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はじめに

　突然の災害や事件・事故，重篤な疾病など，日常生活
において予期せぬ出来事に遭遇して傷つき，混乱した
人々への心理的な援助の取り組みについては，我が国で
も各領域での経験が徐々に集積されつつある。医療の領
域ではターミナルケア，HIVカウンセリング，疾病・障
害受容への援助，家族・医療従事者へのコンサルテーショ
ン，司法・警察領域では事件・事故の被害者・遺族およ
び捜査関係者への支援，行政領域では大規模自然災害の
被災者支援および救助活動者・支援者の支援，福祉領域
においてはDV母子支援や虐待事例に対する介入，産業
領域では職場事故に巻き込まれた職員への支援，教育領
域では小・中学校や各種専門学校，大学など高等教育機
関における事件・事故での児童・生徒・学生および教職
員・保護者への支援等々，枚挙に暇がない。
　近年の“心のケア”という言葉の浸透が示すように，
何らかの形で被った心理的な打撃に対して，その回復を
被害者個人に委ねるのではなく，社会全体の問題と捉え
て支援をしていく必要があるものと一般的認識が変化し
てきた感がある。そしてその役割が臨床心理士をはじめ
とした心理臨床の専門家に求められている。
　実践的支援活動の知見は徐々に集積されつつあるが，

“心のケア”とは何か，心理危機状況とは何かという定
義は未整理のままで，支援の担い手となる臨床心理士を
はじめとした心理臨床家の間で基本的な考え方を共有で
きているとはいい難い。
　あらゆる人が日常生活の中で災害，事件・事故など予
期せぬ出来事に遭遇する可能性がある。それはあらゆる
人が潜在的な支援対象者であるとも言い換えられる。そ
れゆえ，“心のケア”すなわち被害者・被災者への心理
的支援に対する社会的要請は今後ますます高まっていく

であろう。これに対して心理臨床に従事する専門家が専
門性を以てこれに応えていくためには，心理危機状況に
おける対応のあり方について基本的な枠組みが共有でき
る様，支援活動を体系化していくことが急務であると考
えられる。
　本稿では，これまで発表されている大規模災害や事件
事故後の心理支援活動に関する文献や実践報告より，支
援対象が心理危機状況に陥っていると捉える際の判断基
準や，支援方法を選択する際の基準を整理する。そして
心理危機状況の定義と，その水準に応じた支援活動のあ
り方についての分類を試みる。

我が国における心理危機状況への心理的支援
実践の歴史

危機概念の変遷
　心理危機状況とは何かを考えて行く上で，危機とは何
かを明らかにする必要がある。そのため，まずは危機概
念について整理していく。
　心理臨床の領域では，Erikson, E.H.の言及した自我同
一性獲得のプロセスにおける危機の概念が浸透してい
る。Eriksonはユダヤ系退役軍人社会復帰診療所での臨
床経験から，戦争という危機状況のために人格的同一性
と歴史的連続性との感覚を失い，中枢的制御能力を欠い
ている一群の患者の存在を認めた。その後，むしろ自分
自身の内面的葛藤に起因して，同様の中枢的動揺や感覚
的混乱に苦しむ青年や反社会的行為者が存在し，それ
が自我同一性獲得のプロセスにおいて青年期の発達段
階に属する正常な危機であることに気づいた（Erikson，
1968　岩瀬訳1969，pp.5-6）。これまで個人の内面プロ
セスを重視する心理臨床の現場では，危機概念の自我同
一性促進的な部分に関して意識が集まることが多かった
といえよう。
　しかしEriksonは，危機には自我発達促進的側面だけ
でなく，適応阻害的側面もあることを指摘し，あまりに
も個体が脆弱か，健康な自我によっても対処しきれない
ほど状況が異常な場合は，自我支持的なアプローチが必
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要であることも触れている（Erikson，1959　小此木訳
1973，pp.44）。危機の概念はEriksonが提起した時から
既に個体側の要因と個体を取り巻く環境側の要因の相互
性を内包していたといえる。
　公衆衛生の領域では，CaplanがEriksonの指摘した危
機の適応阻害的側面に着目し，危機状態について“人が
大切な人生の目標に向かう時障害に直面したが，それが
習慣的な問題解決の方法を用いても克服できない時に発
生”し，“混乱の時期，つまり動転する時期”に“さま
ざまな解決をしようとする試みがなされるが失敗”して

“結果的にはある種の順応が成し遂げられ”る（Caplan，
1961　山本訳1968，pp.23）とし，危機状態の時間的な
流れの中で，旧来の適応機制で対処できずに新たな適
応機制を獲得するという個体側の変化に注目している。
Caplanは危機の発生に影響する本質的因子は“問題の困
難さや重要さと，すぐにそれを処理することに利用でき
る資源との間の不均衡”であるとし，“通常の生体恒常
的，直接的問題解決の機制が働かなくなり”“それを回
避するために使われるような他の方法も用いることがで
きない”こと（Caplan，1964　新福他訳　1970，pp.43） 

が生じてくるとしている。その上で“危機というものが
精神障害に向かって進むか，またはそれから遠ざかっ
ていくかの一つの転機になる（Caplan，1964　新福他
訳　1970，pp.41）”と述べ，危機は破局へ一方向的に進
むだけではなく，回復する方向性も有する分水嶺として
の意味合いを持つ概念でもあることを示した。
　Caplanの危機理論は，様々な研究者が援用し，臨床
家もその実践の中で活用してきたが，あくまでも危機に
直面した個人に対して，危機に直面していない支援者が
支援を行うという前提で論じられてきた。しかし，大規
模災害などの広域で生じる危機的な状況では，支援の担
い手であるはずの援助専門職従事者も危機的状況に巻き
込まれることになる。窪田（2005）は，教育現場での支
援実績から，“学校コミュニティにおいては人格発達途
上の児童生徒個々人が（発達的な）危機状態に陥ること
は珍しいことでなく，その支援は学校コミュニティの日
常機能の範囲内で十分に対応が可能であるが，危機状態
をもたらす出来事の深刻さが一定レベルを超え，構成員
の多くが危機状態に陥ると，もはやコミュニティ自体の
力だけでは危機状態からの回復が困難であり，何らかの
形で外部からの支援が必要となる”と指摘している。藤
森（2008）も，学校現場の緊急支援活動について“「場
のケア」というアプローチ”と表現し，被害児童・生徒
への心理カウンセリングや精神医学的治療などの「個の
ケア」ではなく，むしろ予防的対応や学校が危機場面を
克服するための対応を支援するものであることを強調し

ている。
　この様に，危機の概念は当初から個人の適応度が環境
から影響を受けることが想定されていたが，危機状態に
対する支援実践の対象が広がるにつれ，個人のみならず
その個人を取り巻く環境も支援の対象となり得るという
視野の拡大が生じたといえよう。

危機介入から緊急支援へ
　では実際に危機状態への対応はどのように行われてき
たのだろうか。
　まず第一に危機状態への対応は危機介入として様々な
実践活動が報告されてきた。わが国で最も古い報告は，
長谷川ら（1983）による電話相談での自殺予防対応の実
践報告である。ただし学会抄録のシンポジウム報告であ
るため支援内容の詳細は不明である。そもそも電話相談
は自殺防止のために創設・発展してきた歴史があり，ま
さに個人の危機に介入していく方法であるといえる。
　1980年代後半から1990年代にかけて危機介入は看護
領域や地域保健の領域において急性期の問題に対応して
いく事例が報告されているが，心理臨床領域では実践
報告が少ない。唯一学生相談において，精神病圏の学生
に対する危機介入の実践事例に関する論文が散見され
る（神澤，1996；山木，1997；原田，1997；桜井・太田
2001；太田・桜井，2001；西村，2002；中間，2006；外
ノ池，2006；布柴，2012）。これらは大学コミュニティ
内で生じた精神病圏の学生が発症あるいは症状増悪する
事態に際して行われた各担当者の連携や関係者に対する
コンサルテーションや外部機関へのリファーなどの支援
活動が記述されている。ここでは個人の危機に対して個
人面接という一対一の関係性にとどまらず，その所属す
る組織での対応・支援が行われたといえる。そして大学
が組織で危機状態に陥った学生を抱え，一時的な動揺は
あるにせよ，恒常性を以てすぐに組織の適応的機能が回
復し，学生個人の危機状態に対する支援を行うことがで
きたといえる。
　組織での危機介入の流れとは別に，1993年に発生し
た北海道南西沖地震後の支援活動（藤森・林・藤森，
1994）を皮切りに（冨永，2014），災害支援の取り組み
が行われる様になった。自然災害は広域に被害をもたら
し，個々人それぞれが危機状態に陥るという混乱した状
況を産み出す。組織で生じる危機状態は支援対象が個人
あるいは個人を取り巻く組織員と限局的で，当該の個人
以外は外傷的負荷が少なく構成員が適切に機能できる状
態にある，という面で自然災害によって生じる危機状態
と一線を画するといえよう。
　そして1995年に発生した阪神淡路大震災以降，「ここ
ろのケア」という言葉とともに，災害後の心理的支援が
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社会的にも期待されることとなった。羽下（1996）は，
被災地域の当事者としての視点から，被災直後から被災
者に寄り添う形で避難所に相談所を設け，ボランティア
の形で支援活動を行っている。このように臨床心理士が
個人的に行う活動も支援活動において重要な役割を果た
したが，この震災から大きく変化したのは，心理支援活
動を個人単位ではなく組織単位で行う様になったことで
ある。阪神淡路大震災の被災県であった兵庫県の臨床心
理士会は組織的に電話相談や巡回相談などの支援活動を
行っている（杉村，1996）。
　また同年1995年は当時の文部省がスクールカウンセ
ラー活用調査研究委託事業を開始した年であり，児童生
徒に対する「こころのケア」の目的から被災県には重点
的にスクールカウンセラーが配置された。その後1997

年には神戸連続児童殺傷事件が，2001年には大阪教育
大学附属池田小学校事件が生じ，学校というコミュニ
ティが危機的状況に陥る事態が相次いだ。特に大阪教育
大学附属池田小学校事件では，学内で生じた事件であっ
たこともあり，学校側が事件に巻き込まれた児童に対す
る支援を行った（元村ら，2002；元村ら，2003）。そし
て各地域でも生徒の死亡事故や自殺事件など，学校が危
機に直面する事態が生じた際にスクールカウンセラーに
心理的支援が求められるなど，心理的な問題を看過せず
に予防策も含めて，学校組織で対応しようとする機運が
高まった。
　この様な流れの中，2001年には福岡県臨床心理士会
による学校コミュニティの危機への緊急支援モデルの
運用が開始され（福岡県臨床心理士会，2001，2005），
2003年には山口県で精神保健福祉センターを中心とし
た多職種並びに官民協働によるクライシスレスポンス
チーム（CRT）が発足した（河野，2006）。前者は危機
状況が生じたのち速やかにこころの健康調査票を実施
し，それを媒介に担任教員が全生徒と面接を行い，その
中で急性ストレス反応に関しての心理教育を行うと同時
に重篤な児童生徒を専門家の個別面接につなげていく手
法を取る。後者はコミュニティの危機に際して支援者支
援を中心に期間限定で精神保健サービスを提供する多職
種の専門家チームによる支援である（藤森，2008）。ま
たもうひとつの緊急支援の型として，阪神淡路大震災の
経験を活かし，ストレス反応のアンケートを活用して
ストレスマネジメントに関する心理教育を行うという，
いわゆる「兵庫モデル」が構築され，2004年の台風23

号豪雨災害や2008年の四川大地震での心理支援活動に
活用された。そして後に「日常ストレス対処」「トラウ
マ反応対処」「災害体験表現」の三段階から成る「教師
とカウンセラー協働による災害・事件後3段階心理支援

モデル」として洗練された形で提案されている（冨永，
2014）。
　このような流れをみると，2000年頃からは支援活動
がチームを結成した上で学校コミュニティの支援，即ち
支援者支援あるいは全被災者対象の支援を主眼に置くと
いう様に活動内容の変化が認められたということができ
る。つまり，個人の危機への直接的な介入ではなく，コ
ミュニティが構成員に対して行う危機対応を外部支援
組織が後方から支援するところに重点が置かれた。そし
てコミュニティの主体性の回復を重視して事件・事故後
できるだけ早い段階で緊急に支援するという意味合いか
ら，危機介入という言葉ではなく緊急支援という言葉が
用いられるようになった（福岡県臨床心理士会，2005）。

緊急支援から組織的計画的支援へ
　緊急支援の方法論がある程度浸透し，実践の集積が進
みつつある中，2011年に東日本大震災が発生した。こ
の災害は東北地方太平洋沖地震およびその直後の広域に
渡る津波被害という一次被害と，それによりもたらされ
た福島第一原子力発電所事故という二次災害から成る大
規模複合型災害であるという特色がある。特に福島第一
原子力発電事故に関しては，終息の目途が立たないため
に避難した地域住民の離散が生じ，また避難区域解除が
なされても放射線による土壌汚染や風評被害などで震災
前の生産活動・経済活動が大きく阻害されるなど，周辺
の地域社会を破壊した。
　こうした広域に渡り被害規模も大きく長期化が見込ま
れる危機状況に対して，震災発生12日後に日本臨床心
理士会・日本心理臨床学会・日本臨床心理士資格認定協
会の3会が共同して東日本心理支援センターを発足させ
た。センターの主な業務として，行政・医療等他機関か
らの依頼に応じた実働人員としての臨床心理士や研修講
師の派遣，報道機関の情報提供・取材依頼への対応，現
地活動本部である被災県臨床心理士会への後方支援およ
び協同活動が行われた（鶴，2011；奥村，2013）。
　村瀬（2011）は“これまでの支援活動を振り返って，
単発的なさまざまの支援活動は現地のニーズにそぐわな
いという反省もなされている。さらに，現地の人々がそ
の人らしく地域社会での生活を自律的に復興・再生され
るのを支えるのであるから，現地のニーズをもとに行政
機関と連絡協議しながら，中・長期的展望に基づく総合
的支援活動計画の中に心理的支援も位置づけられて，展
開することが基本原則である”と述べている。東日本大
震災において初動として心理支援センターが発足したの
は，これまでに集積されてきた危機状況に対する心理的
支援活動においての負の側面である，現地住民の自己回
復力を奪う支援の混乱を避ける目的があったと考えられ
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る。この様に，東日本大震災においては組織的計画的な
心理支援活動を目指した支援マネジメントが試みられた
といえよう。

心理危機状況とは何か

心理危機状況の定義
　以上述べてきた様に，我が国における危機状態に対す
る心理的支援は，まずは個人を対象にした危機介入から
始まり，次第に個人を支えるコミュニティを対象とする
支援に視点が移行していった。そして支援者側も，個人
による支援という形態から，役割のある程度明確な複数
人からなる組織的な支援チームによる支援という形態と
なるが，より組織化された支援が行われる様になった。
　このような心理支援活動が求められる状況を心理危機
状況という言葉で表現することが増えてきた。心理支援
活動を計画していくに当たって，その状況の分析が重要
となることを考えると，実働的な支援者の立場にある市
井の臨床心理士や心理療法家がこの概念について共通し
たイメージを有していることが必要になる。特に大規模
災害等では，支援の実働部分は災害支援の専門家ではな
く当該地域で日常的に心理臨床活動一般の実務を担う臨
床心理士や心理療法家が担うことになるであろう。その
ためにも支援者が心理危機状況とその支援について認識
を共有できる様な基準が必要となる。
　これまでの心理的支援実践をみていくと，個人の危機
の場合は支援対象がある程度明確であり，支援対象とな
る人の範囲も狭い。一方でコミュニティの危機状態は，
誰が危機状態に陥ってもおかしくないという特異な状況
であるが，だからといって支援対象となる人全員が危機
状態に陥るわけでもない状態ともいえる。つまり，支援
対象の規模が広がるにつれ，危機に陥る可能性を見越し
て支援を組み立てて行く必要性が出て来るといえよう。
この可能性の部分を加味して個人から大規模集団までに
適用できる様に心理危機状況を定義すると「個人からコ
ミュニティまでに渡って生じる，何らかの出来事によっ
て既得の適応機制が破綻し心理的均衡を失うあるいはそ
の可能性がある状況」であるといえる。

心理危機状況の分類
　では実際に心理危機状況への支援を行う時，何を基準
にどのような介入を行えばよいだろうか。これまでも藤
森（2008）や小澤（2010，2011）によって心理的支援の
水準に関するモデルが提案されている。藤森（2008）は
学校の事件・事故における危機の衝撃度レベルを4段階
7水準に分類し，日本の学校現場における緊急支援を専
門家の人的資源タイプから内部型と外部型の二つに分
け，内部型は「SC派遣事業（教育委員会主導型：レベ

ルⅡまで）」「SC派遣事業（臨床心理士主導型）」「多職
種派遣事業（レベルⅢ以上）」があり，外部型は「CRT

（レベルⅢ以上）」があると分類した。また小澤（2010，
2011）は，危機への総合的支援体制を説明するモデル図
を作成し，必要な支援のあり方を「被害者数」と「心的
外傷ストレスの強さ」の2軸で捉えた。そして①低レベ
ルのダメージを受けた人達はセルフケアが可能であり，
ストレスマネジメント教育などの心理教育を実施する，
②一人では不安や緊張を低減できない人には周囲の人た
ちが安心できる環境を提供する，③さらにダメージが強
い人たちには個別の専門的ケアが必要となる，④さらに
ダメージが強く，夜も眠れないなどの症状が継続する人
には精神療法や薬物療法などの治療が必要となるし，セ
ルフケアとコミュニティによるケアおよび専門的ケアを
同時に進めることが重要だとしている。
　これらの分類は，心理危機状況の危機をもたらした出
来事の衝撃度や受けたダメージの大きさといった，危機
をもたらす出来事の影響を変数として想定している。こ
れは危機の大きさを考える時には変数として妥当なもの
だと考えられる。ただし，現実的には具体的・数量的に
考えることが難しいものでもあるとも考えられる。その
ため，実際の支援を考える時に指標として用いやすい変
数を考える必要がある。
　そこで，実際に支援をする対象に限定し，その規模を
軸のひとつとし，もう一つの軸を支援対象の範囲とした。
ここで支援対象の範囲とは，支援者支援をどれだけ必要
とするかということである。
　心理危機状況への支援はコミュニティへの支援が必要
か否かがひとつの基準となるが，その判断材料としては，
支援の対象となる人がどれぐらい存在するのかという対
象者の規模がひとつの軸であり，もう一つはまた支援対
象が直接的な要支援者に限局されているか，それとも広
汎に支援者も支援する必要があるか，という対象者の範
囲がもう一つの軸となる。
　「支援対象の規模」と「支援対象の範囲」の2軸で捉え，
その座標平面の第一象限は支援対象の規模が大きく範囲
も広いので「大規模－広汎」，第二象限は支援対象の規
模が大きいが範囲は狭いので「大規模－限局」，第三象
限は支援対象の規模が小さく範囲も狭いので「小規模－
限局」，第四象限は支援対象の規模が小さいが範囲は広
いので「小規模－広汎」とした。

心理危機状況の分類とその支援のあり方

心理危機状況の分類と支援の形態
　以上に挙げたこれまでの実践報告を参考に，先に示し
た心理危機状況の分類ごとでどのような支援形態が望ま
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しいかを試みる（Figure1）。
　「小規模－限局」の場合は，1990年代から2000年代に
かけて報告のあった学生相談領域の事例に見られる様
に，個人が危機状況に陥っていてもそれを包含するコ
ミュニティの動揺が少ないため混乱が生じず，当該コ
ミュニティに属する心理臨床家が関係者へのコンサル
テーションを行うなど，支援機能が発揮しやすい。よっ
てコミュニティ内で担当者や関係者が情報を共有しなが
ら連携して支援の網の目をめぐらせていく，既存の支援
機能を活かす形のネットワーク型支援体制（渡邉・加 

藤・深見・橋本・濱田・諏訪，2011）に類するような支
援形態が取られると考えられる。
　「小規模－広汎」の場合は，学生相談での重症例の危
機介入で医療機関へのリファーを行った様に，支援対象
の問題が大きく関係者がその影響によって大きく動揺
し，日常性を維持できなくなる場合が該当する。ここで
は緊急対応が取られ，外部からの力によって当該コミュ
ニティの支援機能を補う必要が出て来る。
　「大規模－広汎」の場合は，先の東日本大震災の様な
大規模自然災害や大型事故など短期間で多くの人々が危
機状態に陥るために，コミュニティの支援機能が追いつ
かず，コミュニティ全体も危機状態に陥る様な場合であ
る。こういった時は，「小規模－広汎」の場合と同じく
外部からの力によって支援機能を補う必要があり，緊急
支援によってコミュニティの日常性の回復が図られる。
　「大規模－限局」は「大規模－広汎」と同じく自然災
害や大型事故などで支援対象となる人の数が大きいが，

被害がそれほど重篤ではなかったり，被害が重篤でもコ
ミュニティの潜在的な支援機能が保たれていたりして，
コミュニティの日常性が損なわれず支援機能をある程度
発揮できる場合である。この場合は，外部からの支援は
積極的なものである必要性はなく，コミュニティの構成
員それぞれの適応機能をより強化する心理教育が中心と
なる。
　もちろんこれら四象限での分類は当然ながら中間的領
域にあるような事例もあり，支援の形態も固定化された
ものではない。しかし心理危機状況は支援対象の規模と
日常性が維持できているかどうかで判断されるため，外
部から危機の程度が推測でき，支援の形態の判断を迅速
に行いやすいという利点がある。
　また心理支援について批判的な立場からは，本来であ
ればコミュニティの成員間に委ねられていた心理支援の
自助機能を「心のケア」の名のもとに分断して奪ってい
るという趣旨の指摘がある（小沢・中島，2004）。これ
は，心理危機状況を読み間違えたことによって必要以上
の支援が行われたということを示唆しているのではない
だろうか。こういった批判を分析し，真摯に向き合う中
で，より望ましい支援の方向性が模索できるものと考え
られる。

おわりに

　今回の試論は，限られた領域の実践報告しか土台にし
ていないという問題がある。例えば虐待などの“非日常
が日常”ともいえる環境の問題が常態化している状況に
関してどのように考えていくかを，さらに多くの領域で
の実践報告を取り入れ理論的に精緻化していく必要性が
あるといえよう。
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ABSTRACT

Classification of psychologically critical situations and their desirable support 
methods

Motoko WATANABE and Yuki KUBOTA

In Japan, in the context of increasing demands from society, empirical knowledge is being accumu-

lated on approaches to psychological support for people who have experienced an unexpected event, 

such as a natural disaster or accident. However, there are still no definitions of states of psychological 

crisis, and the methods of providing emotional support remain uncategorized, making it difficult to say 

that any fundamental ideas are shared among the clinical psychologists and others in the psychology 

field who provide this support. This situation may actually be inviting confusion in the places where 

the support is required. 

This paper traces the changes in the concept of crisis, reviews the literature that has been published 

up until now in Japan that has reported on crisis intervention and psychological support practices, and 

attempts to classify the criteria for determining states of psychological crisis and the appropriate sup-

port activities. 

The concept of crisis has been broadened and applied to communities as well as to individuals. Sus-

ceptibility to falling into a state of crisis depends on the adaptation abilities and stress tolerance of 

both individuals and communities. It is especially difficult for a community to recover independently 

when the seriousness of the situation goes beyond a certain level and many of its members fall into a 

state of crisis. In such cases, external support that promotes the self-healing capabilities of the com-

munity will be required. From the review of psychological support activities in Japan, it was found that 

the concept of crisis has been expanded, and, at the same time, the target of support has broadened 

from individuals to communities. Furthermore, in the case of the Great East Japan Earthquake, sup-

port was provided in a systematic and planned manner in order to prevent a disorderly flood of sup-

port. 

From the above, it can be said that a state of psychological crisis is a situation in which agents rang-

ing from individuals to large groups of people can lose their psychological “homeostasis” and become 

mentally confused. One criterion for support for states of psychological crisis is whether or not the 

community needs support, and one focus is how many people there are requiring support, while anoth-

er focus is the distribution of the people requiring support, whether they are localized or spread over a 

wide area.

Based on this, it is possible to classify the levels of psychologically critical situations according to 

the scale of the support subjects and the degree of necessity of assist to supporters. Both of these mea-

sures were used to compose the axes of a plane model. The first through fourth quadrants were large 

support subjects and high degrees of necessity of assistance to the supporters, large support subjects 

and low degrees of necessity to assistance to the supporters, small support subjects and low degrees 
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of necessity of assistance to the supporters, and small support subjects and high degrees of necessity 

to assistance to the supporters. These were defined as “large-scale / wide-range,” “large-scale / limited-

range,” “small-scale / limited-range,” and “small-scale / wide-range,” respectively. Then, the psychologi-

cal support methods provided at the status levels of psychological crisis were organized. Consequently, 

it was speculated that systematic and planned support, psycho-education, network-type support and 

emergency support are provided in the “large-scale / wide-range,” “large-scale / limited-range,” “small-

scale / limited-range,” and “small-scale / wide-range,” respectively.

Keywords:  states of psychological crisis, psychological support, crisis intervention, emergency sup-

port, community support


