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はじめに

稿を始めるにあたり，先ずは，この度の東日本大
震災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り
致しますとともに，被災された方々に心よりお見舞
いを申し上げます。また，今なお被災地で支援活動
を続けておられる方々に，心から敬意を表します。

奇しくも，岩手，宮城，福島の被害甚大な３県に
派遣された歯科医師は，結果的に私だけとのこと
で，自分自身にとっても極めて貴重な経験となっ
た。本稿において各県における活動の概要をここに
ご報告させて頂く。

宮城第１期（日本法医学会の派遣区分名称による）
２０１１．３．１３～３．１９

３月１２日：著者と講座の中村助教は，日本法医学会
より宮城派遣の打診を受け，大学当局，水口講座主
任教授のご理解のもとにこれを了承したところ，即
日警察庁より正式な派遣要請を受けることとなっ
た。
３月１３日：現地への出発は警察庁舎前から１８：３０。
それまでに必要と判断される機材と共に，何とか自
力で集合して欲しいとのことであった。死後記録と
しての歯科所見採取における３種の神器ともいうべ
きものは，レントゲン撮影，口腔内写真撮影，デン
タルチャートの作成である。そこで我々は，デジタ

ルＸ線画像解析装置，口腔内撮影用デジタルカメ
ラ，デンタルチャート用紙等の必要と思われる機材
一式を，全教室員協力のもとに準備し，タクシーに
て急ぎ霞が関へと向かった。

宮城までの公共交通機関は全て麻痺状態であった
ため，庁舎からは機動隊護送車（図１）を使用した。
１８：３０に出発しその後の宿泊場所となる山形市内に
到着したのは約９時間後の３月１４日早朝３：００過ぎ
であったが，元々長距離移動用の車両ではないた
め，派遣者のほとんどが十分な睡眠がとれず，この
時点でかなりの体力を消耗していたことは否めな
い。
３月１４日：到着後直ちに作業衣に着替え，６：３０に
再び車中の人となり，作業本部のある宮城県警察本
部には８：００到着。警察本部で各遺体安置所への割
り振り後，著者と中村の２名は９：００に警察本部を
出発し，海岸から２km ほどのところにある東松島
市民体育館へと向かう。途中車窓からは津波の爪痕
が随所に見られ，一見，水田と見紛うのはまだ海水
のひいていない元市街地である（図２）。本来であれ
ば１時間弱で到着可能な距離であるとのことであっ
たが，随所においてガソリンの供給を待つ車列によ
り車線が塞がれているため（図３），およそ１時間半
をかけての到着となった。すでに体育館内には約
２００体のご遺体が搬入されており，検視・検案の済
んだご遺体から順に所見採取の作業に入ったが，津
波警報が発令される度に作業の中断を余儀なくさ
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れ，繰り返される余震の恐怖，さらに寒さとの戦い
となった（図４）。加えて携帯電話も使用不可のた
め，種々の情報から隔離された中での作業であるこ
とも，より不安を煽るものとなった。また，ガス，
水道，電気といったインフラが復旧しておらず，特
に照明が確保できないため，作業時間は限られたも
のとなったが，それでも明るさが不足する１６：００頃
までに，身元不明体８体につき，口腔内写真，Ｘ線
写真，デンタルチャートの所見を採取した。１７：００
現地出発，１９：００宮城県警本部到着後，２０：００から
各遺体安置所の作業について報告後，山形市内の宿
泊所へ，２２：００到着。
３月１５日：７：００に宿泊所を出発し，８：３０に作業
場所の振り分けを県警から受け，９：００それぞれの
遺体安置所に向け出発。著者と中村の２名は，昨日
に引き続き，東松島市市民体育館に向かい，１０：１５
到着。東北大学歯学部の先生方との共同で，２名１
組となっての作業にかかろうとしたが，間もなくし

て体育館の崩落の危険性が高いとのことから，安置
されたご遺体と共に，東松島高校の体育館に移動し
て作業をすることとなった。東北大から応援に来て
頂いた歯科医の先生方は初めてのご経験ということ
であったため，ご遺体の移動の間に，急遽のレク
チャーとデモンストレーションをお聞き頂き，極め
て良好なチームワークのもと，その日搬入された２４
遺体の歯科所見採取を極めてシステマティックに実
施することができた。その後，東北大の先生方は，
他のチームとの日替わりでのご参加となった（図
５）。１６：３０撤収。県警本部での報告を経て，２２：
００山形市内の宿泊所到着。
３月１６日：７：００宿泊所出発。県警本部からの作業
場所の振り分けを経て９：００遺体安置所に向け出
発。著者と中村は，本日から東松島市内の石巻西高
校での作業となった。１１：００作業開始。支給された
おにぎり２個の昼食を経て，１６：００までに３０遺体に
ついて所見を採取した。途中降雪もあり，一段と厳

図１ 機動隊護送車

図４ 収容されたご遺体

図２ 未だひかない津波による浸水

図３ ガソリンの供給を待つ車列
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しい寒さの中での作業であった。１６：３０撤収。県警
本部での報告を経て，２２：００宿泊所到着。
３月１７日：降雪のなか７：００宿泊所出発。県警本部
からの作業場所の振り分けを経て，９：００石巻西高
校に向け出発。この日から警察により室内用バルー
ンライトが点灯されたため，作業時間を１７：３０まで
延長。計３０遺体について所見採取。１８：００撤収，
２２：００宿泊所到着。

石巻西高校は校舎が避難所となっていたため，被
災者の方々と交流することができたが，やはりイン
フラの整備が整っておらず，大変過酷な環境の中で
の避難生活であることを実感した。一方で，被災者
のお世話をするボランティアの皆様の，努めて明る
く懸命な振る舞いに心を打たれた。
３月１８日：９：００石巻西高校に向け県警本部を出
発。本日は，日本歯科大学歯科法医学センターの
都築民幸教授，岩原香織先生ならびに神奈川歯科大
学法医学教室の山本伊佐夫先生，大平 寛先生と合
流しての作業となった。１２遺体について所見採取
後，１６：００撤収。すでに宿泊所に次期派遣チームが
到着しているとのことで，機材その他の撤収ご２１：
００から引き継ぎ。２２：３０宿泊所を出発して３月１９日
の早朝６：３０，霞が関警察庁舎前到着，解散となっ
た。

期間内に著者と中村で所見を採取したご遺体数は
計１０４体であった。

宮城県内での作業は，発災間もないため，開口困
難な事例も多数存在し，特にご経験の少ない歯科医
師の方々には多くのご苦労があったようだ。また，

収容されたご遺体には損傷がほとんどなく，当初は
顔貌からのご遺族による確認が主となっていた。逆
にその安心からか，取り違えの危険も真近で体験す
ることとなった。例え顔貌からの識別が可能と思わ
れても，特殊な環境と動揺の中では，やはり確実な
識別の根拠となる歯科所見や DNA 採取が必須と思
われた。

また当初は，歯科所見を採取しても比較すべく生
前の資料が流出していては役に立たないであろうと
の憶測も流れたが，むしろ生前資料の確保が困難で
あればこそ，後の公開捜査等による情報の提供を考
えて，より詳細な死後記録の採取が必要となる。そ
の点，DNA 型を公示しても情報の手がかりとはな
りにくいが，歯科所見の場合は治療痕や補綴物が身
元を特定する情報源となり得るのである。

福島第８期 ２０１１．５．４～５．１１

自衛隊の撤収に伴う自衛隊歯科医官の引き上げの
後を受け，派遣登録者もやや少なかったことから，
変則的なシフトで急遽の福島派遣となった。出発に
際しては，本学歯科放射線学講座のご厚意で，ポ
ケット線量計を貸与して頂いた。ここに改めて謝意
を表させて頂きます。
５月４日：新幹線にて１５：４１福島着。警察車両で南
相馬市内の宿泊所に向かい１７：２０着。途中，計画的
避難区域に指定された飯舘村を通過したが，人影は
全くなく，閑散とした警察の駐在所も極めて印象的
であった。１８：３０よりすでに検案作業に従事してい
た千葉大学法医学教室の岩瀬博太郎教授，長野県富
士見高原病院の後藤 敏先生と引き継ぎおよび打ち
合わせを行う。
５月５日：８：００起床。朝食後，後藤医師，鹿児島
大学の西郷放射線技師と共に９：３０に宿泊所を出発
した。途中の道路脇には多数の船が打ち上げられて
おり，発災から２か月経過してもなお，津波の恐ろ
しさを知ることができた（図６）。相馬市内の遺体安
置所である相馬市アルプス電気工場跡（図７）には
１０：００到着。福島県警察本部寺島検視官と引き継
ぎ，打ち合わせ。午後女性遺体が搬入，合流した福
島県歯科医師会の２名の先生方と共に歯科所見（デ
ンタルチャート，口腔内写真，Ｘ線写真）を採取。
１６：３０撤収。

図５ 東北大学歯学部の先生方と
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５月６日：９：３０出発。後藤医師，鹿児島大学の浮
田放射線技師（鹿児島大）と共に，１０：００に南相馬市
の遺体安置所である南相馬市スポーツセンター到着

（図８）。福島県歯科医師会（白河）の先生方と共に３
人１組で１２：１５より連続３体のご遺体から所見採取
を実施。１４：３０には，相馬市アルプス電気工場跡へ
移動し，この日４体目となるご遺体の所見を採取。
１７：００撤収。

ご遺体はいずれも著しく腐敗が進行し，顔貌から
の判別は困難なものばかりであった。
５月７日：９：３０出発。岩瀬先生と共に南相馬市ス
ポーツセンターへ。搬入遺体はないものの，生前記
録と死後記録の照合２例を依頼される。レントゲン
写真より１体は同一と判定，１体は別人のものと判
定した。午後相馬市アルプス電気工場跡へ移動。搬
入遺体６体について福島県歯科医師会（喜多方）の
小汲逸郎先生（同窓）らと共に所見採取（図９）。その

うち１体についてはその場でレントゲン所見から身
元を特定。別途生前記録と死後記録による異同識別
事例２例を依頼され，１体は同一，１体は別人と判
定した。１７：００撤収。
５月８日：９：３０出発。後藤医師，西郷放射線技師
と共に相馬市アルプス電気工場跡へ。午前中の搬入
遺体４体，午後の搬入遺体６体の計１０体について福
島県歯科医師会（郡山）の猪狩先生（同窓）らと共に所
見採取。１７：１５撤収。１８：３０より岩瀬先生，後藤先
生らの後任となった近畿大学法医学教室の巽 信二
教授らと引き継ぎ。
５月９日：９：３０出発。巽先生，西郷放射線技師と
共に相馬市アルプス電気工場跡へ。午前中１体の異
同識別。レントゲン所見および診療録より同一人と
判定する。午後，搬入遺体３体について奥羽大学歯
学部の先生らと共に所見採取，および異同識別１
例。レントゲン所見および診療録より同一人と判

図８ 南相馬市の遺体安置所である南相馬市スポーツセン
ター

図９ 福島県歯科医師会の先生方と
同窓の小汲逸郎先生（中央）

図７ 相馬市の遺体安置所であるアルプス電気工場跡図６ 撤去されずに残る船体
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定。１７：１５撤収。
５月１０日：９：３０出発。巽先生と共に南相馬スポー
ツセンターへ。午前中奥羽大学歯学部の先生方と共
に搬入１体の所見採取。午後は相馬市アルプス電気
工場跡へ。搬入遺体５体について所見採取。１７：１５
撤収。
５月１１日：９：００に宿泊所を出発して，被曝のスク
リーニング検査会場へ。問題なしとの検査結果を得
て，警察車両で福島駅へ。１１：３０着。その後新幹線
にて帰宅。

以上，実働６日間で計３０体のご遺体の歯科所見を
採取すると共に，６例の異同識別を実施し，うち４
例の身元を特定した。

福島県での身元確認作業は，上述したごとく，南
相馬と相馬の２か所の遺体安置所で実施されたが，
いずれも宿泊所から近く，移動に時間を要しない点
では宮城県での作業と比べ極めて恵まれていたと言
える。ただ，著者以外の作業パートナーとなる歯科
医師が毎日入れ替わり，作業経験の有無も様々で
あったことから，連携の構築という点ではある程度
時間を要さなければならなかった。

なお作業に際しては，放射線技師の方々によりご
遺体の放射線量を測定後，一定の基準値以下である
ことが確された後に検視・検案・身元確認作業が実
施された。ちなみに著者の福島県滞在８日間での被
曝放射線量は２７μSV であった。

岩手第１７期 ２０１１．６．１８～６．２５

岩手県への派遣は，発災から３か月余を経過して
おり，その間に法歯学関係者による独自のネット
ワ ー ク で あ る Forensic Odontology Network（FO
net：http：//www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/medi-
cine/legal/FOnet/の ML による情報交換や，先に
派遣されていた教室員の鮫島道長（岩手第１０期：
２０１１．５．７～５．１３）からの十分な情報を得て上での出
発となった。この点，ほとんど情報らしい情報が事
前に得られなかった宮城第１期の派遣と比較し，機
材や装備を含め十分な態勢で作業に臨むことが可能
となり，確実な情報入手の重要性を改めて痛感させ
られた。
６月１８日：新幹線で盛岡入りし，市内のホテルに
チェックイン後，直ちに岩手県警刑事部鑑識課，岩
手医科大学法医学教室出羽厚二教授，岩手県歯科医
師会菊月圭吾先生および前期派遣者と，著者ならび
に検案医として派遣された山口大学医学部の高瀬
泉先生との間で，これまでの検視・検案・身元確認
体制ならびに今後の方針について引き継ぎが行われ
た。
６月１９日：岩手医科大学口腔外科学講座の熊谷章子
先生，山口大高瀬先生と共に８：３０に警察車両にて
ホテルを出発。１０：５５陸前高田市内の遺体安置所で
ある矢作小学校（すでに廃校）体育館到着（図１０）。千
葉県警察本部の島田検視官と合流し，すでに搬入さ
れていた白骨化遺体の所見を採取。その後警察の依
頼に基づき，これまでに撮影されていた２００体余の

図１０ 陸前高田市内の遺体安置所である矢作小学校跡 図１１ 津波の恐ろしさを物語る建物
４階部分まで津波が襲ったことを示している
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ご遺体のＸ線写真から年齢推定を実施。
１５：００に現地をたち１７：３０ホテル着。陸前高田市

内の瓦礫は３か月経過した今も，十分に撤去されて
おらず，津波の爪痕が残されたままであった（図
１１）。１８：３０～２０：００まで岩手県歯科医師会の先生
方と県歯科医師会館においてこれまでの経過につい
ての報告と今後の生前記録と死後記録の照合作業に
ついて打ち合わせを行う。
６月２０日：岩手県歯科医師会嘱託の小川研人先生，
山口大高瀬先生（以降，著者を含めたこの３名が
チームとなる）と共に８：３０ホテル発，１０：３０宮古
市内の遺体安置所である千徳地区体育館（図１２）に到
着。搬入済の腐乱２遺体について所見採取。この日
気温が３０度を超え，極めて過酷な状況での作業と
なってしまった。

１５：２０現地発，１７：２０ホテル着。１９：００～２１：００
まで岩手県歯科医師会館にて，箱崎守男県歯会長ら
と，２０１１年１１月４日に開催される第１０回警察歯科医
会全国大会（日本歯科医師会主催・岩手県歯科医師
会主管）における東日本大震災の報告に関連した打
ち合わせを実施。
６月２１日：８：３０ホテル発，１０：５０釜石市内の遺体
安置所である紀州造林工場跡に到着（図１３）。焼死体
１体を含む計３体について所見採取。その後急遽搬
入されたご遺体の所見を採取すべく，１３：０５に釜石
を出発して，陸前高田矢作小学校体育館へ向かい
１４：４５到着。２体の所見を採取後，１７：００に撤収し
１９：１０ホテル着。この日は移動に６時間余を費やす
形となった。
６月２２日：８：３０ホテル発，１０：４０宮古市内の遺体
安置所である千徳地区体育館に到着。２体について
所見採取および DNA 採取用の抜歯を実施した。本
日も気温が３０度を超え，ご遺体の保存が困難になり
つつある。１５：３０撤収，１７：３０ホテル着。
６月２３日：この日は小川先生と岩手県歯熊谷哲也先
生が交代。８：４０ホテル発，１１：０５矢作小学校体育
館到着。岩手県警察本部西野捜査一課長と合流し，
搬入された１体について所見を採取。ここで大雨に
よる遺体捜索作業中断の報告があったため，これま
でのＸ線写真（前回の残り２００体余分）の読像による
年齢推定を実施する。

１４：５０現地発，１６：５０岩手医大新校舎到着。出羽

教授の御計らいにより，新校舎および各研究室を見
学させて頂く。吹き抜けの巨大なメインロビーに圧
倒された。

１９：００～２０：００岩手県歯科医師会の先生方へ，著
者の宮城県，福島県における身元確認作業に関する
報告をさせて頂いた。岩手県内の先生方には，被災
した他県の状況を把握すべく，お疲れであるにも関
わらず大変熱心にご傾聴頂いた。その後，２０：００よ
り今後の照合作業に関する方針の打ち合わせを実
施。
６月２４日：８：３０ホテル発，１０：３０宮古市千徳地区
体育館到着。ご遺体の搬入があったものの所見採取
前に着衣，所持品（免許証）から父親によって身元が
確認される。その後搬入された１体について所見採
取。１４：４０現地発，１６：５０ホテル着。

１８：３０から岩手県警鑑識課立ち合いのもと，後任
派遣者と引き継ぎ。１９：４６盛岡発。２５日０：１０帰宅

図１２ 宮古市内の遺体安置所である千徳地区体育館
チームを組んだ高瀬 泉先生（中央）と小川研人

先生（右）

図１３ 釜石市内の遺体安置所である紀州造林工場跡
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となった。
以上，今期の岩手県派遣においては，ご遺体所見

採取数は計１０体と少なかったものの，福島第８期よ
りもさらに損傷が激しく，比較的珍しい死蝋化やミ
イラ化を含む晩期死体現象を呈したご遺体であり，
DNA 採取用の爪も脱落した事例が多かったことか
ら，歯科所見の有用性がさらに強調されたものと思
われる。

おわりに

今回の派遣を通じて，まずもって，岩手，宮城，
福島の３県が，それぞれに独自の工夫をこらし，懸

命にご遺体の識別にあたっていたことに心を打たれ
た。ことに，現地の多くの歯科医師の先生方が，自
身の被災をも顧みず，身元確認作業の支援に当たら
れていたことには，ただただ頭が下がるのみであ
る。

一方で，「独自の工夫」の裏側には，未だ標準化
されていない項目の存在があることも浮き彫りと
なった。IT ツールの整備，死後記録用紙や照合
フォーマットの標準化と啓蒙を急ぐことは，今後
我々に課せられた大きな命題と言えるだろう。

拙文を終えるにあたり，今一度犠牲となった皆様
に追悼の意を表します。 合掌
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