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Carrie Shapiro-Mendoza, Ph.D., M.P.H.

CHAPTER 1

予期せぬ乳児突然死

セクション1:乳児死亡調査の基礎的スキル

予期せぬ乳児
突然死
はじめに

ユニット1:予期せぬ乳児突然死の種別
ユニット2:データ収集ならびに報告用
ツール

死亡調査の分野でも、乳児の死亡調査は独特のものである。
現場検証から証明に至るまで、その調査には通常の法医学教育では
得ることのできない特別な知識・技術研修が求められる。
本章では、予期せぬ乳児突然死の概要と、正確な死因特定のための
現場検証の重要性を概説する。
第1章：予期せぬ乳児突然死
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概説

乳児の予期していなかった突然の死亡は、家族にとって悲劇的な出来事である。そのよ
うな悲しみを経験した家族には、死の医学的原因が明確に理解できるよう、徹底的な調査
をしてもらう権利がある。さらに、両親やその他の養育者には、彼らの悲劇的な状況に配
慮して調査をすべきで、非難めいた対応をしたり、彼らの気持ちに無神経なものであって
はならない。
乳児突然死症候群 (SIDS) は、予期せぬ乳児突然死のいくつかの原因の一つにすぎない
が、報告数は最も多いものである。1990年代初めから、SIDS の発生率は50%以上減少した
が、その主因は全国的なBack-to-Sleep（ 背中を下に ） キャンペーンによる取り組み
により、乳児が寝かされる際に仰臥位をとることが増えたためである。このキャンペーン
は成功したといえるものであるが、SIDS は未だに米国の乳児死の首位をしめるものであ
り、公衆衛生上の問題の中でも、最優先事項の一つである。
米国の最近の2つの研究によると、予期せぬ乳児突然死（SUID)症例の死亡報告や死因分
類は、信頼性の高いものではない可能性があるというエビデンスが示されている。1999年
以来のSIDSによる死亡率の減少は、ベッド内での事故による窒息死や絞扼死、ならびに原
因不明/特定不能の乳児死亡の死亡率の上昇によって相殺されているとそれらの研究では
報告されている。(Shapiro-Mendoza, Tomashek, Anderson, & Wingo, 2006; Malloy &
MacDorman, 2005)。以前ならSIDSとして報告されていた死亡例の中に、現在では事故的窒
息または原因不明として報告されるものがある、ということを示しているものと思われる。
この研究報告からは、近年のSIDSの発生率の減少は、死亡報告にあたっての変化がある程
度寄与している、という可能性を示唆しているのである。
この死亡報告における変化に対応するためには、 (1) 乳児死亡の現場検証（Death
Scene Investigation：DSI）におけるデータ収集方法を標準化し、(2) DSIで得られた情
報に一貫性のある解釈を行って、死体検案書の死因欄を記載する ことが必要である。乳
児死亡の現場検証におけるデータ収集方法を標準化し改善することは、監察医および検視
官の正確な死体検案書作成を助ける上で不可欠なものである。正確かつ信頼できる、SIDS
を含むSUIDの報告を全米にわたって得ることは、アメリカ疾病予防管理センター（CDC)の
優先度の高い目標である。この目標達成のためにCDC は、他の国家的組織と共同で死亡現
場調査員のための包括的ガイドラインおよびトレーニングを策定している。
予期せぬ乳児の突然の死亡を防ぐためには、死亡児に対する詳細な調査を行うことや予
防活動を行うことが、それを防ぐことにつながる、という有効で信頼できるデータが必要
である。乳児死亡例に対して不正確な報告を行うことや、標準化されていない分類方法を
用いることは、(1) 予期せぬ乳児の突然の死亡（SUID）の死亡が増加しているか減少して
いるか、の傾向を把握すること (2)リスク要因を同定するための調査を行うこと
(3) SUIDを予防するための介入方法を策定すること (4)予防に向けたプログラムを評価
すること を妨げることになる。
本章ではSUIDの主な原因を列挙し、いくつかの現場データ収集ツールについて記載する。

補助的資料
SUIDI-RF（予期せぬ乳児突然死に対する報告フォーム）や、各自治体で承認されている同
様のフォームのほかに、下記の資料が参考になる：
1. Forensic Autopsy Performance Standards. Atlanta, Ga: National Association of Medical
Examiners. 2005.
2. Clark SC. Death Investigation: A Guide for the Scene Investigator. Washington, DC: US Dept
of Justice, National Institute of Justice; 1999.
3. Clark SC, Ernst MF, Haglund WD, Jentzen JM. The Medicolegal Death Investigator: A Systematic
Training Program for the Professional Death Investigator. Big Rapids, Mich: Occupational
Research and Assessment; 1996.
4. Sudden, Unexplained Infant Death Investigation Guidelines. Atlanta, Ga: Centers for Disease
Control and Prevention; 1996.

本章のねらい
本章を通じて、受講者は下記の目標を到達することが望まれる。
1. 様々なタイプのSUIDを認識できるようになる。
2. 乳児の死亡現場のデータを収集し報告するための各種ツールを理解する。
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セクション1:乳児死亡調査の基礎的スキル

unit

1

予期せぬ乳児突然死の種別

はじめに
予期せぬ乳児突然死 (SUID) は、自然要因または非自然要因による予期
せぬ乳児の突然死をさす用語である。乳児突然死症候群 (SIDS) は、SUID
のいくつかの原因のうちの一つである。しかしSIDSは、他のSUIDの原因と
異なり、除外診断である。ほとんどの病態または疾患は、特定の症状の存
在によって診断されるが、SIDS は死亡現場の徹底的な検証、系統的な解
剖、および当該乳児の医学的ヒストリー検証を含む綿密な症例検証によっ
て、予期せぬ突然死のあらゆる可能が除外された場合に、初めて下される
診断である。(Willinger, James, & Catz, 1991).綿密な症例検証を経て
明らかとなるSUIDの原因例として、窒息死、溺死、感電死、熱中症、低体
温症、一酸化炭素中毒、および殺人などがあげられる。(本書中に記載さ
れているような) 徹底的な死亡現場検証が、死因がSIDSか窒息かを見分け
る唯一の手段であることも、しばしば認められる (Hanzlick, 2001)。
SIDSに加えて、SUIDの多くの原因を知っておくことが、死亡現場調査員
にとって最も重要なことである。現場では、調査員は証拠となりうる物品
を収集するとともに、乳児と一緒に過ごしていて最もショックを受けてい
るであろう、両親もしくは養育者から情報を収集することになるであろう。
これらの全ての情報は、自然死と事故による死亡、または殺人を見分ける
ために極めて重要なものである。

第1章：予期せぬ乳児突然死
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予期せぬ乳児突然死
以下にSUIDの原因として最も多くものを記す。それぞれの死因は本書で繰り返し言及され
ているが、言及されているユニットのトピックに応じて、個別に詳述されている。
乳児突然死症候群(SIDS)
米国では、SIDSは生後1か月から1歳までの乳児の死因として最も多く、乳児全体の死因と
しても先天性奇形、未熟児/低体重出生に続き、3番目に多い。SIDSは現在、年間約2,300件
発生している。 SIDSとされる死亡例と、他の原因による突然死であったことが判明した
SUID全例をあわせると、年間4,600件に達する。この数字は、米国の乳児死因の首位である
先天性異常の死亡件数と同等になる。SIDSの発生率は1990年代と比較すると50%以上減少し
ている。SIDS は生後2か月から４か月に発生することが最も多く、生後８か月以降になる
と稀である。またSIDSは白人よりも、アフリカ系アメリカ人、アメリカン・インディアン、
およびアラスカ原住民で発生率が高い。
SIDSの、改善することが可能なリスク因子には、次のようなものがある。
• 寝かせる際の腹臥位または横臥位。
• 暖めすぎ。
• 柔らかい寝床。
• ゆったりした寝具。
• 不適切な寝床 (ソファやウォーターベッドなど)。
• 親以外の人物、または極端に疲労していたり、アルコールや薬物の影響下にある人
物との添い寝。
• 母親の喫煙または受動喫煙。
これらのリスク因子修正を目指した介入はBack-to-Sleepキャンペーンの焦点であり、1994
年に開始された。
SIDS は何の前触れもなく突然発生し、就寝中に生じることが多い。窒
息、誤嚥、虐待、ネグレクトによって生じるものではない。SIDSは生後６か月までの、脳
の急速な成長と発達の臨界期に起こる。この時期に、全SIDS関連死の90%が発生している。
SIDSの原因は不明である。
この10年間に得られた知識は、一般的な トリプル・リスク
理論"を裏づけるもので、これはSIDSによって死亡する乳児は、先天的に脆弱（なんらかの
脳幹異常により突然死しやすい）であり、発達の臨界期において、外因的ストレス因子
（暖めすぎ、受動喫煙、またはぬいぐるみや枕に埋もれるなど）に曝されたというもので
ある(Guntheroth & Spiers, 2002)。
以下に、調査時に見落とされて死亡診断書上SIDSとされやすい、突然の乳児死亡の原因と
してよく知られたものを概説する。第8章では各々の原因についての、より詳細な取り扱い
や調査戦略について取り上げており、証明や記録に役立つことであろう。

窒息死
窒息死は呼吸をおこなうことができなくなった結果起こる。このような状態は、体内酸素
の欠乏をもたらすこととなり、意識喪失および死に至る事態になりうる。窒息は息詰まり、
胸部や腹部の圧縮、絞扼、気道狭窄 (重度のアレルギー反応または反応性気道障害)、また
は有毒ガス吸引などによって生じる場合がある。窒息死を起こすことが多い物体には、ビ
ニール袋、柔らかい枕、そして布団やぬいぐるみなどの柔らかい物体が含まれる。これら
の物体は、口や鼻孔を覆い、窒息をきたしうるのである。最も報告が多い乳児窒息死の原
因は、ベッド内での事故による窒息・絞頸である。
死亡調査員の観察眼が鋭く、なにをみるべきかを承知していて、養育者と注意深く適切
な面談を行いえる場合、窒息の原因特定に役立つヒントを掴むことができ、死因が事故的
なものか、意図的な加害を受けたものかを特定することができることもある。 徹底的な死
亡現場検証によって呼吸を妨げた環境要因（例：鼻と口を覆ったもの）が何か、または誤
嚥、息詰まり、感電、高体温や低体温に陥る危険性のある環境要因、ならびにその他の外的
要因が何か？という問いに、答を出すことができるかもしれない。
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窒息死に関与するリスク要因は多数ある。下記は乳児の窒息死の典型的な原因リストで
ある。これに関しても、本書の第8章に詳述しており、 巻末用語集にも記載されている。

•
•
•
•
•
•
•

添い寝での覆いかぶさりによる、事故的窒息。
安全でない環境下での事故的絞頸。
事故による顔面の嵌まり込み(wedging)または閉じ込め(entrapment)。
溺水。
息詰まり。
呼気の再呼吸（Rebreathing）。
頸部圧迫。

乳児の環境には、死につながる多くのリスク要因がある。下記は、環境上や死亡現場に見
られる環境要因としてよく認めるもののリストである。それぞれについては第8章に詳述
され、巻末用語集にも記載されている。
• 毒物誤飲や薬物誤飲に結びつく状況。
• 感電しうる状況。
• 低体温に結びつく状況。
• 高体温に結びつく状況。

代謝異常
先天性代謝異常症は稀な遺伝子疾患で、食物からの各種栄養素などを、エネルギーに変換
することができないか大きく阻害されているものである。この疾患群の疾病は、通常、食
物を体内に取り込む酵素の欠陥に起因する。身体が食物を処理できないと毒物の蓄積や、
正常な身体機能のために必要な物質の欠乏が起こる場合がある。この蓄積は、食事療法ま
たは投薬によってコントロールしなければ致命的になる可能性がある。代謝異常には、遺
伝性のものもある。代謝異常の一種である中鎖アシルCoA脱水素酵素欠乏症は、非常に稀
ではあるが、SUIDの原因の一つであると考えられている。その他の代謝異常および疾患例
にはメープルシロップ尿症、フェニルケトン尿症、G6PD欠損症、そしてガラクトース血症
などがある。
被損傷死/外傷死
損傷には致死的なものもそうでないものもあり、非意図的なものも意図的（傷つける目
的を持った行為）なものもある。乳児の損傷が非意図的な行為によるものか意図的な行為
によるものかを見分けるのは難しい場合が多い。非意図的損傷の例には、小さなおもちゃ
での窒息やベッドで乳児に覆いかぶさってしまった場合などが含まれる。乳児への身体的
虐待は、意図的損傷の一例である(Deal, 2000)。
損傷死は米国での乳児死亡の約5%を占めており、年間死亡数は約1,100例である
(Tomashek, Hsia & Iyasv, 2003)。乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)は虐待による頭部外傷
（Abusive Head Trauma：AHT）の一形態で、乳児または幼児が暴力的に頭部を揺さぶられ
たり、硬い、または柔らかい表面に頭部投げつけられたりした場合に起こるものである。
揺さぶりは、脳の広範囲に出血を生じる場合がある。SBSは、深刻な脳損傷や死の原因とな
る場合がある。転落やその他の衝突外力によって子どもが頭部損傷を受けた場合は、頭皮
に打撲や擦過傷があるなど、たいてい外表面に損傷の徴候が認められる。 SBSでは、乳児
にその他の損傷の徴候が全く認められない場合がある。
不詳死または分類不能死
不詳死
または 分類不能死" とは、死亡現場検証および解剖が不完全、または行わ
れておらず、死亡証明者がそれ以上特定的な原因を記録するには不十分なエビデンスしか
ない場合に、割り当てられる死因である。死亡診断書/死体検案書にどのように死因が記載
されるかは、その死亡例の状況によって異なる。死亡診断書/死体検案書に記載する、様々
な死因の報告方法については、第9章で扱う。
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データ収集ならびに報告のため
のツール
はじめに
本書でしめすガイドラインや報告書式にのっとった死亡現場検証は、監察
医および検視官が正確な死因を確立するために不可欠なものである。死亡現
場検証によって、乳児の就寝環境や、臨床的・医学的ヒストリー、および遺
伝的・環境的リスク要因を含む家族ヒストリーの重要な見識を得ることがで
きる。徹底的な乳児の死亡現場検証には、目撃者との面談、死亡現場の調査
、人形を使った再現、医学的ヒストリーの検証、そして死亡前に乳児が曝露
したものなどを慎重に分析することが含まれなければならない。乳児の死亡
は家族にとって大変悲劇的な出来事であるため、調査員は悲しむ家族や養育
者に繊細で、非難的でない態度で接しつつ、徹底的な調査を実行する方法を
学ばなければならない。
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SUID事例における死亡現場検証の重要性
徹底的な死亡現場検証および臨床的ヒストリーの情報なくして、死因を特定することは
困難である。これらの情報を与えられない病理学者や解剖を担当する法医学者は、この情
報を持っている者に比べて、非常に不利である。自分の主治医が、事前に全く医学的ヒス
トリーを得ずに診察するとしたらどうであろう？と想像してみてほしい。綿密に行われた
死亡現場検証および臨床的ヒストリーから得た情報は、死亡診断書/死体検案書をより正確
なものにし、それが究極的には乳児の死の予防につながるのである。
死亡現場検証から得た情報が診断に利用されれば、SIDSとその他のSUID事例の診断は、
より正確に下せるということを裏づけるいくつかの研究がある (Bass, Kravath, & Glass,
1986; Byard, Carmichael, & Beal, 1994; Valdes Dapena, 1992)。乳児死亡現場検証の目
的は、その死亡例を取り巻く状況に関する情報を収集し、法医/病理学者がそれを解剖所見
の解釈、死因の特定、死亡状況の確定に利用できるようにすることである。現場を調査す
る担当者は、窒息（例えば、嵌り込み、覆いかぶさり、または気道閉塞によるもの）、殺
人(例えば、子ども虐待やネグレクトに起因するもの)、中毒、および偶発的損傷を含む、
SUIDの潜在的原因になりうる全てのものに関する情報を集めなければならない。
アメリカ疾病予防管理センター ̶ 予期せぬ乳児突然死亡事例調査(SUID)報告書式

1966年、CDCは、乳児死亡現場調査実行のための統一的プロトコールとして、予期せぬ乳
児突然死の調査ガイドラインおよび報告書式を発表した。これ以前に、1989年のSIDSの再
定義付けに際し、徹底的な死亡現場検証が盛り込まれていたものの、乳児死亡現場調査の
実行に関しては統一的なプロトコールは存在していなかった。1996年のSUIDI報告書発表後
の全米にわたる有効性評価では、煩雑で記入者にわかりにくく、広範に利用されていない
ということが示された。この好ましくない評価に応え、CDCは旧書式を改定する取り組みを
開始した。予期せぬ乳児突然死亡事例調査（SUIDI)報告書は、2006年3月1日に発表された
(付録 A参照)。
8ページのSUIDI報告書式は、調査員が死亡現場検証の際に、目撃者に質問する際のガイ
ドになるべく設計されている。SUIDI報告書式を利用して収集されたデータは、死因の特定
において極めて重要と考えられている。全米全体で統一的に利用されれば、SUIDI報告書式
は標準化されたデータの集積を行いえることとなり、SIDSとその他のSUIDを見分け、分類
する精度も改善されるであろう。
SUIDI報告書式は監察医、検視官、死亡現場調査員、警察当局、乳児死亡研究者、および
SIDS遺族会員によって構成された、全米規模のワークグループによって作成された。2004
年に公表された新書式には、監察医および検視官への全米調査の結果、死亡原因確立のた
めに必要と見なされた質問 (S.C. Clark, PhD,2005：未発表データ)のほか、最近SIDSのリ
スク要因と認識されるようになったものに関する、新たな質問も含まれている。 新書式は
1996年の書式に比べ、より短く、より簡単で、記入者にわかりやすい構成になっている。
例えば、ほとんどの質問は該当のチェックボックスにXを入れるか、空欄を埋めることで答
えられるようになっている。
THE SUIdI REPORTIng fORM
改訂ワークグループの努力と多くのパイロット・テストによって、改訂版SUIDI報告書式は、
データ収集が簡単になった。改訂版SUIDI報告書式には、以下のような構成となっている。
• 死因の確立に必要で、法廷における調査員の所見を裏づけると見なされる重要な質
問に絞っている。
• 最近確認されたリスク要因に関する、新たな質問項目が追加されている。
• 質問に答える時間がそれほどかからないため、簡単で一貫性のあるデータ収集がで
きる。
• 乳児死亡調査に効果的となるよう、質問が順序だてられている。
• 死亡調査チームの特定メンバーの担当ごとにセクションが分割されている。
• 独自の書式を持たない自治体が情報を収集し、接触者との記録を残すための補助的
な書式も用意している。
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Sudden Unexplained Infant Death Investigation

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
Division of Reproductive Health
Maternal and Infant Health Branch
Atlanta, Georgia 30333

SUIDI
Reporting Form

調査データ

死亡乳児情報
性:

男

人種:  白人

性

________________________

女

生年月日

 黒人/アフリカ系

名

症例番号 ____________

_____________________

_____/_____/__________ 月齢________
年

月
日
 アジア系  インディアン/アラスカ系



住基ネット番号# ____________________

か月
ヒスパニック/ラテン系

 その他

死亡乳児の現住所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____
インシデントの発生場所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

接触した目撃者の情報
死亡乳児との関係

 継親もしくは里親
性

 実母
 医師

______________________________ 名

 実父
 戸籍係

 祖母
 祖父
 その他: ______________________________________

_________________________

住基ネット番号 #___________________

自宅住所 ___________________________
職場住所 ___________________________

自宅電話番号 ___________________________

職場電話番号 ______________

生年月日 ______/______/__________
年

月

日

目撃者インタビュー
1

子どもの養育者ですか？

図 1.1: SUIDI 報告書式は現場でのデータ収集標準化に役立つ。

基本書式は、十分なSUID現場調査を行うために必要と考えられる最も一般的な情報にあて
られている。基本書式に加え、追加可能な補足的情報書式が数多くあり、特定の現場状況
ではこの補足情報収集が求められる。補足時書式には、以下のようなものがある:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

人体略図。
救急隊へのインタビュー。
病院へのインタビュー。
ワクチン接種記録。
死亡乳児と他者との接触歴。
情報提供者との接触。
警察へのインタビュー。
検体/資料収集記録。
専門職ではない対応者へのインタビュー。
両親に関する情報。
現住所の現場調査。
現場略図。

調査機関によっては、SUIDI報告書式のいずれか、または全てに、独自の現場書式を追加
したいところもあるであろう。各調査機関には最低限、その独自書式とSUIDI書式を比較
参照することが推奨される。
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解剖施行前報告の標準化
解剖が行われる前までに、法医学者に重要な現場情報が到達しないことは、非常に良く
ある。このコミュニケーション・ギャップを埋め、解剖前に法医学者に重要な現場データ
を提供するために、今では、SUIDI報告システム(mdilog.net)を通じて、統一的な解剖前
報告（PAR：pre-autopsy report)を電子ベースで生成することができる。電子的報告シス
テムには、法医学者が解剖所見を現場調査員に報告し返して、死亡例のアップデート、検
証、および死体検案書の印刷ができるように、解剖後結論(PAC：post-autopsy
conclusions)の フィードバック・ループが含まれている。

図 1.2: 解剖施行前報告書を確認する法医学者。
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サマリー
D
1. SIDSが、仮死、先天性代謝異常や殺人などのSUIDの他の原因による死亡と、どのような
点で異なっているかを話し合ってください。
2. SIDSと他のSUIDとを見分け、死因を決定する上で、乳児死亡の現場検証がなぜ重要なの
か、その理由を述べてください。
3. 窒息死の種類―首吊り、絞頸、覆いかぶさり、息詰まり、の違いについて話し合ってく
ださい。また各々について、症例を挙げて話し合ってください。
4. 意図的および非意図的損傷との鑑別について話し合ってください。

理解度確認のための例題
1. 解剖だけが行われ、死亡現場調査が行われなかった場合、どのような死因が見分けにく
いか？
A. 覆いかぶさり。
B. 嵌り込み。
C. SIDS。
D. 上記全て。
2. 下記の記述のうち、SIDSの説明ではないと考えられるものはどれか？
A. 12か月から18か月の間に最も頻繁に起こる。
B. 解剖所見で有意な所見がない。
C. 顕著な臨床的ヒストリーがない。
D. 現場には特別な所見がない。
3. 窒息死の種類ではないものはどれか？
A. 中毒。
B. 嵌り込み。
C. ぬいぐるみによる鼻または口の閉塞。
D. 覆いかぶさり。
4. 嵌り込みによる死亡例はどれか？
A. 乳児の身体がベビーベッドの手すりとマットレスの間に挟まっていた。
B. 乳児が付き添いなく風呂場に残され溺死をした。
C. 乳児の鼻または口がぬいぐるみで覆われていた。
D. 先天性代謝異常。
5. 死亡現場調査の構成要素でないものはどれか？
A. 乳児の就寝環境に関する情報。
B. 乳児と家族の臨床的および医学的ヒストリー。
C. 遺伝、環境リスク要因に関する家族ヒストリー。
D. 解剖。
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乳児の成長と
発達
出生から1歳まで

ユニット3:乳児の成長
ユニット4:乳児の発達のマイルストーン
ユニット5:乳児の哺乳、食事と
関連するリスク

死亡調査員が取り扱うほとんどの死亡者とは異なり、乳児は自ら
を危険にさらす能力が限られている。本章では、ヒトの成長と発
達の基本的事項、および出生から1歳までの乳児期の食事に関する
問題、そして目撃者の証言や観察内容が、乳児の能力や死亡前に
取られたとされる行動に照らし、妥当かどうかを調査員が評価す
る際に、役立つ情報や技術について述べる。
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概説
乳児死亡の調査において、死亡調査員が遂行しなければならないもっとも困難な仕事のひ
とつは、それぞれの事案の膨大に及ぶ詳細情報を区分していくことである。このような区分
すべき詳細情報の中には通例、インシデント前の乳児の行動に関する目撃者証言というもの
が含まれる。調査員は乳児の月齢に基づく、獲得能力の典型像を理解していなければならず、
また目撃者が報告した乳児の行動とそれらを関連づけることができ出来なければならない。
本章では乳児の、正常および異常な成長・発達について詳述する。また、読者には米国で使
用されている最も一般的な成長曲線や発達スクリーニング・テストも紹介する。

補助的資料
SUIDI-RF（予期せぬ乳児突然死に対する報告フォーム）や、各自治体で承認されている同
様のフォームのほかに、下記の資料が参考になる：
1. Denver Developmental Screening Test-II (DDST-II). Denver Developmental Materials, Inc.,
P.O. Box 371075, Denver, CO 80237-5075, (303) 355-4729 or 1 (800) 419-4729.
2. CDC Growth Charts: United States. Advance Data No. 314, Vital and Health Statistics
of the Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Health Statistics;
2000. Available at http://www.cdc.gov/growthcharts.
3. Pediatric Nutrition Handbook. 4th ed. Elk Grove Village, Ill: American Academy of Pediatrics;
1998; 168–169.
4. Dietz WH, Stem L. American Academy of Pediatrics Guide to Your Child’s Nutrition: Making
Peace at the Table and Building Healthy Eating Habits for Life. New York, NY: Random
House; 1999.
5. Block RW, Krebs NF, Committee on Child Abuse and Neglect, Committee on Nutrition. Failure
to thrive as a manifestation of child neglect. Pediatrics. 2005;116:1234–1237.
6. Zenel JA Jr. Failure to thrive: A general pediatrician’s perspective. Pediat Rev. 1997;18:
371–378.
7. Growth Charts Training. Washinton, DC: US Dept of Health and Human Services, Health
Resources and Services Administration, Maternal and Child Health Bureau; 2000. Available
at http://depts.washington.edu/growth/index.htm.
8. Mitchell EA, Thach BT, Thompson JM, Williams S. Changing infants’ sleep position increases
risk of sudden infant death syndrome. Arch Pediatric Adolesc Med. 1999;153:1136–
1141.

本章のねらい
本章の終わりまでに、読者は、以下のような能力を身につけることができる:
1. 乳児の正常な成長と異常な成長を対比し、理解できる。
2. 乳児の成長曲線について説明できる。
3. 発達スクリーニング・ツールについて説明できる。
4. 乳児の発達のマイルストーンを応用することができる。
5. 基本的な哺乳と食事の概念を応用することができる。
6. 食事の懸念事項を説明できる。
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乳児の成長
はじめに
乳児 (0歳から12か月の子ども) の出生時体重には幅広い個人差がある。し
かし、正期産（妊娠37週終了以降に出生）の月齢1か月の男児のほとんどは、
7ポンド3オンス(3260g)から12ポンド(5443g)の間の体重であるというように、
月齢に応じた体重・身長の正常範囲というものが存在する。乳児死亡の現場
調査員は、その児の月齢から期待される体重・身長を下回っている場合、そ
れを認識できなければならない。年齢の5パーセンタイル未満の体重の乳児
は、死に寄与した何らかの基礎疾患があった可能性もある。逆に、乳児の成
長を妨げるような基礎疾患がない場合は、その児には成長を阻害するような、
環境または心理社会的な原因があり、それがその児の死亡リスクの増大に寄
与していたのかもしれない。
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乳児の正常な成長
出生時からその子どもの最初の誕生日までの乳児期は、身体的に急速に成長する時期で
ある。出生後最初の1週間で乳児の体重が減少する(出生体重の8%から10%未満)ことはよく
ある。しかし、生後2週間までに、乳児の体重は出生時体重までに戻らなければならない。
通常、生後4か月までに乳児の体重は出生体重の2倍になり、月齢12か月までに出生時体重
の3倍になる。身長も生後12か月までに50％伸びることが多い。乳児は急速に成長するため
著明に身長が伸びた後、伸びがゆっくりした時期があり、そこで体重が追いついたり、そ
の逆の現象がみられることもよくある。成長率は母乳栄養児と人工栄養児では異なる。母
乳栄養のみの乳児(人工栄養なし)は、生後3週間は人工栄養児よりも早く体重が増加するこ
とが多い。しかし、生後6か月から12か月までには、母乳栄養時の体重が人工栄養児より少
ないことが多くなる。
下表は年齢ごとの5パーセンタイルから95パーセンタイルまでの正常な成長(体重・身長)
を示したものである。 例えば、月齢2か月で13ポンド(5897g)ある女児は、その年齢では95
パーセンタイルになる。言い換えれば、この女児は、月齢２か月の女児の中で比較した場
合、100人のうち95人の子どもよりも重いことになる。まれに、乳児の成長がこの範囲から
逸脱していても、全般的にいって正常な成長をしていると判断すべきこともある。したが
って、時間をかけて全般的な成長傾向をモニターし、身長に対する体重の増加を分析する
ことが重要である。表中では体重はポンドとキログラムの両方で表示されており、身長は
インチとセンチメートルの両方で表示されている。身長（体長：length）は、乳児を寝か
せ、頭頂から足のかかとまでを測る。これに対し身長(height)は、12か月より年長の児を
まっすぐ立たせて測定したものである。
i

一人の乳児の体重、身長、および頭囲の成長を長期にわたり記録し、トラッキングする
ことは、栄養状態を評価するうえで重要である。正期産の乳児は同じパーセンタイルに沿
い成長し、例えばある乳児が４か月でその月齢の25パーセンタイルであったとすると、そ
の児は6か月時点でも25パーセンタイルまたはその近辺になることが一般的である。ある乳
児の成長率が、以前に評定された成長曲線から期待された成長率を下回っている場合、も
しくはその児の体重が常にその月齢の５パーセンタイルを下回っている場合、そして5パー
センタイル未満に落ち込んだ場合は、その乳児に成長障害がないかを評価すべきである。
常にその成長が正常範囲を逸脱している乳児もいる。成長のスパートのタイミングや成
長率に影響を及ぼす疾患は多い。例えばダウン症候群の乳児や、非常に低い出生時体重(3
ポンド5オンス、または1500グラム未満)の乳児、または早産児(在胎37週末以前の出生)出
生の乳児では、正常な出生時体重（5ポンド8オンス以上または2500グラム以上）の健康的
な妊娠週数で出生した乳児とは、異なる成長パターンになることが多い。こうした条件の
影響下にある乳児には、各々特別な成長曲線を使用する。CDCの成長曲線またはその他の特
殊な成長曲線を利用する場合は、2か月早く出生した5か月児は3か月児として観察するなど、
乳児の月齢はその在胎週数に応じて修正して利用されるべきである。
成長障害（Failure to Thrive）
成長障害(FTT)とは、乳児または幼児の原因不明の体重減少または体重増加不良をいう。
FTTは、年齢/月齢別体重または年齢/月齢別身長が複数回にわたって5パーセンタイル未満
である場合、またはその乳児の以前定義された成長曲線に基づく予想成長率を下回った場
合と定義づけられることが最も一般的である。(栄養学の専門家の中には、年齢/月齢別体
重をFTT発見に用いる場合は、身長に対する体重などの他の指数を併用すべきと考える向き
もある。) 通常、乳児はまず体重が減少し、その後身長または頭囲が影響を受ける。すな
わちFTTの乳児であれ、身長と頭囲については適切に成長していることは十分にありうるこ
とを意味する。
正期産の乳児の成長は、成長曲線上のパーセンタイルに沿っていくことが多い。予測成
長率の下降は、乳児の体重が5パーセンタイル未満に落ち込むかどうかにかかわらず、2つ
以上の主要パーセンタイル曲線を跨いで減少することによっても確認されることがある。
主要パーセンタイル曲線とは、95、90、75、50、25、10、そして5パーセンタイルを表す曲
線である。例えば、ある乳児の体重が2か月時に75パーセンタイルで、その児の4か月検診
時に25パーセンタイルに落ち込んでいたとすると、その乳児はFTTの可能性がある。さらに、
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予測成長率の減少は、その乳児の1日あたり体重増加率がその月齢の予想値を下回っている
場合にも起こる場合がある。乳児は、0か月から3か月までは1日あたり26から31グラム体重
増加し、3か月から6か月までは1日あたり17から18グラム、6か月から9か月では1日あたり12
から13グラム、そして9か月から12か月では1日あたり9グラム増加すると想定されている。
FTTでは、よく器質性または非器質性という言葉が用いられる。しかし、乳児はFTTの原因
に器質性のものと非器質性のものを持ち合わせていることもある。器質性FTTとは、正常な
栄養の摂取・吸収・代謝・排泄を阻害することが知られている急性または慢性疾患に起因す
る成長障害を指す。非器質性FTTとは、環境ネグレクト（食物不足など）に起因する成長障
害を指す。
causes
低栄養はFTTの直接的原因である。乳児は月齢に対して十分な熱量を摂取しているが、身体
的に消化ができないか､食物を効果的に利用できなかったり、食べられる以上の熱量を必要
としているといった場合もある。医師は、FTTの乳児の成長障害を改善するためにはまず、
その乳児が低栄養になっている理由を解明しなければならない。以下は、FTTの主要な原因
の一覧である。
•

•
•
•

不十分な栄養摂取
o 乳児に与えられる食物が不十分。
- 養育者が意図的に食物を控えている。
- 家庭内に食物がない。
o 乳児に質の悪い食物が与えられている。
- 大量すぎるジュースや、カロリーのみの"ジャンク"フード。
- 乳児用調製粉乳の希釈。
o 乳児の食欲低下。
- 慢性感染症(HIV/AIDSなど)。
- 慢性貧血。
o 哺乳困難。
- 脳、神経または筋肉疾患による吸啜力不足。
(口蓋裂、脳性まひ［CP］など)。
- 心・肺疾患による息切れ。
- 頭蓋骨または顔の奇形(口唇口蓋裂など)
		 - 嘔吐または逆流(食物アレルギーなど)。
乳児の腸内に食物が吸収されない。
o 慢性疾患(嚢胞性線維症、肝臓病など)。
o 腸疾患(短腸症候群など)。
食物必要量の増進(代謝亢進)。
o 甲状腺機能亢進症.
o 慢性感染症または慢性疾患(癌、心肺疾患など).
食物の利用力不足。
o 先天性疾患(ダウン症候群など)。
o 代謝性疾患(中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症[MCAD]など)。
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月齢別身長/体重の正常範囲（5-95パーセンタイル）： 女児
月齢
体重
身長
ポンド(Ibs) キログラム(kg) インチ(in) センチ(cm)
出生時
5.7-9.2
2.6-4.2
18-21.1
45.7-53.5
生後１か月齢
7-11.2
3.2-5.1
19.5-22.75
49.5-57.8
生後２か月齢
8.5-13
3.8-5.9
20.75-23.8
52.7-60.5
生後３か月齢
9.5-15
4.4-6.8
21.75-24.8
55.2-63
生後４か月齢
11-16.3
5-7.4
22.5-25.75
57.2-65.4
生後５か月齢
12-17.8
5.5-8.1
23.4-26.6
59.4-67.5
生後６か月齢
13-19
5.9-8.6
24-27.2
61-69
生後７か月齢
14-20.2
6.4-9.2
24.6-28
62.5-71.1
生後８か月齢 14.7-21.4
6.7-9.7
25.2-28.7
64-72.9
生後９か月齢 15.5-22.5
7-10.2
25.75-29.25
65.4-74.3
生後10か月齢 16.3-23.3
7.4-10.6
26.25-29.75 66.75-75.6
生後11か月齢
17-24.2
7.7-11
26.75-30.3
67.9-77
生後12か月齢
17.6-25
8-11.4
27.2-30.9
69-78.5
図はNCHS/CDC Growth Charts: 米国 http://www.cdc.gov/growthcharts より転載。
例: 米国では100人中5人(5%) の１か月女児は体重8.5ポンド以下で、5%が13ポンド以上である

月齢別身長/体重の正常範囲（5-95パーセンタイル）：男児
月齢
体重
身長
ポンド(Ibs) キログラム(kg) インチ(in) センチ(cm)
出生時
5.5-9.7
2.5-4.4
18-21.3
45.7-54
生後１か月齢
7.3-12
3.3-5.5
19.9-23.1
50.5-58.5
生後２か月齢
9-14.1
4.1-6.4
21.3-24.5
54-62.2
生後３か月齢
10.5-16
4.8-7.3
22.4-25.6
57-65
生後４か月齢
12-18
5.5-8.2
23.4-26.6
59.4-67.6
生後５か月齢 13.2-19.5
6-8.9
24.1-27.5
61.2-69.9
生後６か月齢
14.3-21
6.5-9.5
24.8-28.2
63-71.6
生後７か月齢 15.2-22.5
6.9-10.2
25.4-28.8
64.5-73.2
生後８か月齢 16.3-23.5
7.4-10.7
26-29.5
66-74.9
生後９か月齢
17-24.6
7.7-11.2
26.5-30.1
67.3-76.5
生後10か月齢 17.8-25.5
8.1-11.6
27-30.7
68.6-78
生後11か月齢 18.5-26.4
8.4-12
27.5-31.2
69.9-79.3
生後12か月齢
19-27.5
8.6-12.5
28-31.7
71.1-80.5
図は NCHS/CDC Growth Charts: 米国http://www.cdc.gov/growthcharts より転載。
例：米国では100人中5人の男児の出生時体重は5.5ポンド以下で、5%は出生時体重が9.7ポンド
以上である。
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i
成長モニタリング（乳児の体重、身長、および頭囲を時間の経過とともに記録するもの）
の基礎を理解することは、乳児の栄養状態がわかるようになるという意味で、乳児死亡調査
員にとって重要である。この能力を身につけることによって、調査員は、乳児の成長および
発達が月齢から予想される正常範囲内かどうかを確認するために適切な質問ができるように
なる。また、乳児の死亡を取り巻く状況に関わる親または養育者からの情報が正確かどうか
を、調査員が分析するためにも役立つ。調査員に正常な成長および発達に関する知識があれ
ば、その月齢の乳児にとって極めて危険な環境を特定することもできるようになる。
sta
米国では、多くの医療提供者が2000年版のCDCの成長曲線を利用している。この成長曲線
は、1960年代からアメリカ人の情報を収集してきた大規模全米調査の情報に基づいて作成さ
れたものである。これには男女別の成長曲線があり、0か月から36か月齢の子どものものと、
2歳から20歳の成長曲線もある。乳児の成長を追跡し、記録するには、0から36か月齢用成長
曲線を用いる。これには、月齢別体重、月齢別身長、体重対身長および月齢別頭囲成長曲線
がある。
月齢別体重成長曲線によって、月齢に対して低体重または過体重な乳児を確認しやすくな
る。体重対身長曲線は、成長障害（FTT）の確認に有用である。体重対身長が5パーセンタイ
ル未満の乳児は、低体重と考えられる。月齢別身長曲線は、月齢に比べて身長が低い、また
は高い乳児を確認できる。身長がその乳児の年齢の5パーセンタイル未満の乳児は、低身長
と考えられる。月齢別頭囲が5パーセンタイル未満または95パーセンタイル超であれば、発
達上の障害の指標になる場合がある。
成長曲線を用いて分析した乳児の成長は、パーセンタイルで表される。パーセンタイルは、
乳児の体重または身長が、関連の人口のうちの何パーセントより低いか、同等か、超えてい
るかを示すものである。例えば、体重がその月齢の5パーセンタイルである乳児は、同じ月
齢の乳児を100人連れてきた場合の軽い順より5番目以上の体重であり、重い順より95番目よ
りも体重が少ないことを示している。月齢別身長が50パーセンタイルの乳児は、平均身長
（同年齢の乳児の50％がより背が高く、50％がそれより低い)と考えられる。
成長曲線の使い方
乳児の体重と月齢を調べたら、体重(ポンドでもキログラムでも可)をグラフの左側縦軸、
乳児の月齢をグラフの横軸に書き入れる。乳児の体重から乳児の月齢のところまで平行線を
引くか直定規を使って線を引く。横軸の乳児の月齢から体重のところまで垂直に線を引き、
2つの線の交わる箇所のグラフ上に点を打つ。この点が、乳児の体重がどのパーセンタイル
以内であるかを示している。
乳児の体重がパーセンタイルの線上になく、2つのパーセンタイルの線の間になることは
よくある。例えば、17ポンドある9か月の女児は、10パーセンタイルと25パーセンタイルの
間になる。その場合は、間の所に当該乳児の成長のポイントを記録者が書き込むこととな
る。上手くかけるであろうか？同じ方法で月齢別身長、月齢別頭囲、および体重対身長成
長曲線を利用するが、体重対身長を書き入れる際は横軸には月齢ではなく身長が示される。
次のウェブサイトには成長曲線に関するさらに詳しい情報が掲載されている:
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/growthcharts/training/modules.
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乳児の発達のマイルストーン
はじめに
乳児は最初の誕生日を迎えるまでに、多くの発達上のマイルストーンを達
成する。発達上のマイルストーンとは、ほとんどの子どもがある月齢の範囲
内にできるようになる、一連の機能的スキルや月齢に応じた作業のことを指
す。正常に発達している乳児が特定のマイルストーンを達成する実際の月齢
は非常に多様である。例えば、乳児は11か月から14か月の間に、単独で上手
に歩行できるようになる。早産で出生した乳児は、誕生日ではなく、乳児の
出産予定日に基づいて、様々なマイルストーンに到達していく。2か月早く
出生した5か月児は、正期産の3か月児と同じ発達上のスキルがあることが期
待される。
乳児が身体部位をコントロールし活用していく過程である運動発達は、通
常頭部から足部に向けて進むという予測パターンに沿って発達していく。例
えば、乳児は定頸し頭部をコントロールすることを座位保持が可能となる前
に覚える。乳児は通常、歩行できるようになる前に、体幹をうまくコントロ
ールすることや腕を使うことを覚える。運動発達スキルは予想可能な月齢幅
で獲得していくため、親や医療提供者、または調査員は、月齢に応じて乳児
がどのような運動スキルがあるのかを推定することができる。例えば、出生
時には乳児は直立して抱かれた時、頭部を固定することができない。新生児
はほとんどの時間を背を下に、拳を握り、脚を屈曲して眠って過ごす。生後
6か月になるまでに、ほとんどの乳児は支えなして座れ、生後1年までにほと
んどの乳児は何かにつかまらなくても数秒間一人で立つことができるように
なる。
発達のマイルストーンは伝統的に５つのスキルに分けられてきた:
(1) 粗大運動、(2) 微細運動、(3) 社会性、(4) 言語、そして(5) 認知であ
る。本章ではその目的に鑑み乳児の認知的発達については取り上げず、粗大
運動、微細運動、社会および言語スキルについて記載する。
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粗大運動スキル
粗大運動スキルとは、体内の大筋肉または筋肉群(腕、脚または体幹の筋肉)を動かし、コ
ントロールする能力と定義できる。粗大運動の例には、お座り、はいはい、立つ、歩くなど
がある。
微細運動スキル
微細運動スキルとは、体内の小筋肉（手、指、首および頭部の筋肉など)を動作およびコ
ントロールさせ、特に目と手の協調が必要な作業など、より難しく繊細な作業を遂行するよ
う系統的に行動できる能力と定義できる。 微細運動スキルの例には、手を伸ばす、掴む、
手で物を操るなどが含まれる。
social
社会的スキルとは、自分の環境や世話してくれる人と相互交流をはかる能力と定義づけら
れる。
la
言語スキルとは、言語を理解し、発声、喃語、そして最終的には言葉を話すようになる能
力と定義できる。言語スキルは乳児の聴力に依存する。米国の全てtの乳児は出生時に聴力
スクリーニングを受けることになっている。
u
背臥位(背中を下にした)就寝姿勢により、SIDSのリスクは軽減する。腹部を下(腹臥位)、
または横向きに寝かされた乳児は、リスクが高まる。不慣れな腹臥位の就寝姿勢は、通常は
背中を下に寝かされている乳児が腹部を下に寝かされた時に起こる。不慣れな腹臥位は乳児
を高いSIDSのリスクに曝す。研究によれば、親ではない養育者 (祖父母、ベビーシッター、
育児サービス提供者) のほうが、不慣れな腹臥位の就寝姿勢に置く可能性が高い。通常背中
を下に就寝している乳児は、通常腹部を下に就寝している乳児よりも上半身の強度が遅れて
発達することもリスクの一因になっている可能性がある。こうした乳児を腹臥位にさせ、窒
息または低酸素状態になった場合、この児らはその状態から脱するために首を上げたり動か
したりすることができない。
乳児の発達のためには、監視者がついた おなかの時間 を
設けることが重要である。おなかの時間とは、乳児を腹部を下に寝かせた状態での遊びの時
間である。おなかの時間は、頭部の上げ方やひねり方を覚え、頸部や腕、肩の筋肉を強化す
る機会を与えることにより、正常な乳児の発達を促すものである。これによって、期待され
る時期に発達のマイルストーンに到達することを助けることができる。
D
The Denver Developmental Screening Test II (DDST-II) は、子どもの粗大および微細
運動、言語（理解と言葉によるスキルを含む)、および社会的スキルの発達を、出生から6か
月にわたってテストするものである。 これは、子どもの発達をモニターし、発達遅延や障
害がある子どもを確認するために医療提供者によって利用されているものである。乳児の死
亡現場調査員にとり、一般的な乳児の発達の知識を持っているということは、乳児の死亡を
取り巻く状況の正確な評価を行ったり、乳児が最後に生存している姿が確認された際の証言
に基づいて、安全が担保された状況におかれていたかを分析するためにも重要である。例え
ば、2か月の乳児が最後に生存している姿が確認された時にはソファに一人で座らされてお
り、その後にソファにうつ伏せで呼びかけに無反応な状態で発見されたという場合、調査員
は生後5.25か月から6.75か月よりも前には、乳児が支えなしに座れないということをあらか
じめ知っている必要がある。ソファのような柔らかい面に座らせることは、頭部のコントロ
ールがうまくできず、支えなしに座れない2か月の乳児には極めて危険な状態である。正常
な乳児の発達に関する知識があれば、調査員は乳児のスキルに関するより適切な質問をする
ことができ、そして死亡乳児の置かれていた環境の中でより注意深く調査すべき証拠物につ
いて同定することが可能となるのである。

CHAPTER 2     INFANT GROWTH AND DEVELOPMENT

37

38

SUDDEN, UNEXPLAINED INFANT DEATH INVESTIGATION

mo
乳児の発達は、定期的な乳児健診によってモニタリングされている。医療従事者は通常両
親・養育者に、乳児の発達について何か気になることはないかと尋ねる。同時に、乳児の発
達について具体的な質問もする。例えば、 お子さんはおしゃべりしますか？ などである。
医療従事者は乳児と触れ合うことで、乳児がどのような粗大・微細運動、言語・社会的スキ
ルを身につけているかを評価する。例えば、医療従事者は6か月の乳児を座った姿勢にさせ
て、乳児が支えなしに座れるかどうかをみる。もし乳児健診でのヒストリー(DDST-IIテスト
の結果を含む)や身体所見に基づいて、発達に遅延があると疑われれば、詳しい検査のため
のフォローアップが予定されることとなる。
appl
DDST-IIは米国で発達のモニタリングに最もよく利用されているものである。発達上各々
のスキルが獲得される、平均的な月齢ならびに月齢幅が示されており、それがDDST-IIの基
本的構成となっていて、乳児の月齢が底辺と上辺に記載された1枚のチャートの構成をして
いる。DDST-II には124のスキルについての確認項目があり、粗大運動、言語、微細運動、
そして社会的スキルの4つのカテゴリーに分類されている。 スキルのカテゴリーはDDST-II
の左側に列記されている。それぞれのスキルは長方形で表され、子どものサンプル集団の
25%、50%、5%および90%がそのスキルができるようになる月齢が幅で表されている。
DDST-II ではまずチャートの底辺に記載する乳児の月齢を割り出す。乳児が早産で出生し
た場合は、月齢から早く生まれてきた週数を差し引いて調整する。次に底辺から上辺の対応
月齢までまっすぐ垂直線を引く。この直線はその乳児が既に獲得したか獲得しようとしてい
る全てのスキルを横断するものである。これらのスキル獲得には幅があることを思い出して
ほしい。直線の左側のスキルはその乳児が既に獲得したスキルを表し、直線の右側のスキル
はその乳児が将来獲得するスキルを表している。次に医療従事者は、親または養育者に乳児
の年齢に照らして適切なスキルを身につけたかどうかを尋ねる。医療従事者は乳児と作業を
して、粗大、微細運動スキルと社会的スキルの一部を評価する。DDST-IIは子どものカルテ
中に成長曲線と並べて置き、子どもが6歳になるまで継続して利用していくことが望ましい。
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Type of Motor Skill
Gross Motor Skill
Lifts head and chin slightly (and briefly) when lying
on stomach on a flat surface
Lifts head (45 degrees) off surface when lying on
stomach
Lifts head (90 degrees) off surface when lying on
stomach
Holds head up steady without support when held
upright in standing position
Bears some weight on legs when held upright in
standing position
Rolls over from lying on stomach to back first, then
from back to stomach
Raises chest and supports self on outstretched
arms when lying prone on stomach
Keeps head level with body when pulled to sitting
position when lying on back
Sits without support on hard, flat surface
Stands holding onto low chair or table
Crawls or moves using hands and arms to move
across the floor
Gets into sitting position from lying, crawling, or
standing position
Pulls to standing posiition from sitting
Stands for ten seconds or more without hanging
onto anything
While standing, stoops and picks up an object
Walks alone well

Age at which Some (25%) and
Most (90%) Infants Can Do Skill
25% of infants
90% of infants
Birth
1 month

2 ¾ months

1 ½ months

3 ½ months

1 ½ months

3 ¾ months

1 ¾ months

4 ¼ months

2 months

5 ½ months

2 ½ months

4 ½ months

2 ¾ months

6 months

5 ¼ months
6 ½ months
7 months

6 ¾ months
8 ½ months
9 months

7 ½ months

9 ¾ months

7 ¾ months
10 ½ months

9 ¾ months
13 ¼ months

11 months
11 months

14 ½ months
14 ¾ months
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Type of Motor Skill
Fine Motor Skill
Keeps hands in fist (closed tightly)
Eyes or eyes and head follow object moved in an
arc about 8 inches above face to midline (straight
ahead)
Eyes or eyes and head follow object moved in an
arc about 8 inches above face to past midline
(straight ahead)
Brings both hands together while lying on back
Eyes or eyes and head follow object moved in an
arc about eight inches above face 180 degrees
Grasps (holds onto) rattle placed in hand for few
seconds
Reaches for an object
Passes object from one hand to the other
Picks up object using a raking grasp
Picks up two objects, one in each hand
Bangs together objects held in hand
Uses thumb and finger to pick up object
Puts object in cup

Age at which Some (25%) and
Most (90%) Infants Can Do Skill
25% of infants
Birth
Birth

90% of infants
2 months
1 ¼ months

¾ month

2 ¾ months

2 months
2 ¼ months

4 months
4 ½ months

2 ½ months

3 ¾ months

4 ½ months
5 months
5 ¾ months
5 ¾ months
6 ¾ months
7 months
9 ¾ months

5 ½ months
7 ¾ months
7 ¼ months
9 months
10 ¾ months
10 months
13 ¾ months

乳児の月齢ごとの発達のマイルストーン
乳児死亡調査員は、死亡現場調査において、目撃者が乳児の動作や行動を伴う出来事を述
べる場合、乳児の発達の基本(乳児がいつ支えなしにまっすぐ座れるようになるかなど)を知
っておいたほうが良い。調査員は、死亡乳児の月齢で一般的に獲得していると思われる能力
について注意を払い、面談中の目撃者の説明と照らし合わせなければならない。例えば、2
か月の乳児がベッドの端でうつ伏せの状態でマットレスとベッドの間に嵌まり込んでいるの
を発見されたケースで、目撃者がベッドの端まで乳児が這っていったのではないかと説明を
したとする。乳児の一般的な発達についての知識がある調査員であれば、乳児は通常7か月
から9か月になるまで、はいはいはしないことを知っているであろうし、その乳児の発達ス
キルについて、さらに質問すべきだということも分かるであろうし、さらにマットレスとベ
ッドについても調査したいと依頼することも考慮するであろう。このような知識は、乳児の
死を取り巻く状況を究明しようとする調査員には、非常に有益なものになりうるのである。
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1か月児の発達マイルストーン

図 2.1: 1か月の乳児
1か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% または
10人中9人)の１か月児は、以下のことができる:
• 平らな面に腹這いになっているとき、頭と顎をわずかに(かつ短時間)持ち上げること
ができる。
• 手を握り、げんこつを作っている。
• 顔の上約６インチ（１５ｃｍ）のまっすぐ上のところを弧を描いて動くものを中位線
まで目、または目と頭で追うことができる。
• 相手の微笑みに応えて、または話しかけられて微笑む。
• ベルの音に驚く、泣く、または黙るなどの反応をする。
• 泣く以外の発声をする( エー 、 アー など.)
２か月児の発達マイルストーン
２か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% または
10人中9人)の2か月児は、以下のことができる:
• 腹這いになっているとき、床から頭を持ち上げる(45度) ことができる。
• 常に拳を固く握っていることがなくなる。
• 顔の上約６インチ（１５ｃｍ）のまっすぐ上のところを弧を描いて動くものを中位線
を越えて目で、または目と頭で追うことができる。
• 親を認識できる。
• 話しかけられたり、微笑みかけられたり、触れられる前に、自発的に微笑む。
• 母音で声を出す ( ウー 、 アー 、 オー )。
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３か月児の発達マイルストーン

図 2.2: ３か月児。
３か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% または
10人中9人)の3か月児は、以下のことができる:
• 腹這いになっているとき、頭を90度持ち上げることができる。
• お座りの形で支えられているとき、頭を支えなくまっすぐ保っていられる。
• 何もしていないときには、手のひらを開いている。
• 数秒間ガラガラを手で握る(または上から掴む)。
• 声を出して笑う。
Four

図 2.3: 4〜5か月児。
4〜5か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% また
は10人中9人)の3か月児は、以下のことができる:
• 腹這いになっているとき、胸を上げ、腕を突っ張って自らを支えることができる。
• 寝返りを打って腹ばいから仰向け、また仰向けから腹ばいになる。
• 立った姿勢でまっすぐ支えられると、多少足に体重をかけることができる。
• 仰向けに寝ているとき、両手を合わせることができる。
• 目の前に置かれたものに手を伸ばすことができる。
• 顔の上約8インチ（8cm）のところを弧を描いて動くものを、180度目で、または目と頭
で追うことができる。
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腕を伸ばすか、身体をそちらに向けておもちゃを取ろうとする。
ガラガラの鳴る方を向く。
自分の手というものに注意を向ける(手の存在に気づく)。

6か月児の発達マイルストーン

図 2.4: 6か月児。
6か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% また
は10人中9人)の3か月児は、以下のことができる:
• 仰向けに寝ているとき、足を口に入れることができる。
• 固い床の上で支え（支柱)なしにまっすぐ座ることができる。
• 仰向けからお座りの姿勢に引っ張り起こされるとき、頭の位置を保っていられる。
• 自分で哺乳を始める。
• 発話をし始める。
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7〜８か月児の発達マイルストーン

図 2.5: ７〜８か月児。
７〜８か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% また
は10人中9人)の3か月児は、以下のことができる:
• 低いテーブルや椅子を支えにして、つかまり立ちができる。
• すばやく掴んで物を拾うことができる。
• 一方の手からもう一方の手に物を渡すことができる。
• 音や話を真似る。
•
バー 、 ダー 、 ガー 、 マー 、または類似の母音・子音の組み合わせを
発する。
• 口から泡を出しながら、湿った、ブルブルという音を出す。
Ni
９か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% または
10人中9人)の3か月児は、以下のことができる:
• 横たわった姿勢や、はいはい、立ち姿勢からお座りができる。
• お座りから立ち上がることができる。
• はいはいで、または手足両方を使って床を移動できる。
• 哺乳瓶を持ち、自分で指を使って哺乳できる。s.
• ２つの物を持ち上げ、同時にそれぞれの手に１つずつ持つことができる。
• はっきり聞き取れるものではない)が、ダダ・ママなどと言う。
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10〜12か月児の発達マイルストーン

図 2.6: 10〜12か月児。
10〜12か月の乳児の発達レベルは多様である。しかし、正期産の場合は、ほとんど(90% また
は10人中9人)の3か月児は、以下のことができる:
• 何にもつかまらず2秒間は立っていられる。
• 歩き始める(14.75か月までには上手に歩けるようになる)。
• 両手に持ったブロックを打ち合わせることができる。
• 親指とその他の指を使って小さいものを持つ(つまむ)ことができる。
• ちょちちょち(拍手)ができる。
• 欲しいものを示すことができる。
• 音節を組み合わせられる( ダダダ 、 ガガガ など)。
• 自分で抑揚や間合いを取りながら、ぺちゃくちゃ言ったり、または意味をなさない会話
をする。
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乳児の哺乳、食事、および
そのリスク
はじめに
乳児が食べることができるものは、その月齢や発達上のスキルレベルによ
って異なる。例えば、新生児は固形物を食べることができず、代わりに母乳
を飲むか、特殊調粉乳を飲む。発達上、新生児が固形物を食べることはあり
えない。もし早期乳児(典型的には4か月未満)の口に固形食物を入れようと
しても、乳児は反射的に舌で押し出すであろう。調査員は、様々な月齢の乳
児の食事がどのようなもので構成されているかを知り、それによって死を取
り巻く状況を評価できるようになることが重要である。調査員は、乳児が窒
息を起こすリスクのある食物に注意し、面接時に養育者にこれらの食物の摂
取についての質問ができるようにしておかなければならない。また、食物ア
レルギー、民間食事療法、および乳児ボツリヌス症などの食物由来の疾病が
乳児の死に寄与することもあるため、それらについて知っておくことも有用
である。
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t
哺乳期
哺乳期とは、乳児が食事として母乳または特殊調製粉乳のみを与えられる時期を言う。こ
の時期は通常生後4〜6か月間持続する。米国小児科学会(AAP)によると、 十分な人乳また
は商業的な特殊調製粉乳の摂取によって、乳児が生後6か月間に必要な全ての栄養素が満た
されるが、肌の浅黒い、または陽に当たらない母乳栄養児では、ビタミンDが欠乏する場合
がある とされている (Pediatric Nutrition Handbook, 2005)。
物理的に、また発達上、乳児は4〜6か月になるまで固形食物を食べることができない。こ
の時期以前には、乳児の消化器官は、まだ成長途上にある。乳児は4〜6か月頃までに舌突出
反射（舌に触れられると、舌を前や口の外に突き出す反応をする）をしなくなる。ほとんど
の乳児は、3 ¾か月までにお座りの姿勢で頭部を安定させることができるようになり、固形
食物を噛んで飲み込むために必要な協調運動を身につける。ほとんど（90％）の乳児は6 ¾
か月までに固い床の上に支えなしに座ることができるようになる。5〜6か月までには、口を
開け、身を乗り出して食物を欲していることを示すことができるようになる。また、親や養
育者に顔を背けたり身を引いたりして食物に関心がないことを示すようにもなる。
離乳開始期〜中期
離乳開始期〜中期とは、柔らかい、ピューレ状の食物が乳児の食事に取り入れられる時期
を言う。固形食物の最適な導入時期については、未だに議論がある。しかし、乳児の舌突出
反射がなくなり、非液体食物を飲み込むことができるようになるまでは、スプーンで食事を
与えることは難しい。4〜6か月を過ぎると、ほとんどの乳児で協調運動が発達し、十分ピュ
ーレ状の固形物を飲み込めるようになる。
米国では、固形食物は通常4〜6か月の間で乳児の食事に取り入れられている。最初の固形
食物として推奨されるものには、ビタミンを強化した乳児用シリアルや、ピューレ状の野菜
や果物(ベビーフードなど)がある。食物は一度に一種類ずつ取り入れるようにし、親や養育
者が食物アレルギーの徴候や症状に注意できるようにすべきである。
8〜10か月までには、窒息の可能性が低減するため、細かく刻んだ食物（指でつまめる食
物）を食べることができるようになる(Pediatric Nutrition Handbook, 2005)。この時期に
は歯固めビスケットも与えることができる。ちぎれれたり、窒息の原因になるような食物は
避けるべきである。
離乳後期〜完了期
離乳後期〜完了期とは、ほとんどの乳児の栄養がテーブル･フードから摂取されるように
なる時期を言う。この時期は一般的に10か月を過ぎてからである。子どもたちが1歳を過ぎ
ると、特殊調製粉乳をやめ、普通牛乳を与えても良い。

食事のリスク要因
窒息のリスク
4歳未満の子どもは、食物を喉に詰まらせ、窒息（閉塞性窒息）して死に至るリスクが最
も高い。 丸くて硬く、唾液で溶けにくい食物が最も問題を起こしやすい。乳児やトドラー
期幼児にはナッツ、種、ハード･キャンディー、葡萄、生のにんじん、ポップコーン、また
はホットドッグを与えてはならない。これらの食物は喉に詰まりやすい。食物を乳児の口
に詰め込みすぎた場合、食べながら走った場合、または子どもが、監督者がいない状況で
食事した場合も窒息が起こることがある。歯茎の感覚を鈍らせ、歯が生える痛みを低減す
る薬を使用することも、子どもの窒息のリスクを高める。子どもに薬を与える場合は、食
事中に注意深く観察する必要がある。口唇口蓋裂などの口腔奇形や食道奇形、脳損傷また
は脳性麻痺のヒストリーのある子どもは、嚥下障害および窒息のリスクが高い。
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F
食物アレルギーとは、食物が引き金となる過剰な免疫反応である。食物への反応は軽度
のものから致死的なものまで多様である。食物アレルギーでは、喉の痒み、胃痛、下痢、
嘔吐、息切れ、喘鳴、嚥下困難、蕁麻疹、血管浮腫（瞼、顔面、口唇、および舌の腫脹)、
またはアナフィラキシー（重症の全身反応で、低血圧や死に至ることがある）を含む様々
な症候や症状が現れることがある。大半の反応はその食物に接触した直後に現れる。その
食物に初めて曝露した際には軽度の症状でも、反復して曝露するとより重症の反応を起こ
す場合がある。乳児が以前食物に反応した場合は、その食物にほんの少し曝露されただけ
でも重度の反応を引き起こすことがある。親や養育者に、死亡した乳児に既知の食物アレ
ルギーがあったかどうかを尋ねることは重要である。よくみられる食物アレルギーには、
乳製品(牛乳など)、卵、ピーナッツ、ナッツや種、小麦、大豆、コーン、甲殻類、および
魚類がある。また、アレルギーの既往を持つ家族のいる乳児で発生頻度が高いことから、
調査員は、近親者に食物アレルギーのヒストリー(特に同胞の死亡)がないかどうかを尋ね
るべきである。
民間療法
民間療法とは、未規制・未処方、または養育者が購入または製造した薬物・栄養補助食
品による治療法を言う。民間療法の多くには薬草が含まれ、1994年の米国栄養補助食品健
康教育法により、法的には食品と考えられている。処方薬や市販薬(タイレノールなど)と
異なり、薬草製品は販売前にその効能や安全性を試験する義務がない。このため薬草製品
には、乳児に病気を引き起こしたり死に至らしめる不純物(ベンゾジアゼピンなど) が混
入していることもある。調査員は養育者に、死亡した乳児に以前民間療法を行ったことが
ないか、および死亡前24時間以内に民間療法薬を与えていないかを尋ねることが重要であ
る。与えられていた場合は、検査用に残った標本を採取する。
F
食物および水の摂取により引き起こされる疾患は、様々なバクテリア、ウイルス、寄生
虫、または毒物によって発症し、乳児、子どものみならず成人も罹患することがある。疾
患は、汚染された食物または飲料を摂取することで発症することが多く、微生物の摂取
（この場合は感染と言われることが多い）や、微生物の産生する毒物の摂取（中毒とされ
ることが多い）で起こる場合もある。乳児の食物摂取由来疾患を引き起こす微生物の例に
は、サルモネラ菌やボツリヌス菌がある。
サルモネラ菌
人工栄養児は、哺乳瓶内の特殊調製乳が室温で長時間放置されていた場合、その中
で繁殖しうるサルモネラ菌、またはその他の細菌に感染する高いリスクに曝される。
乳児の哺乳瓶は洗浄され、残った調整乳または果汁を瓶内に長時間残さないよう、特
に注意することが必要である。
ボツリヌス菌
ボツリヌス中毒症は稀だが重症の疾患で、ボツリヌス菌と呼ばれるバクテリアによっ
て発症する。ボツリヌス中毒症にはおもに3つの種類がある: 食物由来ボツリヌス中
毒症、創傷ボツリヌス中毒症、そして乳児ボツリヌス中毒症である。乳児ボツリヌス
中毒症は、ボツリヌス菌の胞子を摂取し、それが腸内で毒を放出することによって起
こる。ボツリヌス中毒症はいずれの場合も死に至る可能性があり、救急医療対応が考
慮されるべきものである。米国で毎年報告されるボツリヌス中毒症数平均110例のう
ち、72%は乳児ボツリヌス中毒症である。ボツリヌス中毒に罹患した乳児は傾眠性で、
栄養状態が悪く、便秘状態で、泣き声が弱々しく、筋緊張が弱い。これらは全て、バ
クテリアの毒性によって引き起こされた筋麻痺の症状である。未治療の場合は、これ
らの症状が進行し、腕、脚、体幹、および呼吸筋の麻痺を起こすことがある。乳児ボ
ツリヌス中毒症のリスク要因については報告が少ないが、考えられる胞子の摂取源に
は食物や埃がある。ボツリヌス中毒症の発生源であることが判明しているため、1歳
未満の乳児に蜂蜜を与えてはならない。
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要約
D
1.

2.

3.
4.
5.

あなたは生後6週の乳児の親に面接をしています。彼らは、死亡乳児はベビーベッド
に一人で、マットレスの上部中央に寝かせていたと言っています。彼らは、ベビー
ベッドの端にあった枕の上に顔を下に向けた状態でいるのを見つけたと言っており、
赤ん坊が寝返りを打ったのであろうと語っています。父親が赤ん坊をみつけたときに
は、赤ん坊は既に無反応であったとのことでした。この話で疑わしいところはどこで
すか？さらに何を聞けば良いでしょうか？
4か月の息子を亡くした母親があなたに、最後にベビーベッドにいるところを確かめ
たときには生きていたと言っています。息子はベッドに支えなしに座り、がらがらで
遊んでいたと語っています。1時間後に確認したとき、息子は顔を仰向けにして横た
わっており、息をしていなかったとのことです。この話で疑わしいところはどこです
か？さらに何を聞けば良いでしょうか？
乳児の離乳までの3つの過程は何でしたか？乳児に固形食物を食べさせ始めるのはい
つですか？
どのような固形食物が窒息の原因になりますか？食物の種類を説明し、例を挙げなさ
い。
食物アレルギーの一般的原因は何ですか？主要な原因食物の分類分けを挙げなさい。

理解度確認のための例題
1. 正常な成長について誤っているのはどれか?
A. 乳児は、離乳食を始めると、体重が月齢の5パーセンタイル未満に落ち込むこ
とがある。
B. 乳児の身長は、出生時から1歳までに通常50%増加する。
C. 乳児の体重は、通常4か月までに2倍、1歳までに3倍になる。
D. 新生児は生後1週間までに、体重減少を認めることは一般的である。
2. 以下のうち低体重と判断されるべき乳児はどれか?
A. 体重身長比が95パーセンタイル以上。
B. 体重身長比が5パーセンタイル未満。
C. 月齢別身長が25パーセンタイル未満。
D. 月齢別標準体重の50%未満の体重。
3. 以下のどの乳児の成長が異常で、問題提起されるべきか？
A. 生後1週間で体重が減少した新生児。
B. 出生時体重が6ポンド(2722g)の乳児の4か月時の体重が12ポンド(5443g)。
C. 出生時体重8ポンド(3629g)の乳児が、12か月までに24ポンド(10kg)になる。
D. 正期産で2か月時に体重8ポンド(3629g)、または月齢に対し5パーセンタイル
未満の体重の女児。
4. 成長障害の評価の必要がない乳児はどれか？
A. 体重が一貫して月齢に対して5パーセンタイル未満の乳児。
B. 体重が月齢に対して5パーセンタイル未満に落ち込んだ乳児。
C. 成長が鈍化または停止した乳児。
D. 体重が一貫して月齢に対して5パーセンタイルの乳児。
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5. 発達のマイルストーンに含まれるのは、
A. 粗大および微細運動スキル。
B. 粗大および微細運動、社会的、および言語スキル。
C. 粗大および微細運動、社会的、言語、および認知スキルと能力。
D. 粗大および微細運動、社会的、言語、および認知スキル。
6. 粗大運動スキルの定義とは、
A. 身体の大きな筋肉または筋肉群を動かし、コントロールする能力である。
B. 手、指、首、および頭部の小さな筋肉を動かし、コントロールする能力で
ある。
C. 環境や養育者と相互交流する能力である。
D. 乳児が生まれつき持っている無意識の動きや反射である。
7.

ほとんど（90%）の乳児が座位のとれる月齢は？
A. 2か月。
B. 6か月。
C. 4か月。
D. 3か月。

8. ほとんど（90%）の乳児が仰向けにも腹ばいにも寝返りできるようになる月齢は?
A. 5か月。
B. 2か月。
C. 1か月。
D. 3か月。
9. 米国の正期産の乳児に利用できる成長曲線にはどのようなものがあるか？
A. 月齢別体重、体重身長比、および月齢別頭囲。
B. 月齢別体重、月齢別身長、および体重身長比。
C. 月齢別体重、月齢別身長、体重身長比、および月齢別頭囲。
D. 月齢別体重。
10. 米国の大半の乳児と比べて異なる成長パターンの乳児はどれか？
A. 風邪を引いたばかりだが、通常は健康な乳児。
B. 妊娠28週で出生した乳児。
C. 出生時体重が6ポンド(2722g)の乳児。
D. 妊娠40週で出生した乳児。
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CHAPTER 3 INTERVIEWING PSYCHOLOGY

第三章
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面接の心理学
基本的な面接のコンセプト

ユニット 6: 面接における注意点
ユニット 7: 内容や行動の分析
ユニット 8: 調査のための面接

死亡現場調査におけるストレスや不安は、死亡者が乳児の場合は
増大する。多くの目撃者、多くの機関、現場、養育者らによって
混乱した状況が生じる。本章では、目撃者へ面接する際の心理学
的な考察事項を述べるとともに、面接と尋問の大きな違いについ
ても述べる。この二つは、情報収集方法として全く異なるもので
ある。
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概要
本章では、両親およびその他の目撃者に調査目的の面接を行う際の、基本的に行うべき事
項を中心に述べる。この中には、乳児を最後にその場に置いたとされる人物（プレイサー）、
最後に乳児が生存していたことを確認したとされる人物（LKA)、および乳児が死亡している
か、無反応のところを発見したとされる人物（ファインダー）と、調査員との間の全てのや
り取りが含まれる。さらに、データ収集方法とその器材についても言及している。

補助資料
次のような補助資料が推奨される
1. Ekman P. Emotion in the Human Face. Oxford: Oxford University Press; 2005.
2. Fleisher WL, Gordon NJ. Effective Interviewing and Interrogation Techniques. San Diego:
Academic Press; 2002.
3. Wilson C, Powell M. A Guide to Interviewing Children. New York: Routledge Press; 2001.
4. Schafer JR, Navarro J. Advanced Interviewing Techniques: Proven Strategies for Law
Enforcement, Military and Security Personnel. Springfield, Ill: Charles C. Thomas; 2004.
5. Rabon D. Interviewing and Interrogation. Durham, NC: Carolina Academic Press; 1992.
6. Esposito, L. SIDS Center of New Jersey (various educational materials developed).
2005.
7. Bronheim S. Infusing Cultural and Linguistic Competence into the Multiple Systems
Encountered by Families Following the Sudden, Unexpected Death of an Infant. Washington,
DC: National Center for Cultural Competence; 2003.
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本章のねらい
本章の終わりまでに、読者は以下の能力が身につけられるようになる
1. 面接と尋問とを区別することができる。
2. 文化の違いが面接にどのように影響するかを説明できる。
3. 内容や行動について分析できる。
4. 面接の計画を立案できる。
5. 面接を行うことができる。
どの作業も、プロフェッショナリズムに基づき、慎重なやり方で法、条例、習慣に従って
行わなければならない。
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面接における注意点
はじめに
既に強調したように、予期せぬ乳児の突然死は家族にとって悲劇的な出来事であ
る。このような悲しみを味わった家族や養育者には、その悲嘆に細やかに配慮した
調査がふさわしく、そして面接を受ける際にはそのような配慮を尽くしてもらう権
利がある。非難的なものや、彼らの抱く感情に鈍感な調査は、適切ではない。
調査委員に最も役立つ資質は、好奇心と真実を知りたいという欲求である。訓練
のこの部分では、面接の手法、ならびに必要なデータを入手するためにはどのよう
な相互関係を築くべきか、そして入手した情報の質の評価方法について取り扱う。
文化という問題は、どのように他人と関わり、どのようにその行動を評価するかを
決定する際の重要な要素である。文化がどのように面接方法に作用するかを理解す
ることは、そのやり方と入手情報について納得のいく適切な結論を下すために、非
常に重要である。
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i
面接と尋問という用語は、置き換えのきかないものである。定期的に、尋問という概念
には、個人への質問の仕方として理不尽で不適切な、いわゆる第3級犯罪またはその他の
虐待的行為の影がつきまとうという懸念が寄せられるものである。この、まったく別々の
手法は、面接者と調査員の間に文化的な違いが認識される場合に、特別な関連性を持つこ
とがある。
面接とは、一般的には不正確な情報を提供する意図や動機もない人物から情
報を収集するものである。面接とは、特定の目的を念頭においた、計画的な会話である。
一方、尋問の目的は、その人物が調査中の事柄について責任があるか、関与しているかを
認定するため、その個人から情報を入手することである。面接と違い、これは嘘を述べる
ことで利益を得る可能性のある個人から情報を引き出すためにコントロールされる会話で
ある。
異文化間の配慮
文化とは、思想、情報伝達、言語、信念、価値、慣習、習慣、祭祀、交流方法、役割、
関係性、および人種、民族、信仰、霊的信仰、社会性、または政治的グループ等において
予期される行動を含む、人間集団の行動様式の総体であり、次世代にその様式を伝える力
を持ったものであり、そしてそれが力動的にごく自然に行われるものである(Cross,
Bazron, Dennis, & Isaacs, 1989)。個人や集団の多様性を反映した文化的要素の影響力
は、人種や民族性をはるかに上回る。その要素には、言語、国家の起源、部族または族間
の関係、性別、年齢、教育、識字率、社会経済的ステイタスや地位、性的指向や性的アイ
デンティティー、宗教または霊的信仰、地理的または地域的様式、法的立場、文化変容お
よび同一化を含むが、もちろんこれらの他にも多くの事柄が含まれる。例えば、十代の母
親を面接する中年男性は、潜在的な異文化間コミュニケーションに関わっていることにな
る。
異文化的状況で上手に面接を行う面接官になるには、お互いの文化的信念、価値観、
行動、および前提と、異文化の人々のそれらに関する注意と知識を必要とする。この注意
を怠ると、面接官は他人の行動やかかわり方を、その意味において不正な前提のレンズを
通してみることになり、面接の進行にバイアスをかけ、それが不正確な情報や結論につな
がるリスクをおかすことになる。さらに、他人の習慣や慣習を無視する面接官は、深刻な
文化的無作法を働くことになり、良い面接に必要な信頼感を著しく損ねかねない。異文化
に関する知識不足による無神経で侮辱的なふるまいは、面接の進行を損ねる場合がある。
自分自身の文化的レンズをどう理解するか
自分自身の文化的信念、価値観、そして風習は、非常に自動的で自然− それはそうい
うものだ であるため、認識するのが難しいことが多い。通常、人は別の文化に出会って
初めて自分の文化を意識する。したがって、他文化集団を経験する機会を作ることが、良
い面接官になるための一課程になる。良い面接官は、自身の信念、価値観、および慣習に
ついても時間をかけて検討する。以下の質問は、(全てを網羅したものではないが))面接
に作用する可能性のある自分自身の文化的事柄について確認する一助になるかもしれない。
自分は以下の事柄についてどう思っているか...
1. 人は悲しい出来事があった時、どのように行動すべきであるか?
2. 自分の宗教および文化的観点から見た死とはどのようなものであるか?
3. 適切な家庭像とはどういうものか(既婚/未婚の親などをどう思うか)？
4. 良い育児"とはどういうものか?
5. 秩序だった家とはどのような家か?
6. 見知らぬ人、権威のある人、または異性に対して、どのように対応すべきか？
7. 自分とは社会経済的立場が異なる人（より豊かな人物や貧しい人物など）に対して、
どのように対応すべきか?
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8. 真実を述べるとき、人はどのように行動すると考えているか?
9. 家庭における男性、女性、および子どもの役割とは何か?
10. 年齢が異なる人(年上、子ども、十代など) に対して、どのように対応すべきか？
11. 母国語の異なる人物へは、どのように対応すべきか？

異文化の学び方
担当地域に住む集団の文化的信条、価値観、および慣習について知ることも、面接の準備
の一部である。最も有効な戦略は、様々なコミュニティの個人や組織について確認し、知識
を身につけておくことである。特定の集団との業務に関する異文化間問題について、生の情
報を伝えてくれる文化の仲介者と関係を築くことも役に立つ。

文化の仲介とは、衝突を軽減するため、または変化をもたらすために、異なる
文化背景を持つ集団や個人間の橋渡し、連絡、または仲立ちをする行為である
(Jezewski, 1990)。
文化の仲介者は、自分自身の文化や、死亡現場調査にまつわる文化やシステム
をよく認識していなければならない。その人物は、面接者が、面接実行に影響を
与える信条、価値観、慣習、および習慣について学ぶことを助けることができる。
文化仲介者は面接者が、目撃者や主要な情報提供者との信頼感を損ねたり協力体
勢を損ねるような、文化的な問題の失敗をしないように助けることができる。

技量に長けた面接者は、面接を気持ちよく受けてくれるか進んで協力するかにも影響しか
ねない、地域内の他の文化集団の健康に関する慣習、死者の取り扱い方（解剖、死体に触れ
ても良い者など）に関する宗教的信仰、および健康、子どもの福祉、および警察機関に関す
る偏見や差別の歴史についても学んでいるものである。
面接に入る前に、自分自身の面接をうける者に対する文化的先入観についてや、異文化間
の問題に関し、あらかじめ確認することができるようにならなければならない。その際には
相互交流の方法やふるまい方についても評価をしておく必要がある。これは、不適切な異文
化間解釈が入り込むことを避けながら、面接の交流から得た重要な情報を利用しつつ報告の
結論を伝え、入手した情報を評価するという、慎重さを要する一連の流れのである。死亡現
場調査員が所属する組織は、調査員へ情報や異文化学習の機会を提供し、そしてそれを組織
の構造および実務の一環とするべきである。

就学前の子どもの面接 (5歳まで)
幼い子どもは、関連性のある情報と関連性のない情報を見分けることが難しい場合がある
ため、出来事についての説明はとりとめがなく、ばらばらになる傾向がある。注意力が持続
する時間が短く、一度に一つのことにしか集中できない。考えを一つのまとまりに統合する
ことが難しい。情報や出来事を思い出す能力は、短期、長期、感覚的なものがあるが、いず
れも未発達である。
非常に幼い子どもは知覚も未発達で、それが聞いたことなのか、見た
ことなのか、または他人（親、きょうだい、大人など）が言ったことなのかが区別できず、
それが問題になることも多い。現実と空想を区別することが難しいこともある。調査官は、
幼い子どもでも嘘をつくことができるということも理解しておかなければならない。しかし、
嘘を裏づけることは、一般的にはできないものである。
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学童期の子どもの面接 (5歳から17歳)
子どもの年齢が進むにつれて、語彙も増えて言語能力が向上するが、これは同年代の集団、
親、および子どもが交流するその他の子どもや青少年から受ける影響が強い。
幼い子ども
が抽象的な概念というものを使えるようになっていく発達過程は、年齢とともに進む; しか
し、この概念は単純で表面的な傾向がある。彼らの、考えや出来事を思い出す能力は、成長
につれて向上するが、性別に基づいた基準と合致する傾向がある。
大人からの"分離"を図
り"アイデンティティー"を確立していくために、虚偽の報告がなされることがよくある。こ
の年頃の子どもは、 道徳的"か"不道徳的"か、または"正義"か'不正"か、ではなく、"正し
い"か"間違っている"か、と言う概念に合わせる傾向がある。
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死別と悲嘆についてより詳しく考察する

子どもを亡くした時、両親を包む悲しみの特徴は、計り知れない喪失感、悲哀、
そして失敗感である。両親は、何らかの形で自分が子どもを死から守ることに失敗
したとみることが多い。調査員は、調査手続きの際、まず亡くなった乳児の両親の
カウンセリングという繊細な作業から開始することが重要である。
乳児の死が、
両親にとって初めての死の経験である場合もある。それがいつまでも両親の罪悪感
を引き出し、些細な不備が大きなことに感じられ、怒りを増大させ、家族の機能に
多大な影響を与えることもある。この赤ん坊への望み、計画、そして夢はすべて打
ち砕かれたという感覚とともに。(McClain & Mandell, 1994)。 死は究極の別れで
あるため、両親はもう一人子どもを産もうが、亡くなった子の前後に生まれた子ど
もがいようが、その子どもを失った空虚感を埋めることが出来ない。
熟練したカ
ウンセリングは、両親がうまく悲嘆と折り合いをつけていく上で、計り知れない効
果をもたらす。この介入は、両親自身にも多くの利益があるほか、その家族やコミ
ュニティにとっても、現在、将来を通じて利益がある。悲嘆そのものと同じく、カ
ウンセリングにも多くの段階があり、時間をかけて行わなければならない。 医療
専門職は、前もって以下の段階を参考に準備を行っておくことが望まれる。
子どもと死別した親へのカウンセリング: 基本スキル

1. 赤ん坊の生と死の話に耳を傾け寄り添う; 両親の文化的背景の中で、彼ら
の悲嘆の表現に注意を向ける。
2. 同情の気持ちを伝える。
3. 死因、家族の成り立ち、家族の異動についての知識を得ておく。
4. 以下の分析をする:
a) 自殺念慮や、そのリスクを含む家族構成員の悲嘆への反応。
b) ソーシャルサポート・ネットワークの利用可否および適格性。
c) 死因についての家族の知識と理解。
悲嘆のプロセスについて前もって情報を提供し、どのように悲しみを表現
し、今後数日または数週間にどのようなことが予想されるかを説明する。
5. グリーフセラピー（コミュニティーの保健所、ソーシャルサービス・プロ
6.
グラムなど）への適切な照会。
死亡状況によっては、両親は医療専門職、警察捜査員、監察医、検視官と接触す
る場合もある。彼らの反応は死亡状況の如何や、関係専門職の繊細さやおしつけが
ましさの如何によって変化する(Longchamp, Hall, & Arnold, 2003)。従って、現
場で最初に出会う専門職である調査員が、調査時の会話や行動を通じて、両親に居
心地の悪さを感じさせずに、プライバシー尊重の感覚を与えることは重要である。
McClain M, Arnold J, Longchamp E, Shaefer J. Bereavement Counseling for Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)
and Infant Mortality: Core Competencies for the Health Care Professional. McLean, V: Associa tion of SIDS and
Infant Mortality Programs; 2004: 13–18. より引用
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面接者と交わした会話の内容・
面接時に認められた行動につき
評価する
はじめに
言葉によるコミュニケーションというものは、小児期に学習し始める言語の、
解釈や基本構造というものが基礎となっている。この構造は小児期の間に強く
刷り込まれるものであるが、絶えず変化する状態にあるものでもある。このよ
うな変化の例としては、ティーンズから青年期にかけての時期に、構文および
単語の著明な変化が見られる（いわゆる若者ことば）。成人においてさえ認め
ることもあるこの口話の変化というものは、我々が他者の発したメッセージに
どのように反応するか、そして我々が他者へ送ったメッセージにその人たちが
どのように反応するかということの再解釈の結果、生じるものである。目撃者
に面接する調査員は必ず、交わされた会話内容や、認められた行動をどのよう
に評価するのか、ということに関しての基本概念を理解しておかなければなら
ない。
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会話内容および面接の際の行動を評価するとはどういうことか
わされた会話内容だけではなく、言外の様子というものはしばしば、目撃者の情動状態と
いうものをつまびらかにし、目撃者が選択した言葉よりも多くの意味を伝えることも多い。
言外の様子には、(1) 目撃者の口調(声の高低など); (2) 会話の音量; (3) 会話の速度; (4)
中断や沈黙の頻度や長さ; および(5) 非病的な吃音や口ごもりを含む、たどたどしい場面が
増加する などが含まれるであろう。
目撃者が会話をする際に強いストレスを感じていたり、場合によっては虚偽の内容を伝え
ようとする場合、 (1) 奇妙な、または通常とは異なる構文(単語の組み合わせ方)を用いた
り、 (2) 不正確な形で言葉の選択が行われたり、(3) 与えられた質問に対応していない返
答をしたり、といったことがみられる場合がある。解釈というものは様々な要素によって影
響を受けるものであり、時には調査員が目撃者の見解を誤解釈したり誤って特徴づけた結果、
目撃者が調査員を欺こうとしている、と思い込むこともある。身振りはおそらく最も古くか
らある会話形態である。目撃者は、顔の表情、身体の動き、アイ・コンタクト、手の動き、
服装、髪型、パーソナルスペースの距離感、および家具の位置に至るまでの幅広い非言語ジ
ェスチャーをもって、他人にメッセージを伝える場合がある。
非言語的な行動は、正直さ、信頼度、誠実さを計る上で重要なメカニズムである。我々は
ジェスチャーよりも言語を選択するように教えられるが、研究によれば、我々は言語メッセ
ージよりも非言語メッセージの解釈をより信頼していることが示されている。対面会話によ
る情報の大部分は、顔のジェスチャーから得られている。
会話内容（言外の様子）の評価
面接者が強いストレスを感じていることを示唆する言外の様子
• 口調
• 声の大きさ
• 会話の速度
• 中断と沈黙
• たどたどしくなる

思い込みの要素
調査員は、目撃者の情報の正確性への信頼を損ねてしまいうる要素に常に注意を払うべき
である。これらの要素の中には、目撃者の (1)情報選択の限定性; (2)予期; (3) 偏見, 先
入観, および調査員側のニーズ; (4) 心理的ストレス; (5) 生理的苦痛; (6) 環境的要件;
および (7) 人間の記憶力の限界、などがある。

目撃者の情報選択の限定性: 人間が一度に見ることのできるデータ量は限られている。調査
員は、乳児死亡の発生時、その死にほとんど、または全く無関係な出来事について、目撃者
に説明を求める必要性があるが、うまく説明が得られないということはよくある。
目撃者の予期: 目撃者は、乳児の様子、匂い、感触がどのようであったかを説明すること
ができるが、あらかじめ入手していた情報と、出来事と関連させて考えてしまうかもしれな
い。

偏見と先入観: これらは、他者の行動をこうであろうと思い込んでしまう、という問題で、
多面的な要素が含まれるものである。目撃者の みんな同じように見える という主張は、
問題となっている集団にしか関わっていない場合に限って言えば、実際に根拠があるかもし
れないのである。目撃者の中には、社会的なイメージで身体的特徴（唇の厚さ、目の離れ方、
鼻の広さ、身長、体重、髪の長さや髪型、服装など）を捉えてしまう傾向にある者もいる。
特にその集団にありがちな外見・体格をしていた場合、より当てはめて捉え、確信してしま
いがちな傾向がある。死亡現場調査員は、調査においては、自分自身の偏見や先入観による
見方を自覚しなければならない。常にプロフェッショナリズムを維持すべきである。情報は
中立的態度で収集し、乳児の死に関するあらゆる可能性を考慮に入れるようにすべきである。
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心理的ストレス: 人は自らの感覚を、他人をみる際の認知に投影する傾向がある。最近の
研究では、深刻なストレスを経験している人は、よりストレスの少ない状況にいる人より
も、同じ出来事の報告において細部の正確性が劣ることが判明している。
生理的条件:(1)疲労、 (2)視覚的問題、 (3) 聴覚的問題、(4)その他の感覚障害
この条件に含まれる。

などが

疲労: 24時間睡眠をとっていない人からの知覚的情報は、注意して評価しなければならな
い。36時間睡眠をとっていない人からの情報は信用できない。
視覚的問題:解剖学的に網膜が感知した像とそれを解釈する、という間柄は基本的に曖昧な
ものである。その曖昧さは、世界は三次元であるのに対し網膜は二次元であるところから
生じている。
•
•
•

像を凝視した後には、残像が残る。
像が自然に変わっていったとしても、変わっていないように認識しがちである
近視・遠視、夜盲、単眼視力、および色覚異常の結果、視覚的な問題が生じてしま
っている場合もある。

聴覚的問題: 目撃者の聴覚に問題が生じていた場合、速度・距離・方向というものを把握す
る能力が影響を受けていた可能性がある。その他には特定音域聴力障害、耳鳴り、加齢性聴
力障害などがあった場合にも影響を受ける。
その他の感覚における問題: この障害には、(1) 4つの基本的味覚刺激（甘味、塩味、酸味、
苦味）をふくむ味覚; (2) 6つの原臭（芳香、エーテル臭、刺激臭、腐敗臭、樹脂臭、およ
び焦臭）をふくむ臭覚、および (3)圧覚、痛覚、冷覚、温覚をふくむ触覚が含まれる。
環境条件: 環境上の、(1) 出来事を目撃した時間; (2) 照明条件; および (3) その他の気
を散らすような条件 といったものによる思い込みが生じる場合もある。
観察期間: その出来事を目撃した時間は、直接的にその認知の正確性につながる。
照明条件: 目の網膜を刺激する視覚情報量によって、認知力が限定される場合がある。さら
に、周囲の照明は、色覚の正確さにも影響する場合がある。
気を散らすような条件：
生じる場合がある。

(出来事が生じた場面の)周囲の騒音によって情報における誤りが

非言語行動の評価
N
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アイコンタクトと目の動き: ストレスへの反応の中には、過剰な瞬き、凝視、またはアイコ
ンタクトの維持ができない、などが含まれる場合がある。
左右非対称な表情: 左右非対称な表情とは、バランスの取れていない表情のことである。顔
の左右片方の表情がもう一方の表情と一致しないというような場合である。これは一方の筋
肉がもう一方の筋肉よりも強く緊張しているためで、ストレスを感じている人が感情を偽ろ
うとする（無関心を装うなど）時、この感情を制御しようとして筋肉を過屈曲してしまう傾
向にあるためである。その結果、一方の筋肉が過緊張し、左右非対称な表情になるのである。
口および口唇の動き:ストレスへの反応には、歯軋り(歯を摺り合わせる)、歯を食いしばる、
しかめっ面をする、口の内部や唇を咬む、口を固く閉じる、唇を吸う、または物を吸うなど
が含まれることがある。
鼻でみられる反応: ストレスへの反応には、小鼻を膨らませる、および鼻に触ったりつまん
だりすることが含まれる場合がある。
ストレスへの自律神経の反応
自律神経の反応は、殆どの人が制御が困難または不可能な行動である。これらの反応の例は、
瞳孔の拡張やマイクロジェスチャーなどに見られる。
瞳孔の拡張: 研究によって、ストレスを与えられると瞳孔が拡張することがあることがわか
っている。瞳孔拡張は、闘争・逃走反応の一部、または汎適応性症候群(Selye, 1956)にお
いて認められるものである。しかし、面接・尋問といった場面においては、この現象は、肯
定的なストレスにも否定的なストレスにも関連づけられるものである。従って、この反応の
意味を解釈することは難しい。
マイクロジェスチャー: Paul Ekman (1985)の研究によると、マイクロジェスチャーとは1/4
秒未満しか持続しない無意識の反応で、（1）苦痛、（2）恐怖、（3）怒りを表す信号である。
苦痛: この反応は、恥ずかしさ、侮辱、罪悪感、決まり悪さ、などの感情に連動することが
あり、眉の内側だけが上がることによって示されることがある。この動きを意識して再現し
ようと思っても、再現できるのは全体の15％未満である。
恐怖: この反応は、眉がいったん上がってまとめて下がることで示される。
怒り: この反応は、口唇の赤い端の部分がすぼめられ、きつく締められることによって示さ
れる。
非言語行動の解釈における問題
意識的に制御できる身振りおよび行動は、ストレスの指標としては信用できない。身振り
における使い方や意味は文化によって大きく異なる。例えば、直接的アイコンタクトが誓約
や誠実さを意味する文化もあれば、敵意のある威嚇とみなされる文化もある。
共通の文化圏や血縁にある人でも、身振りによるジェスチャーや行動には殆ど一貫性がな
い場合もある。集団内の文化の差異が、集団間の差異と同様に大きい場合もある。例えば、
同じ国の同一のコミュニティで生まれ育った人でも、米国内の異なる場所に住むことによっ
て、完全に異なる身体的ジェスチャーを身につける場合もある。
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目撃者証言の正確性を評価する
生存した家族および目撃者の証言を評価することは簡単な仕事ではない。
面接では偽証の基本的な徴候を簡単に見逃したり、緊張、ショック、不信、およびその他の
危機に瀕した感情を偽証と誤解することもある。面接では、面接に影響しかねない彼らの反
応や先入観を、時間をかけて評価するよう心がける。
親は事実の証言よりも、感情的な言葉でもって、怒りや自己非難の気持ちを表現すること
がある、ということを認識しておくことは極めて重要である。母親または父親は、 全て自
分のせいだ と言ったり、 わたしが子どもを殺したのだ！ とまで言ったりすることもよ
くあることを、調査面接員は知っておかなければならない。反応は慎重に評価すべきで、面
接員は結論に飛びつかないように気をつけなければならない。罪悪感を抱くことは予想でき
るものであり、乳児や幼児の死が関わる事件ではよくあることである。これらの発現は記録
すべきであるが、面接が進み詳細な分析を行う段階までは、調査員は判断をくだしてしまう
ことを控えるべきである。
それでも、調査員は偽証が行われた場合は見破れるようでなければならない。証言を評価
する最良の方法の一つは、Joe Navarro (Schafer & Navarro, 2004) が、Four Domain
Model of Detecting Deception（偽証発見の4つの領域モデル）と呼んだ方法を用いること
である。このモデルは、単一の非言語表現や言語表現に特定の意味を与えるものではなく、
行動の様式や行動の全体的なパターンによって、偽証を発見する課程を単純化したもので
ある。4つのカテゴリーは以下のようなものである:

1. 快適/不快:面接を行っている際に目撃者が安心と感じる領域（コンフォートゾーン）と
いうものを評価することは、目撃者の反応というものが真正であるかどうかを判断する
うえで重要な過程となる。安心で不快でない状況というのは、姿勢; 缶、机上の小物、
家具などの死亡調査員と面接者の間に置かれている障害物; 神経質になっていることを
表すピクつき; そわそわした様子や上の空の様子などである（もちろんこれに限定され
るものではない）。通訳者を介する場合、事前準備や面接時の報告の一部は、この問題
の対処に充てる。
2. 強調:人は面接を受けている時、様々な行動を取るが、言葉、声調、および発言内容とい
うものに関して、どのような形で強調がなされているかを認識し分析することが重要で
ある。
3. 同調性: 複雑な文化的要因や個人差にもよるのであるが、死亡調査員と目撃者が目と目
を合わせているか、またこの両者の関係が面接の流れにどのように影響しているか、と
いうことを確認しておくことは重要である。不快/偽証を示すアイコンタクトや身振り
というものと、文化的行動を誤解しないことが重要である。

4. 認識管理: 混乱した状況においても、どの目撃者が嘘をついていそうか、どの目撃者が
真実を言っていそうか、ということを判断することが必要である。認識管理には身振り
と語義に特別な注意を払うことが含まれる。このモデルにおいて、4つのカテゴリーの
うち2つ以上の領域でうまく評価を行い得ないということは、稀ではない。しかし、こ
れらのカテゴリーで気になる反応が複数ある場合は、この目撃者に対し、追加的フォロ
ーアップを行う必要があるとチェックをしておく必要がある。

目撃者証言の個別構成要素を検討する
死亡調査者は、目撃者のどの発言も当然のものと受け止めてはならない。目撃者が数分
前に言ったことをひるがえすことは極めてよくあるが、これは調査者が評価判断を行う上
での情報の一つとして、一貫性をもって受け入れるべきである。また調査者は面接を行っ
た時刻を記録しておくべきである。回答は、面接時間の長さによっても、午前、午後、お
よび夕方の自然な気分の移り変わりによっても変容するものである。
得られた発言の中の主要要素はなんであったかということを判断する一方で、目撃者の
性格や態度、または目撃者全般についての判断を急がないようにするべきである。これは、
調査員に観察能力を発揮するなと言っているわけではなく、常にその能力を確認せよとい
う意味である。
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各要素につき、他の情報源から得られた証言との比較検討を行う
第一目撃者の証言と他の目撃者の証言や他の情報提供者の情報とを、互いに比較するこ
とは重要である。複数の目撃者へ面接を行う場合、同様な内容の適切な質問を行い、その
回答を比較する。
真実を述べる際のスタイル: 養育者の質問への反応、声の調子、話す速度、アイコンタク
ト、身振り、訥弁、および質問に答える際の中断の頻度や長さというものにはスタイルが
ある。身振りには文化的差異があり、調査員は対象集団のその差異について熟知している
べきである。調査員がある題材についての身振りの意味に確信が持てない場合は、この疑
念を記録しておき、最終報告を行う前に、フォローアップ調査を行うべきである。入国管
理状況に関する要素も考慮に入れておく。面接を受ける者は、面接を受けることによって
入国管理状況に影響がでるのではないかと懸念する場合も考えられ、従って就業場所、社
会保障番号などの情報を隠したいという形で、面接に影響を与えている場合もある。さら
に調査員と異なる言語を話す目撃者の場合には、言語的な情報というものを判断すること
が難しい場合もある。例えば、言葉の意味が音の組み合わせだけでなく、声調の抑揚によ
っても決定される声調言語（たとえば中国語）では、口話の意味の判断をしにくくなる。
口話の手がかりを理解するには、通訳者の専門知識が非常に貴重である。
近接学的距離（距離的な要素）、身振り、および文化的感受性というものを考慮に入れる
近接学的距離と身振りというものは、被面接者を評価したり、彼らにどのように接する
かを決定したり、得られた証言を評価する際に役立つ。近接学的距離とは、人が他人と一
緒に立つ、あるいは座る際の距離のことであり、親密度を表す距離感であったり、社会的
な距離感であったり、公的・私的な距離感であったりというものを表すものである
(Schafer & Navarro, 2004, p. 73)。身振りとは、人がどのように自分の姿勢を保つか、
または胸の前で手を組む、アイコンタクトをするかしないかなど、取られた身体的状態を
指す。
文化的要素を考慮する場合、調査員は偏見を持たないようにすべきである。調査員に目
撃者の文化的背景に関する知識がないために、誤解が生じてしまうことはよくある。文化
的および民族的背景が、近接学的距離や身振りに影響することもあるため、目撃者の関わ
る文化的背景を知り、文化的または特殊な必要性を評価することが重要である。例えば、
ラテン系の女性は、はしたないとされているため直接会ってのコンタクトをしない場合が
ある。中東の男性は、文化的信念と男女観から、女性と一緒の部屋で面接を受けることを
選択しない場合がある。調査員は、面接前に目撃者の近くに立ったり座ったりして、身振
りから受ける反応を評価し、様子を推し量るようにすべきである。
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調査面接
はじめに
死亡調査員は、面接を受ける人から自由な発言が得られるように促し、そし
て彼/彼女らが出来事に関しての説明を終えた際に疑義があれば、それを明確に
するように質問を行う必要がある。面接員は、攻撃的に感じられてしまうこと
がないような形で積極的に、面接の際に説明を加えたり質問を構築し、面接の
主導権を握る必要があり、そのようにすることが求められるのである。養育者
が段階を追って、起こった出来事の説明ができるように面接を組み立てること
によって、面接で関連情報が得られる可能性が非常に高まる。本章では、調査
面接の基本的な3段階について説明する。
導入の段階（the entry phase）は、被害者、もしくは被害者と目撃者の両者
が、損傷を負うことになった事件と、どのようにして関わることとなったかにつ
いて、語ってもらう段階である。予期せぬ乳児の突然の死亡（SUID）においては
、プレイサー（乳児を最後に出来事の場においた人物）とファインダー（乳児が
死亡しているのを発見した人物）が、各々の行動をするに至った事情（注：プレ
イサーであれば乳児を出来事あった場に置くに至った経緯、ファインダーであれ
ば、見つけるに至った経緯）、各々の行動がいつ行われたのか、そしてどこで、
なぜこの行動が行われたかを聞く段階にあたる。
出来事につき聞く段階（
the event phase）は、プレイサーとファインダーが
それぞれの行動を取った際、まさに何をしていたかということを聞く面接段階で
あり、これらの行動が正確にいつ、どこで行われたか、またなぜ他の誰でもなく
このプレイサーとファインダーがそのように関わったか、についてのものである。
残念ながら殆どの面接員が、面接を行う際にこの段階のみしか聞き取りを終えて
いないことが多いという段階でもある。
現場から離れた経緯につき聞く段階（
the escape phase）は、目撃者が調査中
の事柄から離れよう、現場を去ろう、または逃走しよう、もしくは助けを呼ぼう
と決心した時点につき聞く段階である。
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SUID事例の面接を行った経験のない人は、面接はトレーニングを積まずとも当たり前のよ
うにできるものであるととらえがちである。経験豊富な司法医学の死亡現場調査員なら、
事前に面接を計画しておくことが成功に貢献することの必要性はよく認識しているであろ
う。現実的な目標と目的で構成された面接計画をたてておくことは、乳児の死亡現場調査
（DSI)に非常に役に立つ。
担当地域の、監察医･検視官関連法規をレビューし、理解しておく
米国には2,285ほどの郡または監察医行政区または検視官管轄区がある。州はたいてい
監察医が主である州 もしくは 検視官が主である州 のどちらかであるが、州によって
は監察医と検視官の双方が郡ごとに区切られた１つの郡の活動を行っている州もある。監察
医または検視官の必要要件も各州によって大きく異なっている。法医病理学の専門医資格が
必要な州もあれば、管轄区民の投票を経て監察医/検視官の任官が決められる州もある。
乳児死亡調査員は、調査を行う州での法医学体系、死亡調査法制度を知って理解しておか
なければならない。州法によって、調査および解剖が必要な死亡のタイプが異なっているが、
大半の州法ではSUID症例は監察医または検視官が調査すべきとしており、この種の死亡例に
おいては解剖を義務付けている州もある。
しかし、乳児死亡調査員も、捜査機関とともに現場での目撃者面接の責任を負い、お互い
に当該州で規定されている法律や規定に基づき、互いを尊重しあうべきである。目標は同じ
包括的で専門的な乳児死亡調査を行うこと であるからである。
D
面接開始前に、面接の有効性や正確性に影響するような文化的および言語的な配慮の必要
性があるかどうかを見極めることは極めて重要である。面接を行う者と面接を受ける者の文
化的背景が異なる場合、面接員は可能性のある文化間の衝突や生じうる誤解について知って
おくことが必要である。さらに、文化によって、表出されるジェスチャーの意味づけや、感
情表出方法、服喪の習慣、そして言語表現（質問に答える場合、直接的に答えるか、歪曲的
に答えるか）が異なっている可能性があること;健康に関する認識や警察というものに対し
ての認識が異なっている可能性があること; および男女の役割と異性との交際にまつわる慎
みに関する問題にも違いがある可能性があること、などを理解することが重要である。面接
員は、その地域での面接の予定が当座なかったとしても、自身の担当する地域の人々の文化
的な違いの有無について、情報を収集し学習しておくべきである。地元の人種的、民族的、
文化的および言語的多様性のあるコミュニティと関わることが、このような異文化間知識を
得るために極めて重要である。地元のコミュニティ機関または文化的仲介者と共同作業を行
うことは重要なアプローチである。事前に面接に通訳者を必要とするかどうかを決定するこ
と、そしてその場合、準備段階から通訳者と共同で作業を行うことも重要である。

入手可能であった事例情報の事前検証
面接を行う前に入手可能であった全ての事例の関連情報を検証すると、状況の全体図が得
られるであろう。救急援助を要請した養育者の乳児への関わり方、最後に乳児をどのように
置いたか、どのように乳児が死亡しているのを発見したかについての情報や、現場でどのよ
うな言葉が交わされたのか、という情報を事前に得て、批判的に検証しておくことは、面接
の正否を左右する重要性を持つ場合がある。面接を行う前に正確な情報を得ることで、この
作業は容易になるであろう。
D
面接計画があれば、現場で効率よく時間を使うことができるであろう。事前の計画があれ
ば、面接を受ける人に合わせて面接時間を調整したり、それぞれの面接にふさわしい場所を
選択したりして、家族や養育者に配慮しつつ、死亡現場を保存することもできる。また計画
をしておくことで、適切なフォローアップの機会というものも得やすくなる。
計画を立てる際には、誰に面接を行うか、彼/彼女らの役割は何か、そして彼/彼女らから
得たい情報は何か、を決める必要がある。また面接を行うにふさわしい調査員も事前に決め
ておく。
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面接の標準化
面接を標準化することによって、面接の有効性を検討することができるようになる。標準
化された面接は、面接の有効性を高め、コミュニケーションの促進につながり、作業の流れ
を明確にし、情報評価を一貫性をもって確実に行うことができることにもつながる。

面接の導入の段階（the entry phase）を実施する
N

専門家らしい雰囲気を提供する
目撃者である可能性の高い人物には、誰であろうと肯定的かつ抑制の効いた態度で自己
紹介することで、その後の全ての会話に、専門家らしい雰囲気を設定することができる。
ただ、自分が誰であるか、なぜここにいるのか、どのように役に立ちたいと思っているか
を話すだけでも、死亡調査員として計り知れない便益を得るものである。
死亡調査員は権威を保ち(感情を抑制し)、それでいて同時に同情心を持っていなければ
ならない。面接員は権威を保たなければならないが、あまり優位性をひけらかしすぎると、
目撃者に当局担当者は無神経で傲慢であると受け取らせることになりかねず、会話に際し
ての厚い障壁が生じてしまう。情報提供者には尊敬の念を持って接し、面接実施前から何
らかの犯罪行為があると見なしてはならない。このような先入観は、会話のプロセスや結
果に著しく影響を与える。通訳を使う場合は通訳者も紹介する。
目撃者を席に案内する
目撃者にどこが一番安心する場所かを尋ね、面接にふさわしい場所かどうかを吟味する。
目撃者に部屋の該当場所に行くよう依頼（命令でなく）し、目撃者のすぐ後ろに立って導
く。このようにすると、依頼しながら尊敬の念を表すことができ、しかし同時に面接員が
その場を管理しているというメッセージを送ることもできる。
目撃者をできるだけくつろがせる
居心地がのよさそうな場所を選んでからも、必要に応じていつでも場所を移動できるよ
うにしておく。目撃者に普段どこで過ごしているかを尋ね、なぜその場所が快適なのかを
探る; 例えば、その場所は普段テレビを見る場所なのか、寛ぐ場所なのか、運動をする場
所なのか？快適な場所を選んだあとは、 アイコンタクトに気をつける。SIDS関連の現場で
は、優位性を見せないことが重要である。 犯罪現場 ではなく 死亡場所 としての心
情を表すようにする。
適切な語彙レベルを設定する
話の聞き手について知ることは、面接を成功させる上で極めて重要である。従って、適
切な言語を話し、適切な語彙を使うことが大切である。まずは目撃者に基本的な話題を一
般的に話してみる。そして様々なレベルを素早く吟味することで、その人物の教育程度が
良くわかったり、認識力が証明されたりする。直接的に教育程度を尋ねることもできるが、
このような質問はそこに焦点を当てて聞くのではなく、面接の中に織り込むようにする。
目撃者の感情的な反応に基づいて、彼が教育を受けていない、または言語能力が劣ると
見なさないように注意する。このような現場では、危機的状況にあるために、支離滅裂な
発言や口ごもりなどが見られることは珍しくないからである。
加えて、英語が目撃者の第一言語かどうかを判断することも重要である。もしそうでな
い場合は、面接課程に入る前から通訳者が必要な場合もある。英語の能力に欠けることが、
教育程度が低いことを意味すると見なしてはならない。
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ラポール（信頼関係）を築く
ラポールを培うには、まず、下記の事項が重要となる
1.
2.
3.
4.
5.

自分が誰であるかを明確にする。
通訳者がいる場合は紹介し、面接の手順を説明する。
面接を行う目的を、ごく簡潔に述べる。
面接を受ける者に、面接を行う許可を要請する。
面接を受ける者に関連する、予備知識を入手しておく。

面接のラポール構築段階では、面接の第一義的な主題は一時棚上げする。ラポール構築
段階は多面的なもので、面接員と被面接者の間に安心感を築くためのものである。また、
面接員にとっては、被面接者の認知レベル、記憶力、順応力、再構築能力、感情的になる
引き金、真実の述べ方などを評価する機会にもなる。通訳者と共同で実施する場合は、こ
の段階は面接の進行に合わせて調整し、必要な場合は変更を行う。
被害者の苦しい立場を認める
生き残った家族やその他の関係者が現在どのように感じているかを認識し、理解するこ
とは重要なことである。面接員は面接を受ける者の苦しい心情を認め、情報提供者を尊重
しなければならない。死亡した子どもに言及する際には名前で呼び、彼、彼女、彼に、彼
女に、などのように代名詞使うことは避ける。
乳児や幼児の死亡現場調査においては、極端に疑っているそぶりを見せないように注意
する。面接開始前に、家族や養育者が、死亡調査員が自分たちを非難していると感じた場
合は、最初に不信感を見せたことで壁を作ったことになり、作業が一層困難になる。
書式やメモ帳の使用
面接で使用される書式やメモ帳の種類は、当局者とのやり取りにおいて、情報提供者の
反応や姿勢を大きく左右する場合がある。通常裁判や警察当局を連想させる外見のものは
使用を避ける。例えば、黄色いリーガルパッド(法律用箋)は弁護士や法廷を連想させやす
いため使用しない(Schafer & Navarro, 2004, p. 9)。 車には予備の特徴のないメモ帳数
冊を備えておく。面接をうける者の気を散らせることになるため、これには情報を書き込
み過ぎないように注意する。
面接の、出来事につき聞く段階（the event phase）を実行する
面接の出来事につき聞く段階は、導入の段階とは異なる。導入の段階の目的は情報提供
者に安心感を持ってもらい、信頼を得ることであるが、出来事につき聞く段階の目的は、
より詳細な情報の収集である。下記に示す3つの技法を用いて、質問を導かなければなら
ない。
基本的調査質問技法
3つの主要な調査技法は、以下のとおりである。
• 積極的(アクティブ・リスニング)かつ受動的な傾聴(パッシブ･リスニング)
• 自由回答形式質問を用いる
• 中立的質問を行う

積極的傾聴（アクティブ・リスニング）: アクティブ・リスニングは、面接の際に最も有効
な会話戦略である。面接を行う場合は、情報提供者が話している内容を積極的に傾聴するこ
とで、相手を気遣い、尊重しているというサインをはっきり示すことが重要である。2〜3分
ごとに発言を評価し、承認するために感想を述べることが非常に重要である。例えば、乳児
の母が、最後にいつ娘が息をしているところを見たかを述べたら、「わたしの理解が正しけ
れば、サマンサが呼吸をしているところを最後に見たのは午前3時、あなたが最後に彼女の
様子を見たときですね」などと言う。このようなフィードバックは、面接員が正しく情報を
聞いたかを確認し、情報提供者に面接員がちゃんと聞いていることを納得させることができ、
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それによって信頼を築くことができる。通訳を介する場合は、通訳の課程において情報の正
確性が損なわれていないかどうか確認するために、このようなやり取りが占める割合が大き
くなる場合がある。

受動的傾聴(パッシブ･リスニング): パッシブ・リスニングは特にフィードバックを必要と
しない。面接員がパッシブ･リスニングを行うのは、通常、気持ちが焦っている場合、発言
内容に関心がない場合、または経験が浅い場合である。場合によっては、パッシブ・リスニ
ングは否定的なものではないと考えられる場面もある。身振りを使用するのもアクティブ･
リスニングのもう一つの方法で、はい・いいえ式の質問や、基本情報の収集時に利用するこ
とができる。
自由回答式質問: どの面接でも、死亡調査員が長々と話をしたり、目撃者と議論を始めたり
してはならない。自分が体験した状況とそれに対する自分の反応を、目撃者に説明するよう
依頼すれば、調査員はより完全な情報を得ることができ、解消すべき矛盾点を明らかにする
ことができる。自由回答式の質問をすると、情報の自由な流れが生まれ、 アクティブ･リス
ニングの良い機会となり、目撃者に信頼と敬意を表すこともできる。
中立的質問: 面接の雰囲気は、出される質問によって決定づけられる。死亡現場での調査で
は、死亡調査員は慎重に言葉遣いを選択することが肝要で、必ず中立的であるようにする。
以下のリストは批判的質問と適切な質問の違いをわかりやすく示したものである。それぞれ
の適切な質問の目的は、アクティブ・リスニングと共感の気持ちを示し、信用、敬意、そし
て信頼を築くことである。
批判的質問:
・ 赤ちゃんに平手打ちしましたか？
・ 赤ちゃんを落っことしましたか？
・ 赤ちゃんの様子を見ないのですか？
・ 赤ちゃんが病気でなかったというのは確かですか？
・ なぜ息子さんを病院に連れて行かなかったのですか？
・ CPRをしなかったのですか?
・ 何かしませんでしたか？
適切な質問:
・ Amyはけがをしていましたか？
・ 最後に確認したとき、ジョンの様子はいかがでしたか？
・ ボビーの様子でどこか変わったところに気づきませんでしたか？
・ マイクは最近医者にかかっていましたか？
・ エリーを見つけたとき、あなたはどうしましたか？
目撃者に話をさせ、辛抱強く聞くようにする。このような場面では、様々な感情や反応が
渦巻いている罪のない目撃者が、実際に面接官に述べているのとは違うふうに誤解されるこ
とがよくあるからである。
目撃者から情報を収集する
下記のヒントが、目撃者からの情報収集に役立つ場合がある:
・ 子どもを名前で呼び、家族の同意があれば愛称を確認する。
・ 同情の気持ちを示す。
・ 中立的な態度で質問する。
・ 敵対的になったり怒ったりしない。
・ 冷静で指導的な声で話す。
・ 指示は明確にし、質問には答える。
・ 養育者からの治療や搬送の質問に対して、説明をする。
・ 必要に応じて発言を繰り返す。
・ 状況が許せば、養育者が赤ん坊と同室することを許可する。
・ チェックリストに沿って質問をすることは避ける。質問は必ずしも書類上の順番どおり
に行わなくて良い。
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・
・

状況が許せば、養育者が赤ん坊と同室することを許可する。
チェックリストに沿って質問をすることは避ける。質問は必ずしも書類上の順番どお
りに行わなくて良い。

誘導的会話の基本
目撃者には自分の言葉で話をさせなければならないが、必要な情報を得るために、時には
会話を導いていくことが必要なこともある。SUIDI報告書式や、管轄区で承認されている同
種の報告書式では、会話を系統的で包括的なものとするために、設定された質問項目がある。
しかし、書式の内容にとらわれないように注意する必要がある。非常に経験豊富な面接員で
も、書式の正確な言葉に頼り、自然な会話に溶け込ませることができない場合もある。書式
自体に頼りすぎると、面接の導入の段階で信頼関係を築けないリスクを負う。書式は参考と
して用い、定期的に書式の質問を、会話形式でどのように行うかを練習すると良い。
面接中の情報を記録する
データの収集と情報の記録は、面接の基本的な目的である。自分の記載した書類が、威嚇
的に見えたり、あるいは法律事務所や司法機関と非常に近い関係であるように見えたりしな
いように注意する。情報提供者の気持ちをそらすような、目立つロゴや文字を抜いて印刷さ
れた書式を使うことが最適である。書類を使用し始める際には、目撃者になにか感情的なこ
とや個人的なことを尋ねる際ではなく、特定の情報を得る必要があるときのみ参考にする。
乳児や幼児の死亡が絡む事件では、調査中に気遣いや共感の気持ちを強調することが重要で
ある。常識を保ち、面接を通じてできるだけ誠実に見えるように努める。
面接の、現場から離れた経緯につき聞く段階（the escape phase）を実施する
結果はどうあれ、情報提供者または目撃者から情報を収集しつくした段階が訪れる。この
時点で目撃者は面接が終了すること、または現場から離れた経緯につき聞く段階に入ること
を期待し始める。
最後の質問をする
最後の質問をすることによって、面接が正式に終了するという明確なメッセージを送るこ
とになる。最後の質問は面接を要約し、肯定的な言葉で終了させる。これによって目撃者に
は肯定的な感情が残り、そうすることで、その後の接触もしやすくなる。目撃者の言葉で出
来事を振り返るように求めても良いが、過剰な反復は避けるようにする。
面接の終了時に被面接者に下記の2つの質問をすることは常に有益である:
・ この出来事に関して私が知らないようなことで、これは知っておいたほうがいいとあ
なたが思うことが他に何かありますか？
・ あなたにまだお尋ねしていないことで、私がお聞きしたほうがいい質問をなにか思い
つきますか？
この2つの質問によって新たな情報が引き出されることがよくある。またこの質問は、面
接において、自分が重要な役割を果たしていたのだと相手に感じさせることができる。また、
あとで不利な証拠が発見された際に、自分の発言を修正する機会を減らすことにもなる。
目撃者に感謝を述べる
面接を簡素な謝辞で締めくくることは重要である。単にこのように述べる。「時間を割い
て情報を提供していただき、ありがとうございました;我々はジョニー君が亡くなった理由
を解明するために最善を尽くします。 あなたもご家族もさぞお辛かったでしょう」。
礼を述べる際は、決して目撃者を見下ろさないようにする。常に同じ目線でアイコンタク
トを保つ。目撃者が着席し、あなたが立たねばならない場合は、その人物が感情的にあまり
にも疲弊して立てないか、ショックや不信から動けずにいるかもしれないことを尊重し、目
撃者の視線の位置まで膝を曲げる。
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もう戻って来る気持ちがないように見えないよう、謝辞があまりにもこれっきりという
響きにならないようにする。また、直後の現場にいる場合は、その後に必要に応じて面接
やフォローアップがあることを協調する。実務的ではなく励ますような発言になるよう努
める。
面接は励ますような言葉で締めくくり、今後も連絡を取ることを促し、同情の意思と、
家族のために職務上できる限りのことをやるという意思を示す。場合によっては、解剖の
最終結果を得たい旨を説明する。 (全ての州と管轄区で乳児および幼児に解剖が義務づけ
られているわけではない) 。面接の進行や結果について個人的にどう感じていても、微笑
んで快活に、情報提供者に面接はうまくいったことを示す。
希望を示すことは必ずしも
あなたが家族の問題を解決することができ、すべての疑問に答えられることを意味するわ
けではない。肯定的ではあっても非現実的にはならず、決して偽りの希望に導かないよう
にする。
将来の接触の機会を提供する
最初の訪問後、その後の接触の計画を立てる。目撃者に再度、将来も接触があることを
話し、目撃者が接触を恐れるのではなく、再び音信があることで勇気づけられるよう、支
援的で同情的な言葉でそれをあらわすようにする。
過去にフォローアップが役立った家族の話があれば、それを伝える。地元の支援機関な
どについて話すのも良い。非常に複雑な死亡現場調査に関わっている場合は、目撃者に支
援について言及する際には注意を払うようにする。複雑な事件の場合は、一般的な言い方
で支援機関を探すことを告げるにとどめ、特定の組織や団体の名前を挙げないようにする。
退出
退出は面接の最終段階であり、適切で生産的に面接を締めくくるものである。この段階
は、相手に例を述べ、出口に向かう段階である。自分の車の周りに家族を呼び寄せ(死亡
形態によって異なるが)、目撃者を一人残しても感情的に安定しているか、誰かがそばに
ついていた方がいいかを判断する段階でもある。出口に向かって歩きながら、面接後の目
撃者の気持ちや感情の状態について言葉を交わす。感情の洪水や精神科領域でいう ドア
ノブ効果（自分にとって大切な話題であればあるほど、最後の一言でしか表現できないこ
と） に気をつける。同日に困難な状況にいた目撃者が、退出しようとした途端、様々な
感情や思考を表現するという場面に出会うことはよくあることである。この反応を策略と
誤解したり、その人物が嘘をついていたと思ったりしてはてはならない。通訳を介する場
合は、面接のこの段階でどのように振舞うかを計画しておく。
問題となりうる事柄
面接の過程には4つのタイプの問題が生じる可能性がある。面接の短縮化、正確に情報
を記録するうえでのミス(被面接者の発言などを記録しそびれる)、情報の誤評価または
誤解釈、そして通訳利用の難しさである。
面接の短縮化
この問題は、面接員が面接を早く終えすぎるものである。状況を悪化させるものに
は、例えば(1) 質問対象の人物の理解力に問題がある(精神疾患、中毒、外国語など);
(2) 調査員の疲労; および(3) 調査員が既に別の情報源から情報を得ているため、
面接を継続する必要がないとみなしていることなどがある。
正確に情報を記録するうえ
でのミス
この懸念をひきおこす大きな問題は、ずさんなノート記帳、またはちゃ
んと機能しないテープレコーダーの使用である。
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情報の誤評価・誤解釈
この問題は、被面接者から曖昧な情報を受けた際に明確にするための質問をしなか
った結果である。
通訳利用の難しさ
言語によって言葉の意味のニュアンスは
異なることがあるため、面接員は情報が正確かどうか、通訳者と再確認しなければ
ならない。

ta
乳児死亡調査員は、以下のことを認識しておくべきである:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

乳児死亡調査は、調査の開始時から、殺人として取り扱わうべきではない種類の案
件である。
面接は死亡原因の正確な判定につながる情報を得る、最良の機会である。
正確な情報収集のためには、文化の違いを認識し、適応を図るべきである。
面接は、計画力、集中力、実行力を必要とする。
面接は、様々な機関の死亡調査員によって行われるものである。
尋問は宣誓した法執行機関の職員によって行われるものである。
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要約
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

死亡現場と犯罪現場の違いを説明せよ。
面接前にロールプレイを行うことが重要な理由について討議せよ。
面接前に知っておくべき主要項目を述べよ。
子どもへの面接に伴う潜在的な難しさとそれを低減するための方策について討議せよ。
調査対象者との間に信頼関係を築く様々な方法について討議せよ。
現場での面接において、死別がどのように影響を与えるかを討議せよ。
人によって死への対処が違うのはなぜか？
悲嘆にくれる両親に対して、面接が必要であると理解してもらうために、最も重要な
事柄は何か？
9. 子どもと死別した両親と共同作業を行うための、6つのスキルについて説明せよ。
10. あなたの異文化への姿勢というものは、どのようにあなたの面接能力に影響するで
あろうか？

理解度確認のための例題
1.

面接の際に最も重要な要件は？
A. 分離面接(parting)
B. 計画立案(planning)
C 誘導（Polarizing）
D. 作出（Parturient）

2.

以下のうち、面接の段階に含まれないものはどれか？
A. 現場から離れた経緯につき聞く段階（Escape）
B. 導入の段階（Entry）
C. 目撃者の考えなどを聞く発展的段階（Evolution）
D. 出来事につき聞く段階（Event）

3.

ラポール（信頼関係）を築くのが重要なのは
A. できるだけ早く面接を終わらせるためである
B. 面接調査者と情報提供者の間にオープンに語れる状況を築くためである
C. 目撃者の識見を確認するためである
D. 虚偽の証言に関するダイナミクスを評価するためである

4.

以下のうち、面接場所の選択としてふさわしくないのはどれか？
A. 他の家族がいるリビングルーム
B. パトカーなどの公用車
C. 裏庭にあるポーチの静かな場所
D. 他者が同室していない食卓

5.

以下は、一つをのぞいて快適さを感じているかを図るサインであるが、それは:
A. 声の調子
B. そわそわしている
C. 鼻歌がでる
D. 呼吸の調子
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6.

面接の前段階で最優先に考えるべきものではないのはどれか？
A. 面接にふさわしい環境を選択する
B. 面接する人物を整理し、優先順位をつける
C. 面接に専念する時間を決定する
D. 面接のパラメーターを決める
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面接所見と
調査データの
収集
家族-養育者-医療従事者

ユニット9: 初動時にどのように目撃者や
ケースの情報を収集するか
ユニット10: 最近の乳児の活動・行動の状況
ユニット11: 医療情報および妊娠歴
ユニット12: 授乳・食事に関する情報

情報収集は、死亡調査を意義のあるものにするうえで、最も重要
な要素の一つである。通常、死亡乳児について最も重要な背景情
報を持っているのは、家族、養育者、そして医療提供者である。
SUIDI報告様式は、この情報収集を行ううえで有用な調査ツールで
あり、それぞれのセクションでキーとなる情報を集めるべく要点
が提示されている。現場でどのような書式を使用するかに関わら
ず、本章で述べる事項というものはは、死亡原因や死亡態様を決
定していくうえで極めて重要なものである。
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概要
本章では、現場の両親、養育者、およびその他の一般市民に、現場で面接を行う技術と、
データ収集技術について述べる。これには調査員と、乳児を最後にその場に置いたとされる
人物（プレイサー）、乳児が生存していたのを最後に確認した人物(LKA)、そして死亡して
いるか無反応状態の乳児を発見した人物(ファインダー)との間の全てのやり取りが含まれる。
乳児の直近の行動および乳児に関するその他の事項には特別な注意を向ける必要がある。本
章ではさらに、医療、食事および妊娠期に関する、データの収集方法ならびにその記入書式
について詳述している。

補助資料
SUIDI-RF（予期せぬ乳児突然死に対する報告フォーム）や、各自治体で承認されている同様
のフォームのほかに、下記の資料が参考になる：
1. Schafer JR, Navarro J. Advanced Interviewing Techniques: Proven Strategies for Law
Enforcement, Military and Security Personnel. Springfield, Ill: Charles C. Thomas; 2004.
2. Rabon, D. Interviewing and Interrogation. Durham, NC: Carolina Academic Press; 1992.
3. Dix J. Handbook for Death Scene Investigators. Boca Raton, FL: CRC Press LLC; 1999.

本章のねらい
本章の終わりまでに、読者は、以下のような能力を身につけることができる:
1. 面接時の一般的な質問項目を理解する。
2. ファインダー、プレイサー、およびLKAへの質問項目を理解する
3. 両親に関する情報を記載することができるようになる。
4. その他の養育者に関する情報を記載することができるようになる。
5. 医療記録を記載することができるようになる。
6. 食事および妊娠記録を記載することができるようになる
それぞれの作業は、専門職として繊細な態度で、その地方の法律や条令、習慣に準拠して、
行わなければならない。
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unit

9

初動時にどのように目撃者や
ケースの情報を収集するか
はじめに
目撃者に対し面接を行うために必要な能力は、乳児の死亡現場調査員であ
れば誰しも習得を志さねばならないものである。このような面接はどの調査
員にとっても難しいものであるが、面接者は家族が感じている気持ちや悲し
みに配慮した中立的な質問を行えるよう備えなければならない。現場で最初
に被面接者にで出会う瞬間というものは、うまく面接を行っていくための第
一歩である。面接を首尾よく始めることができ、第一印象の悪さから面接が
立ち行かなくなることも避けられるような、極めて一般的な導入的質問とい
うものがある。面接の最初の時点で作られた雰囲気は、被面接者が進んで協
力してくれるか否かに直接影響する。SUIDI報告書や調査ノート（補足情報
用)など標準的な情報収集資料を用いることは、面接における望ましいデー
タ収集法である。本ユニットでは、様々な場所でなされることとなる最初の
質問を、SUIDI報告書に基づいて述べる。
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be

tampered

優先すべき言語
現場の警備および安全は重要な問題で、現場の証拠物品がいじられないように現場保存
するだけでなく、調査中全員が無事であることが保証されなければならない。死亡調査員
および他のスタッフの行動内容と理由を、住民に理解してもらうよう努力を尽くすことが
必要である。しかし、言語の問題は会話の要求を著しく困難にする場合があり、行動や声
色の誤解釈は、既に感情的に高ぶった現場を、混乱に陥れることが知られている。
言語上の問題が存在することがわかっている管轄区では、地域内でよく話されている様
々な言語で、主要な用語やフレーズを記したポケットカードを製作している調査事務所も
ある。このカードがあれば、現場でその人物に優先的に使用する言語で示されたカードを
見つけるまで見てもらうことができ、死亡調査員は家庭内で話されている言語を素早く確
認することができ、支援を要請することができる。機関提供の通訳が到着したら、調査を
開始することができる。
通訳
死亡調査員がその優先言語を話せない場合は、死亡調査員は自身の話せる言語と、その
優先言語とを話す誰かを、探す必要がある。その場や身近にいるほかの成人が補助できる
ことが多い。他の家族や同居人の中で、公的機関の職員が到着するまで通訳として補助や
支援ができる人物を、挙げておくことが必要かもしれない。この作業は死亡調査員、警察
官のどちらが行っても良く、同居している家族と簡単な会話を始めて、補助できる人物が
いるかどうかを確かめる。年少の子どもに通訳をさせる場合は、細心の注意が必要である。
他の言語には訳しにくい言葉というものがあるからである。
この状況は理想的ではないかもしれないが、制御された状態と混沌との違いは数秒で生
じる場合もあり、正式な通訳が探し出され、現場に派遣されるまで待つというのは現実的
ではないかもしれない。ボランティアとしてのそのような即席の通訳者との作業において
は、死亡調査員の目的は、現場で何を行われようしているかに関する基本的な会話であり、
そしてできればその家庭で指導的立場にいる人物を割り出すことである。
安全性
警察は全ての武器を確認して排除し、アルコールや薬物の影響下にある人物を退出させ、
極度に興奮している人物を見つけて警護しなければならない。現場が安全でなくなったり、
安全性が失われる可能性が生じれば、警察は追加的支援を要請しなければならない。
死亡調査員は、不要な人物、見物人、帰宅する家族の現場への立ち入りを、最小限にし
なければならない。現場には、両親･養育者、他の子ども、他の家族、隣人など多くの人
物がいる可能性がある。制御された状態を保つために、死亡調査員はそれらの人物を選別
し、何人かには残り何人かには退出してもらうように、要請しなければならない。死亡調
査員は、調査の最初の数分間に果たす自分の役割が、調査そのものよりも感情の鎮静剤に
なるかもしれないことを、知っておくべきである。
補助的人材の要否確認と要求
乳児の死亡現場に派遣された際、他の公的機関の職員が既に現場にいても、死亡調査員
は驚いてはならない。これには、救急医療サービス、警察、および監察医･検視官や他の
調査員が含まれる。これらの人物と信頼関係を築き、それぞれの役割や責任を確立するこ
とは非常に重要である。彼らは現場の目撃者の、人物像や死亡者との関係、死亡を取り巻
く状況への関与や知識などの、重要な情報を掴んでいつかもしれないのである。
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現場で紹介しあうことで、他の公的機関の職員と正式な接触を行うことができる。機関
職員と接触を持っておくと、死亡調査員は、現状に関する情報を収集することができ、ど
の人物に面接すべきかを判断することができる。現場に到着次第、死亡調査員は最初に目
に入った職員に近づき、その職員が調査の何を担当しているのかを尋ねる。死亡調査員は、
次に現場担当の機関職員を探し出し、事件の概要を掴む。
調査員は現場の機関職員全員と協力して作業を行い、現場に補助となる人材の派遣が必
要かどうかを判断する。派遣を考慮すべき人材には、下記のような人材が考えられる:
・ 牧師または適切な聖職者
・ 法医学専門家(法医/病理医)
・ 児童相談所/ソーシャルサービス
・ 適切な家族メンバー
・ デイケアなどの施設の場合は、監督者や管理部門に連絡する
・ 精神医学専門家 (被害者擁護、SIDSサポートセンターなど)
基本的な現場管理

現場での感情的問題をコントロールし、現場をコントロールする
調査員は現場で幅広
い感情に遭遇することがあるだろう。調査員は、その人物がその出来事を通じて、怒り、
拒否、ショック、そして自己満足など、感情をいろいろな方法で表現する必要があること
を認識しなければならない。現場では他者の感情だけでなく、死亡調査員自身の乳児の死
亡に呼応した感情にも対処する必要がある (Mitchell & Resnik, 1981)。
死亡調査員が現場を管理し、調査を完遂するための情報を収集しようとするなら、自身
の制御を保ち、油断なく目の前の調査作業に、集中していなければならない。全ての現場
に通用する決まりはなく、その場所そのものが手順の指示を与えていく。現場は乳児の主
たる住居である場合も、ベビーシッターの家、デイケアセンター、病院の救急室、または
死体安置所の場合さえある。一つの場所で適切なことが、別の場所でもうまく行くとは限
らない。死亡調査員は常に柔軟に、適宜アプローチ方法や現場管理スタイルを調整してい
かなければならない。
現場は混沌としている場合もあるが、死亡調査員の役割はこの混沌を制御しながら、同
時に現場の保全や調査を行うことである。対象者の感情の状態は、現場のタイプによって
異なる可能性があるが、一つ普遍のものがある: 人が代わればストレスへの対処法も異な
る、ということだ。乳児の死亡現場調査員はこの考え方を理解し、誰かが真の悲しみにう
まく対処できないとしても、不適切な反応をしないことが非常に大切である。死別を経験
した人でも、それぞれの状況ごとに違う行動を取るのである。死亡調査員も現場管理にお
いては、同じ基本的アプローチを取り、系統的で抑制の効いた、秩序正しい態度を保ち、
同時に柔軟にもなれることを、理解しなければならない。
誰を残して誰を退出させるか
目撃者 vs. 見物人
現場周辺にいる人物は、全員目撃者の可能性がある。死亡調査員にとって、調査に何ら
利益のない人たちから、目撃者をより分けることは難題である。より分け作業は、乳児と
の関係、死亡やその事件の状況についての知識を含む連絡先情報を、適宜、下記の全ての
人から収集していくことから始まる。
・ 現場にいる人
・ 調査中に現場に到着した人
・ 過去24時間以内に乳児と接触のあった人
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a
この導入会話と情報収集作業によって、とどまってもらう質問対象者と、しばらく退室
するように求める対象者が決まる。この選別は全て、現場管理の一貫である。見物人に加
え、死亡調査員は不要な専門家や家族にもその場を離れるように依頼しなければならない
場合がある。調査の目撃者リストに含まれることが最も多いのは、下記の人々である:
・ 過去24時間以内に乳児と接触した人物
・ 乳児を寝かしつけた人物(プレイサー)
・ 乳児を発見した人物(ファインダー)
・ 乳児が最後に生存しているところを見た人物(LKA: Last Known Alive).
・ 父母またはその他の主たる養育者

調査員は、現場に境界線を設け、どこから立ち入らせないかを決めなければならない場
合がある。例えば近隣住民は現場の境界線から立ち退きを要求されることがある。現場に
到着した祖父母は、乳児と24時間以内の接触はないとしても感情を和らげ、現場を落ち着
かせるために有益な場合があり、残るように依頼する場合がある。死亡調査員は、人々や
ペットの世話、その他の作業をする特定の人にも、残留を依頼する場合がある。
調査にとって必要と確認された人物は、その場に留まるよう要請される。彼らを現場に
とどめて置けない場合は、せめて後日の照会のための有効な連絡先を聞いているかを、確
認する。残留を要請する際は、死亡調査員は彼らが居残るよう要請されている理由を常に
伝えるようにすることで、糾弾するような態度にならないよう努力する。この人々には、
彼らの提供した情報は死亡調査員やその他の職員が、乳児の死の理由を理解するうえ重要
であることを、確信できるように伝える。必要であれば、彼らには居心地の良い待機場所
を提供する。
多くの場合、乳児は現場から去っている（病院に搬送されているなど)。両親や養育者
は、乳児に付き添うことを要求する場合もあるだろう。家族の意向は最大限尊重すべきだ
が、死亡調査員はこの要求と、状況や法的必要性、調査機関のプロトコールを秤にかけな
ければならない。家族が乳児に付き添う場合は、護衛をつけ、受け入れ機関に彼らが向か
っていることを知らせておくようにして、受け入れ態勢と管理が整うようにする。

初期段階で、生産的面接ができる可能性につき評価する
死亡調査員にとって、現場の人々が非常に高ぶっていて、正式な面接を行なうような状
況にはないと判断せざるを得ない場合もある。しかし、死亡調査員は彼らの行動と、出さ
れたコメントを全て記録しておくべきである。死亡した乳児の養育者は、非常に強い罪悪
感を持ち続ける場合が多く、起こった出来事に責任を感じている場合もある。死亡調査員
は警戒心を持ち、興奮した発言を記録すべきだが、その発言がなされた背景についても、
記録するようにしなければならない。
死亡調査員が初期段階で、特定の人物に面接を行っていない場合には、後日の面接の日
程を組むために、彼らの連絡先情報を記録してあることを確認すべきである。しかし死亡
調査員は、取り乱した人物が面接の予定時間を覚えていることを期待してはならない。

about
成人の目撃者
前述のとおり、乳児が死亡している、または無反応であることが発見された時、誰がそ
こにいたか、そして、その時点以降誰が到着したかを確認することは非常に重要である。
死亡調査員は、警察官に、現場到着時に誰がそこにいたか、その後誰が到着したかを尋ね
る。その職員は、一般市民の目撃者が誰かを知っていることもあり、その中にはプレイサ
ー、LKAそしてファインダーも、その職員による彼らの評価も含まれていることもある。
現場に最初に到着した警察官は、その場にいる人々の記録をつけても良い。さらに、死亡
調査員は 冷静な 家族を確認し、自己紹介をしても良い。死亡調査員はその人物にその
場にいる全員を紹介するよう依頼し、乳児を発見した人物を含む近親者に紹介してもらっ
ても良い。
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接触の家族側窓口となる人物またはスポークスマン（父、母、養育者など)が確認でき
たら、死亡調査員と警察官は、協力して名前と連絡先を記録する。法医学調査によっては
完了までに数年を要するものもあるため、このように、両機関が同じ連絡先の人物を把握
しておく。調査を担当する警察官は交代する可能性があり、事件を割り当てられた人物は
誰が家族側窓口なのか、どのように接触すれば良いかを知る必要がある。
家庭内の成人全員の、乳児との関係がわかれば、誰がどんな時間に乳児と接触した可能
性があるかを知り、その接触が重要であったかどうかを判断することにも役立つ。母親に
とり 重要な他者 は、乳児には無関係かもしれないが、母親と同居しており、乳児が無
反応になっていることを発見する可能性はある。警察と協力し、家族側の窓口となる人物
とともに、死亡調査員は、死亡現場にいる成人全員が乳児とどのような関係にあるかを判
断しなければならない。
死亡調査員は、家庭内に居住する全成人の、氏名、生年月日、連絡先、性別を含む詳細
な情報を収集しなければならない。この情報は、法医/病理医が死因や死亡態様を判断す
る上で、存在した可能性のあるリスク要因を判断するために役立つ。また、これによって、
死亡調査員や警察が振り返ってさらに質問したり、乳児と接触した可能性のある人物を評
価することもできる。
成人の情報を収集する際は、氏名の変更は過去の犯罪歴やその他の重要な問題に関連し
ている場合がある。この中には、過去の家庭内暴力的状況による氏名変更や、場所を異動
し、別の管轄区での訴追を逃れるための氏名変更も含まれることがある。警察官と協力し、
家族側窓口の人物とともに、死亡調査員は死亡現場にいるどの居住者が偽名、旧姓･名、
または別名を持っているかを見極める。
目撃者
家庭内の他の子どもが、乳児とどのような関係にあったかを見極めることは、だれが乳
児と接触したかを確定するうえで役立つ。警察と協力し、主たる養育者とともに死亡調査
員は死亡現場にいた子ども全員の乳児との関係を確認する。死亡調査員、法医/病理医、
他の機関職員が後日連絡をとれるように、それぞれの子どもの名前、生年月日、連絡先、
を記録する。
多くの子どもたちが現場周辺で動き回ることはよくある。前述のとおり、死亡調査員は
その場にいるだれが実際にそこに居住しており、だれが訪問者でそこにいる成人に養育さ
れているのかを確認しなければならない。これは様々な理由から重要であるが、最も重要
な理由は、彼らの健康と安全を守ることである。
その他の人々
家庭内のその他の成人および子どもも、なんらかの形で乳児の死に関与したり、調査に
役立つ情報を持っている場合がある。事件または死亡前24時間以内の訪問者（家族でもそ
の他でも）や死後の訪問者を確認することも重要である。
デイケアは事件または死亡時に人が最も多くいる場所かもしれず、その全員が死因や死
亡態様の判断要素になりうる。重篤な病気を持っている子どもや、監督下になかった子ど
もが、成人や学生のアシスタント同様重要な要素になる場合がある。
死亡調査員は、事
件または死亡時に何人が何のために、その場にいたかを把握しなければならない。
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他の子どもが死亡前に乳児とベッドまたはマットレスを共有していたことが判明した場
合は、それぞれの子どもについて以下の事項を記録しておく:
・ 年齢
・ 生年月日
・ サイズ
・ 障害
・ 行動障害
・ 通学中の学校
警察とともに、死亡調査員は事件または死亡当時現場にいた人物全員の名簿を入手また
は作成しなければならない。成人・子どもがともに含まれたその名簿は、非常に有用な調
査資料になりうる。そのような名簿が入手できれば、死亡調査員は様々な用件のために、
後日再訪したり身元確認したりすることができる。

潜在的な問題を確認する
死亡調査員は、乳児死亡現場で起こる可能性のある様々な問題を管理しなければならな
い。このような問題には、感情的反応の問題、現場指揮の問題、患者の管理上の問題、調
査上の問題、 そして機関同士の交流上の問題が含まれる。これらの問題の中で、最も管
理が難しいものは、情動状態である; これは、現場を歪めてしまう。現場での当初の役割
に加え、死亡調査員は、拡大する可能性のある問題に対してはさらに慎重になる必要があ
る。また、回答者の中に混乱が生じることや誰が現場を指揮するかについて意見の相違が
あることも予期しておく。犯罪行為が強く疑われる場合は、重要人物の管理や移動に関す
る措置が必要な場合もある (養育者をばらばらにするなど)。
その場にいる人の情動状態によっては、その高ぶった感情を、死亡調査員が和らげたり
制御する必要がある場合もある。悲嘆にくれる両親の反応は過剰に強烈な場合があり、自
己陶酔、矛盾、困惑などを示す場合もある。死別した両親には、子どもの死はあまりに圧
倒的で、彼らの反応は他人にだけでなく彼ら自身にとっても不可解なことも多い。現場の
感情を制御するとは、感情的応急手当てをするという意味である; 死亡調査員がずっと
精神健康上のサービスをしなければならないということではない。
要約すると、死亡調査員は、以下のことを予期しておくべきである:
・ 様々な感情や行動
・ 現場からの乳児を移動させることへの家族の抵抗
・ 見物人や家族の流入
・ 乳児の複数回の移動および現場の変形
・ 対応者の混乱: 救急隊、警察、メディアの取材者
・ 現場の無保存
死亡調査員自身の医学的プロトコールや専門知識のレベルによっては、死亡調査員が患
者の応急措置をする場合もある。措置を開始するには、家族や見物人からのプレッシャー
がある場合もある。適切なプロトコールに準拠することと、家族や見物人の感情や状況に
対応することが重要である。例えば、死亡調査員が自身の機関のプロトコールに従って診
れば、死亡しているとわかる場合でも、家族が死亡調査員に なんとかしろ と圧力をか
けてくる場合、緊急になんらかの行動をとるべきである。
面接を構成する (面接の導入段階につき説明した箇所を、再確認のこと)
自己紹介し、自分の役割を明らかにする
目撃者に自分の名前、肩書、所属機関、面接の目的、そしてこの調査の段階終了後の連
絡先担当者を告げ、自己紹介する。これが時間のかかる手続きであり、個人的な質問を多
くする必要があること、その中には答えにくい質問もある可能性があることを説明する。
目撃者が休憩したい場合は、ただそう言ってくれればよく、時間が与えられることを説明
する。
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D

G
乳児情報
現場が管理下に置かれ、主たる養育者が判明したら、死亡調査員は乳児の個人情報の記
録を始める。フルネーム（ファースト、ミドル、ラストネーム―正しい綴りを尋ねること）
、生年月日、月齢、性別、人種、及び社会保障番号はすべて収集し、ケースファイルまた
は現場報告書に記載しなければならない。乳児の主たる居住地と事件地の完全な住所を記
録しておくことは重要である。この情報は調査に不可欠であると同時に、調査過程を通じ
て両親、監督者、または主たる養育者との間に信頼関係を築くためにも役立つ。経験豊富
な死亡調査員は、両親または養育者との面接時には、面接者は死亡した乳児を名前で呼ぶ
ように勧めている。
目撃者の情報
目撃者のフルネームを記録する: ファースト、ミドル、ラストネーム;正しい綴りを尋
ねる。また、使用したことのある別名;生みの母が乳児の出生時には別名を使用している
場合もある。この情報は、病院や施設にデータを請求するために重要なものである。警察
および子ども保護サービスにも氏名および別名について尋ねる。生年月日および社会保障
番号は、他機関での記録閲覧や、多くの機関のデータベースでの検索に有用である。
死亡者との関係
乳児の養育者は、生物学的な親である場合もそうでない場合もある。乳児の養育者情報
は、調査に必要な追加記録の発見や、死亡状況の判断に非常に有用になることがある。望
ましくは、情報は養育者への質問を通じて収集し、他人からは取得しない。目撃者と死亡
者の関係、またはその人物が死亡児についての特定情報を知っている理由、およびどの程
度の期間、死亡児と付き合い（ベビーシッター、デイケア担当者としてなど）があったか
を記録しておく。
目撃者住所
目撃者の現在および旧住所を記録し、勤務先住所もあれば記録しておく。死亡調査員は、
死亡乳児との以前の関わりを警察に示すために、この情報が必要になる場合がある。旧住
所は、目撃者が別の場所に住んでいた時に死亡者と接触したかどうかを判断するために役
立つのである。これは、死亡者が別の州または地域から引っ越してきた場合はとりわけ重
要である。また、郡外または州外の警察または児童相談所からの情報、および住民票収集
のためにも、この情報が必要である。
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電話番号
エリアコードを含む全ての電話番号を記録しておく。番号は勤務先か、自宅か、携帯電
話か、またはポケットベルかを明記しておく。これらの番号に連絡する場合の参考情報も、
記録しておく（夜間勤務など）。
調査データ

死亡乳児情報
性:

男

人種:  白人

性

女

________________________
生年月日

名

症例番号 ____________

_____________________

_____/_____/__________ 月齢________
年

月

日

 黒人/アフリカ系  アジア系  インディアン/アラスカ系 

住基ネット番号# ____________________

か月
ヒスパニック/ラテン系

 その他

死亡乳児の現住所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____
インシデントの発生場所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

接触した目撃者の情報
死亡乳児との関係

 継親もしくは里親
性

 実母
 医師

______________________________ 名

 実父
 戸籍係

 祖母
 祖父
 その他: ______________________________________

_________________________

住基ネット番号 #___________________

自宅住所 ___________________________
職場住所 ___________________________

自宅電話番号 ___________________________

職場電話番号 ______________

生年月日 ______/______/__________
年

月

日

図. 4.1: SUIDI報告書の一般的調査項目部分
1

追加的調査データ(事例ごとに異なる̶調査ノートに記録)
接触があった時期：出来事の時系列に疑義が生じたら、誰がいつ乳児と接触したかの時間
を特定しながら、記録することが求められる。損傷が生じたことが確認される時間は、実
際に損傷が生じた時間に比べて、後になることが多いため、その幅のある時間帯で、誰が
実際に 乳児に接触したかを知ることは、不可欠である。
死者との関係：この記録は、目撃者と乳児の関係や、提供された情報を検証するためのも
のである。言葉を変えれば、 どうやってこの情報を知ったか である。たとえば、デイ
ケアの職員は、死亡児が当日、水疱瘡を発症しており、家に送り帰さなければならなかっ
たことから、水ぼうそうに罹患していたという情報を伝えてくるかもしれない。子どもが
水疱瘡にかかった場合は親・養育者に知らせるのが普通であるため、他のデイケア業者も、
この情報を知っているかもしれない。
家族との関係：上記と同様、被面接者と死亡乳児の家族との関係を記録する。虐待やネグ
レクトを受けた子どもは、外傷を診断・発見されないよう、ある人物との連続的接触を避
けることがある:
インフルエンザに罹患した死亡者の世話をしていたためいつものデイ
ケアに通えなかった 、 死亡者の16歳の姉のボーイフレンドが死亡2日前にベビーシッ
ターをしていた 、などと記載する。
雇用主情報：これは目撃者の医療保険、正確な生年月日、または社会保障番号の追跡には
非常に有用な情報である。州によっては、これが唯一の情報収集策である場合もある。
結婚歴：乳児の親または重要な永続的養育者となっている人物の結婚歴を確認することは
不可欠である。 自然 死ではない死亡態様が考慮される場合、このようなことが死亡態
様を判断するうえで重要になる場合がある。
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教育程度：乳児の親または重要な養育者の教育程度は記録すべきである。その人物の教育
程度を確認することで、死亡調査員は特定の用語の適切性についてより正しく評価するこ
とができる。
wit
目撃者に あなたはふだんの養育者ですか？ と尋ね、最初に はい と答えたか い
いえ と答えたかを記録する。しかし、続いての質問は後の、叙述に基づく報告書に記載
しなければならない詳細情報を聞くことのできる、 何が起こったか話してください と
いう聴き方を行う。
目撃者インタビュー
1 子どもの養育者ですか？

c はい

 いいえ

2 何が起こったか話してください： _____________________________________________________________________________________________

図. 4.2: SUIDI報告書の目撃者面接部分の最初の質問は、
死亡状況 につき叙述的に回
答を求める質問項目データで始まる。（後日、死亡調査員が叙述に基づく報告書を作成す
る際に使用される）
養育者の交代
乳児の養育者の交代は、乳児の正常なパターンや行動に変化をもたらしたという可能性
を含んでおり、死亡の原因になることもある。過去48時間以内に乳児の世話をした全員の
名前を調査し、正規の養育者かどうか尋ねる。その時間内に養育者の交代があった場合は、
その理由を解明する。過去48時間以内に乳児と接触した養育者には、全員面接をする。
目撃者と家族の関係を記録する (家族以外の場合)
自由回答式質問で、目撃者が乳児、または該当する場合は乳児の家族と、どのような交
流や関係があったかに焦点を当てた質問をする。目撃者がどのように家族とかかわること
になったかを解明し、その経緯や関係性に、何か変った点があれば記録する。
養育者に最も近しい人物が子どもに害を与えたり傷つけたりすることもある。目撃者が
なぜ養育者とかかわっているかを記録する。その人物が死亡者と一緒にいた時間とその理
由を書き留める。死亡者の世話をしていた人物が、乳児の身体、食事、また情動状態を細
かく観察している可能性が高い。目撃者と乳児の接触日時は正確に記載する。
目撃者には自身と乳児の関係を説明するよう求める。これは、目撃者がどの程度乳児に
責任を負っていたかのヒントになることがあり、彼らが取った行動の動機が示される場合
もある。目撃者が主たる養育者ではない場合は、彼らが定期的に乳児の世話をしていたの
かどうかを確認しておく。
具体的には、下記のような質問を行う:
・ ジョニーとはどんな関係ですか？
・ あなたはシャノンの主たる養育者ですか？
・ ジェイクの世話はどのくらいの頻度で、またどういう状況の時にしていますか？
若い男性は、 ガールフレンドの赤ん坊だから という場合がある。彼が父親かどうか
を尋ねること。祖父母、叔母、叔父の場合は、母方か父方かを明らかにする。友人が、実
際には血縁がないのに叔母や叔父だと名乗ることも多い。このような名乗り方は家族構成
ではよくあることで、非伝統的な家族では特に多い。
死亡乳児に関する事実情報の記録
は、非常に重要である。このデータを検証することで、死亡の根本原因解明に向けて方向
性や焦点が絞れることがある。異常な状況があれば、目撃者から情報を得次第質問する。
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具体的には、下記のような質問を行う:
・ ジェーンの世話をしていて、困ったことはありましたか？
・ キムと一緒にいるとき、けがや変った行動に気づきましたか？
・ 誰かがジミーについての情報をあなたに告げたことがありましたか？
目撃者が質問に対して詳しく説明することはよくあるため、追加的情報があれば必ず記
録するようにする。例えば、 ベビーシッターが私を呼んで、ジェーンの迎えに行かせた
んです、ママに連絡が取れないから、と。ベビーシッターはこんなことは初めてじゃない
と言っていました
子どもが何か食べたり、いつもとは違う環境に触れたりした後、普
段より騒いでいませんでしたか？と質問し、調査ノートに記録しておく。

rece
虐待損傷による死亡の場合は、乳児の死亡前に乳児に接触した人物が、その損傷に関与
しているか、損傷時間帯を特定するために有用な行動変化のヒストリーを提供してくれる
可能性がある。感染性疾患による死亡の場合は、人との接触が感染源である場合や、感染
児に暴露したことによって感染のリスクや予防の必要性があることを通知しなければなら
ない場合がある。自然死（グルタル酸尿症などの遺伝性疾患を含む）では、乳児と接触の
あった者は、一般的な健康状態および死亡前の乳児の活動レベルに関する情報を提供でき
るかもしれない。
最近の乳児と人との接触
面接を行った全員と同じく、乳児との関係を明らかにする。家族構成の記録は、家庭内
での死亡に至った遺伝疾患の事例では重要になることがある。以前に死亡が起こっていた
という情報は、死亡調査員や法医/病理医に、その病因を気づかせることとなることもある。
また生存しているきょうだいは、遺伝疾患が死因と特定された場合には、さらに医学的評
価が必要になるかもしれない。同じ虐待家庭に複数の子どもがいる場合でも、一人の子ど
もが ターゲット・チャイルド として、選ばれていることが多く、家族構成が何らかの
役割を果たしている可能性がある。このような家族の力学を理解することは、死亡調査員
が様々な家族に提供された情報を分析し、補足情報を収集するうえで助けとなることがあ
る。
目撃者の年齢と、接触日時は4つの一般的シナリオにおいて重要である:
・ 小児が罹患しやすい感染症
・ ベッドや寝床の共有による事故死
・ 外傷
・ 高齢または非一次的養育者
接触の時系列および場所を記録することは重要である。感染症や外傷性の死亡の場合は、
時間に関する情報が特に重要である。感染性疾患の場合は、最近接触した人物が以下であ
る可能性がある。
・ 感染源
・ 感染症の潜伏期である
徴候や症状を記録する
乳児が何らかの疾病の徴候を示していなかったかを養育者に尋ね、乳児が死亡前に病気
であったか、具合が悪そうに見えたかを判断する。養育者に、咳、発熱、鼻水、下痢、嘔
吐、嗜眠など何らかの徴候や、その他の変った行動がなかったかを尋ねる。養育者が、乳
児に熱があったと述べた場合は、その体温と、その測定方法を聞く。養育者が、体温計を
使わず肌に触れてみただけの場合も多いため、彼らの説明を記録する (大丈夫と感じた、
熱かった、燃えるようだった、など)。特定の体温が記録されていたら、それを記録し、そ
の情報を法医/病理医に伝える。異文化の被面接者は疾病の徴候や症状を異なる方法で説明
することがあり、情報を明確にするために補助的質問が必要になる場合があることに留意
する。
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その症状を和らげるために養育者が行ったことを尋ねる̶医者に行った、医者を呼んだ
、市販薬を与えたなど。何らかの薬剤や薬物が与えられた場合は、それを見せてもらうよ
う依頼し、必要があれば収集する。どれくらいの用量を与えたか尋ね、それがその乳児に
適切だったかどうかを確認し、全ての含有物を把握しているか、養育者はどのようにして
それらの市販薬を知ったかも確認する。
他に具合が悪くなった人がいれば記録する
剖検によって感染性の死因が示されたときは、この情報が重要となる。このような場合
は、病原体への暴露が重要であるため、乳児と接触した人物が感染源である場合もあれば、
また乳児からの感染が懸念され、医師の診察や予防的治療を必要とする場合もある。
調査によって、感染体が毒性または非常に感染力が強いとされた場合、または、病原体
が報告義務のあるものとして指定されている場合は、可及的速やかにその地方の保健所に
通知しなければならない。法医/病理医は、剖検における病理学的所見について保健所と
協議することができる。死亡調査員は、最近乳児と直接接触した人物の氏名と連絡先を、
保健所に提供できるよう準備しておかなければならない。
最近の損傷や転落をすべて記録する
乳児が事故、転落、または外傷により損傷を負っていた場合は、死亡調査員は養育者に
その損傷の発生時刻、損傷を負った場所、状況、およびどのような治療を施したかを説明
させる。疑われる損傷は、その場所に行き、転落した高さを測定し、落下面の種類を調査
する必要があるかもしれない。自動車事故があった場合は、事故の日時および場所を特定
し、 警察調書を入手する。損傷時にその場にいた人物にも面接を行う。
この情報は適切な現場報告書式に記録し、法医/病理医に発言のまま伝えるように、死
亡調査員のノートに詳細を記載する。乳児のこのようなヒストリーは、公衆衛生上の記録
としても不可欠であり、および追加的な連絡が必要になった場合に適切な機関に連絡する
ためにも、記録しておくことは不可欠である。家庭内に他にもリスクに曝されている可能
性がある幼児がいる場合に、児童相談所に連絡し事例報告をするのは死亡調査員の責任で
ある。
目撃者インタビュー
3 亡くなる24時間前に何かいつもと違ったりしたことがありましたか？

c いいえ

 はい_ 具
体的に:


4 亡くなる72時間以内に転落したり損傷を負ったりしましたか？

c いいえ

 はい_ 具
体的に:


図. 4.3: 最近の乳児の活動および行動は、SUIDI報告書の目撃者への面接事項記入部位に
記載する。

Questio
この時点までに死亡調査員はどの人物が、最後に乳児をその場に置き（プレイサー）、
最後に乳児が生存していたことを確認し(LKA)、乳児が死亡または無反応であることを発
見した（ファインダー）か、を承知していなければならない。プレイサー、ファインダー
、およびLKAが同一人物であった場合は、面接は時刻、現場における場所、そしてそれぞ
れ（寝かされた時−LKA−発見時）の乳児の姿勢を記録することから開始する。
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時刻と場所：乳児が最後に寝かされた、最後に生存が確認された、また発見された日時は、
調査現場報告書と死亡調査員のノートに記録する。この情報は調査にとっても、乳児と目
撃者の生存中および死亡時の行動の時間経過を特定するためにそのデータを利用すること
がある法医/病理医にとっても、極めて重要なものである。環境中の物体や場所が乳児にと
って危険な場合があるため、配置された場所および発見された場所は、死因にかかわる非
常に重要なものになることがある。
目撃者インタビュー年
5

子どもが最後に寝かされたのはいつ?

................... ______ /______ /__________ ______ : ______	  _____________________________
年

	  場所（部屋）
時間（24時間表記）

日

月

6

最後に生存が確認されたのはいつですか？

7

子どもを見つけたのはいつですか？
. ..........................______ /______ /__________ ______ : ______	  _____________________________

8

どうして子どもが生存していたことが確認されましたか？ _____________________________________________________________________

9

子どもはどこにいましたか−(P)寝かせた場所、(L)最後に生存を確認した場所、(F)見つけた場所

______ /______ /__________ ______ : ______	  ______________________________

年

時間（24時間表記） 場所（部屋）

日

月

時間（24時間表記） 場所（部屋）

日

月

(P,L,Fに○をつける)

 	
P L F 新生児用かご型ベッド

P L F 添い寝者の横

P L F カーシート

P L F 椅子

P L F 揺りかご

P L F 幼児ベッド

PLF床

P L F 成人の腕の中

P L F ボックススプリング
 	
P L F ソファー/カウチ

P L F マットレス

P L F ベビーサークル

P L F ポータブルの幼児ベッド

P L F ベビーカー

P L F スイング

P L F ウォーターベッド

P L F その他：具体的に ___________________________________________________________________________________________

図. 4.4: プレイサー、LKA、ファインダーごとに、具体的な日付、時刻、および場所を聴
取する。
身体、首および顔の位置: 死亡調査員は、プレイサー、LKA、およびファインダーに、乳
児の配置時、最終生存確認時、および発見時の姿勢を説明し、可能なら再現するよう依頼
する(第7章、人形による再現参照) 。面接のこの部分で、顔と首の位置を記録しておくこ
とも非常に重要である。
目撃者インタビュー年
10 子どもはどの姿勢で最後に寝かせましたか？

c 座位 c 背臥位 c 側臥位 c 腹臥位
c 不明
それは子どものいつもの姿勢でしたか？ c はい  いいえ_ いつもの姿勢は？ _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c 座位  	c 背臥位 c 側臥位 c 腹臥位
c 不明
11 子どもの生存を最後に確認した際の姿勢は？
それは子どものいつもの姿勢でしたか？  はい  いいえ_ いつもの姿勢は？ _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
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_
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_
c 座位 c 背臥位 c 側臥位 c 腹臥位
c 不明
.
12 子どもを見つけた際の姿勢は？

それは子どものいつもの姿勢でしたか？  はい  いいえ_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
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_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
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_
いつもの姿勢は？ _
  	 c 上向き   	

13 最後に寝かせた際の顔の向きは？

.

c 下向き

14 最後に寝かせた際の首の向きは？

.

c 頭を後ろにした上向き

15 最後に生存確認した際の顔の向きは？

c 下向き

16 最後に生存確認した際の首の向きは？
.

c 頭を後ろにした上向き

17 子どもを見つけた際の顔の向きは？
.

c 下向き

.
18 子どもを見つけた際の首の向きは？

c 頭を後ろにした上向き

c 右向き

c 左向き

c 顎を胸に付けた下向きc 自然位

c 横向き

c 上向き

c 右向き

c 左向き

c 顎を胸に付けた下向きc 自然位

c 横向き

  	 c 上向き   	

c 右向き

c 左向き

c 顎を胸に付けた下向きc 自然位  	 c 横向き

図. 4.5: 乳児の姿勢は、ぞれぞれの時間間隔で記録する:配置時、最終生存確認時、発見
時。
就寝場所や姿勢の変更: 養育者に、乳児は通常どこで、どのような姿勢で就寝しているか、
また過去48時間以内に睡眠習慣で何か変更があったか、を説明させる。睡眠パターンの変
更は、疾病、損傷、または環境上の問題に強く影響している可能性もある。乳児の正常な
睡眠パターンを特定し、なぜそのパターンの逸脱があったのかを解明する。考えうる睡眠
パターンの妨害には、新しいベッドへの移動、新しい部屋への移動、誰かと一緒に寝る、
そして背中を下にするのではなく腹部や脇を下に寝かされることなどが含まれる。これら
の補足情報も、調査報告書に記録しておくべきである。
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衣服と寝具: 養育者に、乳児は発見時に何を着ていたか尋ねる。衣服の種類や適切性に加
え、乳児がどのようにくるまれていたかも記録する。乳児の寝床、ベビーベッド、または
ベッドの上にかかっていた寝具の種類も、写真をつけて確認、記録、説明することが重要
である。
目撃者インタビュー
19 子どもは何を着ていた？（例：Tシャツ、紙おむつ）

_________________________________________________________________

20 子どもはきつい服を着てたり布でくるまれたりしていた？ c いいえ
_ _ 具体的に: __________________________________________
c はい
 
______________________________________________________________________________________________________

21 使用していた毛布のタイプと枚数（敷き、掛けの両方）は？（子どもを包んでいた毛布を除く）：
敷き寝具
掛け寝具
なし
なし 枚数
枚数
_______
_______
湯上り用おくるみ .......................................... 
湯上り用おくるみ .......................................... 
_______
_______
乳幼児用毛布
. ....................................... 
乳幼児用毛布
........................................ 
_______
_______
乳幼児用布団
.......................... 
乳幼児用布団
.......................... 
_______
_______
成人用布団/羽毛布団 . ................................. 
成人用布団/羽毛布団 .................................. 
_______
_______
成人用毛布 .................................................. 
成人用毛布 ................................................. 
_______
_______
シーツ ............................................................. 
シーツ ............................................................. 
_______
_______
シープスキン
. ...................................................... 
枕
............................................................. 
_______
_
____________________________________
枕
............................................................. 
その他、具体的に：
_______
ゴムやプラスチックのシート......................... 
_
____________________________________
その他、具体的に：

図. 4.6: 乳児が使用していた衣類や寝具の種類は記録を行わなければならない。
この時点で死亡調査員は、面接が終了次第、または現場調査前の人形による再現におい
て、これらのものを精査、撮影できるよう、所在を確認しておかなければならない。
作動していた、または乳児の手の届く範囲にあった機器: 養育者に、乳児の発見時、部屋
の中で作動していた機器があったかを尋ね、部屋の温度を聞く̶死亡調査員にとって熱す
ぎる室温でも目撃者には適温の場合もあることを忘れないようにする。評価基準として、
養育者の解釈も記録しておく。

目撃者インタビュー
22 下記のうち死亡児の部屋で動作していた機器は？
c なし
c 無呼吸モニタ
c 加湿器

c 噴霧器

23 死亡児のいた部屋の室温は？

c 高温 c 低温 c 適温

c 空気清浄器

c その他
__________________________
_

c その他 __________________________

24 下記のうち死亡児の顔、鼻、口の近くにあった物品は？
c バンパーパッド
   c 乳児用枕

   c 姿勢保持補助具

25 下記のうち死亡児の手の届く範囲にあった物品は？

c おしゃぶり
        c なし

c 動物のぬいぐるみ
  	c おもちゃ
 	 c その他_________________
c 毛布

c おもちゃ c 枕

     c その他 _________________________________________________________________

図. 4.7: 乳児の環境に関する一般的質問への答えはここに記録する。
目撃者に、ベビーベッドまたはベッド内に、乳児とともに置かれていたものを尋ねる。
繰り返すが、これらの場所を現場調査中に記録しておく。これは面接を、病院など実際の
事件発生場所以外で行う場合は。特に重要である。
寝床の共有: 誰かが乳児と一緒に同じ寝床で寝ていなかったかを確認する。もし該当する
場合は、その年齢、およその身長、体重、乳児との位置関係、また酩酊していなかったか、
何らかの薬物の影響を受けていなかったかを記録する。誰かと寝床を共有することは、乳
児にとって深刻なリスク要因となる。
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目撃者インタビュー
26 誰か死亡児と一緒に寝ていたか？

   c はい_ その人物の名前などを下記に記せ
   c いいえ

死亡児と一緒に寝ていた人物の名前

年齢

身長

体重

死亡児との位置関係

薬物使用、疲労等での能力低下は？

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

図. 4.8: 睡眠に関する質問では、死亡調査員は広く情報を収集する必要がある。
乳児の睡眠環境及び乳児を寝かせる方法について話をするときは、発見時の乳児の状態
や場所（ベッド・ベビーベッド内の）について質問することが望ましい。その人物が乳児
のチェックをしたか、していたとしたらそれはなぜか、を確認するよう努める。乳児が発
見時に何かの間に挟まれていなかったか、そして最初に発見し、抱き上げた際、体はどの
ようにみえたか、触った感じはどうだったか（冷たかった、濡れていた、など）を説明さ
せる。
目撃者インタビュー
c いいえ
 	 c はい_ 具体的に:_ ___________________________________________
 	
27 ウェッジング(どこかに嵌り込むこと)をきたしていたか？

28 発見時子どもは息をしていた？

 していた  していなかった

息をしていなかった場合、子どもの息が止まるのを目撃した？

 いいえ  はい

29 子どもの状態を確認しようと思ったのはなぜか？ ____________________________________________________________________
30 死亡児を発見した時の外観は？
a) 顔/鼻/口周囲の変色

不明いいえ はい 詳述し、部位を同定せよ
............................................. c c c		_ _______________________________________

b) 分泌物(泡を吹いていた)
. ..................................................................... c

c c		_ _______________________________________

c) 皮膚変色（死斑）

. .......................................................... c

c c		_ _______________________________________

d) 圧痕（蒼白部位）

............................................... c

c c		_ _______________________________________

c

c c		_ _______________________________________

f) 体のパターン痕（擦過傷or挫傷） . ................................................. c

c c		_ _______________________________________

g) その他................................................................................................. c

c c		_ _______________________________________

e) 発疹や点状出（粘膜や結膜にも注意）

31 発見時子どもはどのような状態であったか？（該当項目すべてチェック）
c 発汗あり
c 体熱感あり
c 冷たかった
c 弛緩していた
c 硬直していたf
c 不明
c その他_具体的に:______________________________________________________________________________________

図. 4.9:

挟み込み

および発見時の乳児の外見に関する質問。

.

蘇生努力: 乳児の蘇生を試みた者があれば、調査書および死亡調査員の現場ノートに記録
しなければならない。救急サービスの職員 (救急隊・消防・警察)が蘇生措置を行った場合
は、死亡調査員はこれを記し、養育者の面接後、機関の担当者に確認する。養育者が乳児
の蘇生を行っていた場合は、以前にも養育者が蘇生を行ったことがあるかを尋ねる良い機
会になる場合もある。その質問は、彼らが以前にも乳児の死亡を目撃したことや、自分が
世話をしていた子どもが死んだことがあるかを尋ねるための都合の良い 導入部 になる
かもしれない。
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目撃者インタビュー

32 救急隊員以外の人物が蘇生を行おうとしたか？

    いいえ  はい_ いつ・誰が？

誰が ________________________________________________________________ _____ /______ /__________ ______ : _______
年

 	

月

日

時間（24時間表記）

33 蘇生の一環として、何が行われたか述べてください：

34 親/養育者は、以前に突然の、予期せぬ子どもの死亡を経験しているか？

 いいえ  はい_ 説明せよ

図. 4.10：救急隊による蘇生措置は、他の乳児の死亡について、養育者が目撃したかどう
か尋ねるきっかけになる場合がある。
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最近の乳児の活動・行動の状況
はじめに
乳児の日常的な行動に、何らかの著しい変化があったかどうかを確認す
ることは、死亡原因や死亡態様を最終的に決定づけるうえで、非常に重要
な情報になりうる。乳児を最もよく知る人物によって観察された行動変化
については、詳細かつ繊細な質問が必要である。感染性疾患、最近発症し
た先天性異常や代謝性疾患は、嗜眠の増加など、わずかな変化しか示さな
い場合もあり、主たる養育者が唯一最良の情報源である。
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正確な情報の入手
この重要情報を入手する最良かつ最も正確な方法は、乳児の毎日の世話をしている人物
に、個別に綿密な面接を行うことである。面接対象者に完全に理解できる言葉で質問を行
うことが重要である。例えば、 嗜眠 は いつもより眠そう という表現にしなければ
ならない場合もある。記録すべき内容は、変化を表すものである、ということに留意する。
夜泣きする 乳児は、ぐずっていた、と表現されたとしても、それは本質的な変化はな
く、それが通常の行動である。
行動変化に加え、例えば嘔吐、呼吸困難、体重減少など乳児の身体的健康状態の変化も
確認することが、死因や死亡態様の確認にとって重要である。これらの変化は、行動変化
よりも客観的で、死後身体調査での乳児突然死の具体的な病因の正確な特定に導くことが
できる。この重要情報は養育者の面接中に入手できることもあるが、乳児の医療記録検証
によって発見されることもある。医療提供者の連絡先は必ず入手し、必要に応じて医療記
録が検証できるようにしておく。
死亡前72時間内の乳児の行動の変化、および身体的健康の変化を記録する
嗜眠または睡眠時間長期化のヒストリー
新生児は通常一日約16時間から18時間眠っている。成長につれて、この時間は覚醒状態
と頻繁なうたた寝の期間に分かれていく(Levine, Carey, & Croker, 1999)。乳児によっ
て個人差は大きいが、最も記録すべきことは、乳児の通常の睡眠習慣における変化である。
睡眠時間の延長は、非常に早く進行し、通常成人が示すような咳、喘鳴、または発熱な
どの症状を示さない呼吸器感染症（肺炎、細気管支炎など）による低酸素症を示している
のかもしれない。嗜眠は、感染症（髄膜炎）、電解質平衡異常（腸疾患、代謝性疾患、ま
たは異常な食生活）、または脳損傷（事故または加害によるもの）によって引き起こされ
た中枢神経の抑制の発現かもしれない。
直近のぐずりや過剰な啼泣のヒストリー
通常は落ち着いているのに死亡の72時間以内に過剰な啼泣を示した乳児は、これが行動
変化を示しているものであることから、普段から夜泣きをする乳児よりも心配である。啼
泣は乳児が痛みやその他の不快を外に示す唯一の反応である。痛みは、腸回転異常または
閉塞などの腸の病状によるもの、または虐待や代謝異常による骨折などの骨の病状による
もの、または髄膜炎や頭部損傷など脳の病状によるものかもしれない。低酸素症や、先天
性心疾患、肺炎、または細気管支炎による 空気飢餓感 のある乳児も、非常にぐずるこ
とがある。
直近の嘔吐のヒストリー
嘔吐（vomiting）は、胃に運ばれる途中の食物が強制的に排出されることをいう。乳児
はしばしば液体を吐き出す（spit up）ことがある。げっぷで液体を吐き出すことと、嘔
吐は識別されなければならない。 しょっちゅう嘔吐する というヒストリーの記録は、
あいまいで、剖検担当の法医/病理医にとって、あまり意味をなすものではない。実際の
嘔吐物は胃液によって凝固していることが多い。
下痢（下記参照）および発熱を伴う嘔吐は、感染症を示唆している。強制的な 噴出性
嘔吐 のヒストリーのある乳児（男児が多い）は、胃の下部が細くなって食物を排出する
ことができない幽門狭窄症の可能性がある。単独の嘔吐は、代謝性疾患や脳損傷の徴候で
ある可能性もある。
直近の下痢、および便性の変化のヒストリー
下痢とは、乳児の便の特定の変化を言い、具体的には、頻度と便の液体量の増加を指す。
あの子は生まれた時から下痢をしていた というヒストリーは有用ではない。 より重
要な質問は:
（血性、粘液性、水様、色の変化など）乳児の便性の外見は変化して
いたか? である。養育者には、液状便の回数を質問するよりも、 何回ぐらい赤ちゃん
のおむつを替えなければならなかったですか？ と質問すれば、より明確な回答が得られ
る場合がある。下痢では、液体量（完全に水様か？）および便中に血液が混じっていたか
いなかったかを尋ねなければなければならない。
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重要な補足情報としては、人工栄養児の場合は調乳用の水に何を使用したかや、他の家
族の中に胃腸症状を示している者がいないか否か、が含まれる。乳児が下痢を訴えて過去
72時間以内に医療提供施設に連れて行かれていた場合は、医療記録を検証すれば便培養ま
たはRotazyme テストの結果が明らかになることもある。これらの結果をフォローアップ
することによって、具体的な感染性病因が明らかになることもある。
呼吸困難のヒストリー
呼吸困難は、ウイルス性クループ、細気管支炎、肺炎、肺、異物誤嚥、および気道の出
生時（先天性）奇形など、様々な医学的条件および疾患によって起こる。呼吸困難は、頭
部（脳）損傷、被毒、および先天性心疾患によって生じることもある。
呼吸困難のある乳児は、呼吸に問題があると訴えることはできない。しかし、呼吸に問
題のある乳児は、通常より呼吸が早い、および呼吸時に肋骨の間の皮膚が陥没する（陥凹
と呼ばれる）ことがある。乳児の鼻の側面が呼吸のたびに膨らんだりすぼまったり（鼻翼
呼吸という）する、また、呼吸困難の乳児は、呼気のたびにうめくような音がすることも
ある。呼吸困難の乳児は、一定の時間呼吸が停止する、無呼吸のエピソードがある場合も
ある。呼吸困難のある乳児は、チアノーゼ状になる、つまり唇、口および顔面が青灰色に
変色する。その他の呼吸困難の徴候には、呼気時の喘鳴（wheezing）、吸気時の喘鳴
（stridor）などがある。
Wheezingとは、呼気時に聞かれる口笛のような音で、ほとんどの場合気管支痙攣（肺の
細い気道の筋収縮）によって生じる。吸気時にぜいぜいという音が聞かれるstridorとは
識別が可能で、stridorはほとんどが、異物や壁外性腫瘤、気道浮腫による上気道の部分
閉塞、または気管の先天性の floppiness（脆弱さ）
によるもの（気管軟化症）であ
る。
Wheezingとstridorは、それぞれ特定の死因を示唆するものであることから、識別するこ
とが重要である。Wheezingは、ウイルス性細気管支炎または鬱血性心不全による肺浮腫の
徴候である場合がある。前者は発熱や鼻水を伴うことが多いが、後者はそうとは限らない。
Stridorをしっかりと識別できると、法医/病理学者に、乳児の気道中の微細な異物（ボタ
ン、ナッツなど）や、上気道や周辺組織の解剖学的奇形、または上気道を外部から圧迫し
ている腫瘍についての注意を促すことができる。 呼吸困難 というのは広義の用語であ
るが、慎重かつ正確な質問によって経験を積んだ面接者は、非常に多くの貴重な情報を探
り出すことができる。
直近の発熱
発熱とは、体温の測定値が 正常値 を超えることをいう。 赤ちゃんは熱がありまし
たか？ という質問への答えは、客観的な測定値変化とは限らないことがある。赤ちゃん
は触ってみて温かかったか？熱を測ったか？測ったなら、測定方法は？直腸体温か？腋下
体温か？額に冷却シートを貼ったか？体温は何度だったか？ など具体的に尋ねること。
発熱は、感染症に最も頻繁に合併するものであるが、他の病態を示唆する場合もある。
体温上昇は、過剰暖房の室内で過剰にくるまれた乳児でも見られることがある。厚着また
は室温上昇による過熱は、乳児突然死で記録の多い、リスク要因である。
直近の過剰な発汗
発汗は、非特異的であるが乳児の最近のヒストリーの中で重要な可能性を持つ特性であ
る。発汗は発熱による場合も、環境の過熱による場合もあるが、乳児の鬱血性心不全や、
代謝欲求が満たされないことを反映している場合もある。鬱血性心不全の乳児は、食事中
またはその他の労作中に発汗する傾向がある。
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直近の窒息
米国における年間4,000件の窒息死のほぼ2/3は、3歳未満の乳児例である。乳児はいろ
いろなものを口に入れながら自分の世界を探検し、固形食物の扱い方を覚えていく。部分
的閉塞をきたす異物は、一次的窒息を起こすこともあるが、その物体の位置が変化するこ
とによって、最悪の場合、気道の完全閉塞をきたし、突然死に至る場合がある。養育者に
は窒息と見えるが、実際は部分的閉塞または胃腸炎などの胃腸症状による嘔吐反射である
場合もある。既知の胃食道逆流のある乳児では、ある程度の頻度で窒息を起こす。この事
実は大変重要だが、新たな窒息のエピソードが起きた場合は、別の疾患を示唆する場合も
ある。
異物が侵入したあらゆる原因を探るべきである。調査員は、以下のような質問を行うべ
きである:
・ きょうだい一人だけが乳児と一緒にいたのか?
・ 乳児の衣服のすべてのボタンやスナップなどはなくなっていないか、または説明の
つく状態か？
・ 乳児のベッドに、原因になりそうなもの（おもちゃなど）があったか？
窒息原因は確定されないこともあるが、窒息のヒストリーは、剖検にて乳児の気道を精
査する法医/病理医には極めて重要である。
直近の痙攣、または異常動作
養育者は死亡調査員に 赤ちゃんが痙攣を起こした とはあまり言わないが、乳児の四
肢のいずれかに奇妙な動きがあったと説明することはある。 発作 、 痙攣 という用
語は、養育者が面接にこれらを持ち込まない限り使用しないことを推奨する。四肢の異常
な動作について質問し、その動き（素早い、衝動的な、ゆっくりした、波動上のなど）の
特徴が分かるよう、詳細な説明を要求するようにする。
明白な痙攣の存在は、中枢神経
系に異常があったということを強く示唆する。内因性発作疾患の可能性もあるため、痙攣
の家族歴を聴取する必要がある。また、初発の痙攣は、先天代謝異常、乳児用粉乳の調合
失敗による電解質平衡異常、変った食習慣、または頭部損傷の存在を表したものである可
能性がある。
四肢の動作の欠如は、乳児突然死の他の可能性を示唆するものである。目に見えない骨
折による疼痛が、乳児の動作を抑制することもある。稀にではあるが、四肢の動作欠如が
、中枢神経の疾患または損傷を反映することもある。
死亡72時間前までの損傷の既往を記録する
F
直近の転落
乳児が最近転倒を経験していた場合は、調査員はその転落の状況を取り巻く情報を、
できる限り記録しなければならない。ヒストリーの主要な要素には、以下が含まれる:
・ 転落の高さ̶低所（4フィート未満）からの転落は死因になりえないと言い切るこ
とはできないが、発表された文献によればそのようなことは極めて稀である。転
落の予測値から単純に話を開始するのではなく、養育者には転落の高さを再現す
るか、または乳児が落ちたとされる場所を指し示してもらうようにすべきである。
・ 衝撃面̶乳児が着地または衝突したとされる面を見ることができない場合は、
できる限りの詳細情報を入手する。着地面は木、コンクリート、またはカーペッ
トだったか？カーペットの場合は、詰め物があるものか？
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other
• 接地面̶乳児がカウチから転落し、木製フロアの熱い絨毯の上に背中から落ちた場
合と、同じ高さから転落し、金属性のおもちゃの車に直接頭から落ちた、あるいは
コンクリートの床に落ちた場合では、力は全く違う伝わり方をする。すべての詳細
を記録する。
直近の頭部損傷
乳児の事故による頭部損傷は、転落によるものが最も多いが、きょうだいが偶発的に乳
児の頭部を何らかの固定物にぶつけた、または養育者が乳児を抱いて転倒したなど、その
他の経緯によるものもある。機序にかかわらず、調査員の第一の責務は、説明された損傷
を再現するために必要な情報を収集することである。
直近の四肢骨折
死亡前72時間以内の四肢骨折は、ほぼ確実に医療記録およびレントゲン記録がある。死
亡調査中に行われた骨折の説明は、医療記録に残るヒストリーと比較しなければならない。
すべての骨折が外傷性ではない; 骨形成不全症、骨格形成異常などの代謝性骨疾患、およ
びその他の症候群で骨折に至るものもある。乳児の骨折、特に虐待による骨折の性質は、
年長児や成人に見られる骨折とは実質的に異なっている。乳児の虐待性骨折は、肋骨およ
び長骨端に生じやすい。目に見える変形がないが、いずれにしても疼痛が特徴である。
直近の熱傷
骨折同様、死亡前72時間以内に生じた熱傷は、死亡調査時に提供されたヒストリーと比
較できる医療記録があるはずである。ない場合、死亡調査員は、熱傷に関する具体的な詳
細を調べなければならない。熱傷は種類によって異なる外見をしている。熱傷の種類には、
火炎熱傷、熱湯熱傷、接触性熱傷、電気熱傷、化学熱傷、そして紫外線熱傷が含まれる。
熱湯および接触性熱傷は、虐待による熱傷で最もよくみられるものである。熱湯熱傷の詳
細調査では、調査員は熱傷のパターン(浸水、飛沫、注水または接触) および蛇口から直
接測定した水温に注意しなければならない (図参照)。幼児のいる家庭での蛇口から直接
測定した水温の推奨される水温は華氏120度（48.9℃）;米国の平均家庭で蛇口から直接測
定した水温は華氏140度（60℃）である。

湯温による影響
Child Maltreatment: A Clinical Guide & Reference, 1994

Temp (F)
120
125
130
135
140
145
150
155
158

より

熱傷をきたすまでの時間（成人）
5-10 minutes
2 minutes
30 seconds
10 seconds
5 seconds
3 seconds
1-5 seconds
1 second or less
< 1 second

図 4.11: 湯温と熱傷をきたすまでの時間相関図
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直近の自動車事故
乳児が最近自動車事故に巻き込まれていた場合、調査員は、治療を求めたか、施設はど
こかを調査確認する。警察が対応にあたった場合は、事故報告書を検証する。未対応の場
合は、乳児は認可された安全シートに座っていたかどうか、何らかの損傷を受けたかも含
め、事故の起こった状況を詳細に記録する。
直近の溺水
突然死72時間前までの溺水または溺死未遂のエピソードがあり、特にそのような出来事
があった後も治療を受けさせようとしていない事例があれば、詳細なヒストリーは必須で
ある。どのような状況でそのエピソードが起こったのか？エピソードの時間は？どのよう
な措置がとられたか？ 溺水直後の乳児の行動は？その後の72時間で、乳児の普段の行動
に変化はなかったか？
治療歴
調査員は、死亡前72時間以内に乳児に行われた予防注射、薬物療法、または民間療法を
含む全ての治療を記録する。可能であれば剖検前に、法医/病理医がこれらすべてについ
て死因となった可能性について精査しなければならない。乳児には何らかのアレルギーが
あった可能性も、それらの治療について過剰反応した可能性もある。治療に加え、予防注
射を行った施設名と記録のコピーを入手する。薬物療法を受けていた場合は、養育者にど
のような薬剤が、何の目的で、どの程度の用量および投薬時間で与えられていたかを尋ね
る。薬剤の袋を見せてもらい、必要があれば回収する。

死亡乳児の医学ヒストリー
1

死亡児の医学情報の情報源：

c 医師   	 c その他の医療従事者
c 診療録
c その他の家族
	   c その他_______________________

c 母親/主たる養育者
2 死亡の72時間以内に子どもは下記の症状を呈していた？：
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

不明 いいえ はい
 
発熱 . .................................................... 
 
発汗過多
............................... 
 
傾眠傾向
... 
 
不機嫌/啼泣
............... 
 
食欲低下
.............................. 
 
嘔吐
................................................. 
 
窒息
. ................................................ 

不明 いいえ はい
 
h) 下痢
............................................................. 
 
i) 便性変化
.................................................... 
 
j) 呼吸困難
............................................. 
 
k) 無呼吸
.................................... 
 
l) チアノーゼ
.................................. 
 
m) 痙攣
..................................... 
___________________________________
_
n) その他、具体的に

3 死亡の72時間以内に、子どもは損傷を負ったり、その他のなんらかの言及されていない状態があったか？
 いいえ  はい_ 具体的に ________
4 死亡の72時間以内に子どもは何らかのワクチン接種や、治療を受けていたか？
（家庭療法、漢方、処方薬、市販薬等すべてを含める）

 いいえ  はい_ 下記に記してください
ワクチン名や薬剤名

最後の投与量

			

投与年月日
年

月

おおよその時間

 	    	
日 	    （24時間表記）

投与理由/
特記事項

1.___________________________ ___________

______ /_____ /_______ ______:______ __________________________

2.___________________________ ___________

______ /_____ /_______ ______:______ ___________________________

3.___________________________ ___________

______ /_____ /_______ ______:______ ___________________________

4.___________________________ ___________

______ /_____ /_______ ______:______ ___________________________

図. 4.12: 養育者または適切な医療提供者との面接中に、直近の身体的状況および医学的
事項を記録する。
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医療情報および妊娠歴
はじめに
過去72時間以内に行われた医学的措置を確認するために、主たる養育者
への面接を行うことは極めて重要である。しかし調査員は、養育者だけで
はなく、乳児を診察した医師や他の医療従事者などの、他の人物にも接触
し実母の医療情報や、乳児に関する補足的な医療情報も集めなければなら
ない。
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医学的ヒストリーの記録
どの乳児においても出生前の環境は、生後の成長能力に影響する。特にSIDSの診断に関
して重要な要素として、妊娠週数、妊娠前診断の欠如や栄養不良に関連した問題、貧血、
そして未治療の感染症; さらに母体のタバコ、アルコール、または薬物の治療が含まれる。
Triple Risk Model of SIDS (Kinney and Filiano)によれば、脆弱な乳児では、子宮内異
常と脆弱な生後期間の環境的ストレスが組み合わさることで、突然死をきたしうる。
医療記録を検証することには、この種の記録を見慣れない者には面倒に見えるかもしれ
ないが、ほとんどのカルテは予期できる形式に従って書かれており、構造がわかる者は情
報も見つけやすい。書式は僅かに異なっているが、ほとんどの医療記録は SOAP 形式に
則っている:
・ Subjective（主観的情報）: 養育者の受診理由の説明
・ Objective（客観的情報）: 身体診察から導き出された所見および徴候
・ Assessment（分析）: ヒストリーおよび身体所見に基づく訴えの診断または鑑別診
断
・ Plan（治療計画）: 追加の診断検査または放射線学的検査、および治療計画。
診療カルテには、通常最初の数ページに、出生歴、予防注射、そしてアレルギーや、具
体的な診断、処方した薬剤などの現在の医学的状態などの基本的情報が記載されている。
子どもの定期健診も時系列的に記録され、乳児の成長、発達、食事および睡眠パターンな
ども記される。 疾病による受診 歴はカルテの同じセクションに記載されていることも
あり、別の個所に記載されていることもある。成長率は成長の追跡を目的とした特別なチ
ャートに記載されている。
入院歴は多少異なる扱いとなっている。参照しやすいよう、通常は特別なセクションが
割り当てられている。人基本的情報と保険情報に続いて、ファイルの最初に近いところに
は、 H&P (ヒストリーおよび身体)というラベルが貼られた箇所があるはずである。こ
れは、なぜその乳児が入院したかを要約したもので、通常SOAPの書式に則っている。それ
に続いて、 進捗状況 が記録されている。カルテのこの部分は、入院中の日々のやり
取りを言葉通りに記録したものである。この部分は入院中医師、セラピスト、または治療
にあたったその他の医療専門職員が誰でも時系列的に記録していくものである。医師の記
載部分は、通常SOAP書式で書かれている。呼吸治療、身体治療、栄養補助、およびその他
は、性質的にも話し言葉になることもある。それぞれ領域ごとにラベルを貼付しておく。
専門家への相談内容は、進捗状況記録部分に記録されるが、多くの場合、カルテに特別な
領域を設けられていて、そこにファイルされる。
検査所見および画像所見が通常それに続き、看護記録がさらに続く。後者の綿密な記録
の重要性は、どんなに強調しても強調しすぎることはない。カルテのこの部分は、進捗状
況に記録された基礎的な医療記録以上の膨大な情報を持っているものである。看護記録は、
乳児の覚醒時および睡眠時の観察など、通常些細な、しかし重要な事柄を記録したもので
ある; 呼吸パターンの客観的な分析、および乳児の栄養状況がどの程度良いか悪いか; 養
育者から語られた話への反論もしくは裏付け; そして養育者、その他の家族、および見舞
客の訪問や、交わされたやり取りである。それらを総合して看護記録は、乳児死亡事例を
調査する際の、豊かな情報源になることが多い。
全ての予防接種歴
この情報は、できれば医療機関から入手する。医療記録・機関から渡され養育者が保管
してあるカードなどから入手することもできる。情報とその提供源に関しては、検証が必
要である。医療記録には、日付、回数、実施した予防接種の種類が示されているはずであ
る。
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全てのアレルギー歴
この情報は、記録するが、解釈には慎重さが求められる。一般人も医療提供者も一様に、
様々な乳児の行動を アレルギー に結び付ける。SIDSの原因をアレルギーとする医学的
文献はないが、状況が適合すれば、乳児が証明済みのアレルゲンに暴露することによって
死因になることもありうる。
無呼吸のヒストリー
無呼吸̶呼吸努力の停止̶は、調査において危険を示すサインであり、綿密な記録検証
を促すものである。反復的な無呼吸のエピソードが確認されているか疑われる乳児は、通
常、神経、心臓、および呼吸器などを含め、徹底的な医学的検査を受けているはずである。
EEG、神経画像学的検査、 EKG、Holter検査、睡眠検査、および代謝スクリーニングの結
果がファイルにあるかもしれない。以前に比べて使用は減ったとはいえ、無呼吸のヒスト
リーのある乳児の中には、家庭内でモニタリング機器をつけていた子がいるかもしれない。
この機器も、入手して検査をすべきである。
チアノーゼのヒストリー
チアノーゼの所見も、同様に、無呼吸の項で挙げた多くの検査を含む詳細な医学的評価
を促すものである。チアノーゼの原因が確定診断されていたかどうかにかかわらず、剖検
の際に心臓、肺および中枢神経系のわずかな異常に注意を集中できるよう、詳細に記録さ
れたヒストリーを剖検担当の法医/病理医に目立つように渡す。
痙攣のヒストリー
乳児が痙攣を起こし、、血液中の酸素不足をきたし急性チアノーゼ、または急速な肌の
変色を起こしたことがないか確認する。
心臓疾患のヒストリー
養育者への面接では、 心臓の病気 という表現以上の結果は何も得られない場合もあ
る。心臓の病状について複雑さが増すほどその可能性は高くなる。医療記録を検証するこ
とによって、それが無症候性の 無害な 心雑音か、複雑な先天性心疾患かが明らかにな
る。心臓に関するすべての診断検査報告を入手し、剖検担当の法医/病理医へ報告する。
小児期の心臓疾患歴を含めた乳児の家族歴の入手は極めて重要であり、医療記録で確認す
る必要がある。
乳児期の心臓突然死の鑑別診断には、どんなに診断が望ましくとも確定
診断を下すことが困難なものも含まれている。数例を挙げると、心筋炎、 冠動脈起始部
異常、 房室結節または伝導路病変、および様々な種類のQT延長症候群から成るイオン・
チャンネル障害などが挙げられる。
代謝異常のヒストリー
全50州、コロンビア特別区、グアム、プエルトリコ、および米ヴァージン諸島では、現
在新生児の代謝スクリーニングを義務付けているため、この情報は通常中央の登録システ
ムから入手できる。新生児スクリーニングシステムは子どもの、最初にして最大規模の遺
伝学的検証プログラムでもある。多くの州では、両親が宗教上その他の理由で遺伝学的テ
ストに反対する場合は例外を認めている。それぞれの州の州法をあたること; このスクリ
ーニングの範囲は週によって大きく異なる。個々のケースでは、それぞれの子どもの医学
的評価の一環として、より詳細なスクリーニングまたは診断が行われていることもある。
代謝の先天性異常の中には、SUIDの潜在的原因と認識されているものもあり、さらに今後、
その種類は増えていくことが予想される。
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家庭内の過去の子どもの死亡歴
同一家庭で自然原因による複数の子どもの死が発生することは稀である。死亡調査員は、
他の子どもも同一人物または同じ複数の人物の世話を受けていて死亡したのかどうか、確
認する必要がある。
医療的問題のヒストリー
死亡調査員は、一次的養育者または適切な医療提供者に、乳児に何らかの慢性的健康問
題があったか、あるいはそのヒストリーがあったかを尋ねなければならない。これは、ア
レルギーや成長障害から痙攣や先天的奇形まで及ぶ。
死亡乳児の医学ヒストリー
5

子どもには下記の既往があったか？

不明 いいえ はい
  a_
a) アレルギー（食物、薬物、その他）
. ........ 
b) 成長異常、過体重や体重増加不良
d)

e)
f)
g)
h)

. .... 


チアノーゼ
......................... 
痙攣
. ........................ 
心臓疾患
................. 
代謝疾患
......................... 
その他. ...................................................... 

c) 無呼吸

...........................

















具体的に

_______________________________________
_
a _______________________________________
a_ _______________________________________
a_ _______________________________________
a_ _______________________________________
a_ _______________________________________
a_ _______________________________________
a_ _______________________________________

6 子どもには何らかの先天異常があったか？  いいえ はい
具体的に： ________________________________________________________________________________________________

図. 4.13: 乳児の医学的ヒストリーを記録する。
出生記録の記載

G
乳児の生年月日および妊娠期間
乳児の生年月日、病院その他出生地の住所、市、州を含む生誕地を記録する。家庭内の
乳児が一人だけの場合も、自動的に単体妊娠とは限らない。乳児が単体妊娠か、双胎か、
品胎か、またはそれ以上の多胎かを尋ねるのは重要である。胎児の数が多いほどそれぞれ
の出生体重は小さくなり、早産のリスクが高くなるが、これらはそれぞれ独立したSIDSの
リスク要因である。残念ながら、多胎妊娠はすべてある程度リスクが高く、新生児全員が
生存するとは限らない。
出生時合併症
出生から時間が経過するほど出生時損傷が、死因や死の寄与因子になる可能性は低くな
る。しかし、どれだけ時間が開いても、この情報は依然重要であり、出生時損傷の既往が
あったにもかかわらず、法医/病理医が外傷を明らかにできない場合は、特に重要である。
先天性異常または出生異常
先天性異常は、SUIDの原因になることもならないこともある。しかし、先天異常の存在
はすべての乳児の医学的ヒストリーにおいて重要な要素であり、死亡原因や態様を証明す
る医師が考慮すべきものである。このような異常や症候群は、すべてが乳児を一見しただ
けで明らかにわかるとは限らないため、具体的に尋ねなければならない。
特に重要な詳細には以下のようなものが含まれる:
・ 先天異常または先天性症候群の種類:これは心室中核欠損や口蓋裂などの単独の身
体的異常なのか、 またはトリソミー21（ダウン症候群）や23XO（ターナー症候群）
などのような、より複雑な遺伝的症候群なのか？ 乳児には特殊な食事療法や補充
療法を要する既知の代謝疾患があったか？
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・

治療の記録: 先天性異常に焦点を当てた治療を提供している専門家が、一次医療提
供者ではないこともある。専門家の関与に関する詳細と連絡先を調査し、記録する。
稀に、独特な診断や治療が、同一州内にさえない紹介先で行われていることもある。
管轄区としては、これは当該施設の方針によっては記録調達に問題を生じる可能性
がある。必要があれば、養育者に情報公開依頼書に署名してもらうように準備する。
死亡乳児の医学ヒストリー

8 出生した病院名：

______________________________________________________________________________________

郵便番号
_ _________________________________________________
住所_ _________________________________________________________________________
退院した日付

______ /______ /______

	  年  	   

9 死亡乳児の出生時身長は？
10 死亡乳児の出生時体重は？

     
月

	 日
    

_____ インチ

or

_____ ポンド

_____ オンス

_____ センチメートル

or

_____ グラム

11 子どもは正期産であったか、早期産であったか、過期産であったか？
 正期産  早産 ̶何週であったか？ _______  過期産 ̶何週であったか？ _______
12 死亡時は単胎であったか、双胎であったか、品胎であったか、要胎かそれ以上であったか？

 単胎

 双胎

 品胎

 要胎かそれ以上

13 出産時に何らかの合併症があったか？（例：帝王切開だった、酸素投与を要した）
 いいえ  はい_具体的な合併症状につき記載 _________________________________________________________________________

14 病理医に警告すべき項目があるか？(以前の突然死の既往あり、新生児スクリーニング異常 など)
_________________________________________________________________________________
_
 いいえ  はい_具体的に

図. 4.14: 乳児の出生ヒストリーを法医/病理学者のために記録する。
最近の医療機関受診歴を記録する
死亡調査員は、養育者に、乳児が最後に医師にかかったのはいつかを尋ねる。診療にあ
たった医師の氏名と連絡先および受診施設を記録することは重要である。何らかの治療が
施された場合は、死亡調査員は取られた行動および行われた、または行われる予定であっ
たフォローアップに関して確認し、記録する。
養育者と話す際は、救急部門または 主流の 医療システム以外の診療所への受診は漏
れなく尋ねるようにする。この中には、小児科医専門医だけではなく、近医 への受診も
含む。
最近の受診理由
乳児が受けた予防接種をすべて記録することは重要である。診察が必要となった症状、
特に薬剤の処方が必要となった症状があれば確認する。これには、軽度の風邪、おさまら
ない啼泣、または30秒以上の無呼吸や痙攣も含まれる。養育者に、思い出せる限り正確に
医師に言った通りを話すよう依頼する。
取られた行動
これには実施された検査所見および画像所見に基づく説明や、処方された薬剤または食
事改善指導などをすべて含む。特に重要なのは、死亡前の72時間以内乳児に投与された薬
剤の記録である。質問の中には市販薬および民間療法による薬草なども含めなければなら
ない。投与された薬剤はすべて、正確に投与法、用量、および頻度を具体的に記録し、医
師からの指示と比較し、薬剤に関しては入手して確認しなければならない。
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受診結果
診察を受けた症状は、軽快または回復していたかを尋ねる。乳児の薬剤や新しい食事療
法への耐容性はどうであったか？ フォローアップ計画はどのようなものであったか？

INFANT MEDICAL HISTORY
7 死亡児が最後に、並びにその１回前に医療機関にかかった際につき記載せよ：

(救急外来受診、診療所受診、病院入院、経過観察入院、電話問い合わせを含む)
最後の受診
最後の一回前の受診
_____/_____/_____ 	 _ ____ /_____ /______

a) 日付
		

年

b) 受診理由

月

日

年

月

日

......................... __________________________________________________________________________

c) 行われた治療. .............................. ____________________________________________________________________________________
d) 医師氏名

. ....................... ____________________________________________________________________________________

e) 病院/診療所名. .......................... __________________________________________________________________________
f) 郵便番号.................................... __________________________________________________________________________
g) 住所.

..................................... __________________________________________________________________________

h) 電話番号 . ................................ 	   _________________________________________________________________________
.........
I) かかりつけであったか？
.

_________________________________________________________________________

図. 4.15: 現場調査書式に直近2回の医療機関への受診内容を記録する。
医療機関の情報を記録する
医療記録は非常に貴重なもので、死亡調査員と一次医療提供者間で会話を行うことによ
って、さらにその重要性が増す。死亡調査の進捗を記録したノートと、診察室訪問を記録
したノートを付けておくことで、より複雑なコミュニケーションの内容が分かりやすくな
る。悲しみに打ちひしがれている養育者は、最初の面接では医師の住所や電話番号、名前
さえ思い出せない可能性もある。しかし医師の氏名、住所および電話番号のスタンプが押
された予約カードや予防接種記録、処方薬のボトル、または育児指導文書などを持ってい
る可能性がある。
医師の氏名
乳児が同一の診療施設で複数の医師にかかっていたり、複数の施設を受診したりしてい
ることは珍しいことではない。死亡調査員は、乳児の健康に関する専門情報を有する全員
に関して記録を行い、両親または養育者が乳児の健康面全般にどのようにかかわっていた
かも記録する。医師それぞれの氏名と連絡先は事例報告書に記録する。医師は死亡調査員
に過去に何度受診歴があるか、受診理由、行われた治療、受診結果、将来のフォローアッ
プについての助言などを提供することができる存在である。法医/病理医は、死亡に何ら
かの役割を果たした可能性のある健康状態があったかどうかを知る必要がある。
受診した棟の位置を確認する
死亡調査員は、当該医療施設には複数の診察施設がある場合もある、ということに留意
すべきである。乳児の医療記録が各々の施設に別にあるかどうかの可能性も探るべきであ
る。
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実母に関する情報
実母が誰であるか明確にすることは、正確な妊娠記録の調査と記録のために行うべき事
柄である。担当産科医、分娩した病院、あるいは場合によっては警察報告書が存在するこ
ともあり、それらを調査し、記録する。死亡現場や病院で、詳しい人物に尋ねることで、
誰が実母かを確認する。実母のフルネームおよび生年月日、および（妊婦健診を受けてい
た時に旧姓を使用した可能性があるため）旧姓も記録しておく。この情報によって、多く
の情報源から、情報が得やすくなる。
在胎歴
1 死亡児の実母の情報：
_____________________________________________
性
旧姓

________________________________________

_____________________________________________
______ /______ /___________

生年月日
現住所

名

年

月

住基番号 # _________-________-______________

日

_______________________________________
________________________________

上記住居にどのぐらいの期間居住しているか?

2 妊婦健診を初めて受診したのはいつか？
_____ 週時

_____ か月時 __________

以前の住所 ___________ ___________

______ と ______
年

か月

c 未受診

都道府県

市区町村

		 c 不明

3 どこで妊婦健診を受けていたか？（医師名、医療機関名、住所を記載せよ）

医師/健診者
病院/ 		
氏名
_____________________________________ 診療所名 ____________________________ 電話

( ____ ) _____________

______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

4 周産期に母親は医療ケアを受けていたか？
（例：妊娠高血圧、出血、妊娠糖尿病）



いいえ

 はい 具体的に
_
_________________________________________________________________________________

5 死亡児の妊娠中に母親は何らかの損傷を負った既往はあるか？（例：自動車事故、転落）



いいえ

 はい_ 具体的に _________________________________________________________________________________

6 下記のうち、死亡児の妊娠中に母親が使用したものは？

不明 いいえ はい 常用していたか？

a) 市販薬
b) 処方薬
c) 漢方薬

c
c
c

c
c
c

不明 いいえ はい 常用していたか？

c
d) タバコ
e) アルコール c
c
f) その他

c 
c
c

c
c
c

c 
c
c

7 最近養育者の中で下記の者を使用していた者はいたか？
不明 いいえ はい 常用していたか？

a) 市販薬
b) 処方薬
c) 漢方薬













不明 いいえ はい 常用していたか？


d) タバコ
e) アルコール 

f) その他









図. 4.16: SUIDI報告書の妊娠記録部位。
妊婦健診
死亡調査員は、母親が妊婦健診を受けていたかどうかを確認する。これは、様々な施設
で確認できる。開業医（産科医）は、有料で妊婦健診を提供しているが、通常これは母親
の医療保険で賄われる。女性が保険に加入していない場合、コミュニティの診療所で妊婦
健診を受けることを選択する場合もある。診療所は病院内にあることも、独自の健康セン
ターを持っている場合もある。死亡調査員は、必要になるかもしれない追加調査のために、
医師の連絡先も記録しておく。
妊娠中に服用された薬剤
死亡調査員は実母またはその他の詳しい人物に、妊娠中に処方薬または市販薬を服用し
たか否かを尋ねる。この情報は、調査報告書に記録する。薬剤のボトルや容器が入手でき
る場合は、処方情報を書き取っておく。入手できない場合は、医療情報収集のため、治療
にあたった医師に連絡を取る。死亡調査員は、下記を含む市販薬または漢方薬についても
できる限り記録する:
・ 薬剤、市販薬、漢方薬の名前
・ 用量
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・
・
・
・
・
・
・
・

処方医師およびその連絡先
処方年月日
処方用量
飲まずに残っている薬物量
薬局名および連絡先
服用方法
実際に内服した処方薬、市販薬、漢方薬の服用量
内服頻度

タバコ製品の喫煙量またはアルコール摂取量
死亡調査員は、母親とタバコおよびアルコール飲用、摂取につても話しておくべきである。
この習慣には不名誉の烙印が押されているため、この話題について正直に話すことはためら
われるかもしれない。しかし、他の家族や母親の担当医師などに、回答を確かめる努力を尽
くすべきである。アルコールやタバコ服用の証拠が、現場などにないか、観察することも重
要である。
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授乳・食事に関する情報
はじめに
乳児の死亡は人工栄養、母乳栄養、固形物摂取のいずれの際でも起こる
可能性がある。死因は、哺乳瓶を固定するための物体による事故的窒息、
不適切な量・種類の固形物や液体が与えられたことによる窒息（閉塞性窒
息）に続発した仮死、即時アレルギー、または事故による毒物接種、など
が考えられる。時には、食後しばらくして死亡し、乳児の食事とその死亡
との時間的関係が、あまり明らかにならない場合もある。したがって、乳
児が与えられた食事によって死亡したのか、偶発的に口に入れたものによ
って死亡したのかを確認するために、死亡前24時間以内に、乳児がどんな
食物を与えられたのかに関する情報を記録することは重要である。乳児死
亡調査員は、乳児が最後に食事を与えられたのがいつか (日付、時刻)、最
後に食事を与えた人物 (氏名、死亡した乳児との関係)、および乳児が最後
に与えられた食物および液体(食物の種類、量)を確認する必要がある。死
亡乳児へ、食事として初めて出されたものがあれば、それは、特に年齢に
対して不適切な食物であった場合、窒息をきたしえた可能性があるため、
記録すべきである。そのような場合、乳児は新しい食物に対してアレルギ
ー反応を起こした可能性もある。
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食事に関する情報の収集
母乳か人工栄養か
死亡調査員は、生後4か月から6か月児は通常母乳または乳児用粉乳のみを与えられる
ことを覚えておくべきである。人工栄養児の場合は、どの程度与えているか （オンス
単位の量）、どの銘柄の乳児用粉乳を使用しているか、調乳にはどの水源を利用してい
るか（水道水、またはボトル入り飲料水など）、そしてあてはまる場合は、どの銘柄の
ボトル入り飲料水を利用しているかを質問する。死亡調査員は、乳児の死亡前24時間以
内に乳児用粉乳に変更があったかどうかを尋ねなければならない。乳児用粉乳に変更が
あった場合は、この情報を記録する。母乳栄養児では、乳児が両側の母乳を飲んでいた
かどうかと、母乳摂取時間を質問する。
牛乳
通常、子どもには1歳の誕生日まで牛乳は与えないが、これは栄養素が不十分であるこ
とと、食物アレルギーを引き起こす可能性があるからである。しかし、乳児用粉乳は高
価であるため、早くから牛乳を取り入れる親もいる。どのくらいの量の牛乳を与えたの
か （オンス単位の量）および与えたミルクの銘柄を聞いておく。 死亡調査員は、入手
できる場合は牛乳のサンプルを収集する。
水
どの月齢の乳児でも、水は与えられる。どの程度の水が与えられたか (オンス単位の
量)、どのような種類の水が与えられたか(水道水、井戸水、またはボトル入り飲料水な
ど)、および該当する場合はボトル入り飲料水の銘柄を尋ねることは重要である。 死亡
調査員は水のサンプルを収集しておく。
その他の液体
どの月齢の乳児にもミルクや水以外の液体が与えられることがある。親や養育者はこ
の情報を自発的には提供しない可能性がある。茶、果汁、または薬草飲料などの液体を
摂取したかどうかを尋ねることが重要である。他の液体を与えられていた場合は、死亡
調査員はどの程度を与えたか (オンス単位の量)、与えた液体の種類、そして該当の場
合はどの銘柄の液体を与えたかを聞く。入手できれば、液体のサンプルを収集する。
固形食物
乳児は通常生後4か月から6か月で最初の固形食物を与えられる。発達学上、ほとんど
の乳児は4か月前では固形食物を摂取する準備ができていない。死亡調査員は、乳児に
どのような固形食物を与えたか(生にんじん、ピューレ状の豆、こま切れ肉など)、どの
程度の量を与えたか (ティースプーン何杯分かなど)、および該当の場合は与えられた
食物の銘柄を聞いておく。死亡前24時間以内に、初めての固形食物を与えたかどうかも
尋ねる。
その他
死亡調査員は、最後の食事中に他に何か与えたものがあるかを尋ねる。乳児が、 食
物 と認識されていない特殊な薬草その他の固形物または液体を摂取している可能性も
ある。重要なことは、死亡調査員は乳児の死亡前24時間以内に摂取したものすべてのリ
ストを入手する必要があるということである。また、最後の食事中に何か変わった点が
なかったかも尋ねるべきである。
新規の食物
死亡調査員は、乳児の死亡前24時間以内に、新規の食物または液体が乳児の食事に導
入されたかどうかを記録する必要がある。これは、乳児が初めて与えられた固形食物を
詰まらせたことによる閉塞によって死亡したのか、その被毒によって死亡したのか、あ
るいは導入された新規の食物または液体にアレルギー反応を起こして死亡したのかを特
定するために重要である。収集すべきデータには、導入された食物または液体の種類、
量、 および該当する場合はその銘柄が含まれる。死亡調査員は乳児の死亡前24時間以
内に導入されたすべての固形食物および液体のサンプルを収集することを覚えておく。
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死亡調査員が親、通常は養育者、または日常乳児に食事を与えている人物と面接をし、
乳児の死亡前24時間以内に新規の食物または液体が導入されたかどうかを尋ねることは重
要である。乳児の食事に関するヒストリーに詳しくない人物に面接しても有用ではない。

死亡乳児の食事歴
1 いつ、何時ごろ死亡乳児は最後に、哺乳、食事をとったか？
______ /______ /__________ ______ : ______
日
月
年
時間（24時間表記）
 No
2 死亡乳児に最後に食事を与えた人物の氏名は？ ______________________________________________________________

_
3 その人物と死亡乳児との関係は？ ___________________________________________________________________

4 死亡前24時間以内の食事や飲料は？
			

不明

a) 母乳（片側/両方、哺乳時間）

............. 

b) 粉ミルク(製品名、水-例;はぐくみ、水道水). . 
c) 牛乳

......................................................... 

d) 水(ペットボトル、水道水、井戸水等）
.
............. 
e) その他の液体（お茶、ジュース等）
.
.................. 
f) 固形物................................................................. 
g) その他. ................................................................ 

いいえ はい

















量

_
_
_
_
_
_
_

具体的な製品名など

______ ｍｌ

_ _____________________________________

______ ｍｌ
______ ｍｌ

_ _____________________________________

______ ｍｌ
______ ｍｌ

_ _____________________________________

_ _____________________________________
_ _____________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

5 死亡の24時間前までに何か新しい食品を食べたか？
 いいえ  はい_ 具体的に（内容、量、粉ミルクの変更、離乳食の開始等）

6 死亡児は寝かされる際に哺乳瓶と一緒に置かれた？
 はい  いいえ _ 質問 9 に飛ぶ
7 哺乳瓶には何かで支えをしていたか？（例：哺乳中に哺乳瓶を固定する器具が使われていた）
 はい _ 支えるのに使用されていたものは？
_ _____________________________________________________
8 哺乳瓶の中の液体の量はどのくらいであったか？

_______________________________________________________

      固形物摂取中  食事中ではなかった
9 死亡は何の際に起きた？      母乳の授乳中       哺乳瓶での授乳中

10 その他に、児の死亡に影響した可能性のある何らかの要因、状況、懸念される環境等はあるか？
（例：周囲の喫煙者の存在、拘束具の使用など）

 いいえ  はい _ 具体的には ______________________________________________________________________
_

図. 4.17: SUIDI報告書の乳児の食事ヒストリー記載部位。
死亡調査員は乳児が窒息またはアレルギー反応を最も起こしやすい食物を覚えておくべ
きである。窒息を起こしやすい固形食物には、丸く、硬く、唾液で溶けにくいもの、たと
えばナッツ、種、硬い飴、丸い飴、ぶどう、生にんじん、ポップコーン、そしてホットド
ッグが含まれる。食物アレルギーを起こすことが多い食物には、乳製品(牛乳など)、卵、
ナッツ、ピーナッツ、小麦、大豆、コーン、甲殻類、および魚が含まれる。 これらは致
死的全身性反応（ショック、呼吸困難、口や喉の腫れ、および胃または消化異常など）
を起こす可能性が最も高い食物である。
乳児は、過量の液体が与えられると窒息し、液体を吸引する可能性があるため（付き添
いなく固定された哺乳瓶を与えて幼い乳児を置き去りにするなど）、死亡調査員は、与え
られた液体の量を必ず聞くようにする。また、致死的アレルギー反応につながる可能性の
ある乳製品（牛乳など）の摂取についても必ず聞く。
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要約
ディスカッションを行うための質問集
1. 乳児の死亡前24時間以内の食事のヒストリーを入手することが、なぜ重要なのか?
2. 窒息を合併しうるのは、どのような種類の固形食物か? 食物の種類を説明し、例を挙
げよ。
3. 死亡前24時間以内に、死亡乳児にとって初めての食物を提供したかどうか質問すること
が、なぜ重要なのか?
4. 食物アレルギーの原因として多いものは何か? 主要な食物のカテゴリーを挙げよ。
5. 哺乳瓶の固定について質問することが重要な理由は何か?
6. 哺乳瓶の固定が、どのようなリスクと関連しているか述べよ

理解度確認のための例題
1. 過去24時間以内の食事に関する記録で、記録すべき重要なものではないものはどれか:
A. 情報を得た情報源
B. 死亡乳児と同じものを食べたきょうだいがいるかどうか
C. 最後の食事の日付と時刻
D. 最後に乳児に食事を与えた人物
2. 死亡前24時間の食事に関する情報を記録する理由のうち重要でないものはどれか?
A. 乳児が食物を詰まらせたことによる閉塞性窒息によって死亡したかどうか確認
するため
B. 養育者が乳児の年齢にふさわしい食事を与えていたかどうかを判断するため
C. 乳児の栄養摂取が十分であったかどうかを評価するため
D. 乳児が与えられていた食物を好んでいたかどうか判断するため
3. 乳児を寝かしつける際、哺乳瓶を与えていたかを判断するために重要といえない質問は
以下のうちどれか?
A. 乳児は以前にも哺乳瓶を飲みながら寝たことがあるか？
B. 哺乳瓶は何かで固定されていたか？
C. どの銘柄の調製粉乳を使用していたか？
D. 乳児は哺乳瓶を飲みながら何時に就寝したか？
4. 食事・授乳中に乳児が死亡した原因として最も可能性が高いものはなにか？
A. 乳房による事故窒息
B. 乳児に与えられた不適切な量または種類の食事・液体による窒息
C. 食物由来疾患(サルモネラ、ボツリヌスなど)
D. AおよびB
5. 食物アレルギーの原因として多いものは以下のうちどれか?
A. 乳製品、ナッツ、小麦、コーン、大豆、および甲殻類
B. 鶏、七面鳥、ハムおよびローストビーフ
C. にんじん、トマト、ブロッコリ、およびほうれん草
D. オレンジジュース、リンゴジュース、クランベリージュース、
およびぶどうジュース
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目撃者面接の
実施
関係機関対応者および
担当職員への面接

ユニット13: 救急隊の関与情報の記録
ユニット14: 警察の関与情報の記録
ユニット15: 病院の関与情報の記録

救急医療サービス、警察、ソーシャルサービス、および子ども保
護職員は全て、死亡調査員の到着よりも早く現場に立ち会ってい
る可能性がある。彼らには、その機関を代表するそれぞれの使命
があるが、死亡調査員は、彼ら一人一人を調査チームに参加して
もらう必要がある。本章では、調査員の到着前に行われた行動に
関して、各専門職の人物から詳細情報を収集するための戦略につ
いて述べる。
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はじめに
救急隊員および警察職員に現場に関する調査面接を行うことは目撃者データを収集するた
めには不可欠である。さらに、乳児が死亡前に治療を受けたか、乳児が死亡宣告を受けた病
院（通常は救急外来）からの重要な関連情報を得ることも、調査にとっては極めて重要であ
る。この中には、患者や施設に関する基本的情報を提供できる病院勤務の職員と調査員との
間のやり取り、治療にあたった医師の名前、到着時の乳児の意識レベルの確認、乳児の身体
観察記録、および乳児に対して行われた治療または診断法、そして乳児の死に対する家族の
反応、およびその他に入手すべき適切な医療記録、または重要となりうる証拠を適切な方法
で集めることも含まれる。事例によって、これらすべての情報が1人の情報源から得られる
こともあれば、多数の医療職員の面接を要することもある。場合によっては、調査員が病院
に出向くことなく必要な情報が入手できることもあるし、病院に出向く必要があることもあ
る。本章では、これらの専門職の人物が死亡調査員に提供できる可能性のある重要情報に焦
点を当て、概説する。

補助的資料
SUIDI-RF（予期せぬ乳児突然死に対する報告フォーム）や、各自治体で承認されている同様
のフォームのほかに、下記の資料が参考になる：
1. Walz BJ. Introduction to EMS Systems. Albany, NY: Delmar Thompson Learning; 2002.
2. Local EMS system medical protocols.
3. Local EMS system SOP/SOG for pediatric cardiac arrest response.
4. Local EMS run sheet, including narrative section.
5. Dispatch center CAD printout.
6. Copy of dispatch center incident tape.

本章のねらい
本章の終わりまでに、読者は以下のような能力を身につけることができる。
1. 救急隊の関与について確認し記録する
2. 警察の関与について確認し記録する
3. 病院の関与について確認し記録する
それぞれの作業は、専門職として繊細な態度で、その地方の法律や条令、習慣に準拠して、
行わなければならない。
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救急隊の関与情報の記録
はじめに
殆どのSUID事例は、第一発見所（ファインダー）に医学的緊急事態と受
け取られるため、救急医療サービス(救急隊)が、ファインダー、家族、ま
たは居合わせた人物によって呼ばれる最初、かつ唯一の機関であることも
多い。死亡調査員は、救急隊職員が医療専門家として真っ先に現場に対応
するよう訓練されていることを知っておくべきである。現場での救急隊が
可能である対応は、医療システムとして許可された司法医療管轄区ごとの
医療プロトコールによって決定されるが、彼らはほんのわずかでも生存の
チャンスがあれば、乳児を蘇生させたいという努力を行うものである。し
たがって、救急隊の行動は、死亡調査員の要求および手続きと衝突する場
合もある。それぞれの機関の、現場での役割を理解しておくことで、チー
ム内のメンバーが公益を守りつつ、任務を遂行しやすくなる。
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救急システムデザイン
救急隊の対応者からの情報を最大限に活用するには、死亡調査員は地元の救急システム
のデザインを理解する必要がある。例えば、対応車内に救急医療隊員を乗せた一次救急救
命車を派遣している間に、地元の消防団が第一対応団として派遣される場合もある。この
場合死亡調査員は、救急隊からの情報を得ようとする場合に、これら3機関すべてから入
手しなければならない。地元消防団が有給職員によって構成されているのかボランティア
職員なのかを知っておくことも重要である。このことは面接に呼べる人物に影響してくる
からである。
地元の救急システムが有料である場合は、医療保険の携行性と責任に関する法律
(HIPAA)によって情報収集が制限されている場合もある。この法律は、たとえ犯罪案件で
あっても、特定可能な患者情報の入手を制限している。救急隊の出動記録の入手は、救急
隊の管理事務所を通じた指示が必要な場合もある。現場の救急隊員に情報を尋ねたり、出
動記録のコピーを求めたりすることは、このポリシーに反する可能性がある。死亡調査員
はこの規制に注意し、慎重に扱わなければならない。
veri

通信指令係に接触し、事例関連情報を入手する
現場では多数の救急機関が混在している可能性があるため、死亡調査員は対応が可能な
人物はだれかを判断すること、そしてそれぞれの機関の適切な派遣センターに接触を行う
ことが重要である。派遣センターに連絡する際には、正しい事例詳細を収集するため、入
手可能な現場の基本情報をつかんでおくことが必要である。正確な現場の住所、日付、そ
して事例が発生した時刻が判明すれば、派遣センターはどの事例であるかを明確にするこ
とができる; しかし、救急隊事例番号が、特定の事例を探し出す最も良い手段である。死
亡調査員が救急隊職員から現場でこの番号を入手できれば、救急システムに関するすべて
のフォローアップ作業ははるかに楽になる。
911番のオペレーターは、通常通報者の名前を尋ねることはしないため、通報者に関す
る記録は、現場での調査の際に行われる可能性が高い。しかし、通報者と乳児との関係は、
通常最初の通話中に911番のオペレーターによって確認されているため、死亡調査員は派
遣記録からこの情報を得ることができる。
死亡調査員は入手可能な事例関連の911番の録音テープはすべて検証すべきである。テ
ープが入手できるか否かは救急システムごとに違うが、多くの場合、テープは事例発生後
30日から60日以内に請求しなければならない。派遣センターでは、発生時の入電記録や電
話内容の録音記録だけでなく、コンピュータ支援派遣（CAD）記録も保管している。事例
テープを検証するより、CADのプリントアウトを入手するほうが易しい場合がほとんどで
ある。救急隊職員からも、応答時間記録をプリントアウトしたものの提供を受けられるが、
そのような情報を統合的な公共安全派遣システムの派遣者からも、入手することができる。
事例ごとに、911番からどのような情報を入手すべきかは異なるが、以下の事項は常に
収集が必要である:
・ 派遣時刻および到着時刻
・ 派遣された救急隊員の氏名
・ 事例の記録番号
大半の管轄区では、これらの事項は救急隊出動記録に記載されている。しかし、救急隊
員にからの補足情報、説明、および救急隊員の観察内容も必要である。死亡調査員は、救
急隊員が非番の際に面接できるよう、都合を調整しなければならない。これによって、彼
らの神経を集中させることができ、完全な面接を実施できる十分な時間を確保することが
できる。救急隊員に現場または病院で面接する必要がある場合は、救急システムの多く、
特に地方においては、人員が限られていることに留意すること。救急隊員は、面接のため
に長時間その場にとどまるということが、できないかもしれない。
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救急隊による薬物治療
薬物治療を記録する場合は、同じような、または発音が似通った名称の薬品が多いた
め、薬品名を正しい綴りで記載することが重要である。小児用量も特殊であるため、小
数点の位置やゼロの数に注意する。
救急隊によって行われた措置およびその継続時間
この情報は時系列的に行動と介入を線形リストとして記録することが最も望ましい。
薬剤の投与に関しては、投与した身体上の位置を記載しておくことが重要で、これは乳
児の傷跡や損傷の説明に役立つためである。現場で蘇生を試みたが、現場または病院で
死亡宣告がされた乳児については、標準的なプロトコールでは監察医もしくは検視官の
精査のために、挿入された全ての医療器具はそのままに留置される。救急隊員は通常、
医療措置や薬剤を略称で記録する。死亡調査員は、全ての略語を救急隊員に確認するこ
と。
救急隊の活動結果報告
救急隊によって記録された結果は、以下のいずれかと記載されていることが多い:
・ DOA、蘇生措置実施なし
・ DOA、蘇生措置実施した
・ 救急隊到着前にCPR、 蘇生措置が実施されていた。
該当する場合は、蘇生措置を停止した日付と時刻も記録する。大半の救急システムで
は蘇生措置の停止には、医学的管理を行う医師の承認が必要である。救急隊員は、乳児
が到着直後に蘇生不可能であると判断し、そのため何の措置も行わないことを決定する
場合もある。蘇生措置を行った場合は、病院で措置を停止する場合が多い。子どもを蘇
生させるためにできる限りの措置を行うことが医療専門家の欲求であり、医学的管理担
当医師が乳児の蘇生措置を現場で停止することを承認する、とは考えにくい。
蘇生を現場で停止する場合は、救急隊員はその申請が承認された時刻と、停止を承認
した医学的管理担当医師の名前を記録する。乳児が搬送された場合は、救急隊員は病院
に到着した時刻と、到着時の乳児の状態のみを記録する。病院での蘇生と死亡宣告に関
する情報は、病院の医療記録から入手する。
乳児および携行品の譲渡
救急隊員による乳児の引き渡しは、救急隊出動記録に記載される。可能性のある引き
渡しには、以下のような場合がある:
・ 蘇生を継続しながら病院へ搬送
・ 蘇生継続なしに病院へ搬送
・ 搬送なし
救急隊員は携行品に関する措置は記録しない可能性がある。この情報は、面接によっ
て入手することが多い。何らかの情報が記録されている場合は、乳児が発見された状況
に関連している場合(
おむつをつけていた など) や、蘇生措置のために衣服を脱が
せた( パジャマを脱がせてCPRを継続した など)である。
現場で救急隊に協力した可能性のある人物
家族またはその他の人物を、救急隊が乳児とともに現場から搬送するか否かは、その
地方の救急システムのプロトコールによって異なる。そのような搬送が許可された場合
は、 救急隊出動記録に記録されるか、派遣のための無線通知に記録される。死亡調査
員は、この情報が記録されていない場合は、救急隊との面接でこの情報を必ず聴取する。
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document
前述のように、救急隊員に行う質問は、事例によって異なる。しかし、下記に挙げた質
問は、全ての事例において記録すべき詳細の概要を示すものである:
・ 救急隊が乳児を発見した具体的な場所と姿勢
・ 皮膚の変色または発疹の有無
・ 分泌物の有無
・ 死斑、硬直、または死冷の有無
・ 害虫または齧歯動物による痕跡
・ 身体上の何らかの跡
・ 乳児の身体的特徴
・ 救急隊到着時の室温
死亡調査員は、救急隊員が事故の結果について不安に感じている可能性があることに気
づかなければならない。彼らは、子どもを救えなかった罪悪感を含め、様々な感情を味わ
う。死亡調査員は、こうした感情に敏感になり、救急隊員との面接の中で、うまく対応し
なければならない。
救急隊員からどれだけの量の情報や、特異性の高い情報を引き出せるかは、彼らが現場
で果たした主要な役割によって異なる。通報が本質的に 載せて発車 するだけの状況で
ある場合は、救急隊は現場力学に関してはほとんど情報を持たない。彼らの役割が蘇生か
ら、家族や目撃者の危機介入に変化した場合は、乳児の死亡に対する特定の人物の反応に
関する、核心に迫る情報が救急隊から提供される可能性も高まる。
観察された行動
救急隊との面接中死亡調査員は、出動記録に記録されている、現場で観察された行動に
関する情報をすべて書き取る。例えば、記録には、彼らが子ども部屋に入室するのを父親
が阻止したと記載しているかもしれない。その他に記載されている可能性のある特異的な
行動には、中毒を示す何らかの証拠、麻薬道具、声を荒げたり身体的に暴れる、漏れ聞い
た供述、および興奮した話しぶりなどが含まれる。
違法行為の証拠
通常、救急隊員は警察や鑑識よりも前に現場に到着する。救急隊員は警察とは異なる存
在であるし、そのように認識もされている。従って救急隊の到着時に、現場にいて何らか
の違法行為を片付ける作業中の人物を発見することは稀ではない。死亡調査員は、事例の
ためにこのような情報が必要になることがあるため、救急隊員に現場到着時に行われてい
た行動を尋ねる必要がある。
現場の環境危険要因の存在
事例が発生した場所に住む人たちは、現場に危険物があることを知っている場合も知ら
ない場合もある。救急隊員は、医学的専門知識を必要とする人物（救急患者）に集中する
よう訓練されている。しかし、彼らは他人の安全のためのみでなく、彼ら自身の安全のた
めにも、その周囲を観察する訓練も受けている。死亡調査員は、救急隊員に、到着時に何
らかの環境危険要因があったかどうか、また、その危険の状態について尋ねなければなら
ない。
事例の経緯
前回面接からかなり時間が経過している場合は、救急隊出動記録のコピーが被面接者の
記憶を呼び覚ますために有用である。さらに、現場で起こった何らかの異常(通報時刻、
天候、関係者名、ペット、現場環境など)も、具体的な出来事や行動を思い出すきかっけ
になる場合がある。
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現場に関する見解・コメント・懸念
救急隊員とともに現場周辺を歩く場合、特定の見解、コメント、懸念などを記録した
いと思う場合がある。これは、事例ファイルの完成に役立つだけでなく、死亡調査員の
記憶を呼び覚まし、事例の新たな情報を明らかにすることにつながる場合もある。現場
やその周辺の情報は、死亡調査にとって極めて重要で、法医学者の剖検にも不可欠なこ
とが多い。
現場そのものに焦点を当てる、以下のような質問を行う。
・ リビングルームに入った時、カウチに大きな枕があるのを見たかどうか覚えてい
ますか？
・ 寝室に入った時、乳児の隣に何があったか覚えていますか？
・ あなたが到着した時、室内は通常より暑かったですか、寒かったですか？
このような質問は、救急隊員が最初の面接では捉えられていない重要事項を思い出す
手助けとなることもある。
現場にいる人々に関する見解・コメント・懸念
現場にいる人々は、死亡調査員にとって最も重要な要素である̶特に救急隊員は重要
である。救急隊員は現場到着時に他人がいることには気づいているかもしれないが、死
亡調査員が現場に到着した時には、その人物たちに、もう会うことができないことが多
い。現場にいた人物たちの情報は、フォローアップを行う様々な機関の担当者に役立ち、
事例に関する追加面接のために名前を入手することができる。
現場の人々に焦点を当
てる; 以下のような質問を行う:
・ 家に向かっている際、誰かが現場から出ていくのを見たかどうか覚えています
か？
・ 到着後、誰かが現場から出ていくのを見たかどうか覚えていますか？
・ 蘇生措置を行っている際、父親または母親はどのような行動を示していました
か？
救急隊と家族との過去の接触
その現場住所への過去の救急隊対応については、派遣センターのCADシステムから情
報が入手できる可能性がある。この情報は、家族や事件現場にいる人物の背景情報を収
集しようとする死亡調査員にとっては極めて重要である。これらの質問は、救急隊員が
その時点では些細なことと感じていた重要情報を思い出す助けになる場合もある。
conduct
事例の経緯
現場で救急隊員に面接を行うことが可能ではなく、推奨もできない場合も多い。そう
でない場合も、現場で起こったとされる出来事を裏付ける、または反論するために追加
的な目撃者情報が必要になる場合もある。どちらの場合も、救急隊との事例フォローア
ップは、関係者との具体的な事例の経緯の検証から始めなければならない。これによっ
て、現場の詳細を思い出すことができ、実際の現場では混乱の中で失われてしまった、
症例の詳細の枠組みの役割を果たす。調査中に書かれた調査用現場書式やメモを頼りに、
死亡調査員は対応者の記憶を呼び覚まし、人、場所、そして物事の詳細を思い出す手助
けをすることができる。収集されたすべての情報は、乳児に何が起こったかに関する最
も正確な事由を、死亡調査員が提供することを可能にする潜在力を持っている。
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警察の関与情報の記録
はじめに
無反応の乳児を知らせる911番への電話があれば、現場に警察官を向かわ
せる場合が多い。その地方のシステムデザインにもよるが、警察はEMSより
も先に到着するであろう。従って、警察官には現場における特別な面接技
術が使えることが求められる多くの役割を、果たしていくことになるであ
ろう。ほとんどの事例では、警察官は現場の観察・保全の訓練を受けた、
おそらく最初に到着する専門家であり、そのため乳児死亡現場調査員にと
っては欠かすことのできない目撃者である。
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警察から得られる情報について

警察が救急隊より先に到着した場合は、彼らが現場に到着した、最初の訓練された観察
者となる。警察官は、現場の様子、環境の状態、および警察官到着時に現場にいた人々の
行動などについて貴重な見識を提供することができる。警察官は、患者のケアへの協力を
求められない限り、当初の現場を記録し、現場を管理するために、基本的な調査情報の収
集、および証拠の収集および保存を開始する。場合によっては、最初に到着した警察官が、
専門職の警察官が到着するまで、死亡現場調査員と犯罪捜査員を兼ねる場合もある。警察
官は、人の観察、特に行動面からの観察に関する訓練を受けているため、死亡調査員は乳
児に何が起こったかの明確な感覚を掴むために、現場にいる人々についての警察官の印象
を必ず聴取するようにする。この観察内容は、行動と供述の間の矛盾の確認にも役立つ。
現場や、状況や、乳児の身体的特徴に関する情報は、警察官に面接を行うことによって
も、警察の事件報告書からも、またはその二つの組み合わせからも入手可能である。事件
報告書の検証を行う際には、報告書の全セクションを入手することが重要である。事件報
告書は、事件記録、現場情報と面接記録、そして担当警察官による談話的供述などのセク
ションに構造化されていることが多い。事件報告書は手書きの場合も、電子的に入力され
ている場合もある。
死亡調査員は、全ての成人目撃者の警察関与記録、およびその事例の現場に関連した警
察への通報記録を確認する必要がある。この情報は、DVや子ども虐待報告を含む過去の犯
罪歴を確認するために必要である。この記録によって、死亡調査員は全員の背景情報を知
ることができ、動機や、乳児に対する家族内の力学および潜在的な脅威についての回答を
得ることもできる可能性がある。死亡調査員は、児童相談所との接触歴および、同じ現場、
乳児、およびすべての成人目撃者に関して出された苦情についての記録を確認しなければ
ならない。この情報は、ネグレクト、子ども虐待、およびアルコールや薬物の不正使用の
申し立てを含む、過去のソーシャルサービスとの接触歴を確認するために必要である。
調査の初期段階で家族のプロファイルを作成しておくことは、非常に有用である。家族
に、DV、子ども虐待、またはネグレクト歴があるかどうかを確認することは重要である。
家族に暴力歴があるからと言って、必ずしもこの乳児が虐待で死亡したことを意味するわ
けではないことには常に留意が必要だが、暴力の既往のある場合には徹底的で包括的な調
査が必要になる。
veri

警察関与情報を記録する
今日では殆どの警察組織は、一種の中央派遣システムの要請に従って、現場対応を行っ
ている。これは、あらゆるレベルの治安（警察、火事、救急隊出動など）に24時間対応す
る大勢の人間を動かす最新式のシステムの場合もあれば、電話と送受信無線を使って2、
3人のボランティアが他のボランティアを派遣するだけの単純なものもある。技術の違い
はあれ、全ての派遣業務に共通する作業がある̶記録である。全ての派遣担当者は、通話
の日付、時刻、および通話を発した場所を記録している。
通常は、派遣センターまたは通信指令係が、 公式な 捜査が開始される場所である。
派遣センターまたは通信指令係に接触をする際には、担当事例の正しい情報を受け取るた
め、正確な所在地、日付、時刻の情報を持っていることが重要である。現場で複数の捜査
機関が作業している場合は、死亡調査員はだれが対応者となるのかを確認し、各機関の適
切な派遣センターに連絡を取ることが重要である。受領することになる日付と時刻の記録
は、機関職員によって記録されたものであるため正確であり、司法手続き上も問題のない
ものである。死亡調査員は、警察職員が派遣された時刻および到着した時刻、警察職員の
氏名および所属機関名、そして事件番号を記録するようにする。
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警察作成の事件報告書
警察の事故報告書やその他の事例情報と、死亡調査員自身の調査所見に矛盾がないかを
確認することは重要である。事件報告書は全セクションを入手することが肝要である。事
件報告書は事件、現場情報、面接内容、および担当警察官による談話的供述記録部分など、
構造的セクションで構成されていることが多い。事件報告書は手書きの場合も、電子的に
入力されている場合もある。矛盾点がある場合はフォローアップ用に控えておく。警察作
成の事件報告書から得た情報は、適切な現場報告書に記録する。
警察官に行う質問は、事例ごとに異なる。しかし、以下は、全ての事例において記録す
べき詳細の概要を示すものである:
・ 皮膚の変色または発疹の有無
・ 分泌物の有無
・ 死斑、硬直、または死冷の有無
・ 害虫または齧歯動物による痕跡
・ 身体上の何らかの跡
・ 乳児の身体的特徴
・ 警察到着時の室温
事例発生現場の所在地
事例発生場所を確認することは、些細な作業に思える。しかし、アパートの部屋番号や
棟番号を間違えたり、 番地や名前を取り違えると、機関間で大きな問題を生じかねない。
現場の所在地は重要な事例確認要素であり、間違ったデータ使用して、他機関から情報を
利用しようとすると、無用の混乱を招きかねない。正確性を期するためには、この情報は
直接、最初に対応した警察官の事件報告書から入手し、正確性を確認しておくべきである。
住居の種別
調査では、住居の種別、つまり一戸建てか、集合住宅か、商業ビルか、トレーラーハウ
スか、アパートか、テントか、またはその他の独特の住居地か、を確認し記録しておくこ
とが重要である。中には、自分の住居の状態を認めたり、知られることを嫌がる人もいる;
しかし、住居状態は乳児の死因に寄与することがある。その地域で何年も務めている警察
官は、複雑な所在地であっても実際の住居を特定することができることであろう。
乳児が発見された部屋/場所
警察官との面接中に、到着時の乳児の所在（寝室、リビングルーム、前庭の芝生など）
を尋ねておく。彼らが、誰かが乳児を移動させたか尋ねたか、又聞きしたか確認し、それ
を記録する。
警察官が部屋/場所に関して記憶していること、またはその他事件報告書に記録したこと
を尋ねる。その中には、警察官が記憶している部屋の清潔度、全体的な外観、家具その他、
事件報告書の記録に関連する情報が含まれる。この記録は、他の目撃者の供述と比較する
際に、極めて重要になる場合がある。
違法行為の証拠
到着時に生じた違法行為に関する警察官の記憶または事件報告書の記録、または麻薬道具
または残臭などの過去の不法行為の証拠は、全て記録する。
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居住者または同居者数
警察官が記憶している、または事件報告書に記録されている、到着時に現場にいた人数
についての警察官の印象を記録する。
アルコール飲用に関する証拠
警察官が記憶している、または事件報告書に記録されている、アルコール飲用に関する
警察官の印象（開栓した、または空の容器の存在、人々の行動や外見）を記録する。
乳児の寝具およびその状態
警察官が記憶している、または事件報告書に記録されている、乳児の寝床または他の用
途（洗濯物でいっぱいのベビーベッドやベッドの共有など）に使用された可能性のある家
具の場所や状態についての説明を記録する。
周囲の室温
警察官が記憶している、または事件報告書に記録されている室温を記録する。警察官は
室温を測り、外気温も記録している可能性がある。彼らが温度計を使用していない場合は、
室温の著名な極端性が明らかでない限り、彼らの室温に関する記憶や説明は主観的なもの
になる。
document
現場状態を変更した可能性のある行動
乳児が無反応で発見された時点以降に行われた蘇生の試み、またはその他の現場状態を
歪めた、または変更した可能性のある行動を、記載しておく。警察官が救助または援助の
目的で取った行動の中で生じた、現場状態の攪乱をすべて記録する。必ず警察官に、現場
の何らかの物を移動、変更または除去しなかったか、また誰かが何かを撤去、変更または
現場状態の改変を行ったことに気づいたかどうかを聞く。

警察官による蘇生措置
警察官によって行われた蘇生措置を、すべて記録する。蘇生の開始時刻と終了時刻を記
録し、蘇生措置の継続時間を書き取る。どのような蘇生措置（胸部圧迫、マウス・トゥ・
マウス、除細動器など）がとられたかを確認する。この情報は調査にとって重要であるだ
けでなく、蘇生措置により現場にいなかった人物が誤解しうる死後損傷を生じる可能性も
あるので、法医/病理学者にとっても重要である。
現場の保存および改変
事件現場の管理は、通常地元警察の責務である。死亡調査員がどのように現場が保存さ
れるかを知っておくことは、現場から証拠が持ち去られたか持ち込まれたかを判断する上
で、参考になる。現場に最初に到着した警察官は誰か、現場保存のためにどのような措置
が取られたか、を特定する。また、遺体に関わる警察官のすべての行動を確認しておく。
現場における遺体の元の姿勢または外見を変えるような行動は、蘇生措置も含めて全て記
録が必要である。
現場の非必須人物
死亡調査員は現場にいた人物全員を確認する必要がある。現場担当の警察官は、この情
報をすでに収集しているか、収集中のはずである。非必須人物には、911通報に対応した
他機関の職員でもう作業の必要のない人物や、勤務時間外でありながら手伝っている人物
が含まれる。現場の作業者が多いということは、誰が何の作業をしているかを明確にしな
ければならない時には、必ずしも常に良いとは限らない。誰が現場にいるべきなのかを判
断し、その他の人には丁寧に、専門家らしく退去を依頼すべきである。必要であれば、現
場に出入りした全ての人物の記録を求める。
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児童相談所の関与
警察官が児童相談所に接触したかどうか、また児童相談所の関与が必要と判断した理由
を記録する。また、警察官が、その乳児または同家庭内の他の子どもに関して、過去の児
童相談所関与の有無を検証したか否かも確認する。州によっては児童相談所への関与記録
が保管されていない場合もある。死亡調査員は児童相談所職員に、死亡乳児に関連した事
柄について記憶していることを、確認する必要がある場合もある。
document

対応した警察官への個人的面接
対応した警察官から、警察報告書のコピーを入手する。報告書が、現場で彼らの取った
行動を正確に反映しているかを確認する。彼らが現場で抱いた懸念や、調査にとって重要
と思われる観察内容について、面接中に話し合っておく。前ユニットで述べたように、警
察官は訓練された観察者である。彼らの現場にいた人物についての観察は、調査にとって
有力な情報であることがある。警察官からの情報に、どれだけの量があり、特異性がある
かは、その警察官が現場で果たした役割によって、大半が決定される。彼らの役割が、家
族や目撃者の危機介入だけでなく、調査までを行なっていたのであれば、乳児の死亡に対
する人々の反応に関する情報が、入手できる可能性が高まる。
警察官との面接との間に、死亡調査員は、警察事件報告書の中の、現場での警察官の行
動観察に関係する箇所の情報を、すべて書き取る。例えば、父親が子ども部屋に警察官が
立ち入るのを阻止しようとした、父親が壁を叩いていた、きょうだいがクローゼットに隠
れていた、または母親が死亡乳児を連れ出す前に、抱きしめようとしなかった、などの記
述を警察官が残している可能性もある。
警察官の目から見て奇妙あるいは普通ではない行動は、記録しておく。それはストレス
や圧倒的な悲しみに基づく行動に過ぎない可能性もあるが、死亡調査員はこれらの行動を
記録しておき、将来の照会に備える。死亡調査員は、警察官による客観的な観察内容のみ
を記録することが重要である。意見やコメントを記録することは避け、 観察した警察官
による活動や行動のみを記録する。
過去の警察調査歴の確認
警察との過去の接触歴
警察官の多くは日々、同じ地区や郡の同じ地域で仕事をしている。彼らは、管轄区内の
多くの人物と知り合いになっていることが多い。従って、現場の警察官が、事件現場の居
住者に関する情報源として、最も適した人物である可能性がある。過去の接触は、現在の
状況と何ら関係がないかもしれない; しかし現場の警察官は、家族やその行動に関する非
常に重要な情報を持っている可能性もある。
死亡現場にいた人物の名前や情報を、警察官から収集する。これらの目撃者は調査にと
って重要になる可能性があり、後日情報収集のために連絡する可能性もある。警察官に、
いずれかの目撃者の背景を検証したかどうか、そしてなぜそれが必要と判断したかを尋ね
る。死亡現場住所へ過去に対応した履歴があるか否かは、派遣センターのCADシステムを
通じても入手できる。ホットラインへの麻薬に関する苦情も、確認が必要である。

過去の住居の管轄区の確認
家族が他の管轄区にも居住していたかどうか、また、以前何らかのソーシャルサービス
を求めたかどうかも確認し記録しておく。他管轄区で、他にもこの家族内での不明な乳児
死があったかどうかを確認することは重要である。多くのソーシャルサービス機関では、
乳児の情報を実母の生年月日順に記載している。今後の照会に備えて、その生年月日を確
認し、乳児情報を確認しておく努力を惜しんではならない。
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移管物品一覧
事例に関連するすべての物の移管について確認するためには、現場で警察官と話をして
おく。警察の事件報告書のコピーを入手し、遺体の移管や証拠用に収集された物や個人所
有物について特定する。
この特定には、通常はほとんどの警察機関で保有する証拠品一覧の確認を含む。そのよ
うな一覧がない場合は死亡調査員が、現場から移管された全ての物を記録した一覧を作成
する。この一覧は事件捜査が終了した際には、住居に返還される物の記録となる。
現場証拠品
調査員は、破壊、改変、移動させられる恐れのある証拠品に注意し、その物品を管理し
なければならない。この中には、死亡乳児が使用していた寝床、衣服、乳児用粉乳入り哺
乳瓶、およびその他ベッド内にあったとみられる物品を含む。物品を撤去する前にそれら
を その場に置いて 撮影することを忘れないようにする。現場はどんどん変化する可能
性があるため、調査の初期段階で写真記録を行うことは非常に重要である。
現場にまだ残っている身の回り品や証拠品がどれかを、確認しておく。それらを、管轄
区の規定に従って押収する。
現場から撤去された証拠品および個人所有物
現場調査中、証拠品とは考えられない個人の所有物が、現場から移動されることは珍し
いことではない。 理由(所有物か証拠品か)に関わらず、調査員は現場から移動された全
ての物について、記録する必要がある。
救急隊が、乳児と一緒に病院へ証拠物品を移管
することは、稀なことではない。どの物品が移送されたかを確認するため、救急隊出動記
録を入手して記録する。必要に応じて病院に行き、乳児が着ていた衣服などの証拠品を、
医療記録とともに回収する。病院到着時の乳児の着衣を、現場を発つ際の着衣と関連付け
て確認し、記録する。物品について矛盾が発見された場合は、救急搬送担当者にその物品
を所有しているかどうかを尋ねる。
管轄権の放棄(遺体および所有物を葬儀場へ)
監察医・検視官がその事例の法医学的管轄権を放棄すると、遺体および関連の個人所持
品も解放されて葬儀場に移送可能となる。
警察へのフォローアップ面接の実施
事例の経緯確認
救急隊へのフォローアップ面接と同様、事例を警察官個人とともに検証することで、現
場での具体的な出来事を思い出しやすくなる。収集された全ての情報は、死亡調査員が乳
児に起こった出来事の最も正確な原因を割り出すための、潜在力を有している。
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病院の関与情報の記録
はじめに
病院が関与した活動の記録、および病院とのやり取りを全て記録してお
くことは、SUID事例調査にとって不可欠なものである。乳児が病院への搬
送中または病院到着後まもなく死亡することは、稀なことではない。死亡
調査員は乳児の死亡について誰に具体的な質問をすればいいのかを知って
おくために、担当地域の医療機関の体制や必要な手続きなどの基本事項を
理解しておく必要がある。

CONDUCTING WITNESS INTERVIEWS

SECTION 2:  CASE INTERVIEWS

病院受入れ情報を記録する
到着日付および時刻
死因の特定をしたり死亡状況を判断したりするために剖検およびその他の所見を評価す
る上で、死後経過時間などの時間間隔を記録しておくことは、極めて重要である。救急救
命室あるいは病院に入院した日付と時刻を知ることは、入院期間を特定し、診断や治療の
ために医源性に痕跡がついてからの経過時間、および体表上の痕、身体損傷、またはその
他の様々な所見が修復され始めてからの経過時間を特定するために必要である。
入院記録を検証し、乳児が病院に到着した日付および時刻を記録する。病院滞在中に、
その他の関連医療情報を全て確認するとともに、救急車搬送シートで補足すべき情報がな
いかも確認する。
受け入れ病院情報
死亡宣告された場所を報告する必要のある死亡診断書を記載するうえで、死亡児の受け
入れ病院の施設名および所在地を入手することは不可欠である。
・ 病院名を入手する。乳児が搬送された病院の名前を、乳児の死亡を報告しにきた者
に尋ねる。
・ 病院の所在地を入手する。乳児が搬送された病院の住所を、乳児の死亡を報告しに
きた者に尋ねる。
治療にあたった病院医師
死亡が報告されても、患者を治療した医師にすぐに面会できないこともある。医師の氏
名（綴りを検証する）および連絡先の情報を入手し、フォローアップ面接が行えるように
しておくこと、必要な医療情報が入手できるようにすること、そして乳児の臨床経過、診
断、および治療に関して重要な質問に回答を得られるようにしておくことが重要である。
各医師の専門領域も確認するようにする。
乳児の意識レベル
病院到着時の乳児の意識レベルを知っておくことは、死に至るイベントを再構築するう
えで役に立つ。意識レベルの変化について知ることができれば、死後検証の焦点を、頭部
損傷、代謝または胃腸疾患に伴う電解質異常、または肺または心臓疾患による低血圧など、
精神状態の変化を伴う病態に向けることができるかもしれない。
医療記録を検証、または亡くなった乳児の治療にあたっていた医療専門家への面接内容
を検証することで、入院時の乳児の意識レベルが明らかになる。一般的な選択肢は、呼吸
していた、呼吸していなかった、反応があった、無反応であった、死亡していた、である。
グラスゴー・コーマ・スケールなどの科学的に証明された臨床尺度は最も正確な意識レベ
ルの測定ができる。救急救命のような状況で正確に評価されていることは稀ではあるが、
医療カルテに記載されている可能性もある。乳児の意識レベルは、SUIDI報告書式に記録
する。入手可能な場合は、昏睡状態のスコアも表示しておくと有用である。
乳児の体表所見 (病院到着時)
身体上の損傷、発疹、変形、またはその他の跡は、時間の経過とともに変化（悪化また
は軽快）する。中には具体的な死亡機序を事実上示唆する所見もある。例えば、異論もあ
るが、医学文献の中には、血液の混じった、または血液色を帯びた口鼻分泌液は、窒息死
の可能死が高いとするものがある。さらに、治療や診断のプロセスが進んだ結果、追加的
に所見が得られる場合もある。病院到着時の乳児の体表面所見を記載しておくことは、以
後の所見変化の基準となる初診時所見を明確にすることになり、死因や死亡態様の判断の
ための正確な解釈を行うためには重要である。
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医療記録の検証または病院スタッフへの面接を通じて、死亡調査員は病院到着時の乳児
の所見に関する情報を入手することができる。以下の所見の有無を確認し記録する:
・ 発疹または皮膚の変色
・ 鼻、口、目、耳、生殖器または肛門からの分泌物
・ 死斑 (皮膚の下になった領域への死後の血液沈殿)
・ 鼻または口周囲の蒼白部分
・ 網膜出血 (手持ちの検眼鏡による網膜出血の確認ではなく、眼科医が実際に乳児を
診察したか)
・ 皮膚の点状出血（身体表面または眼球・眼瞼結膜（裏）内の極小出血）
・ 挫傷またはその他の体表面損傷、特に 握り痕 、顔面、背中、または臀部の打撲
傷; 肋骨骨折; 骨幹端骨折;網膜出血; そして硬膜下出血などの虐待による損傷に
特徴的な所見、もしくは疑われる所見
・ 身体所見および検査所見上の、慢性または急性栄養不良。慢性栄養不良例には、異
常な成長曲線、皮膚の発疹、および骨異常が含まれる; 急性栄養不良例には、電解
質平衡異常、低タンパク血症、および低アルブミン血症が含まれる。
・ その他の潜在的な重要所見には、乳児の全般的衛生状態;（衣服とその清潔度）、
黄疸（肝胆汁性疾患の可能性を示唆）; チアノーゼ（肺または心臓疾患の可能性を
示唆）、および骨形成不全症およびその他の結合組織異常に伴う青色強膜の有無な
どが含まれる。
乳児に 触れた印象 (病院到着時)
医療者が乳児に触れてどのように感じたかを理解しておくと、死後経過時間や発熱、脱
水、異常高熱、または低体温など、その他の可能性のある医学的問題を判断する助けにな
る。乳児はかなりの時間生存した可能性もあり、乳児の到着時の状態を知ることは重要で
ある。
病院職員と医療記録を検証することで、死亡調査員は乳児の身体が病院到着時に医療者
にどのように感じられたかを確認することができる。身体がどのように 感じられたか
に関する記載には、以下を含む:
・ 汗ばんでいる: この所見がある場合は発熱があるか、環境過熱があることが示唆さ
れる。さらに、鬱血性心不全のある乳児は、食事中や労作中に非常に汗をかく場合
がある。
・ 触れると暖かい: 乳児の遺体は、成人と比べて死後比較的早く冷たくなる。この所
見は死亡時刻に関する他の要素と関連付けて利用できる場合がある。あるいは、触
れた時の暖かさは、乳児の生前の発熱を示すものかもしれない。
・ 触れると冷たい: 上記参照。乳児の身体は周囲の温度に素早く平衡化することから、
この情報は、触れてみて暖かいという情報ほど有用ではない。しかしこの情報は、
推定死後経過時間の確認のために、他の観察内容と組み合わせて考察され得るため、
記録しておくべきである。
・ 硬直 (硬い): 筋肉の硬直は、死後の筋肉の受動的化学反応の結果生ずる、死後変化
である。この反応は基本的にすべての筋肉で同率に生じる;従って、筋肉が小さいほ
ど早く完全に硬化する。その結果、乳児の身体は、成人の身体に比べて早く 完全
硬直 するが、変化率は成人に比べて予想しにくい。この所見のみの解釈では誤診
が多く、カルテや表を無条件に信用することも勧められない。つまり他の所見と併
せることで、硬直度は死亡時刻推測に有用になる場合がある。
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・ 柔らかい: これは、3つのいずれかを意味している。１．死後硬直がまだ始まって
いない; 従って、死後経過時間は極めて短い。 ２．死後硬直が始まり、ピークに
達し、消散した。; 従って、死後経過時間は長い。 ３．死後硬直は始まっていた
が、身体の操作（おそらく蘇生措置）のために 進行が止まっれた ; 従って、
死後経過時間の途上にある。言うまでもなく、これらの所見は他のデータの補助
がなければ解釈することはできない。
・ その他:皮膚ツルゴールの低下（急性脱水症の疑い）、異常に柔軟または滑らかな
皮膚（何らかの結合組織疾患の合併）、または様々な疾患を示唆する捻髪音などの
種々雑多な所見は、剖検を行う法医/病理医には重要な意味を持つ可能性があり、
見過ごしてはならない。
・ 不明
病院での、治療経過および診断プロセスの経過
剖検や死亡調査および臨床検査所見を正しく解釈するためには、乳児が病院でどのよう
な治療や手技を受けたのかを知る必要がある。医原性（治療誘発性）外傷を虐待性損傷の
可能性と誤解すると、悲劇的な結果を生むことがある。気管挿管、尿道カテーテル、そし
て末梢および深部血管内カテーテルは、虐待性外傷に似た所見を生むことがある。特に該
当器具が既に外されている場合は、これらの手技の正しい記録によって不幸な誤解を避け
ることができる。SUID評価の過程で薬毒物検査は通常行われるが、蘇生法や投与された薬
剤の記録もSUID評価の過程に含める必要がある。
病院職員とともに医療記録を検証することによって、死亡調査員は乳児が病院にいる間
に行われた可能性のある診断プロセスや治療について質問する機会も得られる。それぞれ
の治療または手技の行われた日付と時刻は、それぞれの結果とともに調査報告書に記録す
る。
document
乳児の死亡に対する反応
病院職員(またはその場に同時に居合わせた場合は死亡調査員自身)に以下の人々の反応
が妥当なものと感じられたか、または反応が独特、不審、または何らかの懸念が感じられ
たかを尋ねる:
・ 主たる養育者
・ 両親
・ その他の家族
・ その他の主たる目撃者

乳児の家族、養育者、および目撃者の乳児の死亡に対する反応に関する、病院職員の印
象や解釈を、記録する。状況によっては死亡調査員自身の観察内容も記録しておく。行動
に関して客観的に記述するようにし、家族の文化的背景を鑑みた上で、妥当性につき判断
するようにする。死亡乳児を受け入れた医療施設の看護職員は、死亡調査員自身がこの事
例を分析できない場合は、このような情報の最適な情報源である。異なる文化の出身者に
は、事前に情報のない調査員には奇異に映る象徴的な儀式や行動様式がある場合もあるこ
とを覚えておく。忍耐強く、敬意を持って批判的な行動は、言語的にも非言語的にも避け
るようにする。
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obtain
医療記録
調査員は通常、以下の情報を医療記録から入手できる:
•乳児の病院到着時のバイ
タルサイン(とくに体温)
・ 心電図測定記録
・ 病院職員による脱水状態の評価.
・ 死亡宣告の日付と時刻
・ 病院の医師によって死亡宣告がなされた場合は、その医師の役職と氏名
大多数の事例では、死因と死亡態様の証明は、剖検が実施されるまで保留される。
地方条例および州法に従って、入院した事例の場合は医療記録の完全な複写を要求し、
入手する。監察医や検死官から指示があった場合、その他の記録も要求し、入手する。
監察医と検死官には、記録の入手に関して特別にHIPAAの制約を免除されている; しか
し、病院職員はこれを知らない場合がある。医療記録を死亡調査員に公開できるかど
うか、現場の職員には不明な場合は、担当看護師または病院の管理職員に話ができる
ようにしておく。
検査試料
地方条例および州法に従って、血液、尿、およびその他の病院に保管されている検体、
特に乳児の入院後間もない時期に採取された検査検体を要求し、入手する。標準的な証
拠品追跡管理体制の手続きに則って、これらの試料の移管を記録する。
衣服およびその他の個人所有物
地方条例および州法に従い、乳児の衣服、おむつ、および哺乳瓶などのその他の関連
品目を要求し、入手する。標準的な証拠品追跡管理体制の手続きに則って、これらの試
料の移管を記録する。
conduct

必要に応じた連絡担当者への連絡
電話、Eメール、または必要に応じて個人的な面
接を行い、病院またはソーシャルサービス部門の職員に接触し、すでに入手した情報か
ら欠落している情報を入手したり、情報の正確性や網羅性を確認する。電話、Eメール、
または面接で入手した情報は、必ず関連医療記録を検証する。

CHAPTER 5

CONDUCTING WITNESS INTERVIEWS

SECTION 2:  CASE INTERVIEWS

要約
ディスカッションを行うための質問
1. 死亡現場調査員が、その地域の救急隊が可能な範囲を定めている医療プロトコールを熟
知していることが重要なのはなぜか？
2. 救急隊出動時刻や事例情報の、情報源になりうるのはどこか？どのようにこれらの情報
を入手するか？
3. あなたは乳児を搬送した救急隊の到着直後に現場に到着した。あなたは隊員に患者治療
報告書を見せるよう依頼した。隊員は、それはHIPAA（個人情報保護）違反だとして拒否
した。彼らはその時点で、合法的にあなたに患者治療報告書の閲覧を拒否できるのか？
4. 救急隊員の、現場や周囲に関する重要な記憶の想起を強化する可能性のある方法を述べ
よ。
5. 乳児が死亡した、もしくは死亡宣告された際の、病院施設名や所在地を知ることが重要
な理由を述べよ。
6. 乳児が病院に到着した日付と時刻を知ることが重要な理由を述べよ。
7. 乳児の病院到着時の外観、意識レベル、および診察にあたった医療職員が乳児に触れた
際の印象を確認することが重要な理由を述べよ。
8. 病院で実施された治療や手技を記録することが重要な理由を述べよ。
9. 乳児の死に対する家族およびその他の目撃者の反応を知ることが有用な理由を述べよ。

理解度確認のための例題
1. 救急隊員の第一の責務は
A. 医学的緊急事態に対応する
B. 現場の安全を保つ
C. 患者を評価し治療行為を行う
D. 死亡現場調査を行う
2. 救急隊出動記録は通常二部に分かれている; それは
A. 客観的な情報、ならびに主観的な口述調書
B. 標準化されたデータ収集書式、ならびに口述調書
C. 印刷されたCAD(コンピュータ支援の派遣書出力システム)、ならびに患者治療報
告書
t.
D. 手書き部位、ならびにコンピュータ入力部位

3. 救急医療サービスシステムでは、医師に処置や薬物投与のみでなく、以下も記録するよ
うに求められる。
A. 投与薬物の使用期限
B. 投与薬物の色
C. 投与薬物の温度
D. 投与量、経路、時間
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4. 最初に到着した警察官に、追加の質問を行うために連絡を取る場合はどうすればよいか？
A. 警察官が非番の日に連絡する。.
B. 召喚令状を出すことで、可能である。
C. 集中力をとぎらせないよう、勤務日ではあるが、勤務時間外に連絡する
D. 情報収集前に当該警察官の上司を探す
5. 調査の初期に正確に現場を記録することは極めて重要である。担当現場が改変された可能
性のあるものはどれか？
A. 誰かが救助したか、蘇生措置を試みた
B. 乳児が最後に食事を与えられた時間
C. 乳児がおむつを替えた時間
D. 乳児が最後に生存を観察された時
6. 事件が
A.
B.
C
D.
7.

公式に 開始された、とされる時点は？
現場到着時
死亡発生時点
警察官到着時点
中央からの派遣通知時

知時

乳児の状態について、警察官から聴取する必要性が最も低い情報はどれか？
A. 警察官到着時の乳児の皮膚色
ed?
B. 警察官到着時に乳児の顔面に何らかの分泌物または物体があったか
C. 警察官到着時の乳児の位置ed?
D. 乳児の栄養状態は良かったか

8. 周囲の室温を記録する際、警察官が温度計を使用していなかった場合は以下のどの方法
が最も適切か？
A. 警察官の記憶を尋ねる
B. 警察官に、極端な温度変化に気付いたかどうか尋ねる
C. 窓に結露があったかどうか尋ねるws.
D. 地元のニュース局で天候を確認する
9. 事件現場の管理の第一義的な責任者は誰か？
A. 現場に最初に到着した専門家
B. 住居の所有者
C. 監察医務院または検視官局から派遣された法医学死亡調査員
D. 地元警察
10. 乳児にどのような治療や診断手技が行われたのかを救急部の医師に質問することが重要
な理由は何か？
A. 医師への調査を開始するきっかけを作るため
B. 推奨する治療を提案するため
C. 法医/病理学者に検証してもらう情報を記録するため
D. 死因や死亡態様を確定するため
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現場調査の実施
住居−事件発生現場−
死亡現場
ユニット16: 死亡現場、ならびに死亡児の
身体所見の記録について
ユニット17: 現場から移動された物品の
記録について

ユニット18: 保育園/預かり保育の現場の
記録について

死亡乳児に関しての現場調査が実施されるのが1か所だけにとどま
ることは稀である。事件発生現場は調査上極めて重要であるが、
乳児の主たる住居および死亡宣告を受けた場所も全て、死因や死
亡態様に関する疑問の答えを提供してくれるキーになる可能性が
ある。本章では、複数の現場の調査と、それぞれの場所が持って
いる可能性のある、死亡状況に関する具体的な情報というものに
ついて述べる。
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概要
第4章では、様々な目撃者に対し面接により情報収集を行う、という事柄について詳述した。
本章ではその目撃者の一部の協力を得て、 現場 と 遺体 を調査する方法を中心に述べる。
乳児の死亡現場調査では、複数の現場を調査する必要がある場合が多い。事例によっては、3つ
の現場の調査が必要である: (1) 主たる住居、(2) 事件発生現場、そして(3) 遺体が観察され
た現場である。
例えば: ある乳児がベビーシッターの家に連れて行かれ、その後ベビーシッターの家で 無反
応となり、そして病院に搬送されて最終的に死亡宣告を受けたとする。調査員は3か所の調査が
必要となる: 乳児の家(主たる住居)、 ベビーシッターの家 (事件発生現場)、そして病院 (死
亡現場)である。
本章では、完全な現場調査を実施するための主な作業を、最初の現場作業から、基本的な現
場管理、証拠品および所有物、および現場から移動された物品につき、記録する方法について
述べる。

補助的資料
本章にはSUIDI-RF（突然の説明困難な乳児死亡に対する報告フォーム）が使用されている。
あなたの管轄区で話されている様々な言語を確かめ、通訳として利用できる人材のリスト
（名前、ならびに24時間連絡できる連絡先）を作成しておくことが推奨される。

本章のねらい
本章の終わりまでに、受講者は下記の目標を到達することが望まれる。
1. 死亡現場の到着時になすべき事柄を遂行できる。
2. 現場の保全ができる
3. 現場で、他の人物とラポールを形成できる
4. 現場について記録することができる
5. 現場から移動された物品について記載することができる
6. 保育園/預かり保育の現場の記録を行うことができる

どの作業も、プロフェッショナリズムに基づき、慎重なやり方で法、条例、習慣に従って
行わなければならない。
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16

死亡現場、ならびに死亡児の
身体所見の記録について
はじめに
乳児の死亡現場に到着する際には、いくら経験を積んだとしても、死亡
調査員は非現実的な体験と感じるものである。感情の起伏の振れ幅、目
撃者の多さ、そして周囲の状況は死亡調査員を圧倒しうるものであり、
唯一の最重要証拠̶遺体̶は非常に消えやすく、あっという間に救急隊
が病院に搬送してしまう。乳児の死の余韻の残る中で調査員が最初に見
せる行動というものは、調査の成否を左右する重要なものである。最初
の面接が開始された後に、（事例によっては、最初の面接が終了したら）
、調査員は現場と遺体の調査を開始しなければならない。SUIDIの報告書
および補足的調査書式は、重要な現場の詳細を記録する上で有用となる
であろう。
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現場動態の記録
現場所在地
それぞれの現場の所在地は、地図（野外の場合）または建物表示通りに正確に記録する。
住所は、米国郵政公社の郵便物がその所在地に届くように正確でなければならない。これ
には、番地 (必要に応じてアパートの部屋番号を含む)、市、郡、州および郵便番号を含
む。このような記録があれば、フォローアップや他機関職員との情報共有も適切に行うこ
とができる。これは、多機関が参加し、それぞれに独自のナンバリング・システムがあり、
そのために特定の事例を発見したり協議したりすることが困難になるような事例では、特
に重要になる。現場や、派遣先の住所は、ほとんどの対応機関に保管されており、全参加
者に共通の情報となっている。
現場調査用データ
死亡乳児の現住所

______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

インシデントの発生場所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

図. 6.1: それぞれの現場所在地を現場調査書式に記録する。
死亡調査員は、インターネットで利用できるマッピング・プログラムを利用するとよい
(例えば、google.com/maps、yahoo.com/maps、 mapquest.comなど)。現場の正確な位置が
簡単に検証、印刷でき、事例ファイルに収載することができる上、大変正確である。

図. 6.2: 今日のインターネット技術によって、死亡調査員は現場の位置をピンポイントで
表示できるようになっている。
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建物の種類
単純、簡潔に記すこと。まず、建物が商用か一般住居か、平屋か複層か、そして必要に
応じて外装 (煉瓦、木板外壁など) も記す。
建物の高さは、救急隊などが乳児にアプロ
ーチすることが困難であったり、転落やその他の要因が複合的であり、疑義のあるもので
あった場合、事件の要因になっていた可能性がある。建物の種類を記載するだけでは、死
亡調査員が観察した内容を表現できない場合は、より詳細な建物情報（荒廃、乱雑など）
を調査報告書に補足してもよい。
建物を撮影する
死亡調査員は、建物説明の補足として外観の撮影を行う必要がある。撮影枚数は場合に
よって異なる; しかし、入口と出口が十分視認できることと、死亡調査員の全般的な疑義
や、具体的な疑義をのちに説明できるだけの枚数が必要になる。

図. 6.3: 現場の外観写真は、書面の記載やスケッチを裏付けることができる。
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建物内部の見取り図
建物内部の部屋数は重要な調査情報である。大家族が小さな換気の悪い空間にいた場
合は、疾患が広がりやすく、寝床の共有（添い寝）要因にもなりうる。大きな建物で部
屋数も多い場合は、リビング・スペースから寝室までに著明な距離がある場合もある。
死亡調査員は、現場の実地検証を行いながら、警察官とも協調して、現場建物の種類と
部屋数を確認しておく。建物内の見取り図には、寝室、バスルーム、リビングルーム、
台所、ガレージなどを含める。死亡現場（つまりは死亡乳児）にたどり着くまでの最短
経路を確定することは、現場入りして数分以内に行うべき最初の作業である。

図. 6.4: 建物内部の見取り図をスケッチしておくことは、写真や説明の裏付けとなる。
建物の所有権と使用状況
単一家族が居住する家か複数家族が居住する家かは、外から見ても区別がつかない。
言葉が示すように、単一家族の住居とは、住居内に家族一組だけがいるものである。単
一家族住居形態であるから、デイケアセンターではないとは限らない。ある家屋を単一
家族の家屋として記載したい場合、死亡調査員は家屋への入り口を確認する必要がある。
単一家族の家屋にも多数の戸口がある場合があるが、1か所から入れば、他のどの戸口か
らでも退出することができる。家の一部が壁または内部ドアの施錠により 密閉 され
ている場合は、複数家族の家屋または二世帯住宅の可能性がある。居住者、非居住者、
従業員と分け、誰が乳児に直接近づくことができたかを確認する際に、このようなこと
を知っていることは重要なことである。
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インシデントのあった現場の調査

1 インシデントや死亡はどこで起こった？ _____________________________________________________________________
はい
いいえ
2 そこは現住所であったか？
3 そこは、保育所やその他の子ども保育の場所であったか？
はい

いいえ

質問 8 へ

4 インシデントや死亡時に何人の子ども（18歳未満）が保育の場所にいたか？

5 何人の成人（18歳以上）が子どもの監督を行っていたか？ _______

_______ 人

人

6 保育所の認可番号と認可を行った機関は？
認可番号:

_ _______________________________ 認可機関：
_ _________________________________________________

_
7 保育所の営業時間は？ __________________________________________________________________

図. 6.5: 建物の使用状況 (例えば、デイケアの場合など) は、現場書式の適切な場所に
記録する必要がある
調査範囲
調査範囲を決定するには、死亡調査員は当初の現場所見を多機関の対応者に伝える必
要がある。これは通常、最初の現場説明会で行われ、フォローアップ活動および、現場
および遺体について監察医または検死官が、法医学管轄権を設定するかどうかを協議す
る場が設定される。
現場の説明は、法医/病理医およびその他の事件ファイルを検証する全員が、現場の様
子を理解するために有用である。写真撮影およびダイアグラム作成も行うが、この情報
はそれらの情報の裏付けとなる。
家具、清潔さ、整頓度、および直近の周囲の改修状
況などを記載して、実際の乳児の生活状態について関係者全員が理解できるようにする
(法医/病理医、毒物学者など)。乳児の飲用水が清潔かでない場合は、医学的問題が生じ
ることがある。乳児の水源は確認し、危険への暴露がないかどうか判断するために記録
する。現場のこれらのさまざまな要因が、調査範囲を決定する役割を果たす。

図. 6.6: 監察医/検死官調査員は、現場で警察官と共同で作業に当たらなければならな
い。

CHAPTER 6

CONDUCTING SCENE INVESTIGATIONS

147

148

SUDDEN, UNEXPLAINED INFANT DEATH INVESTIGATION

現場環境の説明
現場の物理的環境は、死因および死亡態様に大きく影響する場合がある。季節の変化に
よって暖房または冷房機器（かまど、暖炉、エアコン、天井ファン）のスイッチを入れる
か止めるかする必要が生じることが、無呼吸イベントを引き起こすこともあるとする研究
もある。従って、乳児の死亡時に乳児の微環境（天井ファンからの風、温泉の湿度、風呂
の水温）に影響したと思われる室温その他の要因などの現場の環境状態を判断し、特徴づ
け、記録することは重要である。
死亡調査員は、乳児が暴露した可能性のある環境の危険について完全に把握するため、
個人的に死亡現場を調査すべきである。死亡調査員は、警察官とともに乳児が遺体で、ま
たは無反応で発見された室内または現場周辺の家具などを観察し記録する。
さらに、死亡調査員は室内・周辺の全般的な状態も記載しておく; 齧歯動物、害虫、ま
たは動物の活動証拠があるか、全般的に雑然としている場合は、出来る限り正確で客観的
に記録する。現場は、写真、略図、および記述説明とともに記録する。
現場で何らかの煙に気づいた場合は乳児の死の一因または死因そのものである場合もあ
るため、調査報告書に記録する。煙の記載があれば、法医/病理医に手掛かりを与え、研
究室にどのような試験を依頼するかを判断する助けにもなる。死亡調査員は煙およびその
濃度を記載し、その発生源を突き止める努力をすべきである。必要であれば、地元の消防
署員に連絡し、現場の空気が清明か、危険な物質があるかを確認する。
煙の臭いは、現場での実弾発射または煙草の使用を示していることもある。煙は乳児の
死の一因となったか、死因そのものであることもある。煙の臭いの記載があれば、法医/
病理医は手掛かりを得ることができ、研究室にどのような試験を依頼するかを判断する助
けにもなる。死亡調査員は、煙の臭い、濃度、可能性のある発生源を記載すべきである。
現場にカビが発生していた場合は、乳児が危険な空気感染の病原体に暴露していたた可
能性がある。カビ発生とその位置の記載があれば、法医/病理医は手掛かりを得ることが
でき、研究室にどのような試験を依頼するかを判断する助けにもなる。死亡調査員は、カ
ビの発生およびその場所について乳児の就寝・活動場所と関連付けて記載すべきである。
疑わしい物があればこの時点で写真を撮影しておく。現場の塗料の剥落の観察と記録があ
る場合は、乳児が危険な鉛系の物質に暴露した可能性を示すこともある。室内と塗料剥落
の位置及び大きさを記載しておくと、法医/病理医は手掛かりを得ることができ、研究室
にどのような試験を依頼するかを判断する助けにもなる。塗料剥落の位置と大きさを乳児
の就寝。活動場所と関連付けて、できる限り正確に記載する。死亡調査員は、この問題に
よって安全に対する懸念が近隣にも及ぶことが示された場合は地元の保健所に連絡すべき
である。
現場撮影

写真撮影、ビデオ撮影、スケッチは、全て現場を適正に記録し、書面記載を裏付ける良
い方法である。死亡調査員の写真は現場スケッチおよび書面説明の双方を裏付けるもので
ある。現場を思い出すために、現場を記録するあらゆる努力をすべきである; 後日事例報
告を参照する多くの人間は、この記録によって死亡調査員が何を見たかを知ることになる。
さらに、死亡調査員がこの事件で出廷することが必要になった場合は、一連の写真があれ
ば現場を思い出すことができる。
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下記は、死亡調査員が現場で撮影すべき写真の詳細である:
・ 現場概観
・ 寝室と一般的な場所
・ 寝床
・ 寝室の寝具
・ 就寝場所の電気器具
死亡調査員は、常に現場を自ら撮影すべきである。警察官との共同作業は望ましいが、
各死亡調査員は自らの視点で死亡現場を写真で記録するための、あらゆる努力を尽くすべ
きである。機関間で写真を共有することは通常問題ない; しかし、疑義が生じた場合は、
各機関がそれぞれ独自の事件写真を保有すべきである。

図. 6.7: 現場の写真は書面記録や現場スケッチの裏付けとなる。
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現場での行為の記載
不法行為
死亡調査員は、死因および死亡態様に寄与した可能性のある薬物（不法薬物、処方薬、
または市販薬）、煙草、またはアルコールへの暴露があったかどうかを究明しなければな
らない。乳児が摂取した薬物を同定、記録、収集することは重要である。言語に障害があ
る場合、または死亡調査員が養育者の理解度に疑問を感じる場合は、養育者にどの程度の
量の薬物または薬品を投与したのか、またその投与法を見せるように依頼する。
現場で同定された全薬物は、死亡調査員が写真撮影する。死亡調査員はゴミ箱の内側も
外側も観察し、アルコール容器、薬物容器、またはその残骸がないか調べる。薬棚に処方
箋がないか、キッチンのキャビネットに薬物やアルコール、または使用済みの灰皿がない
か検証する。死亡調査員の臭覚がこの捜索の重要な構成要素である。薬物の記録後、死亡
調査員はそれを収集し、法医/病理医の評価および毒物分析用に事務所に送付する。薬品が
乳児用に処方されたものでない場合は、誰に処方されたものかを究明する。
処方医師に関する詳細情報、薬局の連絡先情報、および薬品の量と種類は、法医学者の
致死的薬物同定を補助する上で非常に重要である。不法または処方薬、麻薬道具、薬物製
造器具、売春、盗品または銃が現場で発見された場合は、死亡調査員はおそらく乳児が危
険な環境で生活していたと警戒すべきである。薬物摂取・吸入は乳児の死亡の寄与要因
（または死因）と考えるべきである。

図. 6.8: 現場で不法行為および薬物が観察された場合は、撮影し、適切な機関へ報告す
べきである。
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動物（野生動物、ならびに愛玩動物）
現場で害獣(齧歯動物および害虫) がいた場合は、乳児が危険な環境に暴露していた可
能性を示す。動物や虫の記述があれば法医/病理医は手掛かりを得ることができ、研究室
にどのような試験を依頼するかを判断する助けにもなる。死亡調査員は、観察された害獣
の種類、数、および大きさを、乳児の就寝・活動場所と関連付けて記載する。死亡調査員
は、この問題によって安全に対する懸念が近隣にも及ぶことが示された場合は地元の保健
所に連絡すべきである。
同様に、現場でペット（犬、猫、蛇など）が観察された場合は乳児が、動物によって生
ずる、危険な環境に暴露されていた可能性を示すものである。動物の種類および数の記載
があれば、法医/病理医に手掛かりを提供することになり、乳児の死因および死亡態様の
判断を補助することができる。この情報は、彼らが研究室にどのような試験を依頼するか
を判断する助けにもなる。死亡調査員は観察したペットの種類、数、及び大きさおよび乳
児の就寝・活動場所への出入りも記載する。また、ペットが日常乳児とどのように接触し
ていたか（最近猫が乳児と一緒にベビーベッドで寝ていたのを発見されたなど）も確認し、
記録する。死亡調査員は、現存または住居内にいたことのある動物の最近の健康状態につ
いて尋ねておく。敷地内に過剰に多くの動物が発見された場合は、地元当局に連絡すべき
である。
病人
乳児の免疫システムは、1年では十分に発達していない可能性がある。乳児が病人に暴
露した場合、乳児も体調が悪化することがある。死亡調査員は最近乳児と接触した病人全
員を同定し記録しておかねばならない。乳児の日頃の行動をよく知る人物と面接した際に
は、死亡調査員は乳児と密接な接触をした病人全員を同定し、記録する。
暖房および冷房器具の記載

死亡調査員は、現場における環境リスクに直ちには気付かないかもしれない。一酸化炭
素またはその他の危険な吸入抗原が乳児の死の一因となった可能性もある。死亡調査員は
基本ユーティリティ（電気、水道など）が供給されているか、暖房または冷房器具が現在
稼働しているか、それぞれの設定（温度、自動スタートなど）はどうなっているかを確認
する。稼働している器具がない場合は、 死亡発生後誰かが現場を動かしたかどうかを尋
ねる(室内が暑いので窓を開けたなど)。死亡調査員はさらに、暖房ウォーターベッド、首
ふり扇風機、ベッド上に開口のある暖房ダクトなど、その他の現場の環境に影響を与える
ような器具がなかったかどうかを確認する。
一時的に使用した暖房・冷房源が、乳児の死の一因になった可能性もある。このような
一時的に使用する器具(首ふり扇風機、室内暖房具) は居住者または救急隊員によって簡
単に撤去することができる。乳児の死亡時に、現場にあった暖房・冷房源をすべて確認す
ることが重要である。できれば、現場の環境に影響を与えた全ての持ち運び可能な暖房・
冷房器具を確認、記録、写真撮影する。
研究によって、天候や季節の変わり目の、暖房・冷房器具を稼働させる時期に子どもの
突然死が増えることが分かっている。暖房または冷房器具が現在稼働しているかどうか、
またその設定（温度、自動スタートなど）を確認することは重要である。セントラル・エ
アコン、A/C ウインドウ・ユニット、天井ファン、フロア・テーブル・ファン、ガス炉ま
たはガスボイラー、電気炉または電気ボイラー、電気室内ヒーター、ベースボード・ヒー
ター、電気（輻射）天井暖房機、暖炉、石炭暖炉、灯油室内暖房機、薪ストーブ、オーブ
ン、木炭グリル、そして開放された窓などが考えられる暖房・冷房源であり、それらが現
場にあったかどうかを記録しなければならない。このような、現場の微環境に関連性があ
る器具はすべて、撮影し、記録しておく。
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現場温度のデータ収集
室内の各部屋
特定の死亡現場(北東の寝室の西の壁際のベビーベッドなど)では、部屋ごとの室温が乳
児の実際の環境を判断するうえで最も信頼できる正確な情報になる場合がある。測定は、
乳児が発見された部屋の実際の場所で実施し、日付と時間とともに記録する。温度計が入
手できない場合は、温かい、暑い、涼しい、寒い、または極端に寒いなどと記載する。
サーモスタットの設定からは、現場の暖房・冷房システムなどの具体的な情報を得るこ
とができる。しかし、温度は現場の実際の環境を確認するために、温度計でも測定しなけ
ればならない; 乳児が発見された場所の温度は必ずしも記載しなくてもよい。死亡調査員
はサーモスタットの設定と乳児の付近の温度を確認し、それぞれの物理的な位置を記し、
これらの所見を記録する。
低体温症および異常高熱の２つは、乳児の死因としてよくみられるものである。乳児が
発見された場所の室温、屋外温度と、最初の対応者から聴取した温度は比較し、検証する。
寒冷地では、死亡調査員が現場に到着するまでに、救急隊および家族の出入りによって家
への門戸が解放され、内部の温度を著明に下げる場合がある。このことは現場調査の一環
として記録しておき、事例ごとに考慮する。
屋外
屋外温度は、現場の環境温度との関連で考慮すべきである。屋外の温度が現場（室内）
と比べて著明に異なる場合、建てつけの悪い住居・場所の室温は影響を受けることがある。
従って、屋外の温度を確認、記載、記録することは重要である。
describe

就寝環境
就寝環境は目視し、図（現場略図）、写真、および記述で調査報告書に記録する。すべ
ての詳細をその記載で説明する: 全体の乱雑さ、照明、温度、清潔度、匂い、動物、玩具
、および寝床や家電製品（運転中か否か）などである。就寝場所に垂れ下がった電気コー
ド、ベッドのそばの開放された窓、詰め物が過剰な寝具、そして使用できる寝床の数に比
し、多い住居内の子どもの人数は、乳児の死の一因（または死因そのもの）である可能性
もあるため、ぜひ調査項目に含めるべきである。寝室にそぐわないとみられるものは、後
日の検証のため、すべて記録しておく。
乳児の死亡直近の環境内の家具などは、死亡調査員の書面報告書に記載する。特に関心
を持つべきものは、全般的な清潔度、改修状況、マットレスのフィット状況やベビーベッ
ドのフレームなどである。死亡調査員は、乳児が発見された寝床を評価し、そこが安全な
場所であったか、目撃者の説明通りであったかを確認する。死亡調査員は、可能であれば
直に寝床を観察するか、または写真で検証する。寝具の表面層だけでなく、全層について
写真を撮影して記録する。寝床内または寝床上に死の一因になった可能性のあるなんらか
の分泌物または物質があれば、収集し目録を作成する。死亡調査員は、清潔性、発見され
た分泌物、室温、そして寝床の位置を記録する。乳児に影響を与えた可能性のある全般的
な環境状況も記録する必要がある。
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寝床
使用可能な寝床の数と、対比した現場内に居住する人数には、特に注意が必要である。
死亡調査員は現場内を実地検証し、現場居住者が使用できる寝床の数と種類を数えること
が必要である。
インシデントのあった現場の調査
1 インシデントや死亡はどこで起こった？ _____________________________________________________________________
はい
いいえ
2 そこは現住所であったか？
3 そこは、保育所やその他の子ども保育の場所であったか？
はい

いいえ

質問 8 へ

_______ 人

4 インシデントや死亡時に何人の子ども（18歳未満）が保育の場所にいたか？

5 何人の成人（18歳以上）が子どもの監督を行っていたか？ _______

人

6 保育所の認可番号と認可を行った機関は？
認可番号:

7

_______________________________ 認可機関：_________________________________________________

保育所の営業時間は？ __________________________________________________________________

8 インシデント・死亡のあった場所には何人が生活しているか？
成人の数（18歳以上): _______ 人

     
子どもの数（18歳未満): _______

人

9 下記の冷暖房器具のうち使われていたものは？（該当するものをすべてチェック）
c セントラルエアコン
c エアコン
c シーリングファン
c 扇風機

c
c
c
c

ガス暖房
電気暖房
電気ヒーター
電気ベースボードヒーター

c 暖炉
c 窓の開放
c 石炭暖房
c 薪ストーブ
c 灯油ファンヒーター
c その他a 具体的に_______

c 電気式天井暖房
c 窓のファン
c 不明
c
10 子どもが無反応状態で発見された場所の温度はどのように確認しているか？
________ サーモスタット設定温 ________ サーモスタットの表示確認 ________ 実際に室温測定

________ 外気温測定

11 インシデントや死亡があった場所の飲水源は？（該当項目すべてチェック）

c 水道水
c 井戸水

c ペットボトルの水
c 不明

c その他a 具体的に_______________________________

12 インシデントや死亡があった場所は、下記の項目が認められていた：（該当項目すべてチェック）

c 昆虫が多かった
c タバコ臭かった
c Dampness
c 明らかに水が濁っていた

c カビが生えていた
c ペットがいた
c 塗装がはがれていた
c ネズミや害獣がいた

c 匂いがしていた a 具体的に _ ____________________
c アルコール類が多く保管されていた
c 麻薬用の道具があった
c その他a 具体的に_______________________________

13 現場の全般的な外観につき述べよ：（例：散らかっていた、危険であった、人数超過状態であった）
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

図. 6.9: 現場データは、SUIDI報告書の事件現場調査セクションにまとめて記載できる。
the
目盛つき略図
死亡調査員は、現場スケッチにSUIDI 報告書、または管轄区承認の同等書式を使用する。
適切な測定用具（定規、巻き尺）や筆記用具など現場のマッピングに必要なツールは入手
しておく。死亡調査員は、必要なのは略図のみであるが、測定は後日現場を思い出せるよ
うに正確でなければならないことを念頭に置くべきである。
略図作成過程は、まず位置合わせから始める。どの方角がきたかを示し、部屋の略図を
描き、通常はドアや窓などの位置を示す。グラフ用紙や、提供された現場スケッチを使用
する場合は、 死亡調査員は図のスケールを示しておく（1インチが4フィートなど）。壁
の長さおよびドアや窓の間の距離、重要な目印をすべて書き入れておくようにする。測定
は壁、ドア、窓などの定位置から行うようにする。
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遺体および物体の縮図
死亡調査員は、室内で発見した物体を加えながら、スケッチを続ける。事例によっては、
遺体を空き部屋に位置付けるだけの簡単な場合もある。しかし中には、部屋が家具やがら
くたでいっぱいの場合もある。死亡調査員は、遺体、現場で発見した主だったすべての物、
そして室内のその他の品目を記録しなければならない。スケッチに描き入れた品目には番
号を入れ、スケッチ中の番号に従って説明した凡例を添付する。この場合も、死亡調査員
は必ず定位置から計測を行うようにする。

図. 6.10: 現場スケッチは縮図で作成し、遺体と他の物体との関連性を示す。現場略図書式
はSUIDI報告書の補足調査書式を利用する。
死亡調査員は、現場で発見された通りに遺体をスケッチする。遺体と現場の他の物を関連
づけた測定が必要である
(乳児の遺体を遺体が発見された寝床との関係、または現場から
遺体が搬送されていれば、ファインダーが人形を使った再現を行うことによって判断された、
全般的な位置関係など)。
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photo
現場での乳児の遺体写真記録は、乳児の最期の姿勢、外見、および外面上の外傷の永久
的な記録となる。遺体が搬送されていた場合は、人形による再現によって、発見当時に置
かれていた位置を可視化し、記録が可能である。
以下のリストは死亡調査員が撮影すべき写真を説明したものである:
・ 遺体およびその直近の場所
・ 乳児の顔
・ 遺体が発見された就寝場所
・ 遺体が発見された寝床
・ 遺体下の床
・ ベッドに乳児とともにあったと思われる品目・物体
死亡調査員は、警察の代表者とともに現場全体の実地調査を行い、乳児の死の一因にな
った可能性のある遺体の痕に合致する品目や物体がないかどうか検証する。死亡調査員は、
死亡乳児の傷痕形成をきたした可能性のある物体や品目を現場で確認、収集し、適切に梱
包する。

図. 6.11: 司法解剖は現場から始まっている; 写真は法医/病理医による剖検を補助する。
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窒息徴候または外傷の記録
死亡調査員は、乳児の遺体に窒息機序に一致する損傷がないか検証する。また、皮膚の変
色、口鼻周辺の変色、乳児の遺体上の点状出血、遺体の姿勢、またはファインダー（発見者）
の説明による、発見時の遺体の頭部と身体の位置、および身体上にあり得ない明らかな痕に
ついても究明する。現場のその他の寄与要因、寝具の分泌物も検証する。
死亡調査員は、耳の周囲の打撲、身体上のあらゆる部位の裂傷、擦過傷、その他の損傷に
ついても検証する。事情が許せば、おむつを含む乳児のすべての衣類を除去し、手のひら、
足裏、口中、鼻孔も確認すれば最も完璧である。死亡調査員は、治癒した身体上の古い傷や
痕も確認する。もし疑わしい過去の傷があった場合は、法医/病理医に通知する。身体写真
を撮影し、身体略図（明らかな外傷をすべて図示）を作成し、現場全体を俯瞰することは、
死亡調査員の参考になるだけでなく、剖検が必要になった場合には法医/病理医にも有用で
ある。

図. 6.12: 可能であれば、現場で窒息および外傷の徴候を撮影する。

死後硬直の評価
死後硬直(硬直し、硬くなった身体)は、死後筋肉が徐々に硬直を始めることを指す
(DiMaio & Dana, 1998)。pH が低下すると、筋肉中のアクチンが物理的変化を起こす。こ
れは高温で加速され低温で減速する化学的過程である。アシドーシス、尿毒症、またはそ
の他の医学的身体的状態によってpH低下が促進され、過程が加速される。
筋肉はすべて同率で影響を受けるが、大きな筋肉量の部分より小さい筋肉で硬直が早く
明らかになる。この状況が、この過程は頭頂部から始まり身体の下方に進むという誤解を
生んでいる。筋肉は、硬直が進行する間、置かれた状態のまま硬直していく。筋肉は、人
々が以前考えていたように短くなったり収縮することもない。
筋肉の硬直という身体的変化が途絶、または強制的な動作で阻止された場合は、硬直化
は再進行しない。しかし、阻止される前に完了しない場合は、筋肉中で新たな姿勢で亜硬
直が進行する。
成人では、硬直は通常1〜6時間で発現し、6〜24時間で最大となる; また12〜36時間以
上で消失する。子どもでは、死後硬直には非常に多様性があり、典型的には早く開始し、
迅速に消失する。筋肉量の少ない乳児では、硬直がうまく進行しない場合もある。硬直は、
死後遺体が長時間ある姿勢にあってから移動されたかどうかを確認するには有用である。
死後硬直の度合いは、乳児が腐敗していない限り、どの現場でも評価すべきである。硬
直度の評価法として用いられている一つの方法は、乳児の手を取り手を下に下げてみるこ
とで、手を動かした際、どの程度肘に抵抗があるかを確認する。これには多くの分類法が
ある。１例を以下に提示する:
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死後硬直が発生していない。
軽度の死後硬直̶四肢で開始しつつあり、関節にわずかな抵抗がある。
中等度の死後硬直̶四肢の屈曲にある程度抵抗がある
進行した死後硬直̶四肢の屈曲が非常に困難。
完全死後硬直̶四肢が屈曲しない。
硬直が評価された時刻、および死後硬直の程度は調査報告書に記録しておく。

死斑を評価する
死斑(livor, postmortem lividity) は、血液循環が止まり、血液が引力に従って身体の
下部に貯留することである(DiMaio & Dana, 1998)。
死斑の出現は早く、おそらく死亡前
に開始する; 2〜4時間で発現し、最大限、または 固定 された水準となるのは、8〜12時
間後である。

図. 6.13: 死後うつ伏せであったことを示す顔面の白化

図. 6.14: 死後背臥位であったことを示す後部の白化
皮膚が浅黒い人では、皮膚の死斑は気づかれないこともある(Spitz, 1993)。死斑は重
症の貧血または大量出血後にも気づかれない場合もある。現場の照明が暗い場合も死亡
調査員の死斑検知を妨げることがある。死斑の進行が完了する前に遺体が移動された場
合は、最初の位置に残留する死斑もあれば、遺体の移動に伴って模様の位置が変化する
ものもある。

CHAPTER 6

CONDUCTING SCENE INVESTIGATIONS

157

158

SUDDEN, UNEXPLAINED INFANT DEATH INVESTIGATION

every

死斑の模様が他の死亡時の特徴（死後硬直、死冷）または供述された経過と十分一致し
ない場合は、死亡調査員は疑義を持つべきである。死斑を評価するには、死亡調査員は乳
児の遺体のどこが下に位置していたかを確認する。予防のため個人用保護具(PPE)をつけ、
死亡調査員は静かに人差し指を死斑部位に押し当てる。死亡調査員が指を離した際に乳児
の皮膚に現れる白い部位があれば、死斑はまだ完全ではない。

死冷の評価
死冷は死後の身体の冷却である。この状態は、かつては死後経過時間を、特に最初の数
時間は正確に示すものと考えられていたが、事例報告によっても記録されたエビデンスに
よっても、身体の冷却は標準値からかなり異なることもあることが示されてきた (DiMaio
& Dana, 1998)。活動性、疾患、感染、熱の吸収、および腐敗によって死後の体温が保た
れることもあれば上昇することもある。コカインなどの興奮剤も同様の影響を与える。現
場環境温度、空気の流れ、身体の大きさ、および衣類はすべて死後の体温に影響する要因
である。
乳児が発見された部屋の周辺温度を調査の最初に計測し、乳児が置かれていた微環境の
温度を確認しておくことは重要である。温度、計測時刻、および計測場所は適切な書式に
記録し、死亡調査員の叙述報告書に記載しておく。死亡調査員は、周辺にあるすべてのサ
ーモスタットの設定を書きとめる。乳児の体温も質的、量的に評価する。死亡調査員は、
乳児の身体が熱かったか、温かかったか、冷たかったか、または冷え切っていたか、を記
録する。状況が許せば、直腸体温計で乳児の実際の体温を測る。注意：この行為を行う場
合は、死亡調査員は両親や養育者の感情に配慮する。この評価の時刻は調査報告書に記録
しておく。
性虐待の可能性がある場合は、この行為が重要な物証をこれらの部位から除去または転
移させてしまうことがあるため、死亡調査員は絶対に乳児の開口部（直腸、口、脇下）に
体温計を挿し入れてはならない。体温計を切開部から直接肝臓に挿し入れて肝臓温度を計
測することを許可している所もある。
どの乳児の死亡においても、体温、死後硬直、死斑を評価し、現場調査報告書に所見を
記録する。
the

現場での体表身体診察では、忘れずに手袋、マスク、および目の保護具を含むPPEを身
につける。PPEを装着したら、記録していた書類、筆記用具などを取り扱ってもよい。こ
れらの用具はビニール袋に入れ、適切にマークを付けておくと、PPEを装着していないと
きに使用するものと区別することができる。
乳児が着衣の場合は、衣服を持ち上げて衣服の下を診察する。必ず管轄区の身体診察
手順に従い、できるだけ着衣を乱さないようにする。写真があれば略図中のマークの裏
付けとなるため、この作業中には写真を撮影しておくと良い。現場では外傷がなかった
が、搬送中に 落下し 、剖検に到着した時には明らかな外傷を形成している場合もあ
る。死亡調査員が現場で何を見たか、見なかったかの写真と記録が、このような際の評
価を実施するうえでは重要である。
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所見の見逃しを防ぐため、系統的で包括的な身体診察を行う。これには四肢（腕、手、
脚、足など）を含み、なんらかの損傷または欠損のエビデンスがないかを確かめる。乳児
を背臥位にして開始し、死亡調査員は見たままを記録する。なんらかの跡や痕があれば記
録し、外傷がなければないと記録、および血液または体液（血液、泡、または口、鼻およ
びその他の目に見える身体部分からでた体液）が存在していれば、それを記載 (写真、猫
画、および記述) する。
多くの死亡調査員が、乳児でも成人でも、身体の両側を見ないという過ちを犯している。
現場では、なにも見逃していないことを確実にするために、身体の両面を見ることが適切
である。死亡調査員が乳児の身体を裏返さないと、下敷きになっているまた利用したかも
しれない麻薬の道具を見逃す可能性や、裏がえさなければわからない背中の打撲や損傷を
見逃す可能性もあるのだ。
今度は乳児を腹臥位にし、乳児の背面を記録する。なんらかの跡や痕があれば記録し、
外傷がなければないと記録、および血液または体液が存在していたら、もれなく記録(写
真、描画、および記述) する。
死亡調査員はすべての略図に適切なラベルを付け、誰が読んだとしても説明が的確に理
解できるようにする。略語は避けるように注意し、可能な場合は常に、出来る限り明確か
つ正確に説明するようにする。死亡調査員が絵を描けない場合は、問題の場所を円で囲み、
見たものに近いものを簡単に記すだけで十分である。例えば、乳児の胸に発疹がある場合
は、死亡調査員は略図の胸のあたりに円を描き入れ、発疹などの言葉を使って位置を記す。
また、発疹のある部位の大きさの概要を、目盛を使って書き入れる。死亡調査員は、可能
な場合は常に、略図を裏付けるために、発見された通りに乳児の写真を撮影するようにす
る。

図 6.15:外傷やその他の身体上の跡の部位を示すために、身体略図を使用する。
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現場から撤去された物品の記録
について
はじめに
司法検体追跡管理体制(chain of custody)は、所有物品、押収物品を含め、
現場から持ち出されたすべての物品において、確実なものでなければならず
すべての物品は公式の証拠物品記録用紙に記録される必要がある。物品を持
ち出す人物はサインを行い、物品を押収した日付と時間を明確にしなければ
ならない。すべての物品は証拠物品記録にリストされ、的確にパッケージン
グされ、明確にラべリングがなされなければならない。物品は敬意をもって
注意深く扱われ、可能な限り早期に返却がなされるものであることが、両親
/養育者に伝えられなければならない。
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chai
証拠品の追跡管理記録はどの法医学的調査においても重要なものである; しかし、多く
の乳児死亡調査においては、調査完了次第直ちに証拠物品を適切に家族に返却することを
確実にするために、記録を残しておくことは極めて、重要である。ほんの小さな玩具、古
毛布にも、家族の愛着が込められているかもしれないということを軽んじてはならない。
この個人的な持ち物を持ち出す際には、十分に説明を行なった上で行い、返却の際には可
能な限り持ち出す元の場所に近い場所に返却すべきである。
大半の乳児死亡調査では、乳児、証拠品、および個人所有物の、証拠品追跡管理記録が
なされている。この中には乳児のすべての着衣、おむつ、毛布が含まれている。乳児が、
死亡時にだっこひもなどを使用していた場合は、その物品も押収する。現場で押収された
個人品目は、乳児の死に関する重要な情報の提供元となる可能性がある。
寝具、毛布、および寝間着の種類も、有用なヒントをくれる場合があり、皮膚がどの程
度露出していたかという情報も同様である。現場で入手した証拠品は、警察に保管される
場合を除き、死因および死亡態様が決定され、事例が完了次第すべて、親または養育者に
返却するよう留意する。
医療記録に記載された重要情報は、最初の調査後のしばらくし
て徹底的な検証を必要とする場合がある。衣類の検査は、清潔性、尿や便の性質を分析す
るために重要であり、また他の証拠が衣類と関連している場合もあることよりも重要であ
る。特に乳児が病院で生存した期間が長い場合は、病院で検体として採取された血液その
他を、死後調査の一環として入手することが極めて重要になる場合がある。哺乳瓶などの
その他の所持品も、食品または水からの中毒や、経口感染疾患の評価のために、重要な場
合がある。
物品一覧

死亡に関連があるとみられるすべての品目を列記した物品一覧を作成しなければならな
い。この一覧は、押収された物品を同定するのに役立つとともに、押収物品の追跡管理体
制を担保するものにもなる。証拠品一覧は新たに作成しても良いし、SUIDI報告書の該当
部分を利用してもよい。名前、事例番号、日付、時刻、および目撃者・収集者名情報を、
一覧表に記入する。次に、哺乳瓶、おしゃぶり、乳児用粉乳、衣類、寝具、無呼吸モニタ
ー、医薬品、不良製品、危険なベビーベッド・手すり、ブランコ、車の座席、ベビーカー
など、乳児の死に関係すると思われる収集品目のリストを作成する。収集、分析が必要な
他の分野の物品も考慮しなければならない。こうした物品類は、記録、押収し、監察医局
または検視官局に持ち込み、法医/病理医の検査を受けなければならない。
以下のリストは、すべてを網羅するものではないが、証拠品として収集すべき品目を例
示したものである:
・ 食事関連器具
- 乳児用粉乳容器および溶かした調製乳
- おしゃぶり (破損の有無を問わない)
- 調製乳が残った哺乳瓶
・ 乳児の寝床周辺の寝具
・ 乳児の衣類
・ 無呼吸モニター
・ 乳児の医薬品
・乳児が使用した物品で、機能不良のある可能性があるもの
SUIDIの報告フォームの物品押収一覧は、現場から移動された物品がある場合に記載すべ
き書式の1例を例示したものである。死亡調査員は、一覧に証拠品目を記録したら、評価の
ために移動させてよい。証拠品の追跡管理体制
を維持するためには、死亡調査員から受
領したすべての品目について、受領した機関に署名をさせる。

CHAPTER 6

CONDUCTING SCENE INVESTIGATIONS

161

162

SUDDEN, UNEXPLAINED INFANT DEATH INVESTIGATION

姓

１

名

ミドルネーム

症例番号

インシデントのあった現場もしくは死亡現場から押収したすべての試料押収物につき記載せよ：
物品

押収物番号 押収した場所

説明

廃棄対象か

押収した人物

1) 哺乳瓶
2) おしゃぶり

3) ミルク
4) ベッド用品
5) 死亡児が最後に
していたおむつ
6) 衣服
7) 無呼吸モニタ
8) 死亡児の使用し
ていたかけもの
9) 治療薬
(家庭療法のもの
を含む)

10)

Ｈ‑検体/試料収集記録

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

時間
対面による 電話による その他
6：
_________________________________________________________________________________________________________
S U ID I5‑5‑06 pg H

本セクションの記載者

記載年

図. 6.16: SUIDI物品押収一覧の1例
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保育園/預かり保育の現場の
記録について
はじめに
保育の現場では、結果的に乳児の死につながることもある状況を認める
ことが少なくない。極度の気温でも十分な冷・暖房がないこともあり、不
適切な冷・暖房器具を使用しており、有害となりうる可能性がある施設も
存在する。同様に、不適切に調理・保存された食品が、乳児に害を与える
ことがある。他の乳児に感染させる恐れのある乳児をケアする能力がない
ことも、保育施設の重大な問題である。保育園/預かり保育に関連する状
況では、調査員は死亡した当該乳児の死について調査するだけでなく、リ
スクにさらされている可能性のある他の子どもの安全を担保する方策も探
求すべきである。
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ベビーシッターがいて、乳児が死亡しているところを発見した事例では、乳児が生前、
または発見時にどのレベルのケアを受けていたかが懸念される。経験の浅い十代や、障害
のある成人が、ベビーシッターであった場合、乳児を適切にケアすることができなかった
可能性や、ネグレクトによる外傷や虐待の問題が存在する可能性がある。死亡調査員は警
察と協調し、死亡前または死亡時に、ベビーシッターのケアを受けていたかどうかを確認
する必要がある。
乳児が親類の家で世話を受けていた場合は、当然養育者は乳児を知っており、両親は養
育者をよく知っていると推定される。両親が養育者に抱いていた信頼と安心度や、ケアの
レベルについて、有意義な情報を得ることができるであろう。死亡調査員は警察と協調し、
乳児が親類の家でケアを受けていたかどうかを確認する。
乳児がデイケア施設で、他の病気の子ども・成人に暴露していたかどうかは、死因およ
び死亡態様を判断する上で、もう一つの大きな懸案事項である。死亡調査員は、乳児の担
当職員が有資格者か、訓練を受けているか、適切なケアを行っていたかを確認する。また、
施設自体の外見や適性にも関心を持つべきである。死亡調査員は警察と協調し、施設が実
際に認可を受けているかどうか、許認可機関（健康局など）に接触して確認する。
成人監督者の同定

成人監督者を同定できれば、死亡調査員はその人物の犯罪歴の有無などを判断するため
に必要な背景調査を行うことができ、育児の免許や訓練についての確認もしやすくなる。
死亡調査員は警察と協調し、成人監督者の氏名を確認しなければならない。
lear

乳児がその施設内で死亡したデイケア施設または建物の所有者は、死因または刑事・民
事訴訟の調査のにおいて重要な人物となる場合がある。危険な建物や環境の危険は記録し、
所有者情報およびその他の情報を、当局に報告する。地方の建築物条例では建築物の 使
用法 を規制しており、所有者は、死亡調査員がデイケア施設の運営が合法的であったか
どうかを確認する補助をしなければならない。建物の所有者も、通常賃貸者が立ち入らな
い部分への死亡調査員が立ち入り調査を行う際に、援助を行わなければならない。
認可を受けたデイケア施設は、一般的に一定の基準のケアを提供しなければならなため、
施設が適性に認可を受けているかどうかを確認することは、非常に重要である。自分を育
児提供資格保持者のように見せかけて、実はサービス提供の資格を持っておらず、規制も
調査も受けていないという場合もある。しかしもちろん、資格を持っているから問題がな
いというわけではない。警察と協力し、死亡調査員はデイケア施設の所有者・運営者に、
免許の提示を求めなければならない。この情報は記録され、適切な許認可機関で事実確認
を行わなければならない。
次に、死亡調査員は、デイケア施設に与えられた認可が有効かどうかを確認する。期限
切れの認可は、その認可を適用された施設が、更新を拒否されたか、許認可機関の定めた
規定に違反した結果、認可が取り消されたことを示す場合がある。死亡調査員は許認可機
関に接触し、育児施設が現行有効な認可を持っているか、認可で認められた立地はどこか、
また所有者が過去に他州でもデイケアセンターを運営していたことがあるかどうかを確認
する。同一認可で複数のセンターが運営されている場合は、死亡調査員は許認可機関に、
他のセンターで同様の問題がなかったかどうかを確認する。
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現在の所有者・運営者が施設の唯一の資格所有者である場合もあれば、デイケア施設
運営経験のある従業員を雇用している場合もある。その場合は、その従業員についても
運営が適切であったか、不審な状況がなかったかを確認することが重要である。死亡調
査員は従業員全員に面接を行い、認可デイケア施設運営の経験があるかを確認し、許認
可を与えた管轄区の許認可機関に確認して追跡しなければならない。
デイケア施設ではすでに従業員の背景調査を終えている場合もあるが、その調査が信
頼できる機関によって行われたものか、所有者・運営者も適切な背景調査を受けている
かを確認することが重要である。
インシデントのあった現場の調査
1

インシデントや死亡はどこで起こった？ _____________________________________________________________________

はい
いいえ
2 そこは現住所であったか？
3 そこは、保育所やその他の子ども保育の場所であったか？
はい

いいえ

質問 8 へ

4 インシデントや死亡時に何人の子ども（18歳未満）が保育の場所にいたか？

5 何人の成人（18歳以上）が子どもの監督を行っていたか？ _______

_______ 人

人

6 保育所の認可番号と認可を行った機関は？
認可番号:

_______________________________ 認可機関：_________________________________________________

7 保育所の営業時間は？ __________________________________________________________________

8 インシデント・死亡のあった場所には何人が生活しているか？
成人の数（18歳以上): _______ 人

子どもの数（18歳未満): _______ 人

9 下記の冷暖房器具のうち使われていたものは？（該当するものをすべてチェック）
c セントラルエアコン
c エアコン
c シーリングファン
c 扇風機

c ガス暖房
c 電気暖房
c 電気ヒーター
c 電気ベースボードヒーター

c 暖炉
c 窓の開放
c 石炭暖房
c 薪ストーブ
c 灯油ファンヒーター
c その他a 具体的に_______

c 窓のファン

c 電気式天井暖房
c

c 不明

図. 6.17: 現場でサービス提供者から、デイケアの認可情報について聴取する。
死亡調査員は乳児が死亡した時、誰が働いていたかを確認して、調査を続行する。こ
れによって、乳児が受けていたサービスの水準を確認することができる。例えば世話を
する従業員数に対して預かった子どもの数が多すぎる場合は、デイケア環境に問題があ
ることを示唆する場合もある。州によっては施設が提供するケアの水準を確立するため
に、児童‐従業員の比率に基づいてデイケアに登録できる子どもの人数を制限している。
死亡調査員は、ケア施設の所有者・運営者とともに作業スケジュールや従業員数を記録
し、確認しなければならない。
デイケア施設の従業員から作業スケジュールに関する情報の提供を受けたら、所有者
・運営者が従業員に発言を指示しているか、または不正な情報を提供するようお互いに
口裏を合わせている可能性を排除するよう、情報を確認しなければならない。
従業員とは別に、子どもたちや他の親に雇用状況について慎重に質問を行うと有用で
ある。最後に、死亡調査員には、施設の従業員がどのようなトレーニングを受けていた
か、およびどのような経験を持っているか、を確認することを推奨する。成人または十
代の養育者が訓練を受けているか、何らかの資格を有しているかを確認することによっ
て、病気の子どもの世話ができるか、救急治療ができるかなど、乳児の緊急事態に対応
できるかどうかを判断することができる。なお、死亡調査員が、異文化の養育者の行為
を解釈する場合には、注意が必要である。

CHAPTER 6

CONDUCTING SCENE INVESTIGATIONS

165

166

SUDDEN, UNEXPLAINED INFANT DEATH INVESTIGATION

the
該当の乳児がどれだけの期間その施設に登録されていたか、そして最近の出席状況を
確認することは重要である。これによって死亡調査員はそれぞれの子どもが、その乳児
にどれだけ関わっていたかを確認することができる。死亡調査員は警察と協調し、乳児
が死亡した時に出席していた他の子どもの登録状況を確認する。所有者・運営者は、こ
の情報を証明できるはずである。
特別支援が必要な子どもまたは障害児は、一般の子どもとは異なるケアが必要な場合
がある。 そのようなケアを提供できない施設では、そのことが乳児の死の一因、または
死因そのものになった可能性もある。警察と協調し死亡調査員は、施設所有者・運営者
および両親と話し、その乳児に特別支援が必要だったか、施設はその必要性に気づいて
おり、要求を満たせていたかを確認する。所有者・運営者または両親から得たこれに関
する情報は、すべて記録しておく。
必要に応じて再エントリー（再調査許可証）用の正式文書を入手

全機関が死亡現場から調査を終え退出したら、その周辺に再度立ち入るためには再調
査許可書や裁判所命令が必要になることがある。死亡調査員は死亡現場を立ち去る前に
すべての調査活動を終えるよう努力すべきである。追加的調査が必要なことを示す情報
が得られた場合は、死亡調査員は再調査のための正式文書入手を準備する。死亡調査の
権限範囲を超える行動が必要な場合は、警察の援助が必要な場合もある; その例として
は、死亡調査員の実地検証同行、調査許可書の入手、または目撃者の犯罪歴入手などが
ある。死亡調査員は、実地検証に同行させてもらう、正式な裁判記録を入手する、また
はミランダ権の通告（黙秘権や弁護人と相談する権利を通告すること）や不利な証言を
する証人に面接を行う時などにも、警察官の援助を求める必要がある。
関わった人々と継続的な接触を可能にするような、作業の終わらせ方

死亡調査員と、両親やその他の人物との作業を、明確に終了させることは非常に重大
である。終了したことを明確にする文言がないと、きちんと終わりがつかないような、
宙ぶらりんの気持ちになる。関わった人たちには、死亡調査員またはその機関とで再接
触する機会が与えられるべきである。死亡調査員が近い将来再接触する可能性もあるこ
とを知らせておくべきである。また死亡調査員は、必ず名刺または連絡先を残すべきで
ある。最後に、死亡調査員は家族に、これからどのようなことが起きるのかの示唆を与
え、辞する前に別れの挨拶を述べる。
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要約
ディスカッションを行うための質問
1. 事件または死亡が発生した現場の評価を行う前に、調査を計画するものや実施する者は、
全員自分の役割を理解しておくことが重要である。死亡現場調査で以下の者が果たす役
割を列記せよ:
a.
警察
b.
死亡調査員
c.
法医学者
d.
犯罪現場の専門家
2. 救急隊または家族によって近隣病院に搬送され、結局そこで死亡確認された場合、（す
なわち事件発生時に死亡乳児の遺体が現場から移動されていた場合）、死亡調査員とし
て実務に当たるあなたはどのように対応するか（死亡現場として病院に対応するか、事
件が発生した実際の現場に対応するか）、述べよ。
3. あなたは、女家長のみが質問の全てに答えることができるという文化の現場に到着した。
女家長は乳児のプレイサーでもファインダーでもないが、家族に質問する際には、彼女
が指定されたスポークスパーソンとなる。あなたは、彼女が、乳児に害を与えたかもし
れない家族の中の一人または複数をかばっていると疑っている。彼女または他の家族に
これ以上どうやって質問を行うか？
4. あなたは現場に派遣されたが、警察を含むだれもが、この死は明らかなSIDS例だと言っ
ている。あなたは警察のチャプレン（心のケアの専門家）が家族に、乳児は明らかに
SIDSで死亡したと話しているのを立ち聞きした。この状況で、死亡調査員としてあなた
は何をすべきか？
5. 調査過程で、同じ保育所の他の親たちが、最近施設内の他の数人の子どもも具合が悪く、
嗜眠および倦怠感の徴候を示していたと知らせてきた。この時点で、この親たちに対し
てあなたはどのように対応すべきか？

理解度確認のための例題
1. あなたは第一言語が中国語の家族に対応している; しかし、現場の誰も彼らと会話す
ることができない。死亡調査員として、あなたは何をすべきか
A. 家族を落ち着かせ現場にいる他の人に通訳できるかどうかを尋ねる。
B. 家族への面接はあなたの仕事ではない; それは警察の担当である。
C. 上司に連絡し、会話補助に通訳を派遣するよう依頼する。
D. あなたは中国市民と対応しているのだから、FBIに連絡すべきである。
2. 乳児の死に至る事件の発生した場所、もしくは乳児の死亡した場所に居住している下
記の人物のうち、誰に最初に質問することが望ましいか？
A. 最近アフリカ旅行をした親
B. 空港の警備員として働いている叔母
C. 死亡前に乳児と遊んでいた2歳児
D. 最後に乳児に食事を与えた祖母
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3. 以下の人物は、乳児の死に至る事件の発生した際に、もしくは乳児の死亡発生時に保
育所にいたことが記録されている。このリストのうち、死に至るイベントについて面
接する必要性が最も低いのは誰か？
A. 保育所の所有・運営者
B. 特別支援児を搬送するバスの運転手
C. 乳児・子どもの食事を作った人物
D. 乳児が無反応であることを発見した成人の監督者

4. 以下のうち、主たる住居の定義として最も正しいものはどれか？
A. 乳児がいつも世話を受けている祖母の家
B. 乳児が毎日世話を受けている保育所
C. 乳児が両親と住んでいる住居
D. 乳児が死亡宣告を受けた病院
5. 以下の、保育所の子どもの情報について、死亡調査に関係ないと思われるものはど
れか？
A. 死亡時にいた子どもたちの年齢
B. 死亡時にいた子どもたちの人数
C. 死亡時の子どもたちの健康状態
D. 死亡時の子どもたちの両親の婚姻区分
6. 事件または死亡発生当時、保育所で勤務中であった成人監督者について、どの証明
を要請するか？
A. 免許状態
B. 婚姻区分
C. 所属政党
D. 勤怠記録
7.

面接中、保育所の所有・運営者が、同じ免許で町中の他の保育所も運営しているこ
とを明らかにした。この情報を踏まえ、死亡調査員としてあなたは、どうすべきか。
A. 警察に忠告し、所有・運営者を直ちに拘束するよう提言する
B. 警察に忠告し、多施設の検査を手配する
C. 警察に忠告し、免許を無効にするよう示唆する
D. 警察に忠告し、他施設のすべてを閉鎖するよう示唆する。

8. 乳児が死亡しているのが発見された部屋を検査中、あなたは成人監督者の一人に処
方された薬品の容器数個を発見した。死亡調査員として、あなたはどうすべきか。
A. 全ての薬品を収集し、事務所に持ち帰って破棄する。
B. 現場で薬品を記録し、トイレに流す。
C. 薬品を収集し、警察に渡す。
D. 警察に知らせ、あったものを記録する。
9. 死亡現場で乳児の死体の検案中に、身体略図に記録しないものは以下のうちどれか？
A. 栄養状態
B. 死斑の広がり
C. 妊娠合併症
D. 性別
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人形を用いた死亡
現場再現の実施
現場検証時に同時に、もし
くは現場検証後に後方視的
に、再現を行うための戦略

ユニット19: 家族・養育者に再現について
説明する
ユニット20: プレイサー・ファインダーに
乳児姿勢を再現させる
ユニット21: 再現場面を撮影する
ユニット22: 家族・養育者に声掛けを行う

死亡調査員の多くは、写真撮影のために、死亡乳児の遺体を現
場に再度運び入れ再配置することは、賢い選択ではないと考えて
いる。人形による再現というものは、実施する死亡調査員と家族・
養育者にとり驚くほど受け入れられやすいものになる。本章では
人形を用いた死亡現場再現の背景にある、論理的根拠を詳述し、
実施の過程についての概要を述べる。
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はじめに
本章では、両親/養育者立会いによる現場での調査面接および人形による再現に伴う主な作
業について述べる。これには、プレイサー、LKA、およびファインダーと同定された人物と調
査員との間で行われるやり取りもすべて含まれる。データ収集の方法と用具についても詳述
する。

補助的資料
SUIDI-RF（突然の説明困難な乳児死亡に対する報告フォーム）や、各自治体で承認されてい
る同様のフォームのほかに、下記の物品、機器を使用することが推奨される：
1. 個人防御の物品(グローブ)
2. 頭部・四肢の動く人形
3. デジタルカメラ
4. 家族情報の用紙

本章のねらい
本章を通じて、受講者は下記の目標を到達することが望まれる。
1. 家族/養育者に再現について説明できる
2. プレイサー・ファインダーに乳児の姿勢を再現させられる
3. 再現の撮影をすることができる
4. 家族/養育者へ声掛けを行うことができる
それぞれの作業は、専門職として繊細な態度で、その地方の法律や条令、習慣に準拠して、
行わなければならない。
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家族・養育者に再現について
説明する
はじめに
乳児が突然、予期せず死亡した場合は、徹底的な死亡現場調査を行い、
死因および死亡態様の正確な判定をしなければならない。より正確な結果
を得るためには、死亡調査員は、再現に参加する家族または養育者に、死
亡現場を再現するということについて説明しなければならない。多くの人
は、乳児がどのように発見されたかを十分に説明できるほどに言語化能力
が高いわけではない。それゆえ、死亡現場を再現することによって乳児の
死亡現場を視覚的に表すことになる。これは法医学死亡調査員が成人の死
亡現場調査で、成人の遺体を撮影するのと同様の方法で行われる。
プレイサー（最後に乳児が生存していた際に、乳児を寝かせた人物）、
ならびにファインダー（最初に乳児が死亡しているのを発見した人物物）
に、現場再現は調査の上で極めて重要な局面であることを説明する。共感
を込めた、非対審的な態度が適切かつ有効である。適正に死因や死亡態様
を判断するには、現場をよく知る養育者が、法医/病理学者の判断を助け
る必要があることを強調する。
実際に乳児が死亡または無反応であることを発見した人物、または発見
時の姿勢を目撃した人物が再現を行うことが非常に重要で、これによって
正しい死亡現場の記録が保証される。現場再現人形を使用すれば、プレイ
サーは最後に乳児が寝かしつけられた姿勢を示すことができる。その後、
発見時姿勢を同様に再現する。これらの姿勢の写真記録および記述は、調
査を完全なものにするうえで不可欠である。
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再現の目的を概説する
乳児死亡現場での再現の目的は、乳児が置かれていた就寝環境を正確に描写することで
ある。
再現とは、視覚的に乳児の身体姿勢 (寝かされた・発見された姿勢; 腹臥位・背臥位;
座位; 左向き・右向き)、 頭部および首の位置（まっすぐ上・下向き;右・左向き;首があ
ごの方に屈曲、後ろに伸展）、身体の隣または近辺に置かれた物、そして乳児の気道が発
見時に閉塞していたかどうか（鼻孔が詰まっている[右・左・両方]、口・鼻を覆う物体、
顔の近くの物体）を記録するものである。
徹底的な法医学的死亡調査を実施するには、乳児が最後に寝かしつけられた通りの就寝
環境と、乳児が発見された通りの就寝環境を表現するように、死亡現場調査を行わなけれ
ばならない。プレイサー（乳児を最後に寝かせた人物）に、乳児を最後にどのように寝か
したかを示すように依頼し、現場再現用の人形、使用していた寝具、近くにあったおもち
ゃや縫いぐるみを用いて現場を再現し、法医/法医/病理医が就寝環境を可視できるように
する。
次に、発見された姿勢を再現する。ファインダー（乳児の死亡を発見した人物）と再現
人形によって、乳児が発見された通りの就寝環境を再現する。これは徹底した調査には欠
かせないものである。法医/法医/病理医はこれを検証し、剖検前に、寝かされた姿勢と発
見時の姿勢を比較することができる。この再現も、実際に乳児を発見・目撃した人物によ
って行われることが極めて重要である。これによって、乳児の正しい姿勢と実際の就寝環
境が記録されたことが確実になる。
法医学者が可視化できるようにすることの重要性を説明する
法医/病理医が乳児の死亡現場調査に対応できない場合は、乳児死亡現場をデジタル写
真で撮影することによって、実際に乳児が最後に寝かされた環境と、無反応のところを発
見された際の実際の姿勢を可視化することができる。この情報は、法医/病理学者が、死
因ならびに死亡態様の判断を行う一助となるもので、法医学的現場調査にとり極めて重要
な要素なのである。
両親・養育者に再現用人形を見せる
プレイサー・ファインダーに現場再現人形を示し、説明する。再現を行う際に死亡調査
員や参加者は調査に必要な行動に集中することはできるであろうが、現場で行われている
他の一般的行動とは若干異なるため、家族や養育者は時に気持ちがそれてしまうかもしれ
ない。
人形を丁寧に扱うことは必要だが、人形を生きた乳児のように扱ってはならない。その
ように扱わないことによって、参加者が人形を実際の乳児と結びつけることを避けること
ができる。死亡調査員にとって有用な方法としては、以下のようなものがある:
・ 人形は地元の店で購入したもので、再現と撮影のための小道具として使用するもの
であることを説明する。
・ 人形の体、頭部、腕、および足の関節を（丁寧に）動かしてみせる。そうすること
によって、説明を聞いたものは、実際に寝かされた、または発見された姿勢を人形
に取らせることができるようになる。
Describe
この作業を成功させるためには、プレイサー・ファインダーに再現手順を説明すること
が非常に重要である。再現作業におけるプレイサー、ファインダーの役目を強調しながら、
段階を追って手順を簡潔に説明することによって、作業中を通じて協力を得られるように
なる。
プレイサー、ファインダーには、この再現が多方向からのデジタル写真によって記録さ
れ、法医/病理医の検証に使われることを説明する（寝かされた時と発見された時の、双
方の写真を撮る）。この記録は剖検前に法医/病理医に提示されるため、プレイサー、フ
ァインダーがどのように乳児が寝かされ、発見されたか正確に思い出せないと主張したと
しても、できる限り正確でなければならない。
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死亡調査員は死亡現場再現の目的は、乳児が寝かされ、発見された就寝環境を正確に表
現することであることを忘れてはならない。
以下は、乳児死亡現場再現作業の推奨され
る手順である:
・ プレイサー、ファインダーの情報を確認し、記録する。
- 氏名、年齢、生年月日
- 乳児との関係
- この人物が主たる養育者であるかどうか
・ 乳児が単独で就寝していたかを尋ねる。
- 誰かが添い寝をしていた場合、就寝環境内でのその人物や動物との位置関係を
デジタル写真に撮る。
- 死亡調査員は、添い寝をしていた人物に、再現に参加するよう依頼する必要が
ある。
- ファインダーは就寝環境（ベッド、カウチ、椅子）での、乳児およびその他の
人物の姿勢に関する主たる情報源である。ファインダーとともに全員の就寝姿
勢を確認する。
・ 乳児の二つの就寝環境をデジタル写真で撮影する(乳児の最後に確認された姿勢と、
発見された姿勢)。
・ プレイサー、ファインダーに協力に対する礼を述べる。
- その人の協力が貴重なものであり、法医学的死亡調査の非常に重要な一部であ
ることを強調する。
- 乳児を亡くしたことへの心からの哀悼の意を述べる。
・ 家族や養育者に、ほかに質問がないかどうか尋ねる。
・ 家族に、追加的な情報を入手できる連絡先の氏名、電話番号を残す。
この説明の最後は、プレイサー、ファインダーへの以下の指示で締めくくる。
・ 人形の頭部、腕、脚を動かして、実際に寝かされていた姿勢を模する。
・ 最初に乳児を発見した時の通りの姿勢に、人形を寝かさせる。以下を含め、正確な
現場再現の重要性を強調する:
- 乳児の身体姿勢
- 添い寝の状況
- 寝具、毛布、枕、衝撃吸収パッド
- おもちゃや縫いぐるみ
- 姿勢保持材
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CHAPTER 7

プレイサー・ファインダーに
乳児姿勢を再現させる
はじめに
乳児死亡現場再現の目的は、乳児が最後に寝かされた・発見された就寝
環境を正確に表すことである。
どのように寝かされたかの情報は、現在
の調査にとっても、将来の乳児の死亡を防ぐためにも極めて重要である。
プレイサーとファインダーは往々にして同じ人物である。しかし、最後
に乳児を寝かした人物が、乳児が無反応または死亡していることを発見し
た人物と異なることも稀ではない。この場合、死亡調査員は死亡をめぐる
イベントを記録するために、2つの再現を行わなければならない。
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再現の参加者に、人形を手渡す
再現のために、人形の体、頭部、および顔面を正確に配置する重要性は、どんなに強調
してもしすぎることはない。人形は、乳児が最後に寝かしつけられた姿勢とできる限り同
じように配置する。そして次に、乳児が発見された際の姿勢の記録のために置き直す。
再現の参加者に、寝かせた通りに乳児を配置するよう依頼する
参加者に人形を、乳児を寝かしつけた通りの姿勢に置くよう指示する。再現では、必ず
プレイサーが人形の頭、腕、脚を動かして、わかっている最後の姿勢に置き正しい配置に
なるようにする。プレイサーには、寝かせた際に乳児と一緒に就寝環境にあった物（人形、
枕など）についても尋ね、これらも再現現場に置くよう依頼する。
参加者が人形をその姿勢に置き終えたら、その人物を離れたところに立たせ、人形の配
置を見せて、これが思い出せる最後の姿勢として、最も適切であるかどうか確認させる。
・ 参加者に、乳児の身体の正確な姿勢に注意を集中するように、依頼する:
- 腹臥位/背臥位
- 座位
・ 参加者に、乳児の顔に注意を集中するように、依頼する:
- 仰向け・寝床にうつ伏せ
- 右向き・左向き
・ 参加者に、乳児の首に注意を集中するように、依頼する:
- 過伸展 (頭を反らす)
- 屈曲 (顎が胸につく)
- どちらでもない
この時点で、死亡調査員は配置された姿勢を記録すべく、再現の撮影を始める。撮影が
終わり、確認（デジタル画像で質を確認する）したら、次に、死亡調査員は発見時の姿勢
に注意を向ける。
再現の参加者に、発見した通りに乳児を配置するよう依頼する
参加者に人形を、乳児を発見した通りの姿勢に置くよう指示する。再現では、必ず乳児
を発見した人物（ファインダー）が人形の頭、腕、脚を動かして、その姿勢になるように
置くようにし、発見時の正しい姿勢が記録できるようにする。発見時に、乳児と一緒に置
かれていた物（人形・枕など）について尋ね、それらの物も再現現場に置くよう依頼する。
乳児の鼻・口を塞いでいたような物がなかったか注意する。
参加者が人形をその姿勢に配置したら、ファインダーを離れたところに立たせ、人形の
配置を見せて、これが乳児を発見した時に見たものとして、最良の再現かどうか確認させ
る。
参加者に乳児の鼻・口に接触していた可能性のある閉塞物について尋ねる。乳児の顔に
接触していた物があった場合は、ファインダーに乳児の鼻・口を塞いでいたものを示すよ
うに、指示する。よくあげられる物には以下のようなものがある:
・ 衝撃吸収パッド
・ 乳児用枕
・ 姿勢保持材
・ 縫いぐるみ・おもちゃ
・ 寝具 (掛布団、シーツ、毛布など)
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次に死亡調査員は、再現参加者に、乳児の手の届く範囲にあった、あるいはあった可能
性のある物に注意を集中するように、依頼する。これにはよく以下のような物が含まれる:
・ 縫いぐるみ/おもちゃ
・ 枕
・ おしゃぶり
・ 毛布・掛布団
この時点で死亡調査員は、乳児が発見された姿勢を記録すべく、再現の撮影を始める。
撮影が終わり、確認（デジタル画像で質を確認する）したら、次に死亡調査員は、就寝環
境の検証に注意を向ける。就寝環境にいた可能性のあるペットやその他の動物も、記録し
ておく。
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再現場面を撮影する
はじめに
乳児死亡現場の撮影は、徹底的な死亡現場評価および乳児の就寝環境の
正しい記録を明確にするものである。法医/病理学者が現場再現に立ち会
えない場合は、デジタル写真によって司法解剖実施前に就寝環境を、視覚
的に明らかにすることができる。人形による再現の撮影前に、死亡調査員
は必ず現場全体の概観を撮影するようにする。
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sleep
姿勢を取らせた人形を撮影する
最後に寝かしつけられた姿勢と発見された姿勢とを、就寝環境の中にある物と関連付け
て撮影する。この記録は、再現に参加できなかった人に、わかっている最後に置かれた乳
児の就寝環境と、発見時の就寝環境とを可視化することができる。
寝かされた姿勢の人形の撮影
プレイサーがその位置に人形を置き、覚えている通りの姿勢にしたら、死亡調査員は直
ちに人形の撮影を行う。プレイサーに顔と口の正確な向きを尋ね、再調整させ、撮影する。
写真の順番を忘れず記録しておく; 写真は非常に取り違え易いので、どれが 最終の 写
真かが分からなくなるためである。
発見された姿勢の人形の撮影
ファインダーとも同じ手順で撮影を行っていく。発見者が二人いた場合は、それぞれの
人に手順を説明する。その状況での混乱や強いストレスから、誰に何を、いつ話したのか
を忘れ易くなる。ここでも、実際に乳児が無反応になっているところを発見した本人に、
再現をさせることが重要である。これによって、発見時の姿勢の正確な記録が可能になる。
以下の内容がわかるように撮影する:
・ 身体の姿勢 (腹臥位・背臥位、座位、左・右向き)
・ 頭と首の位置 (まっすぐ上・下向き、右・左、首が顎の方に屈曲、首を反らす)
・ 鼻孔の閉塞 (右・左、両方)
・ 身体の傍または近辺にあった物(口・鼻・顔面を覆う物)
photo
寝具の各層の写真
法医/病理医は乳児の下にあった寝具、上にあった寝具、そして乳児が巻きつけていた
（くるまれていた）寝具を見ることを希望するはずである。寝具の形状、大きさ、材質、
そして寝具全般の状態は、重要な意味を持つことがあるため、記録が必要である。必要が
あれば、寝具は収集し、監察医・検視官の施設に持ち込んで、検証を行う。
サイズの関係を示すように、寝床またはベッドを撮影する
乳児のベッド、ベビーベッド、マットレス、または寝床（毛布を敷いた床、カウチ、カ
ーシート、ブランコ式ベビーチェアなど）を撮影し、法医学者に説明する。また、ベビー
ベッドやベッドの枠にマットレスがきちんと合っているかも検証し、必要があれば計測す
る。 マットレスと枠の間やベッドと壁の間に窪みや空間があると、 はいはい ができ
るほど発達した乳児にとり、危険な就寝状態となる場合がある。この評価を行う際には、
乳児の年齢、体重および発達段階に注意することが重要である。
法医/病理医に写真を送付する
現場検証完了前に遺体が司法解剖に向かっているか、すでに安置されていることは珍し
くない。それでも、寝かされた際と発見された際の姿勢の写真は法医/病理学者にとって
必須なもので、死因および死亡態様の判断に不可欠な証拠の一部になることもある。司法
解剖には、剖検作業開始前に現場所見が必要である(法医学剖検実施基準、2005); 従って
、死亡調査員は可能な限り速やかに、再現写真およびその説明を法医/病理学者に送付す
る努力を尽くさなければならない。
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家族・養育者に声掛けを行う
はじめに
乳児死亡調査員の、乳児死亡現場における最後の仕事は、現場を去る前
に家族を支えることである。彼らの喪失に対し心から哀悼の意を表し、辛
い時期にご協力いただいたことに対し、家族・養育者に感謝の言葉を伝え
る。
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再現作業に伴う個人的心情を重んじる
死亡調査員は、現場再現という困難な作業を実施する際には、誠実な態度で当たらなけ
ればならない。現場再現というものは、個人が今まで経験した中で最も困難な作業の一つ
である。死亡調査員の共感と同情があって初めて、再現参加者は安心して再現作業を行う
ことができる。
再現の重要性を強調する
再現の重要性を強調する
再現によって、法医/病理医に剖検前に就寝環境を可視化して示すことができる。寝か
された際と発見された際の姿勢をデジタル撮影することによって、法医/病理医は二つの
異なる就寝姿勢と就寝環境全体を比較できる。これは再現協力者のおかげである。デジタ
ル撮影された記録は徹底的な乳児死亡調査の不可欠な一部である。
この時点で、進行中の調査過程を説明した情報シートを配布する
死亡調査員は、この時点で家族や養育者が持っているどんな疑問にも答えるよう心から
の気遣いを示すことが重要である。乳児死亡現場の再現作業中、家族や養育者は感情的に
なっており、極度のストレスを感じており、混乱から不信までの様々な感情を経験してい
る。
死亡調査員は、大まかな死亡調査の進捗、家族の役割、最終的な監察医・検視官の報告
および死亡証明書の正式な写しがどのように入手できるか、そしてこの作業にどれだけの
期間がかかるのかの合理的な予測を示した情報シートを家族に渡すことが望まれる。
この時点での、家族の役割についても説明する。
・ 説明例: この時点での家族の役割は葬儀場を選択することであり、愛する家族の死
後の痛いの取り扱いについては監察医・検視官に任せてあることを、葬儀場に告げ
ることである。
家族・養育者には、監察医・検視官の調査状況を伝える。
・ 家族に、遺体は法医/病理医の剖検を受けるため、監察医・検視官の事務所に搬送
されることを告げる。
・ 家族に、州法は監察医・検視官にこのような剖検を行うように規定していることを
伝える。
・ 必要であれば、家族に、監察医・検視官報告の写しの入手方法を伝える。
・ 家族に、死亡診断書の正式な写しの入手方法を説明する。
正式な報告書が発表されるまでのタイムテーブルを提供する
最終版の報告書の発表のタイムテーブルは、管轄ごとに多少異なっているであろう。監
察医・検視官から報告書が出されるまでの所要期間の予測を、家族に伝えることは重要で
ある。このタイムテーブルは、乳児死亡現場で、死亡調査員が渡す家族への情報書簡に、
記載されていなければならない。
家族に事務所の連絡先電話番号を伝える
このデリケートな時期において、家族・養育者は死亡調査員が現場を去ってから多くの
疑問を持つ可能性がある。家族が現場調査後に、監察医・検視官または法医学的死亡調査
員に質問したいことがあった場合に連絡が取れるよう、連絡先担当者の氏名、ならびに電
話番号を伝えておく。
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出来事の大きさについて理解を表明する
家族のもとを去る時は、この出来事の大きさについて理解を示さなければならない。乳
児死亡現場の再現作業に参加することは、家族にとっては大変なことである。対立的な態
度をとることなく、共感的な態度で接することにより、彼らを支援し安心感を与えること
ができる。退出前に、再度協力への感謝を述べる。
家族・養育者に、疑問があればいつでも質問が出来ることを伝える。
家族・養育者に質問を促し、再現の目的は、乳児に何が起きたのかを家族に説明できる
ようにすることだと強調して、安心させるよう努める。この再現作業によって、彼らは調
査に協力することとなり、そのことが死因と死亡態様の解明の一助になるのである。
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家族・養育者に提供する、家族への情報書簡例

監察医局を代表して、我々はご家族を亡くされたことに対し深い哀悼の意を表します。
この書簡は、この時点で発生すると思われる疑問のいくつかにお答えするものです。
監察医局は州法により、公共の健康及び安全を脅かす可能性のある、突然の暴力的な
原因による死亡、または予期せぬ死亡があった場合は、全てこれを調査することを
求められています。

調査について
I.

赤ちゃんは剖検のため、監察医局に搬送されます。剖検の範囲は、法医学者が
死因および死亡態様を解明するために必要と判断したところによります。

II.

検査はすべて当該監察医局内で行われます。
すべての問い合わせ先は郡監察医局、電話番号 555-555-1212までとなります。

F
葬儀場を選択し、連絡を行なってください。葬儀社は、ご家族のために必要な
手続きを行ってくれることでしょう。

監察医報告書および死亡診断書:
I.

通常、我々の剖検報告書が書き上がり、死体検案書が作成されるまでには4〜6
週間を要します。稀にそれ以上かかる場合もあります。
II. この報告書の写しを入手するには、監察医局 555-555-1212まで、月曜日〜金曜日、
午前 8:00から午後4:30 の間にご連絡ください (報告書は有料です) 。
III. 殺人事件であった場合の報告書は我々の局を通じてではなく、検察官を通じて
発行されます。
IV. 死亡診断書は郡人口動態統計局から発行されます。葬儀社に必要部数を伝えて
ください。葬儀社が代理申し込みをすることになるでしょう。
死亡調査に関してのお問い合わせがある場合は、ご遠慮なく監察医局555-555-1212
までご連絡ください。
改めて、お子様を亡くされたことに対し、深い哀悼の意を表します。
Katie L. Hargrave, FABMDI..
Chief Investigator.
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要約
ディスカッションを行うための質問
1. 乳児死亡現場を再現することが、死亡調査全般において重要な理由は何か？
2. 乳児死亡現場の再現を、手順を追って段階的に論議せよ。それぞれの参加者（プレイ
サー・ファインダー）の重要性につき、明確にせよ
3. 人形の役割を家族・養育者に説明することが、なぜ重要なのか？
4. 徹底的な死亡現場調査の遂行のために、死亡調査員が必要とする補助資料、ツール、
および装備を明らかにせよ。

理解度確認のための例題
1. 乳児死亡現場再現の目的は、下記の状況を記録することにある。
A. 乳児の就寝環境全般
B. ファインダーの情報
C. プレイサーの情報
D. 乳児が最後に寝かされた・発見された就寝環境
2. 乳児死亡現場再現を実施する際、死亡調査員は最後に寝かされたとされる様子を誰に
再現するよう依頼すべきか？
A. 母親
B. プレイサー
C. ファインダー
D. 父親
3. 乳児死亡現場調査で、いくつ再現が必要か？
A. １つ。乳児の最後とされる就寝姿勢を記録する。
B. １つ。乳児が発見された姿勢を記録する。
C. 死亡を取り巻くイベントの記録のために、調査員は2つの再現を行わなけれ
ばならない。
D. 再現は必要ない。徹底的な調査には言葉による説明で十分である。
4. 乳児死亡現場再現中、調査員は乳児が発見された際の姿勢を、誰に再現するよう
依頼すべきか？
A. 母親
B. プレイサー
C. ファインダー
D. 父親
5. 死亡調査員がファインダーにすべき最も重要な質問を、以下のうちから１つ選べ。
A.
B.
C.
D.

乳児に最後に食事を与えたのはいつか？
乳児はひとりで就寝していたか？
乳児はいつ寝かされたか？
乳児が無反応で発見されたのはいつか？
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第八章

SECTION 4:  PRE-AUTOPSY AND POST-AUTOPSY REPORTING

剖検施行前に報告
されるべき事項に
ついて
現場で得られた知見を法医/
病理学者に報告するために

ユニット23: 死亡事例情報の記録について
ユニット24: 就寝状況および直近の周辺環
境の記録について
ユニット25: 乳児の医学ヒストリーの記録
について
ユニット26: 家族情報の記録について
ユニット27: 体表面診察の記録について
ユニット28: 法医/病理学者提出用のナラ
ティブ(口述的）な報告書の
作成について

司法解剖は現場調査の段階で既に始まっている。懸案となっている
医学的問題について理解することなしに、すぐにでも患者の手術を
しようとする医師はいないはずである。手術中に問題を発見しよう
との期待を抱き真っ先に手術を行うことは、今日の医学界では受け
入れ難い。現場情報という極めて重要な情報なしに剖検を行うこと
は、法医学者が専門家として同じ間違いを犯していることと同じこ
とである。本章では、法医/病理学者に渡されるべき剖検前報告書
に記載すべき、死因や死亡態様を確定していくために、極めて重要
とされる情報に焦点を当て述べる。
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はじめに
米国監察医協会(NAME：The National Association of Medical Examiners)は死亡現場調
査を、法医学剖検実施基準の一部に含めており、法医学者は一般的に一連のデータを、
SUIDIに関する死因および死亡態様の判断に不可欠なものと位置付けている。本章では、現
場で収集することが必要な重要要因、およびナラティブ（口述）な報告書を記載する際の
内容と作成法について述べる。SUIDI トップ25と呼ばれる重要要因は、SUIDI報告書の 法
医/病理医向け要約 のセクションに記載されている順に述べる。さらに、口述報告書の基
本書式を報告記入例とともに示す。

補助的資料
1.
2.
3.
4.

SUIDI Top 25 のリスト(補足資料B)
SUIDI 報告様式
Medicolegal Death Investigation Log (SUIDI). http://www.mdilog.net.
Forensic Autopsy Performance Standards. Atlanta, Ga: National Association of Medical
Examiners. 2005. http://www.thename.org.

本章のねらい
本章を通じて、受講者は下記の目標を到達することが望まれる。
1. 事例情報を記録できる
2. 就寝環境の記録ができる
3. 乳児の医学ヒストリーを記録できる
4. 家族情報の記録ができる
5. 体表面診察を記録できる
6. 法医/病理学者提出用のナラティブ(口述的）な報告書を作成できる
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死亡事例情報の記録について
はじめに
本ユニットは法医/病理学者に提出する、剖検前報告書ならびに全般的事
例ファイルに記載する、死亡現場ごとの全般的な事例情報記録の概要を述
べる。調査機関名および所在地、死亡調査員の氏名、調査事例番号、およ
び死亡乳児の氏名、生年月日、死亡宣告日時を含む基本情報を調査開始日
時とともに記載する。この 全般的 事例情報は、法医/病理学者への報告
前に、各死亡現場において収集、検証しなければならない。
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事例の一般的情報を記録する
死亡調査員の氏名
剖検前報告書に記載された他の死亡調査員、警察官、または法関係者等の情報を入手
し、確認する必要があるかもしれない。その場合のため、すべての公式文書に死亡調査
員のフルネームと連絡先を記載しておくことが重要である。
所属機関及び電話番号
複数機関が調査を行う事例は少ないが、米国では国策として、様々な郡の間で事例情
報を共有することを促進しようとしている。各死亡調査員の機関および電話番号が記載
されていれば、提出されたすべての事例情報を収集し、分析することができる。
調査日時
調査が実施された日時はできるだけ正確に記録しなければならない。死亡調査員は24
時間式の時刻表示を使用し、00時00分（深夜）をもって新しい日付が開始することを確
認しておく。
事例番号
各管轄区または機関は、独自の死亡調査事例付番システムを有しているが、死亡調査
員は該当する事例の事例番号を記載することが重要である。警察、医療、法律関係者が
事例情報や報告書を参照する場合、事例番号がその問い合わせの鍵となる。
死亡者名(姓、名)
死亡調査員は、死亡者のフルネームを綿密に検証し、姓（
ーム）を先に記載する。

家族名

またはラストネ

生年月日
乳児早期は、その死因に月齢が密接に関連する場合が多いため、死亡調査員は該当の
乳児の生年月日を確認することが極めて重要である。
死亡宣告日時
乳児が死亡宣告を受けた日時は、できる限り正確に記載する。この情報は、調査日と
合わせて、乳児の死亡にまつわる重要な出来事を示したタイムラインを作成するために
使用される。死亡調査員は24時間の時刻表示を使用し、00時00分（深夜）をもって新し
い日付が開始することを確認しておく。

調査データ
死 亡乳児情報

性:

男

人種:  白人

性

________________________ 名

女

生年月日

_____________________

_____/_____/__________ 月齢________
年

月

日

 黒人/アフリカ系  アジア系  インディアン/アラスカ系 

症 例番号

____________

住基ネット番号# ____________________

か月
ヒスパニック/ラテン系

 その他

死亡乳児の現住所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____
インシデントの発生場所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

図 8.1: SUIDI報告書の人口動態的情報についての記載部位

CHAPTER 8

THE PRE-AUTOPSY REPORT

SECTION 4:  PRE-AUTOPSY AND POST-AUTOPSY REPORTING

unit

24

就寝状況および直近の周辺環境の
記録について
はじめに
本ユニットの目的は、乳児の不詳死のリスク因子と思われる既知の状況を
詳細に述べることにある。多くの事例で、これらのリスク因子は乳児の環境
の急変や、就寝時に乳児の顔を塞ぎうるもの（掛け物/敷き物等）と関連し
ている。本ユニットでは、様々な形態の窒息、就寝時に乳児の顔を塞ぎうる
もののタイプ、そして死亡調査員の観点からの様々な環境上の危険につき、
レビューを行う。すべてのトピックは簡潔に記載されており、法医/病理学
者に報告するための記載方法について言及されている。
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docume
覆いかぶさり
覆いかぶさりは、通常成人が乳児と同じ寝床を共有している場合に起こり、無意識に就
寝中に乳児の上に 寝返り し乳児を窒息させるものである。死亡調査員は、誰かが乳児
と添い寝していなかったかを確認し、その人物を記録し、その人物のおおよその体重、身
長、および年齢も記録する。死亡調査員は、乳児の発見時の姿勢と、乳児と一緒にベッド
にいた人物を、再現人形を用いて記録しなければならない。再現写真は法医/病理医が死
因を判断するために役立つ。
嵌まり込み
嵌まり込みは、通常乳児が物の間に はまりこんだ 場合に起こる。これは、乳児がマ
ットレスの寸法が合っていないベビーベッドや、 詰め物が多すぎる クッションのある
カウチソファーに寝かされた際に生じる。覆いかぶさり同様、人形を使った再現が法医/
病理医にとって必須である。もちろん、寝かされた時点と発見時点の姿勢の写真は重要だ
が、嵌まり込みが疑われる事例では寝床、周辺物（枕、クッションなど）の写真を撮影す
ることも必要で、合わせて死因を同定するためには、その物同士（マットレスとベッド枠、
クッションとクッション、マットレスと壁の距離など）の状態について計測することも必
要である。
窒息
窒息は乳児の気道に何かが詰まった際に生じる。乳児の口に入るほど小さいものには全
て窒息の潜在的危険性がある。死亡調査員は、乳児が死亡前に何をしていて、どのような
行動をとっていたかを聞き、窒息の危険を呈するような物が周辺になかったかどうかを、
調査しなければならない。質問への回答は記録し、乳児の周辺や近くに置かれていた物を
撮影しておく。
鼻口の閉塞
乳児の顔の上に置かれたか、押し付けられていたものは、潜在的に窒息の危険がある。
これは就寝中に起こるとは限らない; 乳児は枕の上で横にされていて窒息することもある
のである。就寝環境（枕、縫いぐるみ、毛布などを含む）の写真記録と、寝かされた時点
と発見した時点の姿勢がわかれば、鼻口閉塞の可能性があったかどうかの判断に役立つ。
呼気の再呼吸（Rebreathing）
再呼吸は、寝具や衣類によって生じた 窪み
や閉鎖空間に、乳児の顔（鼻および口）
が、押し込められた際に生じる。このような事例では、発見時の姿勢および就寝時の環境
が重要である。
頸部圧迫
無意識の窒息に類似し、頸部圧迫は様々な原因で発生する。カーシートや、頸部の支え
の不十分な 乳児用 揺り椅子に座らされた未熟児が、頸部圧迫により窒息を起こした例
が知られている。乳児の頭部は、頸部圧迫を起こすに十分な重さがある。再現人形を用い
て、座らされた時点と発見された時点の姿勢、また乳児が発見時に座っていた器具を撮影
しておくと、法医/病理医の調査の一助にもなる。
浸水
浸水または溺水は、乳児が付き添いなくバスタブに残された際によく起こるものである。
両親に面接し、死亡状況を記録することで、法医/病理医に死因確定に必要な情報を提供
することができる。この事例の死亡態様は、通常、 最後に生きている乳児を見た人物
に対して行なった現場面接の回答内容によって決定づけられる。
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寝床の共有について記録する
成人との共有
この習慣は多くの家庭でみられるものであるが、乳児と一緒に寝ている成人 (両親や養
育者以外) は、添い寝をさせる子どもを危険に曝す場合がある。覆いかぶさりでは、人形
による再現が必須である。しかし、乳児を寝かしつけた人物、および乳児が死亡している
のを発見した人物への面接の方が、死因解明にはより重要である。成人の多くは、自分が
乳児の上に乗りかかった可能性があることを認めたがらなかったり、自分の子どもと一緒
に寝入ったことを単に覚えていないこともある。発見状況、寝床を共有していた成人の年
齢、および体重の記録は、このような事例では必須である。
子どもとの共有
成人と同様、他の子どもと一緒に寝ている場合も、同じ問題が生じる。死亡調査員は、
家庭内のほかの子どもの就寝場所を尋ねる必要がある。家庭内の寝床の数および子どもの
人数を数える。ほかの子どもがその乳児と一緒に寝ていた場合、死亡調査員は、その子ど
もの年齢と体重を記録し、人形による再現を行い撮影する。
ペットとの共有
ペットが乳児を窒息させたことを示唆するエビデンスはほとんどないが、死亡調査員は
家庭内にペットがいたかどうか、ペットが乳児の就寝場所に近づけたかどうかを調べてお
く。
就寝状況の変化を記録する
姿勢の変化
就寝姿勢の急激な変化は不詳死の大きなリスク要因と考えられる。死亡調査員は養育者
に、乳児の就寝姿勢を過去24時間以内に変えたかどうかを尋ねる。この結果は記録して保
存する。
就寝場所の変化
死亡調査員は養育者に、発見された場所で乳児がいつも就寝していたのか、普段は他の
部屋や場所で就寝していたのかを尋ねる。
寝床の変化
死亡調査員は養育者に、乳児が発見された寝床またはベッドは、乳児が通常就寝してい
た寝床かどうかを尋ねる。例えば、両親は乳児が通常はベビーベッドで寝ていたが、死亡
直前は珍しくぐずったので一緒に寝かしつけた、と答えるかもしれない。
異常高熱または低体温をきたした可能性のある事象につき記録する
過剰なおくるみ・毛布のかけすぎ・衣類の着せすぎ
乳児の過剰なおくるみ・毛布のかけすぎ・衣類の着せすぎは、異常高熱を起こすことが
ある。死亡調査員は発見時に乳児が着せられていた生地等の量を記録する必要がある。生
地の撮影および部屋の室温および関連の湿度の記録は、過剰暖房が死因の可能性のある事
例では、法医/病理医に提供すべき重要な要素となる。
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暑い、または寒い環境温
乳児を直射日光下や、暑い日に駐車中の車に放置したり、または火またはヒーターに近
すぎるところに置くと、異常高熱を起こすことがある。逆に、乳児を冬の天候の下、野外
の駐車中の車に適切な衣類を着せずに放置すると低体温になることがある。このような事
例では、現場撮影、外気温の記録ともに、この状況で放置された時間を記録することが重
要になる。
環境の危険要素を記録する
一酸化炭素
乳児は年長者に比べて一酸化炭素の影響を受けやすい; 従って、現場調査には一酸化炭
素ガスを発生する器具の調査も含めなければならない。ポータブル暖房機、薪ストーブ、
および加熱炉などは全て検証が必要である。夏の間使われなかったこれらの器具が使われ
始める秋には特に重要である。直近にある器具は全て撮影し、運転状況を記録する。
化学洗剤およびスプレー
家庭内で使用されている危険な化学薬品やスプレーは、全て使用状況と場所を調査する。
これらの置き場所を、乳児のいる環境と関連付けて、記録し撮影する。
その場で稼働中の電気および器具
露出したワイヤー、延長コード、およびその他の、乳児の生活および就寝する場所で稼
働中の電気器具を、記録し撮影する。
違法薬物および煙草の煙への暴露
当然、違法薬物に暴露した乳児は記録し、警察の捜査を受けるべきである。加えて、煙
草の煙への暴露はSIDSの既知のリスク要因であり、記録し法医/病理医に伝えられなければ
ならない。
結束帯(コード、ひも、電気コード・ワイヤ)
乳児の体に絡みつくようなものは、全て結束帯になる可能性のあるものとして調査する。
そのような物があれば撮影して記録し、観察された物と乳児のいた場所について、関連付
けて尋ねておく。
安全ではない就寝状況につき記録する
柔らかい・でこぼこした・窪んだ寝床
窒息のセクションでも述べたように、乳児の寝床を観察し、一般的な硬さや状態である
か確認しなければならない。撮影写真とその説明記録は法医/病理医に報告されなければ
ならない。
破損した状態であったり、児の体格とあっていないベビーベッド・ベッド・マットレス
破損した状態であったり、児の体格とあっていない就寝用家具が使用されていた場合、
嵌まり込みその他の窒息の可能性があったかどうか、調査を行う必要がある。家具の写真、
ならびに不整合や破損によって生じていた隙間の計測値を記録し、法医/病理医に報告を
行う。
古びた、裂けた、シミのある、不潔な、湿った寝具
寝具とその状態を撮影し、法医/病理医への現場報告書に記録を行う必要がある。
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調査によって下記のいずれが該当すると示唆されたかチェックせよ：
はい いいえ
窒息(例、何かがかぶさった、何かに嵌り込んだ、チョーキング、口鼻異物、頸部圧迫、溺水）

睡眠時かけものを成人、他の子ども、ペットと共用していた
睡眠環境の変化があった（普段とは違う姿勢、場所、かけもの）
高体温/低体温（例：かけものをかけすぎ、着せすぎ/着せなさすぎ、環境温が高すぎ/低すぎ）
危険な環境下であった（例：一酸化炭素、NOXガス、化学物質、薬物やその器具）
安全ではない睡眠環境（例：ソファー、ウォーターベッド、ぬいぐるみ、枕、柔らかいベッド）

図 8.2: SUIDI報告書の就寝環境についての記載部位
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CHAPTER 8

乳児の医学的ヒストリーの
記録について
はじめに
本ユニットは、乳児の世話をしていた様々な人物や、医療を提供してい
たさまざまな人物に回答してもらうべき、具体的な質問を幅広く概観する。
死亡調査員は、法医/病理学者に渡すプロファイルを作成するため、最近お
よび過去のすべての情報収集に努める必要がある。ある種の内因死や、特
定の外因死、たはALTEの既往は、意図的な窒息の可能性や何らかの慢性疾
患の存在があることを考慮する必要がある。診断がつかない疾病で、医療
機関の反復受診歴があれば代理によるミュンヒハウゼン症候群の可能性が
提起される。転落または損傷のヒストリーが近々にあった場合、事故によ
る外因死を示唆する場合もあるが、意図的損傷の疑いが提起されることも
ある。白土の摂取、コインラビングなどの宗教的、文化的、または民族的
治療は、損傷を生じることや、場合によっては死に至ることもある。乳児
のヒストリーが、死因の可能性のある特定の疾患や状態を示唆している場
合は、法医/病理学者に知らせることが不可欠である。
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食事
死亡調査員は乳児が最近（死亡前24時間以内に）、初めての食物または液体を口にした
かどうか確認しなければならない。食物アレルギーの可能性および月齢および子どもの発
達に不適切な食物の使用がなかったかどうかを考慮する必要がある。法医/病理医が評価を
行うために、面接の際の発言記録や、現場から収集された食物のサンプルを含める必要が
ある。
最近の入院
乳児が最近、疾患の医療評価を受けたかどうかの情報は、法医/病理医にも極めて必要な
情報である。自然死（内因死）であっても同様である。記録には、最近（死亡前24時間）
の受傷や罹患、待機手術や緊急手術の有無、入院回数、およびその理由が含まれる。連絡
先電話番号を聴取しておき、フォローアップが必要な場合に備えて、法医/病理医にも報告
しておく。
以前に受けた医学診断
出生異常、脳性まひ、反応性気道疾患（喘息）、成長障害、最近の外傷、嚢胞性線維症
または癌などの慢性疾患につき調査、記録を行い、剖検前に法医/病理医に報告する必要が
ある。
乳幼児突発性危急事態 (ALTE)
死亡調査員が確認を試みるべき無呼吸には数種類ある。医学的無呼吸は通常何らかの気
道閉塞が関係している。環境による無呼吸は、乳児がベッドと壁またはマットレスとベッ
ド枠のような二つの物の間に挟まれた場合に起こることがある。どちらも調査のうえ記録
し、剖検前に法医/病理医に報告する必要がある。
乳児が痙攣の精査を受けていた場合
は、医師または病院救急部から医学病歴を聴取する。精査には、身体診察所権、CTスキャ
ン・MRI、および網膜検査が含まれる。死亡調査員は、法医/病理医の検証用に、医学的ヒ
ストリーの写しを入手するよう努める。
診断未確定の医学的状態へのケア
緊急に医療的ケアを養育者が求めるようなイベントを乳児が起こしたが、結果として有
意な医学的所見も、明らかな疾患も発見されなかった場合は、死亡調査員はこの経過を記
録しておく。
最近の転倒、またはその他の損傷
乳児を抱いた状態での成人の転倒
死亡調査員は、乳児を抱いて運ぼうとしているときに転倒した者はいないかを両親に尋
ね、その転倒の際に乳児が頭部を打たなかったか確認しておく。記録には、乳児が衝撃を
受けた可能性のある面の写真および記述内容を含める。場合によっては、転倒した高さを
計測しておくと法医/病理医の参考になる。
床面などに転落した乳児
乳児が硬度を問わず、床面などに転落した場合は、この経過も記録、撮影、計測する。
転落の発生時期も記録しておく。
転倒または損傷後の乳児の行動
死亡調査員は、転倒または損傷発生後の乳児の行動または活動レベルを、養育者に説明
するよう求め、治療を受けたかどうかも確認する。転倒および受療の記録は、法医/病理医
に伝え、また事例報告書にも記載しておく。
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宗教的、文化的または民族的治療
死亡調査員は、乳児がなんらかの薬草治療などを受けていたかを確認するよう努める。
記録には、治療の種類および投与方法、用量、および投与頻度に関して、面接によって語
られた発言を記載する。また、法医/病理医による評価には、薬草治療の 標本 が必要
な場合がある。治療によっては、実際に身体症状が出現するものもあり、死亡調査員は法
医/病理医の評価のために、外表面に普段は見られない痕跡があれば記録および撮影を行
う。
SIDS以外の自然死
死亡調査員は、乳児の死に直接または間接的に影響した可能性のある先天異常、もしく
は家族内の遺伝疾患や先天異常の有無につき、確認し記録しておく。この情報を剖検前に
法医/病理医に伝えることにより、法医/病理医はこのような疾患に注意し、剖検中に評価
し、その疾患と診断するために必要な具体的な検査の指示を行うことができ、またその疾
患が死亡原因になったかどうかを結論づける際に役立てることができる。
死亡調査員は、乳児がMCAD、PKU、G6PDなどのなんらかの代謝異常があったかどうか確
認するよう努める。面接の記録に加え、乳児の主治医の連絡先も、剖検前に法医/病理医
に伝えておく。
未熟児合併症
出産予定日前に出生した乳児は、様々な健康問題のリスクに曝される。死亡調査員は、
その子どもが早産児かどうかを確認し、その情報を法医/病理医に伝える。記録には、必
要であれば実母および乳児の主治医の連絡先も加える。未熟児出生もSIDSのリスク要因
の一つである。
感染症
死亡調査員は、乳児が細菌またはウイルスによる感染症(細気管支炎など) に罹ってい
たか、暴露していたかどうかを記録し事例ファイルに、その徴候や症状を記録して剖検
前に法医/病理医に報告する必要がある。

食事(例：離乳食の導入等）

死亡児の病歴

200

最近の入院
何らかの診断が下されていた
ＡＬＴＥの既往（例：無呼吸、痙攣、呼吸困難）
診断はされていないが治療されていた。
転落やその他の損傷の既往
宗教的、文化的、民族的な民間療法
ＳＩＤＳを除く自然死（例：先天異常、周産期合併症）

図. 8.3: SUIDI報告書の乳児の医学的ヒストリーについての記録部位
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家族情報の記録について
はじめに
本ユニットは、剖検前情報として極めて重要と判断すべき、直近の家族
情報および家族ヒストリーに関して詳述する。臓器提供の申し出があった
場合や、剖検に対して拒絶反応を示した場合などの際には、剖検手続き開
始前に法医/病理学者に伝える必要がある。また、家族情報の記録や報告の
記載法についても記載している。
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過去の同胞の死亡情報
過去にきょうだい（生物学的かどうかを問わず）の死亡例があれば、その原因とともに
記録する。QT延長症候群などの遺伝性疾患は、突然死を引き起こすことがある。このよう
な疾患またはこれらの疾患による突然死に関する家族ヒストリーを記録する。その他の過
去のきょうだいの死亡は、殺人による可能性もあり、記録しておく必要がある。
e
警察
死亡調査員は現場にいる警察官に、最近この場所に訪問したことがあり家族を知ってい
たかどうかを確認すべきである。警察署の多くは警察官の派遣記録を保存している。過去
にこの家庭内で何らかの問題が発生していれば、現場にいる警察官がその接触歴について
把握しているか、その警察官自身が訪問していた可能性がある。記録には警察官の氏名、
連絡先、日付および接触した理由を記載しておく。

児童相談所
死亡調査員は、地元の児童相談所のケースワーカーが家族と接触した既往があるかどう
かも確認する。死亡調査員は現場の警察官に、その住居にケースワーカーが呼ばれたこと
があったかどうかを知っているか、確認する。関わりがあった場合、児童相談所が関わる
こととなった原因、どのような措置がとられたか、およびフォローアップが予定されてい
たかどうかなどを、すべて記録する。結果は全て法医/病理医にも報告する。
re

死亡調査員は、ドナー側/レシピエント側の両者の家族と地域の臓器/組織移植コーディ
ネート機関との交渉に関し、標準的な運用手順を持っている必要がある。死亡調査員は、
死亡児の家族にこのサービスについての知識があるかどうかを確認し、要請や質問があれ
ば剖検前に、その情報を法医/病理医に伝えなければならない。
objectio

死亡調査員は、剖検の施行に関して家族から何らかの異議があった場合は、異議の理由
を含め、記録しなければならない。この情報を法医/病理医に剖検前報告書で伝え、法医/
病理医に家族の希望を伝えるとともに、法医/病理医が州または地域の法律に抵触するこ
とのないように留意する。もちろん法医/病理医には、この情報は剖検前に伝えられなけ
ればならない。

家族情報

202

以前の同胞の死亡
以前に警察やソーシャルサービスの介入歴
組織や臓器の提供の申し出
剖検の拒否

図 8.4: SUIDI報告書の家族情報についての記録部位
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体表面診察の記録
はじめに
本ユニットを学ぶ目的は、現場検証開始時に死亡乳児の身体上に観察さ
れた損傷の存在を、法医/病理学者にしっかりと伝えることにある。訓練を
受けたことがあるかどうかに関わらず、あらゆる蘇生行為によると思われ
る損傷も、法医/病理学者に報告すべき損傷に含まれる。
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死亡前の蘇生の記録
救急隊、消防官、および警察官
蘇生術によって乳児に外表面および内蔵損傷を与えることがあるため、蘇生の際に試み
られたすべての方法を、死亡調査員は記録し、法医/病理医に報告する。これらの蘇生術
による人為的損傷および、乳児の身体に直接使用した医療機器の情報は、調査報告書に記
録し、撮影しておく。蘇生を試みた者の機関名と担当者名、および人数も報告書に記録し、
必要に応じてのちに情報が入手できるようにしておく。
親戚、隣人、 良きサマリア人
死亡調査員は、専門職により行われた蘇生を記録する際と同様に、乳児の体表面上に認
められる人為的な損傷を撮影し、蘇生の試みがなされたことを記録する。その他の記録と
しては、組成を試みた人物の氏名および連絡先、そしてその人物と乳児との関係を記載す
る。
外傷、毒物摂取、または中毒による死亡

外傷
死亡調査員は、乳児の身体に認められる外傷または損傷を記録し、法医/病理医に提出
する剖検前報告書用に撮影を行う。SUIDI報告書の身体ダイアグラム書式はこれらの現場
所見を記録し、報告するための優れたツールである。
毒物摂取または中毒
毒物摂取または中毒の結果、乳児が気道閉塞をきたした可能性がある場合は、原因と
なった可能性のある薬毒物を調査、収集、記録し、剖検前に法医/病理医に報告する。錠
剤入りの薬品容器、洗浄剤容器（既に空の場合も含む）など毒物または毒薬を疑わせる
ものがある場合は、回収しておく。

診察

204

  死亡前の蘇生治療
  外傷による死亡、毒物・薬物中毒死

図 8.5: SUIDI報告書の診察についての記録部位
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205

法医/病理学者提出用のナラティブ
(口述的）な報告書の作成について
はじめに
本ユニットでは口述的な報告書の概要を述べる。口述記録では、調査員
が調査の基本的要素を会話形式で説明することができ、また事故によるも
のにしろ虐待によるものにしろ、不自然な死の疑いを生じさせる何らかの
疑義かがある場合に、それを指摘することもできる。このような報告様式
は時間がかかることから、ほとんどの死亡調査員が調査過程でやりたがら
ないことである; しかし、よく構成された詳細な口述記録は、法医/病理学
者や支援機関の職員に、まるでその場にいたように現場でのやり取りを明
確化することができる。
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develop
事件に直接かかわった人物は誰か
要約には、事件に関わった人物の氏名と、乳児との関係を記載しなければならない。こ
れには、子どもを最後に寝かしつけた人物、最後に生きている姿を見た人物、そして無反
応であることを発見した人物を含める。その場にいた、その他の人物の氏名も死亡調査員
の報告書に記載しておく。
事件の発生までに何が行われたのか
死亡に至るまでの主な出来事を記載する。その要素の中には、乳児の最後の食事の詳細、
どのように寝かしつけられたかの詳細、子どもの生きている姿を最後に見た人物はどうし
て生きていると思ったか（子どもが呼吸しているのを見た、モニターで乳児の声を聴いた
など）、そして乳児がどのように発見されたかが含まれる。 記載内容には、何らかの疾
患に罹患していたかや、どのように損傷を受けたか、などの関連事項も含まれる。
事件はどこで発生したか
これには、全般的な意味での場所 (家、デイケアセンターなど) と、乳児が発見された
具体的な場所とが含まれる(寝室の成人のベッドの隣のベビーベッドなど)。
事件はいつ発生したか
死亡に関連する主な出来事の日付および時刻を、叙述的報告書に記載する。これには、
最後に寝かしつけられた時刻、最後に生きている姿を見た時刻、および無反応で発見され
た時刻が含まれる。
事件はなぜ発生したのか
最初の調査時点では、なぜこの死亡事例が発生したのかがわかることはあまりないだろ
う。しかし、現場検証は、この死亡の理由を推測するヒントを与えてくれることがある。
事件はどのように起こったか
死亡に至った具体的な出来事は詳細に記載する。事件を目撃した人物は、どのようにそ
れが起こったのかを正確に説明できる可能性が高く、乳児の外傷死亡例では、最も適切な
情報源となりうる。
特殊な埋葬方法
埋葬の方法は非常に多様である。現在よく行われる方法である埋葬 (死体防腐処理をす
る場合もしない場合もあり)、火葬、水葬が埋葬方法の全てではない。一般的な埋葬の範
囲内でも非常に多様性がある。例えば、宗教団体の中には死亡した日の日没時に行わなけ
ればならないとしているところもある。特殊な埋葬方法は必ず記録し、その情報を口頭で
法医/病理医に伝える。この情報は、剖検並びにその後の死後処置を行い、家族への引き
渡し準備を行う際の参考になる。
不審な状況
死亡調査員は現場について熟考する機会を持つ必要があり、追跡調査が必要と感じる何
らかの不審な状況があれば記載しなければならない。乳児死亡例においては、本章で前述
したとおり、このような疑念として、寝かされた時と発見時の姿勢の問題に焦点が当たる
ことが多い。目撃者の発言が単純に 辻褄が合わない こともあれば、しぐさや声の調子
から目撃者が疑わしいと感じることもしばしばある。これらの 不審 点は、全て記録し、
他の死亡調査員や法医/病理医と共有することが必要である。
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虐待による損傷または薬毒物中毒の疑い
死亡調査員は乳児に虐待の可能性があれば記録することが重要である。虐待の最終的な
判断には現場調査、乳児の医学的ヒストリー、および剖検結果など、多くの要素を入手す
る必要がある。法医/病理医に叙述的に伝えられた情報は、虐待の最終判断の参考になる。
虐待の診断は、現場調査員であるあなたの役目ではない。
虐待を受けた乳児の事例に共通して観察されることの一つは、観察された損傷と提供さ
れた説明との間に矛盾があるということである。不審な損傷に関する説明が時間の経過と
ともに変化することも、子どもの虐待に共通するもう一つの観察結果である。
死亡調査員は存在するすべての損傷を、損傷記録の記録部位に記載することが重要であ
る。損傷原因として養育者が語った説明を全て記録することも同様に重要である。可能な
限り、養育者の発言を直接引用した、完全な叙述書を用意すべきである。損傷が生じてい
た箇所も記載し、撮影する。可能な限り、損傷について行われた説明は、人形またはその
他の適切な小道具を用いて再現を行う。
法医/病理医へ警告すべき事項につき記録する
同一の環境内にいる、他の子どもの福祉・安全に関する問題
乳児死亡調査の最終的な目的の一つは、将来同様の、予防可能な死亡が発生することを
防ぐことである。これは全米中の子ども死亡検証チームの主目的である。死亡した乳児の
死因の特定は死亡調査の主たる目的であるが、家庭内のほかの子どもの健康と安全を守る
ことも加えて極めて重要である。現場調査によって一人の子どもを死に至らしめた環境の
危険の可能性が同定された場合は、危険除去によって別の子どもの生命が救えるかもしれ
ない。
また、同一環境内の他の子どもの状態は、調査対象の子どもの死因にも重要なヒントを
与えてくれる。例えば、他の子どもの栄養状態や衛生状態が不良であるという記録から、
法医/病理医は対象の子どもに、適切なケアがなされていたか否かのヒントを得ることが
できる。死亡した乳児に重症のおむつかぶれがある場合、ほかの子どもがよく養育されて
いるかどうかがわかれば、法医/病理医は調査対象の死亡児にネグレクトが関与している
かどうか評価する際に参考にすることができる。
死亡調査員は家庭内のほかの子どもの状態についても、叙述的調書に記録を行う。子ど
もたちが証言者になれるほどの年齢に達している場合は、きょうだいの死亡について面接
をすることもできる。
DVの懸念
家庭内にDVが存在していたかどうかも、乳児の死亡に影響している場合がある。家族の
一員に対するDVがある場合、乳児の死に暴力が関連していた可能性が浮上する。乳児に対
する直接の暴力のリスクに加え、DVのある家庭には乳児のネグレクトの可能性も高まる。
法医/病理医は、剖検で得られた所見との整合性を確認する意味で、叙述的報告書からこ
れらの懸念を知っておく必要がある。
家族の一員に目に見える損傷がある場合もある。は死亡調査員は、そのような損傷も報
告書に記載し、法医/病理医に報告する。地元の警察も、過去のDVの有無に関する貴重な
情報源である。警察内部から既知のヒストリーが入手された場合、法医/病理医に伝える
必要がある。
薬物・アルコール乱用の懸念
家庭内の薬物乱用は、直接的にも、間接的にも、乳児の死因に関係している可能性があ
る。薬物乱用とはアルコールや不法薬物の乱用に限らず、処方薬物の乱用も含む。
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to an infant in a home with a substance abuse problem. In addition, infants in a home with
薬物乱用の問題のある家庭内では、不適切な薬物、アルコール、そして不法薬物でさえ
も、乳児に与えられていることが珍しくない。さらに、薬物乱用のある家庭の乳児は、身
体的虐待やネグレクトのリスクも高い。
薬物乱用のなんらかの証拠がある場合は、法医/病理医への報告書に記録する。乱用さ
れた薬物名も報告書に記載する。一般的な毒物スクリーニング検査には、乱用された可能
性のある薬物全てが含まれているわけではない。現場に薬物があることがわかれば、法医
/病理医および毒物学者は、その情報に基づき、乳児の適切な検査を行うことができる。
養育者に関するヒストリー
家庭内に問題があったかどうかのヒストリー調査は、非常に重要な部分である。法医/
病理医はこの情報を、死亡乳児の調査にも活かすことができるであろう。死因および死亡
態様の最終的な結論にも、この情報が影響することがある。過去に家族へ公的機関が接触
した既往があることは、虐待やネグレクトの疑われる乳児死では稀ではない。死亡した乳
児の親が、子どもの頃、虐待やネグレクトの被害者であった例もある。地元の警察および
児童相談所もこの情報源である。警察と家族とが過去に何らかの接触があった場合は、死
亡調査員は、それを報告書に記録し、法医/病理医に報告する。児童相談所の調査結果も、
法医/病理医に提供を行う。
家庭内の過去の死亡例
死亡乳児の家庭内での過去の死、特に乳児の死亡例を記録することは重要である。家庭
内に致死的な暴力の存在が疑われることは、リスク要因である。同一家庭内で複数の乳児
死がある場合は、法医/病理医に警告を行う。
その家庭内で乳児死が反復されている場合は、犯罪行為の可能性に大きな注目が集まっ
てきた。これは、同一家庭内で複数のSIDSが起きる可能性は低く、乳児を窒息させるのは
容易で、剖検で発見されるような、なんらの身体所見を残すこともないためである。
反復的な乳児死亡は、過去には発見されなかった遺伝性疾患があった可能性が高まると
いう意味でも重要である。剖検では可能性のある全ての死因が確認されるわけではない。
しかし、以前は発見しえなかった状態を診断する新たな検査は常に開発されている。例え
ば、睡眠中に致死的心不整脈を引き起こす遺伝性疾患に関して、同定がなされ始めている。
過去に家庭内で乳児死があったというヒストリーは、法医/病理医に死亡乳児に関して、
自然死であれ暴力的原因による死であれ、その双方をさらに調査するように警告を与える
ものである。このような情報は、法医/病理医に提出する叙述的報告書に記載がなされる
べきなのである。
養育者または他の調査員・目撃者からの懸念
寄せられた健康に関する懸念や問題は、養育者から提起されたものであれ、死亡調査を
通じて浮上したのものであれ、死因に関連性がないように思えるものであっても、叙述書
に記載して、法医/病理医に伝えなければならない。これらの懸念の多くは法医/病理医が
、剖検中に確認可能なものであるが、それは知っていてはじめて可能なことである。例え
ば養育者から、乳児が死亡前の数日間過剰に吐いていたという情報が提供されれば、法医/
病理医はこれに従って、消化管逆流の問題に注意を向けることができる。
養育者その他の人物が問題提起をした場合は、その人物の実際の言葉を、引用マークを
用いて叙述的報告書に記載し、報告者名を記す。それが調査を通じて挙がってきたもので
ある場合は、そのように懸念する理由とともに報告する。例えば、病院は乳児が来院時に
発熱していたと報告しているが、養育者は最近の疾患について何も報告していない、など
である。
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There also can be inconsistencies between the injury you observe on the infant and the
身体的所見および収集された情報との矛盾につき記載する
死亡現場調査と、インシデントに対する口頭説明との矛盾につき記載
乳児に観察された損傷と、その損傷がなぜ生じたかに関する養育者の説明との間に矛盾
がある場合もある。これは子ども虐待でよく見られることである。損傷の合理的説明につ
いての最終決定をおこなうのは、究極的には法医/病理医の仕事であるが、死亡調査員が
法医/病理医に提出する叙述的報告書に、生じている損傷と説明との矛盾について具体的
に記載することが重要である。
死亡調査員報告書には、養育者による損傷の説明を、可能な限り直接的な引用を用いて
記載する。現場調査は、養育者の語った説明を確かめるように行う。養育者に、損傷が生
じた機序を再現させることは有益である。この情報は、法医/病理医に提出する叙述的報
告書に記載する。矛盾の詳細が記載されたSUIDI報告書の特定の部位を法医/病理医に、引
用として示してもよい。この情報は、剖検の実施の際の質の向上と、所見の解釈に多大な
影響を与えるものである。
観察された損傷と損傷説明との矛盾につき記載
身体所見に対しての養育者の説明と、収集した情報の間に不一致があれば、叙述的報告
書の中で、法医/病理医に具体的に指摘する。一例をあげれば、観察された寝床と、説明
された寝床が一致しないなどである。
SUIDI報告書（または管轄区内で承認されている同種の報告書）に記載した詳細な説明
を繰り返す必要はないが、法医/病理医に報告書内の具体的な記載を引用し、矛盾を指摘
する必要がある。法医/病理医はこれらの矛盾に注意し、これらの問題を念頭に置いて剖
検を行うことで、適切な結論を下すことができる。
死亡調査員の示唆に基づく ストーリー の変化につき記載
損傷の説明の変化も、子ども虐待例でよく見られるものである。しかし死亡調査員は、
養育者との面接では注意が必要である。面接の段階では、これらの人々は感情的に高ぶ
った状態にあり、どのように損傷が生じたかを語る際に、示唆の影響を受けやすくなっ
ている。従って死亡調査員は、面接と審問の間の一線を超えないように注意する。
養育者の話が変わったと記録する場合は、報告書に記載し、叙述的報告書で法医/病
理医の注意を促すようにする。この情報は剖検の実行および所見の解釈に影響するもの
である。
論理的思考や常識と矛盾する、保護者の説明を記録する
死亡調査員が行う調査は全てが高度に複雑で客観的な科学的検査だという一般の人々
は誤解しているが、予期せぬ乳児死亡の死亡調査の大部分は、現場での観察と養育者へ
の面接に基づいている。観察や面接で得られた結果に対し、死亡調査員は自分の常識や
論理を働かせていく必要がある。
養育者が損傷の説明を行った場合、その説明を客観的に記録する。可能な場合は常に
直接的な引用を用いる。目撃者の発言内容を記載する際に、聞き手側の印象で影響をう
けないように気を付ける必要がある。この原則は死亡調査員が、養育者の説明と死亡調
査員自が観察した内容とを比較しようとする際にも、適用すべきものである。
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叙述的調査報告書例
自然死 ‒ 乳児
2006年11月21日
2006年11月21日金曜日午前9:50頃、我々の事務所にCheraw消防署から、TD 12123、Martin3丁目1121
で発生した乳児死亡について連絡があった。私が到着するとすぐSteven Stevens警察官が対応し、ア
パート3階の乳児がいる場所に案内された。アパート室内にはまだ数名の消防署員が、亡くなった乳児
の母親ならびに父親と一緒にいた。母親Tammy Baskinsは白人女性、生年月日: 1969年06月20日(37歳)
で、この住所に亡くなった乳児と同居しており、父親John Tyrone Martinは黒人男性、生年月日:
1963年08月15日(43歳) で、別住所に居住している。後から警察官Jeff Hanks and Lt. Quick、Travis
Johnsおよび Larry Jamesが、Martin 警察署から到着した。入手した情報によれば、死亡した乳児は
Kelly K. Martin、白人・アフリカ系アメリカ人混血の女児 (生後7週)、生年月日: 2006年10月05日、
社会保障番号RRK-AB-5471である。さらに入手した情報によれば、死亡した乳児は、出産予定日2006年
11月30日に満たない妊娠33週の2006年10月05日に、未熟児で出生した。死亡した乳児の出生時体重は
3ポンド8オンスで身長17.5インチ、生後4週間の間 McLeod s Hospitalに入院していた。 死亡乳児は
当初NICUに入院、その後小児科病棟に転室し そこで重症の貧血を発症、このため呼吸停止をきたした。
乳児は数回の輸血を受け、その後NICUに戻された。乳児には心雑音も発見されていた。2006年11月02日
、ECG実施後、乳児は投薬やモニターなどを行う必要がないと判断され退院を許可されたが、母親は乳
児CPRの訓練を受けた。
私は死亡した乳児が、ワンピースの前ボタン開きのパジャマを着用し、ワンピースの下着とおむつを
付け、カウチの2枚の毛布の上にに右側を下にして横たわっているのを目撃した。さらに、もともと乳
児が寝ていた場所であるカウチ端の毛布に、血液が付着しているのを目撃した。死亡した乳児の身体診
察を行うとすぐに、死後硬直し、体が冷たいのがわかった。死斑も紫色に観察され、触れると白化した。
死斑は発見された姿勢と一致した。血の混じった泡が鼻から出ており、口の端から頬にかけて乾いた血
液が付着していた。腹部は膨張し、硬かった。おむつには、大量の排便が見られた。体表面診察中、死
亡乳児には外傷などの目に見える徴候や症候は認めなかった。
母親のTammyは今朝5:30頃、尿で濡れたおむつを替え、新しい哺乳瓶を飲ませた際に最後に乳児が生
存しているのを確認した、と言った。母親は、乳児は珍しくあまりミルクを飲まな
かったが、行動に変わっ
た点はなかったと言った。乳児はいつも寝ているカウチに右を下にして寝かされた。母親はカウチの横
の床の、乳児に近いところで眠った。死亡した乳児の父親は、母親と娘と一緒に一晩過ごし、階下の部
屋から9-1-1に電話した。家族も消防隊員もCPRを行わなかった。MFDはこの9-1-1通報を午前9:16に受け、
死亡者宅に午前9:19 に到着、母親に抱かれた死亡乳児に心音、呼吸、脈はなかった。消防署員は頭部
右側に鼻から垂れた血の混じった痰と死斑を確認した。血液は死亡した乳児が寝ていた枕の上にも発見
された。死亡した乳児は午前9：50に死亡調査員Sarah Ann Bucknerによって死亡宣告された。
現場の撮影と警察官Steven Stevens および私による面接が終了すると、死亡した乳児は調査隊#201に
よって、剖検のためMCMEOに搬送された。母親は剖検が行われることを理解していた。母親は電話を持
っていなかったため、妹の家から母親が電話して結果を聞くことになった。
その後、2006年11月14日月曜日に乳児を最後に診察した、Taylor 医師から連絡があった。Taylor医師
は死亡乳児は33週の早産で出生し、貧血のエピソードがあり数回輸血したと語った。この貧血の原因は
不明とのことであった。
2006年10月19日、ECGで大きなPDAが示唆され、2006年11月02日、検査の結果
中等度の大きさで乳児は帰宅しても安全であるとされた。2006年11月14日再診時、乳児は顔に赤みがあ
り健康そうでネグレクトや虐待の徴候も見られなかった。乳児は2種類の予防注射を受け、出生時の
2040グラムから2400グラムに体重も増えていた。最後に乳児が飲んだとされる哺乳瓶は家庭から回収さ
れ、乳児の死体とともに標本バッグに入れられていた。
剖検中の2006年11月22日午前9:15 、Terry K. Patrick 医師および剖検助手により、剖検前に写真が
撮影された。19部位から組織学的分析のための組織採取も行われた。以下の衣類も遺体とともに搬送さ
れた。ブルーの赤ちゃん用ワンシー1着。テリークロスのつなぎ型パジャマ、白色に多色の子猫、ライ
オン、キリン模様のもの1着。緑-黄色の大量の便と尿で濡れたパンパース銘柄のおむつ1枚。三か所に
血液の混じった液体が付着した白、青、ピンク、黄色の赤ちゃん用毛布1枚。血液の混じった小さいし
みがある、白色にピンクと緑のバラ模様の布毛布1枚。外傷性損傷の所見なし。剖検終了次第、死亡し
た乳児は2006年11月23日午後4：12にSSに戻された。
Robins with the Davis Funeral Home 3553 N. Second St., TD 12123, phone 555.5555.
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要約
ディスカッションを行うための質問
1. 一般的に、剖検前に法医/病理学者に関連情報を報告することが重要な理由を考察せよ。
(乳児の剖検に関して有用および潜在的影響があると思われる情報例を含めて、考察せよ）
2. 法医/病理学者に提出する報告書に、乳児の損傷について、どのように記録するのかを詳
細に説明せよ。
3. 家族の社会的ヒストリーを、剖検を行う法医/病理学者に報告する重要性について説明せ
よ。（薬物乱用、過去の公的機関の介入、家庭内暴力などの観点も含めよ）
4. 乳児または家族の医学的ヒストリーを、剖検を行う法医/病理学者に説明することの重要
性について説明せよ。この情報が死亡調査に及ぼす可能性がある影響とは何か？生存し
ている家族の健康面に及ぼす影響はどうか？

理解度確認のための例題
1. 点状出血とは
A. 皮膚の斑状病変
B. 皮膚、目、および粘膜表面の針の先ほどの出血箇所
C. 仮死の診断
D. 死亡調査には無関係

2. 乳児または家族の感染性疾患を同定し、報告することが重要なのは、それによって
A. 法医/病理学者が抗生物質治療を開始できるため
B. 調査が終結するため
C. 適切な診断を下すことで、適正な検査を実施しうるため
D. 他の感染疑いの人物に感染を通知しうるため
3.

子ども虐待およびネグレクトの徴候には、以下を含む
A. 観察された損傷と、損傷の説明に矛盾があるy.
B. 蒙古斑
C. 産瘤
D. 骨形成不全症

4.

死亡調査員が、損傷記録に含めなければならないのは、
A. 損傷の大きさと身体上の位置
B. 損傷の具体的受傷時期
y.
C. 受傷原因
D. 損傷を負わせた人物

5.

剖検手続き開始前に、法医/病理学者に現場データを渡すことが重要な理由は何か？
A. 法医/病理学者が次の事例に取り掛かることができるため
B. 法医/病理学者が剖検報告書を書き上げ、次の剖検に取り掛かることができるため
C. 法医/病理学者が正確な死因の判断を行えるように、入手可能なすべてのデータを
保有できるようにするため
D. 地方検事が担当事例をまとめ、死亡の関係者を拘束できるようにするため
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突然の説明困難
な乳児死亡に対
する死亡診断書
の記載
死因と死亡診断書について
ユニット29: 突然の説明困難な乳児死亡
に対する死亡診断書の記載
について
ユニット30: SIDS類似症例の原因の報告
について

公衆衛生のサーベイランス、ならびに死亡に関するリスクを同定・
弁別することに注力している研究者にとって、死亡診断書は今日利
用しうる唯一かつ最大の情報源である。しかしSUID事例においては
死亡診断書記載には種々の問題があり、特に死因や死亡態様を説明
しようとする際に記入上問題となる。本章では、全国的に乳児死亡
を正確に報告することの必要性につき説明を行う。
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はじめに
長年に渡って、SIDSという存在そのものが議論されてきたが、SIDSという診断そのも
のが、あらゆる疾患概念を内包しうるものである、と死亡診断書/死体検案書の記入を
行う医師自身が感じているということが大きい。死亡診断書/死体検案書にSIDSを無限
に適用し、他のSUIDからSIDSを鑑別しないことが、SIDSの存在に疑問がもたれてきた理
由の一つである。
SIDSの定義は変遷してきたが、1歳未満の乳児の突然死で、完全な剖検実施、死亡現
場調査、臨床記録の検証を含む徹底的な事例調査を行っても原因不明であった症例に対
して、SIDSという病名が臨床の場で使用されてきたのは事実である。しかし、この間に、
乳児の殺人−連続殺人さえ見逃されており、事故による死亡であった事例であっても、
主に以下のような理由で外因死とされなかった事例も存在しているのである:

•
•
•
•
•
•
•

乳児死亡調査の持つそもそもの困難性。
潜在的に利害関係のある目撃者に依存しなければならない。
頻繁に後方視的な現場調査を行わなければならない。
多くの事例で、医学的所見がほとんど見られない。
薬物への暴露歴、および死後毒物学情報が欠如していることが多い。.
被害者が話すことができなかった年齢である。
体格が非常に小さく、剖検解釈が困難である。

本章では主に、医師、監察医、検視官、法医/病理学者によって行われる職務について焦
点を当てているが、死亡調査員やその他の関係者はその概念を理解し、死亡の原因、態様、
および状況に関して、必要な質問や関連する問題に回答・対応ができるようにしておくこ
とが重要である。
従って、乳児死亡調査に参加する全員(法医学者、監察医、検視官、死亡調査員、救急隊、
警察など)が、各々の所属機関の役割と、自分たちの機関だけで調査しようとした場合のピ
ットフォールを自覚すべきである。
本章は、乳児突然死症候群およびその他の乳児死亡（SIDSOID：Sudden Infant Death
Syndrome and Other Infant Death ）症例における、死因および死亡態様を確立、特定し、
重要な情報を死亡診断書/死体検案書を適切に記入するため、有機的なアプローチを行って
いる。

補助的資料
SUIDI-RF（突然の説明困難な乳児死亡に対する報告フォーム）や、各自治体で承認されて
いる同様のフォームのほかに、下記の資料が参考になる：
1. Guidelines for death scene investigation of sudden, unexplained infant deaths:
recommendations of the Interagency Panel on Sudden Infant Death Syndrome. MMWR
1996:45 (RR-10).
2. National Association of Medical Examiners White Paper. "A functional approach to sudden
unexplained infant deaths." Approved October 2005.
3. National Center for Health Statistics. Medical Examiners’ and Coroners’ Handbook on Death
Registration and Fetal Death Reporting. Hyattsville, MD: Centers for Disease Control and
Prevention; 2003.
4. National Association of Medical Examiners. Cause of Death Tutorial. 2005. http://www.
thename.org. 2005.
5. College of American Pathologists. Cause-of-Death Statements and Certification of Natural
and Unnatural Deaths: Protocol and Options. Northfield, IL: 1997. Revision expected
March 2006.

本章のねらい
本章を通じて、受講者は下記の目標を到達することが望まれる。
1. SUID 事例の死亡診断書/死体検案書へ、適切に記入ができる
2. 死亡診断書/死体検案書のその他付言すべきことがらの欄に適切に記入することができ
る。

CHAPTER 9

CERTIFICATION OF UNEXPLAINED INFANT DEATHS

SECTION 4: Pre-AUTOPSY and post-autopsy reporting

unit

29

突然の説明困難な乳児死亡に対す
る死亡診断書の記載について
はじめに
一貫性のあるSUID事例の報告は、公衆衛生のサーベイランス、ならびに
SUIDに関するリスクを同定・弁別することに注力している研究者にとって、
極めて疫学的に価値のあるものである。リスク要因に関する情報は、予防
への試みを補助するものともなる。しかしながら一貫性のない、現場デー
タならびに法医/病理学者への報告は結果として、死亡診断書に記載される
死因や死亡態様の報告の信頼性を低減するものである。調査がまだ尽くさ
れていないものをSUIDと呼び、十分な調査を尽くしたのちに診断がつかな
いというSIDSの概念に合致した事例のみをSIDSと呼ぶべきである。
確定的な死因として報告するに十分な現場調査がなされたか否かを評価
することは極めて重要である。本ユニットでは、SUID事例の死亡診断書を
記載する際の実用的なアプローチの、バックグラウンドと根拠について示
すことを意図している。
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他の死因からSIDSを区別する
前述のように、SIDSという死因は、詳細な検証が行われ全てに否定的な結果が出され、
別の原因が同定されなかった後でなければ使用してはならない。以下に、乳児死亡調査を
尽くしたと証明するに足ると考えられる、最小限の調査範囲を示したものである。
包括的な現場調査を実施する
死に至る事例が発生したと思われる現場の、包括的で系統的な調査は不可欠なものであ
る。現場調査は監察医、検視官、または監察医や検視官に公的に準ずる人物が実施すべき
である。現場調査は書面で叙述的に記録し、写真および概略図を補助的に用いる。現場で
の目撃者には面接を実施する。目撃者への質問によって最初に無反応で発見された際の乳
児の発見時の姿勢をできるだけ正確に確認するとともに、目撃者からの回答を詳細に記録
する。発見された通りの乳児の姿勢を明らかにする方法には、様々な他の補完的方法もあ
るが、これらの方法を面接による確認の代用とすべきではない。
乳児の包括的なX線撮影
たとえBabygram1枚であっても、乳児のX線写真は撮影すべきであるが、一連の包括的な
骨レントゲン写真がゴールデンスタンダードである。これが財政的、技術的に不可能な管
轄区では、少なくとも1枚のフィルムであれ、確認できる放射線学的記録を残すことは必
要である。
包括的な司法解剖を行う
剖検は米国監察医・検視官協会の司法解剖実施基準に則って行う。剖検には、脳、頸部
構造、胸腹部臓器の肉眼的配置・形態検査（in situ検査）、と、その後の摘出、切開検
査を含む。肉眼で識別できる死因や毒物学的死因がない場合は、最低限、脳および髄膜、
心臓、肺、気道（喉頭蓋、気管、気管支）、および肝臓の顕微鏡検査を行う。顕微鏡検査
が行われない場合は、腎臓、膵臓、胸腺、肋骨軟骨接合部、内分泌器官、および消化管の
代表的部位を組織保存、もしくはパラフィンブロック保存する。最低でも、脳、心臓、肺、
肝臓、腎臓、胸腺、および膵臓の重量は記録しておく。血液および尿の採取も行っておく。
現場調査、医学ヒストリー、または剖検結果が薬物(違法薬物、処方薬、市販薬または民
間療法薬)への暴露を示唆するものであれば、毒物試験を行い、疑われる薬物を分析する。
通常の場合、エタノールやその他の主要分類の鎮静・興奮剤（使用している場合は風邪薬
を含む）は、死因または死亡に影響した薬物から除外する。サリチル酸塩、アセトアミノ
フェン、および一酸化炭素ヘモグロビンは、個々の事例で疑わしい要因があれば検査を行
う。
乳児の医学的ヒストリーを記録する
乳児の医学的ヒストリーは、周産期関連の疾患を明らかにし、乳児の成長、発達、予防
注射歴、および医学的ヒストリーを評価するために行う。（入手できる場合は医療記録を
利用する）。
過去の同胞の死を確認する
過去にきょうだいの乳児期または小児期の原因不明の死亡があるかどうか確認しておく。
ある場合には、関連情報を入手する (公式記録の検証が必要である)。
児童相談所や警察との過去の接触を記録する
その家庭に、過去に児童相談所または警察との接触や介入があったかどうか確認する。
あった場合は、詳細を入手する(公式記録の検証が必要である)。
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硝子体液を採取する
毒物や代謝異常または脱水などが問題になった場合の補助として、硝子体液を採取して
おく。その場合、網膜出血観察のための眼球内部検査に影響しないよう注意する。
DNA標本を採取する
遺伝子検査の必要がある場合は、DNA標本を採取する。
代謝スクリーニングを実施する
代謝スクリーニングの結果を、出生記録で確認する。ろ紙血を採取し、事例の剖検所見
で脂肪酸酸化異常症などの代謝異常が示唆された場合は、保存しておく。脂肪肝がある場
合、ならびに出生時スクリーニング検査の結果が得られない場合は、中鎖アシルCoAデヒ
ドロゲナーゼ欠損症などの一般的な脂肪酸酸化異常症の検査提出用に血液検査を行う。
i
死因を認定することができるか否か、または死因を 不明 と分類する（調査の重要な
要素が欠落している）と認定することができるか否かを判断するためには、調査の妥当性
を評価することが必要である。最終的には、調査情報および剖検情報をもとに、死亡調査
に参加した全専門家が考慮して下した判断と比較して、死亡診断書の記載者が最終的判断
を行う。
乳児死亡調査の質問項目
初回の乳児死亡調査は、事例の全般的、および特異的詳細の記録に焦点を絞る。この作
業の目的は、法医/病理医に死因および死亡態様に関連する意味のある情報を伝達し、法
医/病理医が事例を管理し意思決定を下す際に役立ててもらう点にある。一般的な事例記
録は、SUIDI報告書や管轄区内で承認された同類の報告書を利用することでも収集可能で
ある。以下に、SUID調査で重要と考えられる質問を列記する：
・ 乳児の氏名と生年月日は？
・ 実母の生年月日は？
・ 乳児はいつ寝かしつけられたか？
・ 乳児はどのような姿勢で寝かされたか？
・ 乳児を発見したのは誰か？
・ 発見時、乳児の声を聴いたり、様子を確認したか？
・ 乳児はどのような姿勢で発見されたか？
・ 発見時、乳児はどこにいたか？
・ 乳児が発見された寝床は、どのような様子だったか？
・ 乳児の鼻や口は何かに覆われていたか？
・ 部屋は極度に暑いか寒かったか？
・ 寝具になんらかの液体がついていたか？
・ 乳児は何を着ていたか？
・ 乳児は何枚毛布を掛けていたか？
・ 母親は妊娠中、喫煙をしていたか？
・ 住居は全般的にどのような様子か？
・ 乳児が最後に食事を与えられたのはいつか？
・ 乳児は病気に罹患していたり、投薬を受けていたか？
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剖検前報告書（詳細は第8章参照）を記載するための質問項目
上記の質問事項に加え、調査初期段階ならびに剖検前には、いくつかの具体的な質問を
行い、回答を求める必要がある。一般的に、これらの問題は発見者（通常は乳児が死亡ま
たは無反応になっているのを発見した人物）に回答してもらう。しかし、これらの質問へ
の回答を、複数の人物から聴取しなければならない場合もある。調査は、下記の主要な問
題に関して回答が得られるように、そしてこれまでの調査で以下のいずれかが示唆されて
いるかどうかという点に焦点を当てて行う:
・ 無呼吸の有無
・ 添い寝の有無
・ 就寝状況の変化 (不慣れなうつぶせ寝)の有無
・ 異常高熱/低体温の有無
・ 環境上の危険因子(一酸化炭素、有毒ガス、化学物質。薬物、機器)の有無
・ 危険な就寝環境(カウチ、ウォーターベッド、縫いぐるみ、枕、柔らかい寝床)の
有無
・ 食事 (新しい種類の食物の導入)について
・ 最近の入院の有無
・ 過去の医学的診断について
・ 急性の致死的イベントのヒストリーの有無
・ 未診断の医療的ケアのヒストリーの有無
・ 最近の転倒または損傷の有無
・ 宗教的、文化的、または民族的治療のヒストリーの有無
・ SIDS以外の自然原因による死因の可能性
・ 過去のきょうだいの死の有無
・ 過去の警察または児童相談所との接触の有無
・ 組織または臓器提供の要請
・ 剖検への異議について
・ 死亡前蘇生治療の有無
・ 外傷（損傷）、被毒、または中毒による死の可能性
・ 疑わしい状況の有無について
・ その他の法医/病理医が着目すべき事項について
状況報告書に叙述的に記載された、上記の全ての情報は、剖検前に法医/病理医が確認
できるようにしておかなければならない。
グレーゾーンの所見を同定する
グレーゾーン の所見とは、疾病、ストレス要因の可能性、または死亡の一因にな
った可能性があるがその原因と結果の関係を確立すること除外することが困難な外的要
因である。乳児死亡調査員は、現場で死因の可能性のあるものは全て記録し、剖検手続
き開始前に法医/病理医に伝えることが重要である。
以下のような状況が、特定の事
例に存在した場合は、死亡診断書、特に2欄:その他の有意な状況、に記載する:
・ ベッドやソファなどの寝床の共有(添い寝)
・ 危険な、または柔らかい寝床
・ 乳児のきょうだいの過去の不明死
・ 過剰な毛布やおくるみ
・ 発見時の顔を下にした寝姿勢
・ 中毒(乳児の体内に薬物が発見されることと定義される)
・ 普段の就寝姿勢、就寝位置、寝床の変更
・ 原因不明の損傷(種類を特定する)
・ 不明な疾病
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乳児死亡調査において、死因は特定されないがSIDSに合致する場合、上記のいずれかの
状況が同定されれば、死亡診断書に記載することが重要である。これらは、それぞれが発
達段階にある脆弱な乳児の死に寄与するストレス要因と同定されていることより、重要な
情報なのである (Triple Risk Model)。SUIDI報告書または管轄区内で承認された同類の
報告書を司法解剖とあわせて利用することによって、このような状況のいずれかが当該事
例に存在したかどうかを判断するために必要な情報が入手できる。
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SIDS類似症例の原因の報告につ
いて
はじめに
米国には、監察医や検視官に管轄されている司法医療上の管轄区が、約
2,285ある。監察医や検視官は、管轄区内で発生した法医学的死亡事例の死
体検案書作成の責務を負っており、その中にはSUID事例も含まれる。公式
の死亡診断書/死体検案書には死因が記載され、地域、州、国家、そして場
合によっては国際的なサーベイランスや予防活動に使用される。死亡診断
書/死体検案書の死因の記載が正確で、誰が記載しようと一貫性があること
は根幹にかかわるものである。SIDSに類似する事例はすべてICDコード上、
R95 SIDS と分類されてしまうことは、問題となりうるものである。そ
の他の死亡に寄与した要因や、場合によっては死因となった要因に関する
データは、従前の死亡診断書/死体検案書の書き方では、記載されない可能
性もある。本ユニットでは、既知の乳児のストレス要因や外因として寄与
しうる要因を、標準的な死亡診断書/死体検案書に表現する方法につき提案
する。
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死因および死亡態様について、記載する
すべての死亡診断書には、死亡診断書記載者が死因および死亡態様を列記する部分がある。
これは米国の国立保健統計センターが死亡にコード付けをする際に利用される、証明書とし
て不可欠な部分である。以下に、それぞれの簡単な説明を記載する。
死因
死因は死亡診断書記載者（通常その死亡例を報告した、管轄区の監察医または検視官）が決
定する。死因は通常、死亡を引き起こした疾病または損傷と考えられるものである。直接の
死因に加え、死亡診断書の死因記載部位の１欄には、死亡に寄与した（すなわち、死亡要因
となった、または結果として死につながった)疾病も列挙する。1欄に記載されていないが死
亡を促進したその他の有意な状況があれば、2欄にそれを記載する。
死亡態様
死亡態様も死亡診断書記載者（通常はその死亡例を報告した、管轄区の監察医または検視官）
が決定する。死亡態様とは、どのように死亡が発生したか、であり以下のいずれか１つ(また
は複数)のカテゴリーに分類される:
• 自然死
• 事故死
• 自殺
• 他殺
• 不詳
• 留保
SIDS症例に、ICDコードを付す
米国内で登録される全ての死亡診断書に記載される死因は、疾病及び関連保健問題の国際統計
分類第10版（ICD10）に従って分類およびコード付けされる。
SIDSおよび関連死因はICD-10で
はR95とコードされる。 ICD-10コード基準では、死亡診断書に以下のいずれかの記載がある場合、
死因はコード R95とされる:
• 乳児の原因不明の突然死
• 乳児期の突然死: 同定できる原因なし
• 乳児突然死症候群の定義に一致
• 乳児突然死症候群に一致
• 乳児突然死症候群
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望ましい死因報告の方法
以下の例は、死亡診断書に死因を記載する際の、様々な方法を示したものである。

典型的SIDS症例の場合
F
(図 9.1)
4か月の乳児が就寝中に死亡。背臥位であった。調査が尽くされ、剖検、毒物検査、その他
を実施し、考えられる外部要因の同定はなし。死亡例がSIDSと診断された場合は、１欄に
乳児突然死に一致 または 乳児突然死 という言葉を記載してよい。この場合、死亡態
様は 不詳死 とすることが望ましい。

図. 9.1: 死亡態様は不詳死とし、
メントを記載する。

どのように損傷が発生したか

のボックスに説明のコ

寝具を共有していた症例の場合
F
(図9.2)
3か月の乳児が親のベッドで死亡して発見された。腹臥位であった。調査が尽くされ、剖検、
毒物検査その他を行い、親と添い寝をしていた以外の外的要因はなし。添い寝（ストレス要
因または、死亡の外的要因になりうる）のような状況を死亡診断書に記載報告する場合は、
十分な詳細および説明を記載するスペースがあるため、下記のように、特記事項欄に記載す
ることが望ましい。

図. 9.2: ストレス要因の可能性につき、特記事項欄に追加説明を記載する。
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図9.2に示すようなストレス要因の記載は、死亡診断書記載者がベッドの共有(またはその
他の状況)を特異的な死因と考えていると受け取られるかもしれない。別の選択肢としては、
図9.3に示すように、ストレス要因をリスク要因として2欄の その他の有意な状況 ボック
スに記載することもできる。

図. 9.3: リスク要因"成人2人と添い寝"を、死亡診断書の

ストレス要因

その他の有意な状況

に記載。

の関与が疑われる事例の、3パターン目の記載方法を図9.4に示す。

図. 9.4: 死亡診断書の1欄に、考えられる
書記載者も存在する。

ストレス要因
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N
生後3週間の乳児。地域の病院の救急室で、死亡。明白な原因は不明。病院医師は死亡診断
書にSIDSと記載し、遺体は家族に返還された。2週間後、監察医が郡の死亡診断書を検証し、
この事例に気づいた。現場検証や医学的ヒストリーの検証を行なっていない、または剖検を
行っていない場合、SIDSの診断を行ってはならない。 この場合、この死亡例は 分類不能
と報告されるべきである。

図. 9.5: 現場検証や剖検を行なっていない場合、SIDSと診断してはならない。
4. 調査が尽くされた事例(図
F 9.6)
11か月の乳児が家で突然死した。調査が尽くされたが、明らかな異常を認めなかった; 検
視官により剖検を行うように指示が出されたが、剖検でも有意な所見は認めなかった。遺体
は家族に返還され、家族は葬儀社に連絡した。調査および剖検の結果、乳児の死がSIDSの定
義と一致しないと公表され、かつ決定的な死因が確立されない場合、死亡診断書には、下記
のように記載することが推奨される。

図. 9.6: 調査および剖検で有意な所見は認めなかったが、SIDSの定義に一致しない死亡で
ある。
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標準書式
乳児の死亡データをより包括的で容易に解釈できるようにするには、標準的な報告書式が
必要である。優れた報告様式はSUID事例の、よりよい分析と原因調査を可能にする。示さ
れた書式に従うことで、死亡診断書の記載法の一貫性が高まり、死亡診断書記載者がより
記述的に記載することができるようになる。標準書式に準拠することで、典型的なSIDS事例、
疑念の残るの疾病や、その他ストレス要因のある事例、調査不十分な事例、最後まで原因不
明ながらSIDSには一致しない事例などを区別することができることとなる。
乳児死亡例の中には、特異的な死因が特定できるものもある。そのような死亡例も標準書式
を使用することで証明が可能となる。
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要約
ディスカッションを行うための質問
1. 十分な調査を行ったと言うための、乳児死亡現場調査中に収集すべき最低限の情報群に
つき述べよ。
2. 十分な剖検を施行したと言うために、最低限の剖検範囲を述べよ。
3. 十分な調査を行ったと言うために収集すべき最低限の、臨床検査情報を述べよ。
4. 十分な調査を行ったと言うために、乳児死亡調査中に医療診療録およびその他の記録か
ら収集すべき最低限の情報群につき述べよ。
5. 死亡診断書に記入すべき、ストレス要因となった可能性のある事項や、その他のグレー
ゾーンといえる状態について述べよ。
6. 複雑でない、SIDSやその他の乳児死亡（SIDSOID:Sudden Infant Death Syndrome and
Other Infant Death）事例、グレーゾーンといえる医学的状態があったりストレス要因
が強く関係したと思われる事例、死因が特定されていないが状況はSIDSとも合致しない
事例、および調査範囲が十分でない死亡例の、各々死亡診断書作成の際、どのように記
載していくべきか述べよ。
7. SIDSOID事例の死因に、複数の用語を選択しても、公式死因コードには影響はない理由
について考察せよ。
8. SIDSOID事例の死亡態様に自然死または不詳死という分類が適用できる場合につき、理
由を考察せよ。
9. 覆いかぶさり、嵌まり込み、または鼻や口の閉塞などのSUID事例とSIDSが、どのように
異なるかを考察せよ。

理解度確認のための例題
1. 以下のうち、死因特定の目的から見て 不十分 と分類されるものはどれか？
A. 人形による再現の未実施
B. 母親の妊娠歴調査未実施
C. 剖検未実施
D. 死亡した乳児の体温未検温
2. SIDSのICDコードは以下のいずれであるか？
A. S50.
B. R95.
C. T40.
D. A26.

3. 死因がSIDSと一致しないが、完全な調査を実施しても依然不明のままであることを表す
には、どのような用語が使用できるか？
A. 乳児突然死
B. 不詳死
C. 予期せぬ不詳死
D. 未分類乳児死
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4. SUIDI実施の際、およそ何問程度の重要な全般的調査質問（主要項目）への回答が必要
か？
A. 5.
B. 25.
C. 95.
D. 100.
5. 乳児死において、嵌まり込み(Wedging)とは、
A. 顔または胸部が物の間、または物で圧迫されること
B. 舌が喉の奥に垂れること
C. 乳児を特定の姿勢に保つために、乳児に枕を当てること
D. 乳児をベビーベッドのバンパー・パッドの横に寝かせること
6. 乳児が成人のベッドで、2人の成人と就寝中に死亡したSUID様死亡例では、下記のいず
れが存在したか？
A. 子ども虐待
B. 育児怠慢
C. リスク要因またはストレス要因となった可能性
D. 不自然な死因
7.

SUID様死亡の乳児に関して、中毒とは、何を意味するか。
A. 血中アルコール・レベルが陰性
B. 水の過剰摂取
C. 乳児の家庭に処方薬があること
D. 乳児の体内に外因性の薬物が検知されることem.
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Appendix A
Sudden Unexplained Infant Death Investigation

SU ID I

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Maternal and Infant Health Branch
Division of Reproductive Health
Centers for Disease Control and Prevention
Atlanta, Georgia 30333

Reporting

Form

調査データ
死亡乳児情報

性:

男

人種:  白人

性

________________________ 名

女

生年月日

 黒人/アフリカ系

_____________________

症例番号

_____/_____/__________ 月齢________
年

月
日
 アジア系  インディアン/アラスカ系

住基ネット番号# ____________________

か月
ヒスパニック/ラテン系



____________

 その他

死亡乳児の現住所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____
インシデントの発生場所:
______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____

接触した目撃者の情報
死亡乳児との関係

 継親もしくは里親
性

 実母
 医師

 実父
 戸籍係

______________________________ 名

 祖母
 祖父
 その他: ______________________________________
住基ネット番号 #___________________

_________________________

自宅住所 ___________________________
職場住所 ___________________________

自宅電話番号 ___________________________

職場電話番号 ______________

生年月日 ______/______/__________
年

月

日

目撃者インタビュー
1 子どもの養育者ですか？

 はい

 いいえ

2 何が起こったか話してください： _____________________________________________________________________________________________

3 亡くなる24時間前に何かいつもと違ったりしたことがありましたか？

 いいえ

 はい_ 具体的に:

4 亡くなる72時間以内に転落したり損傷を負ったりしましたか？

 いいえ

 はい_ 具体的に:

5 子どもが最後に寝かされたのはいつ?

.................. ______ /______ /__________ ______ : ______ _____________________________

6 最後に生存が確認されたのはいつですか？

年

月

日

時間（24時間表記） 場所（部屋）

______ /______ /__________ ______ : ______ ______________________________
年

月

日

時間（24時間表記） 場所（部屋）

7 子どもを見つけたのはいつですか？..........................______ /______ /__________ ______ : ______ _____________________________
年

月

日

時間（24時間表記） 場所（部屋）

8 どうして子どもが生存していたことが確認されましたか？ _____________________________________________________________________
9 子どもはどこにいましたか−(P)寝かせた場所、(L)最後に生存を確認した場所、(F)見つけた場所 (P,L,Fに○をつける)
P L F 新生児用かご型ベッド

P L F 添い寝者の横

P L F カーシート

P L F 椅子

P L F 揺りかご

P L F 幼児ベッド

PLF床

P L F 成人の腕の中

P L F ボックススプリング

P L F マットレス

P L F ベビーサークル

P L F ポータブルの幼児ベッド

P L F ソファー/カウチ

P L F ベビーカー

P L F スイング

P L F ウォーターベッド

P L F その他：具体的に ___________________________________________________________________________________________
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目撃者インタビュー（続き）
10 子どもはどの姿勢で最後に寝かせましたか？

 座位  背臥位  側臥位  腹臥位
 不明
それは子どものいつもの姿勢でしたか？  はい  いいえ_ いつもの姿勢は？ ______________________________________________________________________
 座位  背臥位  側臥位  腹臥位
 不明
11 子どもの生存を最後に確認した際の姿勢は？
それは子どものいつもの姿勢でしたか？  はい  いいえ_ いつもの姿勢は？ ______________________________________________________________________
 座位  背臥位  側臥位  腹臥位
 不明
12 子どもを見つけた際の姿勢は？

いつもの姿勢は？ ______________________________________________________________________

それは子どものいつもの姿勢でしたか？  はい  いいえ_

 上向き

13 最後に寝かせた際の顔の向きは？

 下向き

14 最後に寝かせた際の首の向きは？

 頭を後ろにした上向き

15 最後に生存確認した際の顔の向きは？

 下向き

16 最後に生存確認した際の首の向きは？

 頭を後ろにした上向き

17 子どもを見つけた際の顔の向きは？

 下向き

18 子どもを見つけた際の首の向きは？

 頭を後ろにした上向き

19 子どもは何を着ていた？（例：Tシャツ、紙おむつ）

 右向き

 左向き

 顎を胸に付けた下向き 自然位

 横向き

 上向き

 右向き

 左向き

 顎を胸に付けた下向き 自然位

 横向き

 上向き

 右向き

 左向き

 顎を胸に付けた下向き 自然位

 横向き

________________________________________________________________

20 子どもはきつい服を着てたり布でくるまれたりしていた？  いいえ  はい_ 具体的に: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

21 使用していた毛布のタイプと枚数（敷き、掛けの両方）は？（子どもを包んでいた毛布を除く）：
なし

敷き寝具

なし

掛け寝具

枚数

_______
湯上り用おくるみ ......................................... 
_______
........................................ 
乳幼児用毛布
_______
......................... 
乳幼児用布団
_______

成人用布団/羽毛布団 ..................................
_______
成人用毛布 ................................................. 
_______
シーツ ............................................................ 
_______
....................................................... 
シープスキン
_______
............................................................ 
枕
_______
ゴムやプラスチックのシート......................... 
その他、具体的に：____________________________________

枚数

湯上り用おくるみ .........................................  _______
.......................................  _______
乳幼児用毛布
.........................  _______
乳幼児用布団
成人用布団/羽毛布団 .................................  _______
成人用毛布 .................................................  _______
シーツ ............................................................  _______
............................................................  _______
枕
その他、具体的に： ____________________________________

22 下記のうち死亡児の部屋で動作していた機器は？
 なし
 無呼吸モニタ
 加湿器

 噴霧器

23 死亡児のいた部屋の室温は？

 高温  低温  適温

 空気清浄器

 その他 __________________________

 その他 __________________________

24 下記のうち死亡児の顔、鼻、口の近くにあった物品は？

 バンパーパッド  乳児用枕

 動物のぬいぐるみ  おもちゃ  その他________________

 姿勢保持補助具

 おしゃぶり  なし

 その他 _________________________________________________________________

26 誰か死亡児と一緒に寝ていたか？
死亡児と一緒に寝ていた人物の名前

 おもちゃ  枕

 毛布

25 下記のうち死亡児の手の届く範囲にあった物品は？

 いいえ  はい_ その人物の名前などを下記に記せ
年齢

身長

体重

死亡児との位置関係

薬物使用、疲労等での能力低下は？

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
27 ウェッジング(どこかに嵌り込むこと)をきたしていたか？  いいえ  はい_ 具体的に: ___________________________________________

28 発見時子どもは息をしていた？

 していた  していなかった

息をしていなかった場合、子どもの息が止まるのを目撃した？

 いいえ  はい
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目撃者インタビュー（続き）
29 子どもの状態を確認しようと思ったのはなぜか？ ____________________________________________________________________
30 死亡児を発見した時の外観は？

不明いいえ はい 詳述し、部位を同定せよ
.............................................    _ ______________________________________

a) 顔/鼻/口周囲の変色

b) 分泌物(泡を吹いていた)
...................................................................... 

 

_ ______________________________________

c) 皮膚変色（死斑）

........................................................... 

 

_ ______________________________________

d) 圧痕（蒼白部位）

.............................................. 

 

_ ______________________________________

  

_ ______________________________________

e) 発疹や点状出（粘膜や結膜にも注意）

_ ______________________________________
g) その他................................................................................................    _ ______________________________________
f) 体のパターン痕（擦過傷or挫傷） .................................................. 

 

31 発見時子どもはどのような状態であったか？（該当項目すべてチェック）
 発汗あり
 体熱感あり
 冷たかった
 弛緩していた
 硬直していたf
 不明
 その他_具体的に:______________________________________________________________________________________
32 救急隊員以外の人物が蘇生を行おうとしたか？

 いいえ  はい_ いつ・誰が？

誰が _______________________________________________________________ _____ /______ /__________ ______ : _______
年

月

日

時間（24時間表記）

33 蘇生の一環として、何が行われたか述べてください：

34 親/養育者は、以前に突然の、予期せぬ子どもの死亡を経験しているか？

 いいえ  はい_ 説明せよ

死亡乳児の医学ヒストリー
1 死亡児の医学情報の情報源：
 母親/主たる養育者

 医師
 その他の医療従事者
 診療録
 その他の家族
 その他_______________________

2 死亡の72時間以内に子どもは下記の症状を呈していた？：
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

不明 いいえ はい
 
発熱 ..................................................... 

 
...............................
発汗過多
 
... 
傾眠傾向
 
.............. 
不機嫌/啼泣
 
............................. 
食欲低下
 
................................................ 
嘔吐
 
................................................. 
窒息

不明 いいえ はい
 
h) 下痢
............................................................ 

 
i) 便性変化
...................................................
 
j) 呼吸困難
............................................. 
 
k) 無呼吸
................................... 
 
l) チアノーゼ
................................. 
 
m) 痙攣
.................................... 
n) その他、具体的に ___________________________________

3 死亡の72時間以内に、子どもは損傷を負ったり、その他のなんらかの言及されていない状態があったか？
 いいえ  はい_ 具体的に ________
4 死亡の72時間以内に子どもは何らかのワクチン接種や、治療を受けていたか？
（家庭療法、漢方、処方薬、市販薬等すべてを含める）

 いいえ  はい_ 下記に記してください
ワクチン名や薬剤名

最後の投与量

投与年月日
年

月

おおよその時間
日

（24時間表記）

投与理由/
特記事項

1. __________________________

__________

______ /_____ /_______ ______:______ __________________________

2. __________________________

__________

______ /_____ /_______ ______:______ ___________________________

3. __________________________

__________

______ /_____ /_______ ______:______ ___________________________

4. __________________________

__________

______ /_____ /_______ ______:______ ___________________________

Page 3
APPENDIX A

231

死亡乳児の医学ヒストリー(続き)
5

子どもには下記の既往があったか？

不明 いいえ はい
  a
a) アレルギー（食物、薬物、その他）
........ 
b) 成長異常、過体重や体重増加不良
c)

d)
e)
f)
g)
h)

..... 

.......................... 
無呼吸
........................ 
チアノーゼ
......................... 
痙攣
................ 
心臓疾患
代謝疾患
......................... 
その他...................................................... 

















具体的に

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

a
a
a
a
a
a
a

6 子どもには何らかの先天異常があったか？  いいえ はい
具体的に： _______________________________________________________________________________________________

7 死亡児が最後に、並びにその１回前に医療機関にかかった際につき記載せよ：

(救急外来受診、診療所受診、病院入院、経過観察入院、電話問い合わせを含む)
最後の受診
____/ ____/ ____

a) 日付

月

年

b) 受診理由

........................

最後の一回前の受診
____ / ____ / _____

日

年

月

日

_________________________________________________________________________

c) 行われた治療 .............................. ___________________________________________________________________________________
d) 医師氏名

........................ ___________________________________________________________________________________

e) 病院/診療所名...........................

_________________________________________________________________________

f) 郵便番号....................................

_________________________________________________________________________

g) 住所

..................................... _________________________________________________________________________

h) 電話番号 .................................

_________________________________________________________________________

I) かかりつけであったか？ .........

_________________________________________________________________________

8 出生した病院名：

_____________________________________________________________________________________

郵便番号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
住所 _________________________________________________________________________
退院した日付

______ /______ /______
年

9 死亡乳児の出生時身長は？
10 死亡乳児の出生時体重は？

月

日

_____ インチ

or

_____ ポンド

_____ オンス

_____ センチメートル

or

_____ グラム

11 子どもは正期産であったか、早期産であったか、過期産であったか？
 正期産  早産 ̶何週であったか？ _______  過期産 ̶何週であったか？ _______
12 死亡時は単胎であったか、双胎であったか、品胎であったか、要胎かそれ以上であったか？

 単胎

 双胎

 品胎

 要胎かそれ以上

13 出産時に何らかの合併症があったか？（例：帝王切開だった、酸素投与を要した）
 いいえ  はい_具体的な合併症状につき記載 _________________________________________________________________________

14 病理医に警告すべき項目があるか？(以前の突然死の既往あり、新生児スクリーニング異常 など)
 いいえ  はい_具体的に _________________________________________________________________________________
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死亡乳児の食事歴
1 いつ、何時ごろ死亡乳児は最後に、哺乳、食事をとったか？
______ /______ /__________ ______ : ______
日
月
年
時間（24時間表記）
 No
2 死亡乳児に最後に食事を与えた人物の氏名は？ ______________________________________________________________

3 その人物と死亡乳児との関係は？ ___________________________________________________________________
4 死亡前24時間以内の食事や飲料は？
いいえ はい

不明

............ 

a) 母乳（片側/両方、哺乳時間）









b) 粉ミルク(製品名、水-例;はぐくみ、水道水) .. 
c)
d)
e)
f)
g)

......................................................... 
牛乳
水(ペットボトル、水道水、井戸水等）
............. 
その他の液体（お茶、ジュース等）.................. 
固形物................................................................ 
その他................................................................. 









具体的な製品名など

量

_
_
_
_
_
_
_

______ ｍｌ

_____________________________________

______ ｍｌ
______ ｍｌ

_____________________________________

______ ｍｌ
______ ｍｌ

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

5 死亡の24時間前までに何か新しい食品を食べたか？
 いいえ  はい_ 具体的に（内容、量、粉ミルクの変更、離乳食の開始等）

6 死亡児は寝かされる際に哺乳瓶と一緒に置かれた？
 はい  いいえ _ 質問 9 に飛ぶ
7 哺乳瓶には何かで支えをしていたか？（例：哺乳中に哺乳瓶を固定する器具が使われていた）
 はい _ 支えるのに使用されていたものは？
_____________________________________________________
______________________________________________________

8 哺乳瓶の中の液体の量はどのくらいであったか？
9 死亡は何の際に起きた？

 母乳の授乳中

 哺乳瓶での授乳中  固形物摂取中  食事中ではなかった

10 その他に、児の死亡に影響した可能性のある何らかの要因、状況、懸念される環境等はあるか？
（例：周囲の喫煙者の存在、拘束具の使用など）

 いいえ  はい _ 具体的には

______________________________________________________________________

在胎歴

1 死亡児の実母の情報：
性

____________________________________________

旧姓

____________________________________________

生年月日
現住所

______ /______ /___________
年

月

日

_______________________________________

住基番号 # _________-________-______________

_______________________________________
________________________________

上記住居にどのぐらいの期間居住しているか?

2

名

妊婦健診を初めて受診したのはいつか？
_____ 週時
_____ か月時 _________

______ と ______
年

か月

 未受診

以前の住所 ___________ ___________
都道府県

市区町村

 不明

3 どこで妊婦健診を受けていたか？（医師名、医療機関名、住所を記載せよ）
医師/健診者
病院/
____________________________________ 診療所名 ____________________________ 電話
氏名

( ____ ) _____________

______________________________ 住所 ___________________________
郵便番号 ____
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在胎歴(続き)
4 周産期に母親は医療ケアを受けていたか？
（例：妊娠高血圧、出血、妊娠糖尿病）



いいえ

 はい_ 具体的に _________________________________________________________________________________

5 死亡児の妊娠中に母親は何らかの損傷を負った既往はあるか？（例：自動車事故、転落）



いいえ

 はい_ 具体的に _________________________________________________________________________________

6 下記のうち、死亡児の妊娠中に母親が使用したものは？

不明 いいえ はい 常用していたか？

a) 市販薬
b) 処方薬
c) 漢方薬









不明 いいえ はい 常用していたか？


d) タバコ
e) アルコール 

f) その他













7 最近養育者の中で下記の者を使用していた者はいたか？
不明 いいえ はい 常用していたか？

a) 市販薬
b) 処方薬
c) 漢方薬









不明 いいえ はい 常用していたか？


d) タバコ
e) アルコール 

f) その他













インシデント現場の現場調査
1 インシデントや死亡はどこで起こった？ _____________________________________________________________________
はい
いいえ
2 そこは現住所であったか？
3 そこは、保育所やその他の子ども保育の場所であったか？
はい

いいえ

質問 8 へ

4 インシデントや死亡時に何人の子ども（18歳未満）が保育の場所にいたか？

5 何人の成人（18歳以上）が子どもの監督を行っていたか？ _______

_______ 人

人

6 保育所の認可番号と認可を行った機関は？
認可番号:

_______________________________ 認可機関：_________________________________________________

7 保育所の営業時間は？ __________________________________________________________________

8 インシデント・死亡のあった場所には何人が生活しているか？
子どもの数（18歳未満): _______ 人

成人の数（18歳以上): _______ 人

9 下記の冷暖房器具のうち使われていたものは？（該当するものをすべてチェック）
c セントラルエアコン
c エアコン
c シーリングファン
c 扇風機

c ガス暖房
c 電気暖房
c 電気ヒーター
c 電気ベースボードヒーター

c 暖炉
c 窓の開放
c 石炭暖房
c 薪ストーブ
c 灯油ファンヒーター
c その他a 具体的に_______

c 窓のファン

c 電気式天井暖房
c

c 不明

10 子どもが無反応状態で発見された場所の温度はどのように確認しているか？
________ サーモスタット設定温 ________ サーモスタットの表示確認 ________ 実際に室温測定

________ 外気温測定

11 インシデントや死亡があった場所の飲水源は？（該当項目すべてチェック）

c 水道水
c 井戸水

c ペットボトルの水
c 不明

c その他a 具体的に______________________________

12 インシデントや死亡があった場所は、下記の項目が認められていた：（該当項目すべてチェック）

c 昆虫が多かった
c タバコ臭かった
c Dampness
c 明らかに水が濁っていた

c カビが生えていた
c ペットがいた
c 塗装がはがれていた
c ネズミや害獣がいた

c 匂いがしていた a 具体的に ____________________
c アルコール類が多く保管されていた
c 麻薬用の道具があった
c その他a 具体的に______________________________

13 現場の全般的な外観につき述べよ：（例：散らかっていた、危険であった、人数超過状態であった）
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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調査要約
1 現場調査において、児の死亡に影響した可能性のある何らかの要因、状況、懸念される環境等があるか？

2 到着時刻 警察の現場到着: ______ : ______ 死亡調査官の現場到着: ______ : ______

調査者記入欄

時間（24時間表記）

子どもの病院到着: ______ : ______

時間（24時間表記）

時間（24時間表記）

遂行した事柄をチェック

 他の現場確認（報告書記載）
 検体/資料採取、証拠記録付け
 最近親者への検証結果通知

 人形を用いた再現
 カウンセリング記録の参照
 911通話記録確認

 写真やビデオ記録を行い注釈をつけた
 救急隊出動記録確認

一人以上の人物にインタビューを行っていた場合、情報に異なる点はあるか？

c いいえ
   c はい
 _ はいの場合、矛盾する情報につき、些細なことであれ記載せよ：

調査用略図
1 現場略図

2 乳児人体略図
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病理医向け要約
名前： _______________________________

事例情報

調査者の情報

所属機関: _____________________ 電話番号: ________________

調査日時: ______ /______ /__________ ______ : ______ 死亡宣告された日時: ______ /______ /__________ ______ : ______
月

年

死亡乳児情報

性:

性

男

日

女

人種:  白人

時間（24時間表記）

________________________ 名
生年月日

 黒人/アフリカ系

月
年
_____________________

_____/_____/__________ 月齢________
年

月
日
 アジア系  インディアン/アラスカ系



日

時間（24時間表記）
____________

症例番号

住基ネット番号# ____________________

か月
ヒスパニック/ラテン系



1 調査によって下記のいずれが該当すると示唆されたかチェックせよ：

診察

家族情報

死亡児の病歴

睡眠環境

はい いいえ















窒息(例、何かがかぶさった、何かに嵌り込んだ、チョーキング、口鼻異物、頸部圧迫、溺水）

















食事(例：離乳食の導入等）
(













ＳＩＤＳを除く自然死（例：先天異常、周産期合併症）

睡眠時かけものを成人、他の子ども、ペットと共用していた
睡眠環境の変化があった（普段とは違う姿勢、場所、かけもの）
高体温/低体温（例：かけものをかけすぎ、着せすぎ/着せなさすぎ、環境温が高すぎ/低すぎ）
危険な環境下であった（例：一酸化炭素、NOXガス、化学物質、薬物やその器具）
安全ではない睡眠環境（例：ソファー、ウォーターベッド、ぬいぐるみ、枕、柔らかいベッド）

最近の入院
何らかの診断が下されていた
ＡＬＴＥの既往（例：無呼吸、痙攣、呼吸困難）
診断はされていないが治療されていた。
転落やその他の損傷の既往
宗教的、文化的、民族的な民間療法

以前の同胞の死亡
以前の警察やソーシャルサービスの介入歴
組織や臓器の提供の申し出
剖検の拒否

  死亡前の蘇生治療
  外傷による死亡、毒物・薬物中毒死
  疑わしい状況
  その他、法医/病理医へ伝えておくべき事項
はい

の項目があれば、各々につき詳記せよ：.

調査者の見解

_
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

病理医情報
		

_______________________________________________________________________________________________________________

2 病理医の情報:
_ _____________________________________________________
名前 ________________________________________________ 所属機関

電話番号 ( _______ )_________-______________________ Fax ( _______ )_________-______________________
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SUDDEN UNEXPLAINED INFANT DEATHS

補足資料 B
突然の説明困難な乳児死亡事例調査の際に
必須の要因Top 25
法医/病理学者は全国的に、乳児死亡調査の際には以下の情報が、死因と
死亡様態の決定していく過程で極めて重要であると考えている。この現場/
事例情報は、司法解剖が行われる前に収集され、法医/病理学者に提供され
なければならない。

1. 事例の基本情報
2. 窒息があったか
3. 添い寝で掛け物を共有していたか
4. 睡眠環境の変化の有無
5. 高体温/低体温であったか
6. 環境上の危険(一酸化炭素、化学物質等)
7. 安全でない睡眠状況
8. 食事
9. 最近の医療医機関受診
10. 既往の医学診断名
11. ALTEの既往
12. 診断のついていない状態での医療ケア
13. 近々の転落や損傷の有無
14. 宗教・文化・民族的治療の有無
15. SIDS以外の内因死の病名
16. 同胞の死亡の有無
17. 警察や児童福祉サービスとの接触歴
18. 臓器・組織の提供の希望の有無
19. 剖検の拒否
20. ターミナル期の挿管管理の有無
21. 外傷（損傷）による死亡、中毒死であったか
22. 疑わしい状況の有無
23. その他の法医/病理学者に警告しておくべき事項
24. 状況についての説明（何が起きたか？）
25. 法医/病理医の情報(名前/組織/電話番号)
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用語解説
Accidental strangulation: A type of suffocation resulting from a constricted airway or the windpipe often
caused by strings, ties, and cords on toys, clothing, and household appliances.
Active listening: Listening attentively to what a person is saying by providing undivided attention and giving
feedback by repeating or paraphrasing what the speaker has said.
Algor mortis: The gradual cooling of the body following death.
Apnea: Temporary absence or cessation of breathing.
Asphyxia: A condition in which an extreme decrease in the amount of oxygen in the body accompanied by
an increase of carbon dioxide leads to loss of consciousness or death.
Aspiration: 1. The sucking of fluid or a foreign body into the airway when drawing breath.
2.  The taking of foreign matter into the lungs with the respiratory current.
Autopsy:  A medicolegal (forensic) autopsy is ordered by the coroner or medical examiner as authorized by law
with the statutory purpose of establishing the cause and manner of death and answering other medicolegal
questions. (See Postmortem.)
Birth mother: The individual who actually gave birth to the infant. Also referred to as the biological mother.
Blue sclerae: When the tough whites of the eyes (the fibrous outer envelope of tissue covering all of the
eyeball except the cornea) have a bluish tint.  
Bradycardia: Slowing of the heart rate.
CAD: Computer-aided dispatch.
Cardiopulmonary resuscitation (CPR):   A procedure whereby a victim who is not breathing or has no pulse
receives mouth-to-mouth breaths and chest compressions so that blood flow and oxygen exchange are
maintained.
Caregiver: Any person who is responsible for the care of the infant (e.g., a babysitter, a child care custodian,
or the mother).
Cause (of SIDS):  A condition or event directly responsible for the death of an individual infant.
Cause of death: The underlying disease or injury responsible for setting in motion a series of physiological
events culminating in death.
Child: A child (plural: children) is a young human. Depending on context, it may mean someone who is not
yet an adult or someone who has not yet reached puberty.
Choking: The interruption of breathing due to something stuck in an infant’s airway passages. Food, toys,
and other small objects that are easily lodged in a child’s small airway can cause choking.
Congenital anomalies: An abnormality that is present at birth (i.e., a birth defect).
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Coroner: A coroner may be a public official, appointed or elected, serving the population of a particular
geographic jurisdiction. His or her official duty is to make inquiry into deaths in certain categories as
dictated by state statute. About 25 percent of the U.S. population is served by elected coroners.
CPR (cardiopulmonary resuscitation): A procedure whereby a victim who is not breathing or has no pulse
receives mouth-to-mouth breaths and chest compressions so that blood flow and oxygen exchange are
maintained.
CPS: Child Protective Services.
Crepitance: This is the crackling or grating sound heard when broken bones are moved over each other.
Crib/cot death:  Synonyms for SIDS.
Cutaneous petechiae: Small pinpoint hemorrhages on body surfaces or in the conjunctivae (linings) of the
eyes.
Cyanosis: A bluish discoloration of the skin and mucous membranes resulting from inadequate
oxygenation of the blood.
DC: Death certificate.
Decedent: A person that has died (i.e., the deceased person).
Developmental milestone: A set of functional skills or age-specific tasks that most children can do within a
certain age range.
Diagnosis of exclusion: SIDS is known as a diagnosis of exclusion because it is reported as the cause of
death only as a last resort, when all other causes have been eliminated from consideration.
DOA: Dead on arrival.
DOB: Date of birth.
Drowning: Immersion in water that prevents the breathing in of oxygenated air because the lungs and airway
passages are engulfed in water or other fluids.
Electrocution: Deaths caused by electrical shock.
EMS: Emergency medical services.
EMS caller: The person who first called for emergency medical services, including an ambulance service, the
police, or the fire department rescue team.
EMS responder: The person who first responded on behalf of the emergency medical service agency.
Entry phase: The portion of an interview when you establish rapport by making the informant comfortable
and building his or her trust.
Enzyme(s): Any of numerous complex proteins that are produced by living cells and catalyze specific
biochemical reactions.
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Escape phase (or exit phase): Termination point of the interview; usually includes a final question that
sends a clear message that the interview is officially over. Important to end on a positive note and to
thank the interviewee during this phase.
Etiology: 1.  Assignment of a cause, an origin, or a reason for something.  2.  The science and study of the
causes or origins of disease.
Event phase: The portion of an interview which is intended to gather more detailed information; typically
using 3 key investigative techniques (1. active and passive listening, 2. using open-ended questions, 3.
using nonjudgmental questions).
Failure-to-thrive (FTT): A sign of unexplained weight loss or poor weight gain in an infant or child.
Father: The person serving as the father at the time of the incident.
Finder: The person who discovered the infant dead, unresponsive, or in distress.
Fine motor skills: The ability to move and control small muscles of the body (e.g., muscles in the hands,
fingers, and eyes).
First responder(s): The initial responding law enforcement officer(s) and/or other public safety official(s)
or service provider(s) arriving at the scene prior to the arrival of the investigator(s) in charge. The first
professional(s) who attempted to render aid when the unresponsive infant was found dead, unresponsive,
or in distress.
Florid retinal hemorrhages: Bleeding on the surface of the retina (visual receptor of the eye), which usually
results from extremely violent force to the head.
Forensic autopsy: An autopsy performed pursuant to statute, by or under the order of a medical examiner
or coroner.
Forensic pathologist: A physician who is certified in forensic pathology by the American Board of Pathology
(ABP), or who, prior to 2006, has completed a training program in forensic pathology that is accredited
by the Accreditation Council on Graduate Medical Education or its international equivalent or has been
officially “qualified for examination” in forensic pathology by the ABP.
Four-Domain Model: A model of detecting deception by describing domains or clusters of behaviors rather
than attaching a specific meaning to a single nonverbal or verbal display. The four categories are: 1.
comfort/discomfort, 2. emphasis, 3. synchrony, 4. perception management.
Galactosemia: An inherited metabolic disorder characterized by the deficiency of an enzyme that is
necessary for the metabolism of galactose. The disorder results in elevated levels of galactose in the
blood and, if untreated, can lead to mental retardation and eye and liver abnormalities.
Gestation: The period of fetal development from conception until birth (i.e., pregnancy).
G6PD deficiency (glucose–6–phosphate dehydrogenase deficiency):
A hereditary metabolic disorder affecting red blood cells, characterized by a deficiency of glucose-6phosphate dehydrogenase conferring marked susceptibility to hemolytic anemia, which may be chronic,
episodic, or induced by certain foods (as broad beans) or drugs (as primaquine), and that occurs especially

GLOSSARY

240

SUDDEN UNEXPLAINED INFANT DEATHS

in individuals of Mediterranean or African descent.
Gross motor skills: The ability to move and control large muscles or groups of muscles (e.g., muscles in
the arms, legs, torso, neck and head).
Growth monitoring: Documenting and tracking an infant’s weight, length, and head circumference over
time.
Height: A measurement taken in children older than 12 months with the child standing upright.
Hepatobiliary disease: Disease pertaining to the liver, bile, or bile ducts.
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act):  Federal law passed in 1996 to protect the
privacy of personal health information and improMve the efficiency of the healthcare system.
Homeostatic control mechanisms: Innate behaviors of an infant to automatically regulate body conditions,
such as temperature, oxygen and carbon dioxide levels in the blood, or heart rate.
Hyperthermia: Unusually high body temperature.
Hypostasis: The settling of blood in the lower part of an organ or the body as a result of decreased
blood flow.
Hypothermia: Abnormally low body temperature.
Hypoxia: A deficiency of oxygen reaching the tissues of the body.
Iatrogenic: Induced in a patient by a physician’s activity, manner, or therapy.
Infant: A child who is 0 to 12 months of age.
Initial responding officer(s): The first law enforcement officer(s) to arrive at the scene.
International Classification of Diseases, 9th Revision (ICD-9) and 10th Revision (ICD10): This is a guide
for the classification of morbidity and mortality information for statistical purposes published by the World
Health Organization.
Interrogation: A “controlled conversation” designed to elicit information from individuals who may have an
interest in being untruthful.  The purpose is to obtain information from an individual to determine whether
he or she was responsible for, or involved in, the matter under investigation.
Interview: A “planned conversation” with a specific goal in mind, where information is gathered from a
person who generally has no interest or motive in providing inaccurate information.
Intraosseous: Situated within, occurring within, or administered by entering a bone.
Investigator(s) in charge: The official(s) responsible for the crime scene investigation.
IV: Intravenous.
Jaundice: Yellowish discoloration of the whites of the eyes, skin, and mucous membranes.
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Jurisdiction: The limits or territory within which authority may be exercised.
Kinesic: The study of nonlinguistic bodily movements, such as gestures and facial expressions, as a
systematic mode of communication.
Language skills: The ability to understand language and to vocalize, babble, and ultimately say words.  
Last caregiver:  The person who was last responsible for the care of the infant when he or she was discovered
dead, unresponsive, or in distress (e.g., a babysitter, a child care custodian, or the mother).
Last witness: The person who last observed the infant alive or presumably alive in or near the area where
he or she was discovered dead, unresponsive, or in distress.
Length: A measurement taken with the infant lying down from the top of the head to the bottom of the heel
of the foot.
LKA (last known alive): The person who last observed the infant alive or presumably alive in or near the
area where he or she was discovered dead, unresponsive, or in distress.
Lividity: Following death, a large pooling of blood in parts of the body resulting in discoloration.
Livor mortis: Hypostasis of the blood following death, which causes a purplish-red discoloration of the skin.
Long QT Syndrome: Abnormality of the heart that can cause the heart to race and can lead to sudden
death.
Manner of death: A simple system for classifying deaths based in large part on the presence or absence
of intent to harm or violence, the purpose of which is to guide vital statistics nosologists to the correct
external causation code in the International Classification of Diseases. The choices are natural, accident,
homicide, suicide, undetermined, and, in some registration districts for vital statistics, unclassified.
Malnutrition: Poor nutrition, which can result from an insufficient, excessive, or unbalanced diet or from
inability to absorb foods.
Maple syrup urine disease (MSUD): An inherited disorder of metabolism in which the urine has an odor
characteristic of maple syrup; if untreated, it can lead to mental retardation and death in early childhood.
ME/C: Medical examiner or coroner.
Medical examiner: A medical examiner is typically a physician; hence the title. When acting in an official
duty, the medical examiner is charged, within a particular jurisdiction (typically at the county level), with
the investigation and examination of persons dying a sudden, unexplained, or violent death. The role of a
medical examiner differs from that of nonphysician coroners in that the medical examiner is expected to
bring medical expertise to the evaluation of the medical history and physical examination of the deceased.
Medicolegal death investigator: An individual who is employed by a medicolegal death investigation
system to conduct investigations into the circumstances of deaths in a jurisdiction.
Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MCADD): A rare hereditary disease that is caused by
the lack of an enzyme required to convert fat to energy.
Metaphyseal fractures: Fractures of the metaphysis (the growing part of a long bone).
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Motor skill: An action that involves the movement and control of muscles in a person’s body.
NCIC (National Crime Information Center): A computerized index of criminal justice information.
Neck compression: Compression of the neck can be brought about by any object or can result from
an unusual position such as may occur when a premature baby is placed in a car seat with poor neck
support.
Nonjudgmental questions: Questions that do not infer judgment in their tone or wording.
NOK: Next of kin.
Nonorganic FTT: Growth failure due to environmental neglect (e.g., lack of food) or other psychosocial
factors.  
Normal birth weight: An infant’s weigh at birth is five pounds, eight ounces or more, or greater or equal to
2,500 grams.
Occlude: 1. To cause to become closed; obstruct.  2. To prevent the passage of.
Open-ended questions: Questions that encourage people to tell a story in their own words; the opposite of
close-ended (i.e., yes/no) questions.
Organic FTT: Growth failure that is due to an acute or chronic disorder known to interfere with normal
nutrient intake, absorption, metabolism, or excretion.
Osteogenesis imperfecta: A hereditary disease marked by extreme brittleness of the long bones and a
bluish color of the whites of the eyes.
OTC: Over-the-counter medication.
Other responders: Individuals who are involved in an aspect of the crime scene, such as perimeter security,
traffic control, media management, scene processing, and technical support, as well as prosecutors, medical
personnel, medical examiners, coroners, forensic examiners, evidence technicians, and fire and rescue
officers.
Overlaying: Accidental suffocation in bed typically caused when the mother (or some other caregiver or
sibling) sleeps in the same bed as the infant and accidentally suffocates the infant by turning over onto the
baby while sleeping. The infant suffocates because he or she is unable to breathe through his or her nose
and/or mouth.
Passive listening: Listening that is mechanical or effortless and does not provide feedback (e.g., listening
to the radio).
Pathologist: A specialist in pathology; a physician who interprets and diagnoses the changes caused by
disease in tissues and body fluids.
Percentiles: Percent of the reference population the infant’s weight or length would be less than, equal to,
or exceed. For example, an infant whose weight is at the 5th percentile for age weighs the same or more
than 5% of infants his or her age and weighs less than 95% of infants his or her age.
Petechiae: Pinpoint hemorrhages or bruises. Petechiae are a frequent finding in autopsies of SIDS victims.
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Placer: The person who last placed the infant in or near the area where he or she was found dead.
Poisoning: Poisoning or intoxication is the inhalation or ingestion of poison or toxic substances or gases
such as carbon monoxide, noxious gases, chemicals, sprays, medications, and illicit drugs, which can
cause a blockage of the respiratory tract resulting in death.
Postmortem examination: An examination of the body after death, usually with such dissection as will expose
the vital organs for determining the cause of death or the character and extent of changes produced by
disease; an autopsy.
Preterm: Infants born before the end of the 37th week of pregnancy.
Primitive reflexes: Movements that we are born with and that we cannot control (e.g., startle reflex). These
reflexes go away in time and are replaced by movements that we can control.
Prone (sleep position): Sleeping on stomach. Evidence suggests that prone sleeping increases the risk
of SIDS.
Proxemics: Refers to intimate, personal, social, and public distances at which people stand or sit in
relation to another person(s).  
Pyloric stenosis: Pyloric stenosis is a narrowing of the pylorus, the lower part of the stomach through
which food and other stomach contents pass to enter the small intestine. When an infant has pyloric
stenosis, the muscles in the pylorus have become enlarged to the point where food is prevented from
emptying out of the stomach.
Rebreathing: The partial or complete inhalation of previously exhaled gases. The rebreathing of exhaled
gases is thought to occur when infants lay face down or prone (on stomach). A popular theory is that
stomach sleeping can increase an infant’s risk of “rebreathing” his or her own exhaled air, particularly if
the infant is sleeping on a soft mattress or with bedding, stuffed toys, or a pillow near his or her face.
Respiratory arrest: A condition in which breathing has stopped.
Respiratory distress: A condition in which breathing is difficult.
Resuscitative efforts: Any actions performed in an effort to resuscitate an infant.
Rigor mortis: Temporary rigidity of muscles occurring after death.
Rx: Prescription medication.
Sharing sleep surface: This practice involves a baby sleeping with others on the same sleep surface, such
as in the adult bed or on a couch. The term bedsharing should not be used interchangeably with the term
co-sleeping; the latter term should be avoided.
SIDS: Sudden infant death syndrome.
Social skills: The ability to interact with your environment and people around you.
SS#: Social security number.
Subdural hemorrhage (Synonymous with subdural hematoma): A collection of blood on the surface of the
brain that lies beneath the outer covering (the dura) of the brain and the brain’s surface.
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Sudden infant death syndrome (SIDS): The death of an infant less than one year of age that remains
unexplained after a thorough investigation of the death scene(s), complete forensic autopsy, and review of
the clinical history (i.e., a diagnosis of exclusion).
Supine (sleep position): Sleeping on back. Evidence suggests that supine sleeping reduces the risk of
SIDS.
Tachycardia: Heart rate that is more rapid than normal.
Term: Infants born at or after the end of the 37th week of pregnancy.
Thorax: The part of the human body between the neck and the diaphragm, partially encased by the ribs
and containing the heart and lungs; the chest.
Undernutrition: What happens when a person’s body does not get the nutrients it needs for good health or
cannot use the nutrients it gets.
Unk: Unknown.
Usual caregiver: The person responsible for providing the usual, ongoing care for the infant (e.g., changing
diapers and feeding).
Very low birth weight: An infant’s weight at birth is less than three pounds, five ounces or 1,500 grams.
Voluntary motor control: Movement that we can control.
Wedging: A form of asphyxia that occurs when the face or thorax is compressed, preventing respiration,
typically because of entrapment between two objects.
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