
弱者と呼ばれる高齢者、乳幼児、傷病者・障害者
などは、災害後の生活に適応することが難しく、
ストレスの度合いが高い。そのために、従来から
の心身の疾患が悪化したり、新たに生じたりする
こともある。特に、災害後に治療が中断した場合
には、精神疾患の場合はもちろんのこと、身体の
疾患であっても、精神的な健康に悪影響を与える。
精神的な変化としてよく見られるものは、気持ち
の落ち込み、意欲の低下、不眠、食欲不振、涙も
ろさ、苛立ちやすさ、集中力の低下、記憶力の低
下、茫然自失などがある。その多くは一時的なも
ので自然に回復するが、ストレスが長引くと長期
化することもある。症状の程度、持続期間によっ
ては、PTSD（Post-traumatic Stress Disorder; 外傷後
ストレス障害）などの精神疾患の診断が付くこと
もある 1）。PTSDとは地震や水害などの自然災害、
爆発事故や交通事故などの人為災害、犯罪被害、
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残虐行為、テロ、戦争体験などの出来事に曝させ
たことによる精神的後遺症である。これらの出来
事により、命の安全を脅かされたり、大けがをし
たり、恐怖感や無力感を感じるなど、強い精神的
衝撃を受けたことが原因となる。このようなトラ
ウマ（心的外傷）となる出来事を体験した人々に、
後述するような特徴的なストレス症状を認めた場
合に PTSDと診断される。
　他地域の報告では、自然災害後には、PTSDに
限らず、パニック障害、うつ病、恐怖症、アルコー
ル依存症など、多くの精神疾患の有病率が増加す
る 2）。過去の報告では、自然災害後のうつ病や
PTSDなどの精神疾患の有病率に関してはばらつ
きが大きい。調査方法の違い、災害の種類や大き
さの違い、災害への対処法、文化的背景の違いな
どが原因として考えられている。ラダークには大
規模災害の歴史がなく、災害後の精神疾患につい
て調査されたことはない。私たちは以前、チベッ
ト系民族のうつ病有病率は他地域と比較して低い
可能性があると報告した 3）。同様に PTSDの有病
率は他の地域に比べて何らかの理由で低いのでは
ないか、あるいはそもそも疾患概念として妥当な
のかという疑問が生じた。大規模自然災害の歴史
のない地域で被災者のメンタルヘルスについて調
査することで、ラダークの地域特性を明らかにす
ることを目的とする。

方法
　最も被害の大きかったチョグラムサルで、災害
後、症状が固定すると言われている 1か月後であ
る 2010年 9月に調査を行った。全住民に精神医
学的面接を行うのは困難であるので、一般的な身
体健康に対する健診と同時に実施した。実際には、
まず包括的な精神健康に関する質問紙や面接に
よって簡単なスクリーニングを行い、その後、専
門医が診断面接を行った。
　地域住民におけるうつ病の早期発見は重要であ
り、現在、the Patient Health Questionnaire（PHQ）4）

のような様々なうつ病スクリーニングツールが開
発されている。感度と特異度が同等であれば、短
時間で済むツールの方が好まれる 5）。The two-item 
Patient Health Questionnaire（PHQ-2）とは PHQの
簡易版であり、「物事に対してほとんど興味がな
い、または楽しめない」と「気分が落ち込む、憂

うつになる、または絶望的な気持ちになる」とい
う 2つの項目に最近 2週間どれくらい悩まされて
いますかという質問から成り、感度が非常に高い
ためスクリーニングに有用である。
　参加者全員に対し、PHQ-2を用いてうつ病のス
クリーニングを行った。PHQ-2のいずれか、ある
いは両方が「はい」であった住民を「うつ病の疑
いあり」と判断した。その後、身体診察時に、家
屋と家族の被災状況に留意しながら、不安、恐怖、
抑うつ、不眠、イライラ、意欲低下、感覚の麻痺
など具体的な症状の有無を確かめ、症状が強い住
民に対して、専門医が「精神疾患の診断・統計マ
ニュアル第 4版 Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition: DSM-IV-TR6）」 を
用いた半構造化された問診により、精神疾患の有
無を診断した。
　他にも、参加者に対して、病気の既往歴などの
健康状態、運動習慣、喫煙、飲酒、食事などの生
活習慣、婚姻状況、学歴などの社会的な状況に関
するアンケートに加えて、身長、体重、血圧の測
定や血液検査を行った。

結果
　調査対象となった住民は男性 128名（40.3％）、
女性 190名（59.7％）の計 318名であり、平均年
齢は 58.6歳であった。対象者の背景を表 1に示す。
過去に精神疾患を指摘されたことがある者は一名
もいなかった。PHQ-2が陽性あるいは精神症状の
強かった 26名に精神医学的面接を行った。多く
の住民において被災時の不安や恐怖を伴った体験
についてしばしば想起するなど、断片的な PTSD
症状を認めた。しかし、そのような現象は被災地
域においては少なからず人々が経験している非特
異的な反応で、大多数は障害と認めるほどの一定
の症候群を形成しているわけではなかった。
　PTSDが精神障害として規定されるためには、
一群の PTSD症状により相当の苦痛を感じたり、
日常生活に支障をきたしたりしていること（DSM-
IV-TR診断基準 F）が必要である。このように臨
床的に PTSDと診断される症例は 318名の調査対
象中、2名であった。
　以下、ストレスにうまく対処できていた症例と、
災害を契機に発症した PTSDの事例を報告する。
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【症例 1　51 歳女性チベット人】
　チベット生まれで、チベット動乱のときにチャ
ンタン高原に移住し、遊牧生活をしていた。14
年前の大雪で家畜が全滅したのでそれ以降レーに
住んでいる。夫とは離婚しており、5人の子供と
姪の 7人暮らしをしている主婦である。洪水時に
は轟音で目が覚め、自宅から逃げようとしている
ときに濁流に飲み込まれ流されたが、大きな木の
幹につかまって家族全員何とか無事であった。自
宅は完全に土砂に埋もれて、周囲は流木で囲まれ
た。飼っていた 2頭の牛も流されて死んだ。現在
はテント生活である。診察では表情は少し暗く、
抑うつ気分、中途覚醒を認めた。洪水が起きた時
間帯になると不安になり、眠れなくなることがあ
る。易疲労感、食欲低下、集中力低下、無価値感
などは認めなかった。カルマの教えにより自殺を
すると 500年は生まれ変われないと信じているた
め、自殺は考えたことがない。毎朝仏塔に行き、
お祈りを欠かさない。日中は家事をしたり仏教の
本を読んだりして過ごしている。趣味はカーペッ
ト作りだが、今はテント生活のためにできない。
甚大な被害を受け、将来の見通しが全く立たない
にもかかわらず、「私は大丈夫です。過去にも同
じような経験していますから。それより一緒のテ
ントに住んでいる近所の老人のことが心配です。」
という発言があった。診察中もずっと数珠を使っ

てお祈りをしていた。日常生活に支障をきたして
おらず、PTSDやうつ病の診断基準は満たさない。
傾聴、共感をし、今後困った症状があったら地元
の病院へ相談するように伝えた。

【症例 2　47 歳女性チベット人　PTSD】
　チベット生まれで、7歳頃チベット動乱のため
チャンタン高原へ移住。22歳のときに結婚を契
機にレーに来ている。職業は主婦で、夫はカシミ
アで小さなビジネスを営んでいる。子供は 6人い
て、そのうち 4人は学校で寮生活をしている。今
は夫、2人の子供、甥の 6人暮らし。洪水による
自宅や家族への直接的被害はなかったが、自宅の
すぐ近くまで土石流が押し寄せ、たくさんの人が
逃げ惑う光景を目の当たりにした。夫が土石流に
飲み込まれていた男性を引き上げて救出し、自宅
に招いて介抱した。以降、そのときの泥まみれの
男性の姿が毎日夢に出てくるようになった。物音
や振動に対して敏感になり、車が通ったり強風が
吹いたりすると飛び上がるようにして驚く。特に
夜間に知覚過敏が強く、大きな音がすると起きて
外に洪水が来ていないか確認しに行くようになっ
た。日中は自宅で一人になるが、家の中にいると
洪水の被害をいろいろ思い出して怖いため、夫が
帰ってくるまで近所の家で過ごしている。閉じ込
められそうな気がするので、トイレに行くのも怖
い。以前は時間がある時は仏教の本を読んでいた
が、最近はあまり興味がなくなった。不眠や食欲
低下、易疲労感、集中力低下、希死念慮などは認
めない。
　PTSDの三大症状（再体験、過覚醒、回避）が
そろっており、症状が一ヶ月以上持続しているの
で、PTSDとの診断で、抗不安薬を処方した。現
在の症状は災害によって生じたこころの傷による
ものであると考えられること、このような症状は

「異常な状況に対する正常な反応」であることを
説明した。

【症例3　56歳女性チベット人　PTSD＋大うつ病】
　チャンタン高原の貧しい農家で 5人兄弟の長女
として生まれ、23歳のとき結婚を機にレーに移
住した。主婦であり、軍人である夫と二人で暮ら
している。4人の子供はデリーの大学や高校に通っ
ている。子供とは年に一回しか会えない。洪水が

表1　参加者の背景1.
Characteristics N % 

318
 (%) 190 59.7 

SD 58.6 12.5

44 13.8 
274 86.2 

 (%) 318 100 

90 28.5 
70 22.2 
57 18.0 
40 12.7 
17 5.4 
2 0.6 

42 13.2 
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起きた時は自宅で就寝中であり、大きな音ととも
に自宅が浸水してきたので逃げ出した。真っ暗の
中、泥のため思うように歩けず、高台にある学校
まで命からがら移動した。そのまま学校で 1週間
避難生活をした。その後は政府が提供してくれた
避難所で、1つのテントに 2家族 6人で生活して
いる。自宅は濁流に飲み込まれて全壊し、毎朝、
自宅の片付けをしに行くたびに、使い物にならな
い家具や衣服を見てはとても落ち込む。もう一度
洪水が来たらどうしようと不安になる。自宅は修
理不能だから新しい家を建てるしかないと言われ
た。新しい家を建てるには最低 2年はかかり、金
銭的にも苦しく、どうしたらよいのかわからない
状態である。洪水の前は毎日仏塔にお祈りに行っ
て、家事もすべてやっていたが、最近は全くやる
気がおきない。
　面接では再体験、過覚醒、全般的反応性の麻痺
に加えて、興味の喪失、抑うつ気分、易疲労感、
自責感、集中力の低下、精神運動性の制止、希死
念慮が持続しており、PTSDに大うつ病が合併し
ていると診断した。希死念慮が強いこともあり、
抗うつ薬を処方のうえ、今後は地元に唯一ある精
神科に通院するように紹介状を書いた。

考察
　災害の発生時には、生命を脅かされるような事
態や予期せぬ事態を体験したこと、避難所におけ
る生活を余儀なくされることなどが、住民にとっ
て身体的にも精神的にも負担となる。そのような
非日常的な出来事が発生した場合に、動揺したり、
興奮したり、不安に思ったりすることは誰にでも
起こりうる正常な心の反応である。こうした変化
は、災害でなくても、日常的な個別の事故や犯罪
においても生じるが、災害の場合には、同じよう
な被害が家族や地域に広がり、町並みの破壊や日
常生活の混乱が生じるため、個人の心理的な反応
が拡大されてしまう。住民や周囲の関心は、一般
的には現実の生活の再建の方に向かうので、目に
見えないストレスや精神の症状を自覚しにくい。
今回は災害が発生したのが深夜であり、多くの被
災者が自宅で就寝中に被災したために、「自宅に
いるのが怖い」「眠りに就くのが怖い」という症
例が多くみられた。これらの心理的変化の多くは、
自身の安全が確認され、日常生活が回復した場合

には自然に軽快する。しかしながら、災害の発生
を契機として、PTSDやうつ病などの精神疾患を
発症することもあるため、災害時にはメンタルヘ
ルス対策を講じる必要性があることが、これまで
の自然災害の事例から知られている。

PTSD・大うつ病の有病率について
　地域住民に対する自然災害後の PTSDの発生率
は、韓国での台風 Rusaで 36％ 7）、トルコ大震災
で 36％ 8）、メキシコの洪水で 46％ 9）で、また大
うつ病は 6.4 ～ 11％と報告がある 10）。今回の我々
の調査対象は一般避難住民であり、家族を失った
者も少なからず存在したにもかかわらず、318名
中、PTSDは 2名、大うつ病は 5名と他地域より
少数であった。災害後の精神健康は災害の衝撃の
強さ、個人の脆弱性、環境的要因が複合的に関与
していると考えられ、その心理的影響の現れ方は
一様ではない。また、研究方法もそれぞれの時期、
対象者、評価方法のばらつきがあるため、単純に
PTSDやうつ病の頻度を比較することが災害の精
神的影響の大きさを示すことにはならない。よっ
て災害精神医学研究においては個々の研究を一括
して論ずることは困難であるが、それを念頭に置
きつつ、他の自然災害研究と比較することも必要
である。ラダークの特徴として、住民の精神疾患
に対する理解度が低いことが挙げられる。レー市
内では一年前に総合病院に赴任した精神科医がた
だ一人いるのみであり、精神科に対するなじみが
希薄である。精神症状に悩まされている住民でも、
それは「災害」によってもたらされたものであり、

「疾病」であると考えている人はいなかった。こ
ちらから聞かない限り、不眠や気分の落ち込みな
どの精神症状を訴える者はいなかった。
　私たちは以前、ラダーク地域在住の高齢者では
大うつ病の有病率が低いということを報告した 3）。
今回は災害後にもかかわらず、大うつ病の有病率
はラダークの平時における私たちの研究に相応し
た時点有病率であった。PTSDや大うつ病が少数
しかみられなかった理由として、この地域での社
会・文化規定性や民族的気質が強く影響している
と考えられ、過去の報告から文献的考察を試みる。
PTSDに対する防御因子については過去の災害か
らいくつか明らかにされているが、その一つとし
て社会的サポートの存在が挙げられている。ラ
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ダーキー、チベット人はこの結びつきが非常に強
固である。症例 1のように自分の苦痛や苦悩より
も身近な他者への援助を優先してしまい、被災者
が自分の症状を否認しつつ、老親や隣人の健康状
態を気にかけているという例が多くみられた。こ
ういった家族や近隣の社会的サポートが発症の抑
止力になっていると考えられる。
　二つ目は強い信仰心である。宗教と精神疾患の
関係を論じた報告は少ないが、宗教に対する信仰
心が深いと気分障害になりにくいという報告があ
る 11）。ラダーキー、チベット人は仏教に篤く帰依
し、カルマ（業）の教義を信じている。カルマの
法則によるとこの世の幸も不幸もすべて前世の果
とみなされる。そのような強い信仰心が PTSDの
発生に抑制的に働いた可能性がある 12,13）。
　ストレスにうまく対処した経験もまた PTSDの
発症に抑制的に働くことが知られている。これに
関連するのがチベット人の過去のトラウマ経験で
ある。本研究の対象者は 86.2％がチベット人であ
り、その大半が 1960年代のチベット動乱を経験
している。さらにその中には 1980年代の大雪に
よって家畜を失い、遊牧生活をあきらめてレーに
移住してきた人も含まれている。症例 1のように

「過去の方が厳しい体験であった」と答えた住民
もいた。心理的にはこれまでの様々な経験を経て、
異常な事態について成熟した対応をとることが可
能だったのかもしれない 14,15）。
　以上のような防御因子の存在により、ラダー
キー、チベット人の PTSD発症に抑止的に作用す
るが、この防御因子を超えるストレスに曝された
ときに症例 2や 3のように PTSDが発症すると考
えられる。

PTSDの歴史と文化間における相違
　PTSDとは外傷後ストレス障害と呼ばれる精神
障害で、人が身の危険や自尊心を傷つけられるよ
うな状況を直接体験するか、あるいは間接的にそ
のような場面を見聞きし、かつ、それに対して強
い無力感や恐怖感を抱くことによって、再体験、
回避・麻痺、覚醒亢進といった症状を示すストレ
ス反応である。1970年代のベトナム帰還兵の精
神症状の研究から結実した新しい疾患概念であ
り、1980年に米国精神医学会の「精神疾患の診
断と統計マニュアル第 3版」（DSM-III）に採用さ

れた。当初、PTSD概念は米国社会を背景にした
文化結合症候群ではないかといった声が精神医学
専門家の中にもあり、文化的環境の異なる他国に
は見られないのではないかとも言われていた。と
ころが、調査研究が進んでくると、文化の差を越
えて、様々な国で同一の PTSD概念をあてはめて
考えることができることがわかってきた。しかし
チベット文化圏で自然災害後に PTSDをきたした
という報告は、私たちが調べた限り存在せず、本
報告が初めてである。
　近年における精神医学研究の進歩により、
PTSDは心理レベルのみにとどまる障害ではなく、
神経生物学的な異常を伴うことが明らかにされて
いる。ノルアドレナリン系反応亢進、視床下部－
下垂体－副腎皮質系機能低下および画像上の海馬
萎縮などが報告されている。このような面からも
PTSD症状の構成要素である再体験、回避、精神
麻痺、過覚醒といった精神現象は文化差を超えた
共通経路と考えられる。
　しかしながら精神疾患と文化の問題はあまりに
も大きく、そのデータも様々で統一した見解を示
すことは容易ではない。うつ病や統合失調症など
の主要な DSM-IVカテゴリーが当てはまる病像は
世界中で見出されるが、特定の症状、経過、およ
び社会的反応は地域の文化的因子の影響を受けて
いることが非常に多い。例えば、抑うつ気分の表
現パターンとうつ症状との関連は人種や民族に
よって影響を受けていることが指摘されている 16）。
かつては、診断の際は西欧文化を基準に考えられ
てきたが、現在 DSM-IVでは「診断にあたって文
化的要素を考慮しなければならない」との視点が
盛り込まれており、EvansとMottoram17）は、社会・
文化的な違いを無視することは誤った診断をもた
らすおそれがあるため、臨床家は自分と異なった
民族を診断する際には、その患者の文化的背景に
基づいて症状を診ることが必要であると述べてい
る。
　災害後、地域に臨床レベルではないが、精神症
状をきたしている住民は少なからず存在した。
PTSDは神経生理学的には人類に普遍的であるが、
その症状の発現は文化特異的であろう。過去の
PTSDに関する報告では、質問紙表を用いて有病
率を論じているものが多い。西洋医学を基にして
作られたスクリーニングツールでは文化的背景ま
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で見えてこないため、正確な有病率を表していな
い可能性がある。今回私たちは参加者全員に面接
を行い、住民が病気になった理由や経緯、病気に
ついてどのように考えているのかという「物語：
narrative」に重点を置いて聞き取りを進めた。この
ような方法を用いてラダークでの自然災害後スト
レス関連障害を論じたのは本報告が初めてである。

本研究の限界について
　本研究の対象者はランダムサンプリングではな
く、ボランティアで参加者を募ったため、精神症
状があるものは参加していない可能性がある。
PHQ-2は英語で作られたものであり、非英語圏の
国で用いられた場合、文化的要因による影響を受
け、うつ病の住民を十分に拾い上げられなかった
可能性もある。今回の有病率は地域住民の有病率
に関して過小評価している可能性も考えられるた
め、慎重な解釈が必要である。また、初回調査時
には大きな問題はなくとも、一定の潜伏期をおい
て症状が出現する場合や、あるいは、避難生活の
長期化等、新たなストレッサーの出現による健康
被害もあり得るので追跡調査を続けることが必要
である。

結語
　ラダーク大洪水による災害後に経験した PTSD
や大うつ病の症例に基づいて、チベット文化も背
景に入れながら被災者の心理について論じた。西
欧文化を基準に一律に評価するのではなく、文化
的要素を考慮しながら豪雨災害後の PTSDおよび
大うつ病の発症について調査した。チベット文化
圏では社会・文化規定性や民族的気質が PTSDや
大うつ病に抑制的に働いている可能性がある。

謝辞
　本稿は総合地球環境学研究所「人の生老病死と
高所環境―高地文明における医学生理・生態・文
化的適応（代表者：奥宮清人）における医学調査
の一環として行われたものである。本研究にあ
たって現地での調査に多大なる協力をしてくだ
さった福井大学教育地域科学部教授月原敏博先生
をはじめ、ラダークでの調査に関わったプロジェ
クトのメンバー、および調査に参加していただい
たラダーク住民に感謝申し上げます。

参考文献
1） 災害時地域精神保健医療活動ガイドライン，
金吉晴編；平成 13年度厚生労働科学研究「学
校内の殺傷事件を事例とした今後の精神的支
援に関する研究」班　報告書別冊（国立精神・
神経センター精神保健研究所ホームページに
掲 載 ht tp : / /www.ncnp.go . jp /n imh/pdf /
saigai_guideline.pdf：複製配布可）

2） Weisaeth, L: Disaster, Risk and preventive 
intervention. Handbook of Studies on Preventive 
Psychiatry. Elsevier 1995: 301-322.

3） 石川元直，山本直宗ほか．ラダーク・青海省
高地住民におけるうつ病研究．ヒマラヤ学誌 
11: 45-53, 2010

4） Spitzer RL, Kroenke K, et al. Validation and 
utility of a self-report version of PRIME-MD: the 
PHQ primary care study. JAMA 282: 1737-1744, 
1999

5） Mahoney J, Drinka TJ, et al. Screening for 
depression: Single question versus GDS. J Am 
Geriatr Soc 42: 1006-1008, 1994

6） 高橋三郎，大野裕ほか（訳）：DSM-IV-TR精
神疾患の診断・統計マニュアル，医学書院 
2002．American Psychiatric Association: 
Diagnostic and Stastical Manual of Mental 
Disorders ,  4 th ed.  Washington,  American 
Psychiatric Association, 2002

7） Lee I, Hah YS, et al. A field study of post-
traumatic stress disorder in a community after 
typhoon Rusa. Taehan Kanho Hakoe Chi 33; 
829-833, 2003

8） Kilic C, Ulusoy M. Psychological effects of the 
November 1999 earthquake in Turkey: an 
epidemiological study. Acta Psychiatr Scand 108; 
232-238, 2003

9） Norris FH, Murphy AD, et al: Post-disaster PTSD 
over four waves of a panel study of Mexico’s 
1999 flood. J Trauma Stress 17; 283-292, 2004 

10） Wu H.C., Chou P., et al.: Survey of quality of life 
and related risk factors for a Taiwanese village 
population 3 years post-earthquake. Aust N Z 
Psychiatry 40; 355-361, 2006

11） Chatters LM, Bullard KM, et al. Religious 
Participation and DSM-IV Disorders Among 



ヒマラヤ学誌　No.12　2011

― 13 ―

Older African Americans: Findings From the 
National Survey of American Life. Am J Geriatr 
Psychiatry 16; 957-965, 2008

12） Shrestha NM, Sharma B, et al. Impact of torture 
on refugees displaced within the developing 
world: symptomatology among Bhutanese 
refugees in Nepal. JAMA 280; 443-448, 2008 

13） Holtz TH. Refugee trauma versus torture trauma: 
a retrospective controlled cohort study of Tibetan 
refugees. J Nerv Ment Dis 186; 24-34, 1998

14） McMillen J.C., Smith E.M., et al. Perceived 
benefit and mental health after three types of 
disaster. J Consult Clin Psychol 65; 733-739, 
1997

15） 鈴木友理子，本間寛子，金吉晴：新潟中越地
震 3年後の地域高齢者における精神障害の有
病率調査，精神経誌 111巻 4号 405-410, 2009

16） Blazer D, Landerman L, et al. Symptoms of 
depression among community-dwelling elderly 
African-American and White older adults. Psychol 
Med 28; 1311-1320, 1998

17） Evans M, Mottram P: Diagnosis of depression in 
elderly patients.  Advances in Psychiatric 
Treatment 6; 49-56, 2000



ラダーク豪雨災害避難住民におけるストレス関連障害（石川元直ほか）

― 14 ―

Summary

Disaster-Related Psychiatric Disorders among Survivors after 
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    Heavy rainfall in northern India in August of 2010 caused flash flooding, seriously damaging homes and 
infrastructure. To examine the impact of this disaster in Ladakh, we visited Choglamsar, near the town of Leh 
where the flood had the most severe impact. In total, 318 survivors (mean age, 58.6 years; female-male ratio, 
59.7%; Tibetan refugees, 86.2%) participated in the survey. We applied the two-item Patient Health Questionnaire 
(PHQ-2) with questions covering background characteristics and disaster exposure. A psychiatrist interviewed the 
survivors with a single or double positive score in the PHQ-2 or with post-traumatic stress disorder (PTSD) 
symptoms. There were only 2 PTSD cases and 5 with major depressive disorders. PTSD and depression were less 
common in the Tibetan cultural areas than in other areas. The social background and temperamental characteristics 
of the Tibetan culture may play a suppressive role in psychiatric disorders.




