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平成 29年度 山口県医師会警察医会総会
と　き　平成 29年 8月 5日（土）15：00 ～ 16：20

ところ　山口県医師会 6階大会議室

[ 報告 : 長門市医師会／山口県医師会警察医会会長　天野　秀雄 ]

　平成 29年度山口県医師会警察医会総会が、県

医師会の弘山常任理事の司会により開催された。

開会挨拶
河村康明 山口県医師会会長　この警察医会は平
成 18 年に発足し、約 10 年を経ました。山口大

学の藤宮先生を始めとする法医学教室の先生方に

は毎年開催する研修会でご講演いただき、また、

県警察の方々にもいろいろとご協力いただきお礼

申し上げます。それから天野先生には、警察医会

の会長としてご尽力をいただき感謝申し上げま

す。

　この警察医会は、日本医師会を中心として全国

組織をつくることが進められていますが、なかな

か進んでいません。中国四国ブロックの中でも連

絡会議ができればと思っていましたが、これもな

かなか上手くいきません。山口県では、県医師会

内に警察医会があることから、警察医やその他と

の連携がある程度できていますが、地域によって

は医師会とは別の組織であるために、連携・まと

まりがないようです。最終的には、日本医師会内

に全国組織の警察医会ができることが、全体を見

渡せて良いと思っています。

　これからも、われわれ県医師会も頑張っていく

ので、ご協力をよろしくお願いします。

天野秀雄 山口県医師会警察医会会長　非常に暑
い中、ご参加いただきありがとうございます。

　山口大学法医学教室の藤宮教授、姫宮講師、県

警察本部からは横道刑事部長、進藤統括検視官に

もご臨席をいただきありがとうございます。

　河村会長からご挨拶があったとおり、平成 18

年6月にこの会を発足して丸11年が経ちました。

当初の目的は学術的なことや手技を学ぶことでし

たが、その後、警察医間、警察や大学との親睦も

必要ということで、研修会を年 2回、懇親会を 1

回開催させていただいており、県医師会執行部の

先生方に感謝申し上げます。

　この警察医会の活動が活発になったのは、3.11

の東日本大震災以降で、装備の整備を進めるとと

もに、関係者と顔の見える関係と場をつくってい

くことになりました。そして、毎年秋に県警察学

校で合同訓練が行われており、警察をはじめ海保、

自衛隊、消防、歯科医師会、医師会が参加してお

り、昨年は7名の警察医に参加いただいています。

今年は 10 月 12 日に秋穂総合庁舎で開催される

ので、ぜひご参加ください。

　最後に、いつも申し上げることですが、会員皆

さんの協力なくしてはこの会は運営ができません

ので、今後とも引き続きご指導・ご鞭撻いただき、

この会がますます発展していくようご協力のほど

よろしくお願いします。

来賓挨拶
横道宏明 山口県警察本部刑事部長　山口県医師
会警察医会総会の開催にあたり一言ご挨拶を申し

上げます。

　まず、ご参会の山口県医師会の河村会長、山口

県医師会警察医会の天野会長をはじめ、県医師会

警察医会の諸先生方には、平素から異状死体の検

案はもとより、警察業務の各般にわたり格別のご

理解とご支援を賜っており、厚くお礼を申し上げ

ます。

　また、長澤英明 先生におかれましては、長年

にわたる検死業務への多大な貢献により今年 7

月 3日、警察庁長官表彰を受賞されましたこと

を併せて、この場を借りて披露させていただきま

す。誠におめでとうございます。
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　さて、異状死体の検案につきましては、高度腐

敗等の悪条件下や、深夜・休日におけるプライベー

トの時間帯も多いところでありますが、皆様方に

は快く引受けていただき、大変感謝しております。

　本年６月末時点で、山口県警察が取り扱った県

内の異状死体は 1,106 体で、高齢化と独居化の

進行を反映して増加傾向にあります。今後は、約

20 年後を目途に死者数がピークとされる多死社

会を迎えることとなり、検視を取り巻く情勢はよ

り一層厳しいものとなることが予測されていま

す。さらに、高齢者の検視と言えども、徘徊に

よる屋外での死亡事案などは死因特定や犯罪性の

判断が極めて困難であり、解剖を必要とする場合

が多く、山口大学の藤宮教授をはじめ、法医学教

室の先生方にはご多忙の中、休日を問わず、ご遺

族の心情に配慮して快く引き受けていただいてお

り、重ねて感謝とお礼を申し上げます。

　一方、7月に発生しました九州北部地方におけ

る豪雨災害にみられるように、多数の死者を伴う

大規模災害はここ山口県内においても、いつ発生

するか予測が不可能であり、県警察としては、警

察医会の先生方をはじめ、多くの関係者の方々に

参加いただき、毎年、検視・遺族対策合同訓練を

行っているところであります。引き続きご協力を

お願いします。

　県警察としましては、今後も犯罪死の見逃しを

防止していくために、検視官を各現場へ臨場させ、

的確な検視業務を推進していくこととしています

が、死因を究明するためには、何よりも諸先生方

の高度かつ専門的な知識とお力添えが不可欠であ

りますので、今後ともご指導とご協力を重ねてお

願い申し上げます。

　最後になりますが、本会のますますのご発展と、

皆様方のご健勝・ご活躍を心から祈念いたしまし

て私の挨拶といたします。

来賓紹介
山口大学大学院医学系研究科法医・生体侵襲解析

医学分野（法医学教室）教授　藤宮　龍也 先生
山口県警察本部刑事部長　　　　  横道　宏明 様
　　　同　　　刑事部統括検視官  進藤　常範 様

議事
　議長は会則により、警察医会長の天野が務めた。

1. 平成 28 年度山口県医師会警察医会事業報告
警察医会副会長　藤政　篤志

1. 総　会

　日時　平成 28年 8月 6日（土）

　　　　　　　　　　午後 3時～午後 3時 20分

　場所　山口県医師会 6 階 大会議室

　

2. 役員会

・第 1回

　日時　平成 28年 5月 19日（木）

午後 4時 10分～

　場所　山口県医師会 6 階 第 3会議室

　議題　

　　1. 平成 27年度事業報告案について

　　2. 平成 28年度事業計画案について

　　3. 平成 28年度総会（8月 1日）について

　　4. 研修会について

　　5. その他

・第 2回

日時　平成 28年 8月 6日（土）

　　　　午後 2時 30分～午後 3時（総会前）

　場所　山口県医師会 6 階 第 3会議室

　議題　

　　1. 総会の議事進行について

　　2. 次回研修会及び懇親会（2月 4 日）につ

　　　いて

　　3. その他

・第 3回

日時　平成 29年 2月 4日（土）

　　　　午後 3時～（第 20回研修会前）

場所　ホテルニュータナカ

議題　

　　1. 第 20 回研修会及び懇親会について

　　2. 平成 29年度山口県医師会表彰の推薦につ

　　　いて

　　3. 報告：多数の死者を伴う大規模災害発生

　　　時における警察、医師会、歯科医師会、自
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　　　衛隊との検視・遺族対応合同訓練［第 5回］

（平成 28年 11月 20日）

　　4. 次回研修会について

　　5. その他

3. 研修会

・第 19回　

　日時　平成 28年 8月 6日（土）

　　　　　午後 3時 20分（総会終了後）

　　　　　　～午後 4時 50分

　場所　山口県医師会 6 階 大会議室

　講演　「検案における感染症の危険性」

　　　　京都府立医科大学 大学院医学研究科 

　　　　　法医学教室教授　池谷　　博 先生

　受講者　60名（医師 25名、警察 13名、

　消防 8名、海保 14名）

・第 20回

　日時　平成 29年 2月 4日（土）

　　　　　午後 4時～午後 5時 50分

　場所　ホテルニュータナカ 2 階　平安の間

　報告　「県警察本部からの報告」

 　　　　　 山口県警察本部刑事部捜査第一課 

検視官　石田　良介 氏

　講演　「死体検案特論―事例を中心に―中毒・

　　　　　環境異常 2」

　　　　山口大学大学院医学系研究科

法医学講座教授　藤宮　龍也 先生

　受講者　51名（医師 28名、歯科医 1名、

警察 10名、消防 1名、海保 11名）

4. 警察医会会員の意見交換会

　日時　平成 29年 2月 4日（土）

　　　　　第 20回研修会終了後

　場所　ホテルニュータナカ 2 階　平安の間

5. 平成 29 年度山口県医師会表彰規程（地域社会

　貢献）による被表彰者の推薦

　　相川　文仁 先生（吉南）

　　周防　　拡 先生（防府）

　　

6. その他

・多数の死者を伴う大規模災害発生における警察

　　医、医師会、歯科医師会、自衛隊との検視・

　　遺族対応合同訓練（第５回）

　　　平成 28年 11月 10日

　　　　（天野医会長、相川、周防、八木、

延谷、眞宅、嶋田）

・平成 28 年度都道府県医師会「警察活動に協力

　  する医師の部会（仮称）」連絡協議会・学術

　   大会　平成 29年 3月 12日

（天野医会長、河村県医会長、香田県医理事）

　議長が事業報告について質問を求めたが、会場

からは質問はなかった。

　また、平成 28年度山口県医師会警察医会事業

報告は出席者全員の拍手をもって承認された。

2.平成29年度山口県医師会警察医会事業計画（案）
警察医会会長　天野　秀雄

1. 総　会

　日時　平成 29年 8月 5日（土）

　　　　　午後 3時～午後 3時 20分

　場所　山口県医師会 6 階 大会議室

2. 役員会

・第 1回

日時　平成 29年 5月 11日（木）午後 3時～

    場所　山口県医師会 6 階 第 2会議室

・第 2回

　日時　平成 29年 8月 5日（土）

　　　　　午後 2時 30分～午後 3時（総会前）

　場所　山口県医師会 6 階 第 3会議室

・第 3回

　日時　平成 30年 2月 10日（土）

　　　　　午後 3時～（第 22回研修会前）

　場所　ホテルニュータナカ

3. 研修会

・第 21回　

　日時　平成 29年 8月 5日（土）
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午後 3時 20分（総会終了後）～

　場所　山口県医師会 6 階 大会議室

　講演　「予防医学としての死体検案」

　　　　  　滋賀医科大学社会医学講座

　　　　　法医学部門教授　一杉　正仁 先生

・第 22回

　日時　平成 30年 2月 10日（土）午後 4時～

　場所　ホテルニュータナカ 2階　平安の間

　報告　「県警察本部からの報告」

　講演　「死体検案特論－事例を中心に－（8）

　　　　　中毒・環境異常 3」

　　　　   山口大学大学院医学系研究科

　　　　　法医学講座教授　藤宮　龍也 先生

4. 警察医会会員の意見交換会

　日時　平成 30年 2月 10日（土）

（第 22回研修会終了後）

　場所　ホテルニュータナカ 2階　平安の間

5. 平成 30年度山口県医師会表彰規程（地域社会

　貢献）による被表彰者の推薦

6. その他

・多数の死者を伴う大規模災害発生における警察

　　医、医師会、歯科医師会、自衛隊との検視・

　　遺族対応合同訓練（第 6回）

　　　日時　平成 29年 10月 12日（木）

午後 2時 30分～

　　　場所　秋穂総合庁舎

　議長が事業計画（案）について質問を求めたが、

会場からは質問はなかった。

　また、平成 29年度山口県医師会警察医会事業

計画（案）は出席者全員の拍手をもって承認され

た。

　

3. 警察医会役員について
警察医会会長　天野　秀雄

　議長より、警察医会役員について、次のとおり

説明した。

　これまで警察医会役員の副会長を務められてい

た松井 健 先生が今年３月 31 日付けで医師会を

退会された。副会長の後任については、現在の任

期の間（来年３月まで）は空席とし、来年４月か

らの任期で、新たな副会長を指名したい。来年４

月からの役員については、来年度の総会で報告さ

せていただきたい。

山口県医師会警察医会役員

　　会　長　天野　秀雄

　　副会長　藤政　篤志

　　理　事　竹内　　憲

　　　　　　山本　一成

　　　　　　長澤　英明

　　　　　　小倉　　寛

　　　　　　弘山　直滋

　　　　　　萬　　忠雄

　　　　　　香田　和宏

　　　　　　山下　哲男

　　顧　問　木下　敬介

　このことについて、出席者全員の拍手を持って

承認された。

　以上をもって、平成 29年度山口県医師会警察

医会総会は無事終了した。

　総会に引き続き、山口県医師会警察医会第 19

回研修会が開催された。

講演
 「予防医学としての死体検案」
　   滋賀医科大学社会医学講座法医学部門 

　教授　一杉　正仁 先生

※講演の内容は、後日、本会報に掲載予定。


