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入浴時死亡

年齢分布（全例1,001例）

東京都監察医務院院長

福

永

（聞き手

龍

繁

山内俊一）

入浴時死亡についてご教示ください。
最近は、入浴時死亡にヒートショックという病名が使われるようですが、検
死で経験する入浴時死亡の大半は脱衣所と浴室の温度差による急激な血圧低下
による死亡のように思います。日本の検死制度は犯罪死以外の例では剖検によ
る死因確定はほとんどなされません。監察医務からみた死因についてご教示く
ださい。
＜愛媛県開業医＞

山内 福永先生、ヒートショックを
いうことでしょうか。
少しわきに置いて、先生が見られた場
福永 はい、基礎疾患のある例が大
合、あるいは学界的な立場で見た場合、 半を占めます。

福永 いえ、全くそういう病歴のな
い方でもお風呂でおぼれていますので、
病歴のない方の場合は何か温度変化の

とから末梢の血管が開き、血圧が下が
ってしまう。そして意識レベルが落ち
たところで湯船に沈んで水を飲んでし

入浴時の死亡というのはどういったか
たちで捉えられているのでしょうか。
福永 入浴中に、特に湯船の中で亡

山内 どのようなものが代表例でし
ょうか。
福永 高血圧、脳血管疾患の後遺症、

影響があるとか、あるいはアルコール
や薬物の関係があるのではないかとど
うしても疑います。

まうというのが溺死の機序ではないか
と思います。
山内 よくいわれるのは脱衣所が寒

くなる方というのは、高齢者、お年寄
りが多いという特徴があります。どう
しても入浴中にそれまで持っていた既
往症の病気が悪さをする。あるいは、
動脈硬化が進んでいて、温度の変化に

糖尿病、冠状動脈の硬化などが挙げら
れます。
山内 動脈硬化に関連したものと考
えてよいのでしょうね。
福永 既往症のある方は動脈硬化関

山内 やはりそういったものも入っ
てきてしまうのですね。
ヒートショックの話に戻りますが、
やはり温度差が体の循環系にかなりの
影響を与えるところまでは想像がつく

い、日本は特にそうなので、ここでキ
ュッと血管が締まった状態で、また暖
かいところに入って血管が開き、さら
に、特に日本人は長湯が多いようなの
で、入っているうちにだんだん意識が

ついていけない。そういうものが非常
に大きな因子として考えられます。
山内 基本的には何か基礎疾患があ
ると考えてよいようなケースが多いと

連が多いです。
山内 全体としてはこういった方々
がほとんどを占めると考えてよいので
しょうか。

のですが、お風呂の中で亡くなってし
まうという、そこまで持っていくのに
は何が考えられるのでしょうか。
福永 おそらく周囲の温度が高いこ

もうろうとなってきて、最後は溺死す
る、そういう認識でよいでしょうか。
福永 そうですね。末梢の血管が開
いてしまって血圧が落ちる、意識レベ
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発生月分布（全1,001例）

図３

発生場所

図４

（司法解剖２例を除く全例；999例）

表１

ルが下がる。どうしても水を飲みやす
くなる。水を全く飲んでいない入浴中
の死亡もありますので、そういう方は

すと1,200人ぐらいになりますが、浴
槽の中で水没して亡くなっている方が
1,000人いるということです。

もともとあった既往症が原因で亡くな
った純粋な病死だといえますし、意識
レベルがなくなって水を飲んだ方は病

山内 もちろん病院に運び込まれて
助かる方がいらっしゃいますから、非
常に大きな数と見てよいですね。

図５

事例の既往歴

疾患

事例数

高血圧
糖尿病
悪性腫瘍
虚血性心疾患
脳梗塞
高脂血症
認知症
不整脈・心房細動
パーキンソン病
腎不全

395
181
135
121
104
95
94
55
39
31

世帯構成

（家庭内での発生例；933例）

剖検例における溺水吸引の有無
（N＝550)

気を基盤にした溺水の外因が関与した
福永 そうですね。交通事故死より
死亡ということで、死体所見は随分変
も多いといわれています。
わってきます。
山内 日本人は温泉が好きですが、
山内 ちなみに、先生は東京ですが、 温泉はいかがでしょう。
東京ではどのぐらい入浴中の死亡事故
福永 温泉でも救急搬送されたり、

高血圧、動脈硬化性疾患、
動脈硬化の危険因子とされる疾患が多い。

＊溺水吸引の有無は剖検記録における溺
死肺の所見、気管・気管支内の微細泡
沫の所見の記載をもとに判断。

はあるのでしょうか。
福永 東京23区内で毎年約1,000人の
方が入浴中にお亡くなりになります。
山内 予備軍も含めると相当の数で
しょうね。
福永 脱衣所で亡くなる方を含めま

じですね。
福永 一般の家庭で起こっている頻
度よりは少ないのではないかと思いま
す。
山内 やはりほとんどが自宅で起こ

っている事故と見てよいでしょうか。
福永 23区内の場合は93％が自宅で
起こっています。
山内 先生方は、こういった方々が
運び込まれてきたときの剖検では、や
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意識がなくなって発見される方が多い
ですが、１人で入っていることが少な
いですから、早く発見されて、救急処
置で助かる方が多いと思います。
山内 そうすると、温泉に関しては
死亡事故にまでは至りにくいという感
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主要病理学的所見（N＝550）

表２

循環器病変の内訳（n＝300）

心肥大もしくは
冠状動脈狭窄

239

その他の心病変

11

脳血管病変
（脳出血、脳梗塞）
大動脈病変

46
4

表３ 病理学的所見が認められなかった事例
の薬毒物検査結果等（n＝198）
癲癇の既往歴

13

向精神薬検出

8

エタノール検出
上記以外

76
101

心病変が大半を占める。

全体の約２割の事例では溺水以外の明確
な所見が得られない。

い温度で入るのが好きだった、長時間
入るのが好きだったことが多いことか
ら、高温のお風呂に長くつかるのは危

湯船につかる日本ならではの非常に特
徴的な死に方ではないかと思います。
山内 お湯につかるというのはかな
りリスクが高いと見てよいのでしょう
か。
福永 そうかもしれません。
山内 あとは、北欧などで多いサウ
ナの後、水風呂というのがありますね。

はり肺に水があるかといったあたりの
ところを調べられるのでしょうか。
福永 まず肺に水が入っているかど

せん。熱中症、ヒートショックまでい
くと、ミオグロビン尿が出たりするの
ですが、軽度の湯あたりだと、単なる

険だということの証明だと思います。
山内 高温ですと、今の熱中症では
ないですが、体温が上がってくると見
てよいですね。
福永 上がります。

うか。水を吸引していますと、鼻や口
から水様液が出てきますから。あるい
はレントゲンを撮る、CTスキャンを

意識消失で一過性のものが多いのです。
そういう亡くなり方をされる方は、解
剖しても病理所見に乏しく、しかし水

山内 そうすると、ほとんど熱中症
的な感じの死亡原因になることも考え
られる。

こういったあたりの温度変化、逆のパ
ターンかもしれませんけれども、この
あたりはいかがなのでしょう。

福永 ヒートショックが多いと思い
ます。
山内 先ほどの話ではないですが、
ヒートショックといいますと、よく
我々は脱衣所の温度差が関係するので

福永 高齢者がそういう急激な温度
の変化を経験するというのは非常に危
険なことだと思いますし、日本のサウ
ナの中でもかなりの方がお亡くなりに
なっていますので、温度の変化には高

はないかと捉えていますが、例えば欧
米などでの報告はいかがでしょうか。
福永 欧米の場合はどうしてもバス
タブにつかるという習慣がないので、
こういう浴槽内で死亡したという論文
報告もあまり見当たりません。やはり

齢者は要注意。若い方でも、お酒を飲
んだ後、サウナに入ってお亡くなりに
なる方もいます。
山内 高齢者というのは実際には何
歳あたりが多いのでしょうか。
福永 60歳を過ぎた後が多くなりま

撮るなどして、まず水の吸引があるか
ないかを調べます。そして、窒息によ
る所見なのかを死斑の色調であるとか、
心臓血の性状でまず確認します。
山内 ヒートショック的なものと少
しニュアンスが違うかもしれませんが、
昔から「湯あたり」という概念があり
ます。これはどのように解釈されてい
るのでしょうか。
福永 「湯あたり」の現象を我々は
解剖で証明することがなかなかできま
20（900）
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を飲んでいるようなときは、おそらく
「湯あたり」。我々が病理所見では証明
できない死に方もあるのではないかと
思います。
山内 お風呂の温度がよく問題にな
りますが、これに関してはいかがでし
ょう。
福永 亡くなって我々が見ていると
きに、何度のお風呂に入っているかは
あまり死体からはわからないのですが、
ご家族の方から聞きますと、やはり高
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心臓血の性状でまず確認します。
山内 ヒートショック的なものと少
しニュアンスが違うかもしれませんが、
昔から「湯あたり」という概念があり
ます。これはどのように解釈されてい
るのでしょうか。
福永 「湯あたり」の現象を我々は
解剖で証明することがなかなかできま
20（900）
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を飲んでいるようなときは、おそらく
「湯あたり」。我々が病理所見では証明
できない死に方もあるのではないかと
思います。
山内 お風呂の温度がよく問題にな
りますが、これに関してはいかがでし
ょう。
福永 亡くなって我々が見ていると
きに、何度のお風呂に入っているかは
あまり死体からはわからないのですが、
ご家族の方から聞きますと、やはり高
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す。人口比でいきますと、70代、80代
が非常に危険なことが現れてきます。
山内 60歳代から始まって、一番多

山内 そのまま溺死するというケー
スもあるのですね。
福永 あります。

いのは70代、80代と見てよいのですね。
山内 そうしますと、けっこういろ
福永 そうです。
いろな原因が考えられるという前提な
山内 まれかもしれませんが、お風
のですね。
呂に入るときに、例えば転ぶとか、足
を滑らせたとか、そういったものも出
てくるのでしょうね。
福永 そういう方は打撲した跡が頭
皮下にあったり、あるいは腕や足のと

福永 そうです。お風呂で亡くなる
方の溺死は、純粋な病死から、病気の
関連した溺死、病気は全く関係ないの
だけれどもアルコールや薬物の関連し
た溺死まで、非常にバラエティに富む

ころに打撲痕などが残ることがありま
すので、転倒、お風呂の中で滑ったの

ものだと思います。
山内 どうもありがとうございまし

ではないかということを疑わせます。

た。
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ブラジル巡回診療

リオグランデドスール連邦大学教授

森口エミリオ秀幸

（聞き手

池脇克則）

森口エミリオ秀幸先生がボランティアで行っているブラジル日系人の巡回診
療について、どんな活動なのか、苦労されている点などをご教示ください。
（ブラジル連邦共和国リオグランデドスール連邦大学医学部大学院教授 森口
エミリオ秀幸先生に）
＜埼玉県開業医＞

池脇 実は私、森口先生を以前から
存じ上げていて、森口先生がブラジル
の日系人にボランティアで行っている

てこいといわれて、「いや、始めたば
かりだから帰れない」と、祖父は残っ
てブラジルの医学部に入り直して続け

巡回診療をご紹介できてうれしく思っ
ています。
「ブラジルの日系人の巡回診療」に

ました。1960年代にそろそろ体調もよ
くないからと父を呼び寄せ、父が1971
年から診療を続けて、私は当然一緒に

ついて、まずこれはいつぐらいから始
まったのか、そのあたりから教えてく
ださい。
森口 巡回診療はブラジルで1930年
に私の祖父の細江が始めました。当初、

日本から行きまして、1977年に医学部
に入った途端に、それから夏休みに父
と一緒に巡回診療をするようになりま
した。父と一緒にやっていたのが10年
ぐらい前までです。2007年からはずっ

日本政府から派遣されて、３年間の契
約で行ったのですが、当時、ジープで
サンパウロからアマゾンのほうを回っ
て、南はアルゼンチン、ウルグアイの
国境まで行って、ブラジルをちょうど
１年間で１周、３周したところで帰っ

と一人で続けています。
池脇 おじいさまの代から、かれこ
れ80年ぐらいでしょうか。お父様が呼
び寄せられたときに、先生はたしか９
歳だったそうですね。
森口 ９歳でブラジルに渡りました。
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