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二重轢き交通事故死司法解剖の問題点
1．バスおよび乗用車による歩行者死亡例
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Problems on Medico‑1egal Autopsy Cases in Double Traffic Accidents

1. A Case of a Pedestrian Hit by a Bus and an Automobile
in Succession
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検死，交通損侮

A

1はじめに

事件の概要

死亡者51糊

一般に単純な交通事故死は検死だけで処理され，解

被疑者

54歳男，37歳男

剖はされないが，櫟き逃げ事件および二重櫟き事件は

事件名

業務上過失致死および道路交通法違反被疑

司法解剖されるのが普通である。
長野県においても交通衷故の司法解剖例が増加の傾

向を示している。
とくに二重櫟き事件の死体は複雑な多数の損傷があ
り，いずれの車両がどの損傷を与えたか，いずれが致
命傷となったかなど，きわめて困難な闇題に対処しな

ければならない。
最近，二重櫟き事件の司法解剖を続けて経験したの
で，その問題点を考察する。

事件
解剖開始

15時27分

解剖終了 20時32分
状況 歩行者が国道19号線を横断中，大型観光パス
および普通乗用車と続けて接触し死亡した。
バス運転手は歩行者と接触後ただちに停車して，路

上に倒れた歩行春を助けおこそうとしたところへ，続
いて普通乗用車が走って来て，バス運転手はよけたけ
れども歩行者はそのまま乗用車と接触したという。
歩行看はパスとの最初の接触から意識がなく，普通

ll事件例1（信州法医解374）
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乗用車との接触後ただちに病院に運ばれたが，すでに

信州医誌Vol・32

バスと乗用車による二重櫟き事故
死亡していることが確認された。

などは認められなかった。

B鱗ll成績1）
1

2損傷について（図1）

死因について

本死体に認められた個々の損傷について部位および

本死体には頭部および顔面部に多数の擦過傷，打撲

性状を説明する。（カッコ内は足底からの高さを示す。）

傷，ないし擦過打撲傷があり，内部において頭蓋骨骨
折〔H1〕，脳クモ膜下出血および脳挫傷〔H

く以下において特別に認載したもの以外は，次のよ

6〕を生

うな所見があったものをいう。

じていて，これが直接の死因と考えられる。そのほか

「擦過傷」とは表面に赤褐色の表皮剥脱があり，皮

に背面には圧挫傷があり，内部において肋骨多発骨
折〔H2〕，心臓損傷〔H

3〕，右副腎破裂〔H

臓損傷〔H5〕，左肺破裂〔H

内に赤褐色きわめて薄層の出血が見られたもの。

4〕，膵

7〕，肝臓破裂〔H

r擦過打撲傷」とは表面に赤褐色の表皮剥脱があり，

8〕

皮内および皮下に暗赤褐色薄層の出血が見られたもの。

を生じていて，これらはいずれも放置すれば死因とな

「打撲傷」とは表面に淡青紫色の変色があり，皮下

り得る重傷である。ただし胸腔内および腹膣内の出血

に暗赤褐色薄層の出血があるもの。

が少量であることから，損傷後の生存期間はきわめて

「挫裂創」とは皮膚が挫裂して創縁は不整で創洞内

短いことが知られる。胸腹腔内臓器損傷のみでは，お

に架橋状組織があり創壁に暗赤褐色薄層の出血がある

そらく数分間以上は生存しえたことが推定される程度

もの。

なので，直接死因は脳クモ膜下出血および脳挫傷で，

「圧挫傷」とは表面に浅い陥凹があり皮下ないし筋

ほぼ即死状態だったことが考えられる。

肉組織に挫滅および暗赤褐色の出血があるもの。

これらのほかには死因となり得るような薯しい病変
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損傷部位一覧
A．頭部（1〜7） B．顔面部（1〜6） C．頸部（ナシ）
D．胸腹部（1〜2） E．背部（1〜4） F．上肢（FL1〜12， FR1〜13）
G．下肢（GL1〜7， GR1〜5） H．内部（1〜8）
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剥離して嚢状を呈するもの。〉

〔B6〕左頬部で，左外眼角の下方2．5cmの部を中

〔A〕頭部。

心に内上方から外下方に走る長さ4cm幅0．1cmの線

〔A1〕左側頭部に擦過打撲傷（図2）。左耳上端の

状擦過傷。（141cm）

上方5cmの部を中心に前後6cm上下5cmの大きさ

〔C〕頸部。損傷がない。

で，皮膚は骨から剥離はしていない。（151cm）（内部

〔D〕胸腹部。

に頭蓋骨骨折〔H1〕および外傷性脳クモ膜下出血お

〔D

よび脳挫傷〔H6〕を伴い，致命傷と判定。衝突傷推

1〕前胸部上端で左胸鎖関節の左上方2cmを

中心に上下1．5cm左右L5cmの擦過打撲傷，皮下に

定）
〔A2〜3〕左耳輪部の上端および中央に大豆大お

やや厚層の出血を伴う。（133cm）
〔D 2〕陰嚢前上部に粟粒大までの少数コの打撲傷

よび小豆大の2コの擦過打撲傷がある。（148，145cm）

が，1×1cmの範囲に散在する。左冶の精巣にも薄層

〔A4〕前額部左半で左眼窩上縁中央の上方4．・5c皿

の出血がある。

の部を中心に左右1，5cm上下1．5cmの2コの擦過打撲

〔E〕背部。

傷．（150，m）

〔E1〕背部の脊柱部で第2〜第7胸椎棘突起の右

〔A5〕前額部左端で左外眼角の上方4cmの部を
中心に右上から左下に走る長さ5cm

側2cmの部に上下11cm左右3cmの圧挫傷。（125cm）

rl］1．5cmの擦過

（繰圧傷推定）

打撲傷。（147．5cm）

〔E2〕背面において左肩甲骨外側から左上腕後側

〔A6〕左コメカミ部で左外眼角の外方4cmの部

にかけて上下8cm左右12cmの範囲に粟粒大紫紅色部

を中心に前後4cm上下5c皿の擦過打撲傷。（144cm）

〔A7〕前額部右半で右眼窩上縁中央の上方3cm

十数コが散在し皮下に筋肉挫滅および厚層の筋肉内出

血を伴う圧挫傷（図5，6）。（125cm）（礫圧傷推定）

を中心に左右6cm上下5cm大の擦過打撲傷。その下

〔E3〕左側胸部で腋窩の下方10cmの部を中心に

縁で限窩上縁ほぼ中央に一致して左右2cm，上下0・3
cm，深さ1．Ocmの挫裂傷（図3）。2針縫合されてい

上下6cm左右4cmの範囲に粟粒大までの紫紅色部数
コが散在し皮下に筋肉内出血を伴う圧挫傷。（112cm）

る。創縁に挫減がある。創底は骨に達する。右の眼窩

（礫圧傷推定）

上縁の骨には左右0，5cm，上下O．・5cmの擦過面があり，
黒色土砂様異物が陥入している。（147・5cm）（転倒傷
推定）

〔B〕顔面部。

〔E4〕殿裂において肌門の後上方3cmの部に上
下1。5cm左右0・5cmの挫裂創。（74cm）

〔FL〕左上肢。

〔FLI〕左上腕外側で肩峰の下方6・mの部を中心

〔B1〕鼻背，1甫聞で左内眼角の右やや下方2．5cm

セこ上下7cm前後6cmの打撲傷。（132cm）

を中心に上下左右1，5cmの擦過打撲傷。（142c皿）

〔B2〕鼻背中央で鼻尖の上方2．5cm左右O．5cm，

〔FL2〕左上腕後側下半で肘頭の上方10cmの部を

中心に上下10cm左右4cmの打撲傷。（117cm）

上下0．1cmの範囲および鼻尖の右半分で上下2cm，

〔FL3〕左肘関節の尺側に上下3cm前後4cmの打

左右1cmの範囲に擦過傷。（141cm）
〔B3〕右頬骨部で，右限裂中央の下方3cmを中

撲傷。（109cm）
〔FL4〕左前腕上端外側で肘頭の下前方5cmの部を

心に左右5cm，上下5cmの範囲に擦過打撲傷。（141

中心に上下3cm左右1．5cmの擦過打撲傷。（110．5cm）

cm）
〔B4〕右鼻翼から上1コ唇府半にかけて上下3．5cm，

〔FL5〕左前腕後側下端に上下5cm左右2．5cmの
擦過打撲傷。（88cm）

左右4cm大の擦過打撲傷があり，その中央に左君1．5

cm，上下1，5cm，深さ約1cmのT字状の挫裂創があ

〔FL6〕左手背で前傷の下僥側3cmの部に上下1，5

cm左右1．5cmの擦過打撲傷。

り口腔内に穿孔し口腔前庭に2×1cmの挫裂を生じ
ている。2針縫合されている。創洞内に土砂様の黒色

〔FL7〕左手背で〔FL5〕の中心から下尺側3cm
の部に上下0．5cm左右0．5cmの擦過傷。

異物極く少墨を容れる。（Z37．5cm）（転倒傷推定）

〔B5〕下口唇右半から噸部にかけて左右5cm，上

〔FL8〕左手背で第3〜5中手基節関節部にそれぞ

れ大豆大の擦過打撲傷。（82cm）

下4．5cmの擦過打撲傷，皮下にや・や厚層の出血を伴う。
（136cm）
80

〔FL9〕左第1中手骨上端部に上下2cm左右1．5

cmの擦過打撲傷。
信州医誌
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バスと乗用車による二重礫き事故

ぜ

図2

左側頭部の擦過打撲傷〔A1〕
（致命傷となった衝突傷）

図3

前額部右側の挫裂創〔A7〕
（転倒傷）

図4

外傷性脳クモ膜下出血および脳挫傷
〔H6〕（直接死因）
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図5

背部左側の圧挫傷

〔E2，3〕

図6

（礫圧傷）

背部左側の圧挫傷

〔E2〕（深部筋肉内出血）

〔FL10〕左第2中手基節関節部に粟粒大の擦過傷。
〔FLII〕左中指基節背面下端に蚤刺大擦過傷。

〔FL12〕左環指基節背面下端に左右0．5cm上下0．3
cmの擦過打撲傷。（77cm）
〔FR〕右上肢。

〔FR1〕右上腕中央外側で肩峰の下方15cmの部を

中心に上下2cm左右1cmの範囲に蚤刺大淡赤褐色表

〔FR4〕右手背上端に上下2．5cm左右4cmの擦過
打撲傷。

〔FR5〕右第2指中手基節関節背側に0．6×0．6cm，
0．2×0．2cmの擦過傷。
〔FR6〕右手背中央に0．3×0．3cmの擦過打撲傷。

〔FR7〕右手背で前創の下方1．5cmで中指の中手

基節関節部に上下1cm左右0．5cmの擦過打撲傷。

皮剥脱数コが輪状に配列する。（121cm）
〔FR2〕右前腕背側下端で尺骨の茎状突起の上方

1．5cmの部に左右1．5cm上下1cmの擦過打撲傷。
（85cm）

〔FR3〕右尺骨の茎状突起部に1×1cmの打撲傷。

（84cm）
82

〔FR8〕右小指中手基節関節部に1×1cmの擦過
打撲傷。

〔FR9〕右環指基節背面中央小指側に粟粒大擦過
傷。（79cm）

〔FR10〕右環指基節中節関節部背面に上下1．・5cm

左右0．5cmおよび上下1cm左右0．7cmの擦過打撲傷。
信州医誌
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〔FR11〕右小指基節中節関節部背面に上下1，5cm

の枝がある。

左右0．6cmの擦過打撲傷。

右側頭部で側頭骨と頭頂骨の縫合に沿って長さ8

〔FR12〕右前腕外側で肘頭の前下方8cmの部を

cmの亀裂骨折がある。これは頭蓋底ではトルコ鞍に

中心に上下3cm左右2cmの擦過傷。
〔FR13〕右上腕後側ほぼ中央に上下9cm左右6

達している。
頭蓋底の前頭蓋窩において，左視神経孔から前方に

cmの打撲傷。（112cm）

凸な弓状に走り右の大翼のほぼ中央を横切って中頭蓋

〔GL〕左下肢。

窩を前方に走る長さ約10cmの亀裂骨折がある。

〔GL1〕左大腿外側面ほぼ中央，前上腸骨棘の下方

脳硬膜外および硬膜下には，ほとんど出血がない。

15cmを中心として3×3cmの打撲傷。（73cm）

〔H

〔GL2〕左大腿で前上腸骨棘の下方25cmの部を中

2〕肋骨多発骨折。左側の各肋骨は次の各部位

においてそれぞれ完全骨折している。周囲に出血を伴

心に上下6cm左右8cmの打撲傷がある。（65cm）

う。胸腔内には左に約13ml，右に約7m1の出血がある。

〔GL3〕左大腿で前上腸骨棘の下方35cmの部を中

1：『…

心に上下10cm前後6cmの打撲傷がある。（53cm）

これら〔GL

2・

左側肋骨

3〕醐の内蹴筋肉と骨の問砿

左第1彌：

く鱗して15×5・mの獣の剥皮傷腿し・筋離 蝋、鵬
強く鰍して撚間およ倣下組欄に司旨麟蛤 左第3鵬
む暗赤色流動性厚層の出血がある。（櫟過傷推定）

左第4肋骨

〔GL4〕左下腿内側で踵の上方11〜15cmの部に3

左第5肋骨

コの粟粒大擦過打撲傷が，2．5cm，2．4cmの間隔で並

左第6肋骨

ぶ。その内部は5×5cmの剥皮傷となっている。（櫟
過傷推定）

前方で
胸骨からの距離

2cm，

6cm

lcm，9cm
3cm，

13cnユ

2cm，15cm

2cm

左第7肋骨
左第8肋骨

〔GL5〕左㈱で騰舗面上鼎・上下3，m左右

左第9鵬

2、mの打撲傷．（46、m）

麟10鵬

〔・L・〕齪背で第1趾の蝿節関負漸畔翻霧
米粒大の擦過傷。（3cm）
〔GL7〕左睡部でアキレス腱下端の直外方，足底の

〔H

上方5cmの部に米粒大の擦過傷。

〔GR5〕右足背で第1趾の中足基節関節背面に半
米粒大の擦過傷。（3cm）

〔H〕内部。

8cm

3〕心臓損傷。右心室前面左端中央に上下0．5

右1cmの出血，その右方1cmに上下0．3cm左右0，1

ある。いずれの挫裂も深さは約0．1cmである。
〔H

数十コが散在する。いずれもやや厚層の皮下出血を伴
〔GR4〕右膝部で膝蓋骨前面上端に上下3cm左右

2cm

2cm，12cm
lcm，10cm
lcm，14cm

cmの挫裂があり，周囲上下1cm左右1。5cmの出血が

それぞれ2×2cm大の範囲に粟粒大までの紫色の部

2cmの打撲傷。（45cm）

9CIエL

上下0．5・m左右・．1・m大の挫裂があり，上下2。m左

4cmに〔GR1〕，前上腸骨棘の後やや上方5cmに

う打撲傷。（90Cm）

3cm，

2cm，10cm
2cm，12cm

囲に暗赤褐色薄層の漿膜下出血，右心室前面左下端に

右大腿外側で殿部上外端，前上腸骨棘の上やや後方
〔GR2〕，前上腸骨棘の後やや上方8cmに〔GR3〕

Ocm
2cm
3cm

cm左右0．1cm大の挫裂があり，周囲1．5×0．7cmの範

〔GR〕右下肢。
〔GR1〜3〕右大膿llに3・の打撲傷・（90・m）

後方で
脊椎からの距離

4〕右副腎破裂。右副腎前面に2．5×0．5×0．5

cmの挫裂があり，その周囲10×10cmの範囲の軟部組

織聞に暗赤褐色やや厚層の出」直［がある。

〔H

5〕膵臓損傷。膵臓のほぼ中央で上縁に4×1

cmの範囲に赤褐色薄層の出血があり，その周囲3×

3cmの軟部組織間に暗赤褐色薄層の出血がある。
〔H

6〕外傷性脳クモ膜下出血および脳挫傷（図4）。

大脳および小脳にはほぼ全面にわたり外傷性脳クモ膜

〔H1〕頭蓋骨骨折。左側頭部で左外耳孔から上後

下出血がある。特に左右の側頭部に厚層で，断面に浅

方に走る長さ11cmの亀裂骨折がある。これは頭盤底

い脳挫傷が認められる。左半球の側頭部では脳表面も

では中頭蓋窩を内方に7cm走りトルコ鞍に達する。

やや挫滅状である。脳底部にはクモ膜下出血がなく，

1・ルコ鞍の左方3cmの部から前方に向かう長さ3cm

動脈瘤破裂を疑わせる所見はない。
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〔H7〕左肺破裂。左肺は萎縮状で，上葉外側面に

四肢の損傷は総合して重傷であるが，致命傷とはなら

3×0．1cm大の破裂，上葉の後側面に2．5×1・cmの破

ないと考えられる。すなわち，頭部に擦過打撲傷等を

裂，下葉前面に1．5×1．Ocm大の破裂がある。内部に

生じさせた車両が致命傷を与え，背部に圧挫傷を加え

出上血がある。

た車両がきわめて重傷を与え，四肢を櫟過した車両が

〔H8〕肝臓破裂。肝臓右葉上面ほぼ中央に前後

重傷を与えたことになる。
4 死後経過時間について
本死体において死斑は弱く発現していて指圧により

4．5cm左右0．5cm深さ0．5cmの挫裂がある。挫裂周
囲の実質は貧血状である。
腹腔内には計量でぎるほどの血液はないが，諸臓器

は出血で汚染している。
3

僅かに消槌する。死体硬直は全身の関節に中等度に発

現し・左右の足趾ではやや弱い・直腸温は24°C（室温

成傷機転について

10°c，外気温o°C）。眼球は硬度正常で眼角膜はほぼ

本死体に認められるすべての損傷はいずれも鈍器鈍

透明であった。これらの所見などから本死体は半日な

体の擦過ないし打撲により生じたものと考えられ，刃

いし1日を経過したと考えられる。

羅，銃器等によるものではないと認められる。いずれ

5

の損傷も自騨との接触による嫉，雛い礫過で生
じたものとして矛盾はない。

血液型について

鱗塒セ・心臓からは踏統分な血液カミ撚できな

かったので，胸腔内に貯溜していた」重旺液について，抗

本死体における内部損傷と外部損f笏との関係を考察

A，抗B，およびRho各血液型判定用血漕を用いて

すると，脳クモ膜下出血および脳挫傷〔H6〕ないし

凝集反応を行ったところ，赤血球の溶rtrLが著しく，反

頭蓋骨漸田・〕はとく畦倶願部曙しく，左側

応が棚瞭で，確実な判定はできなかったカミ，B，

面から頭部に加えられた外力により生じたと考えられ，

Rh十型と判定される結果を得た。

左側頭部の擦過打撲優〔A1〕がこれに相当する。ま

以上

た胸腹腔内臓器損傷〔H2〜5，7〜8〕は体の前面

にこれ，。相当す韻傷がなく漕都の圧脇〔E・〜
3〕に伴って生じたと考えられる。

皿考

察

本死体には多数の損傷があるが・各損傷の特徴から，

一般に自動車による損傷の特徴として，転倒傷は路

頭部，顔面部および胸部の損傷は衝突，転倒ないし車

面の土砂が食い込んでいることが多く，タイヤによる

体下面による圧挫により生じ，左大腿および下腿の損

櫟過傷は皮暦と筋肉が剥離して剥皮傷（デコルマン）

傷は車輪の櫟過により生じたものと考えられた。

となることが多いとされている。本死体では前額部右

側の挫裂創〔A7〕，上口唇の挫裂創〔B4〕は土砂

さらに多数の内部損傷のうちでは，外傷性脳クモ膜

下出血および脳挫傷（図4）がもっとも早く死因とな

の陥入が認められ，路面への転倒傷と考えられる。ま

ったと判断できた。また頭蓋骨骨折の形状が左側から

た左大腿部および下腿部の剥皮傷〔GL2，3，4〕はタ

の強い外力を示し，さらに大脳左側面に挫滅が見られ

イヤの櫟過により生じたと考えられる。さらに背部の
圧挫傷〔E1〜3〕は表皮には著しい損傷を残さず，

ることから，左側頭部の擦過打撲傷〔A1〕が致命傷
であり，これらは表面の滑らかな広い作用面による打

に内部において肋骨多発骨折を伴う諸臓器の損傷を生

撃と思われることから，バスによる最初の衝突が致命

じていることから，たとえば自動車下面による圧挫等

傷を与えたものと判定することができた。その後，歩

が考えられる。その他の頭部，顔面，四肢等の損傷は

行者がうつぶせに倒れたところをバス車体下面が背部

車体との衝突ないし転倒により生じたものと考えられ
る。

から礫圧し，その後に乗用車は四肢を櫟過したと推定
した。

これらの損傷が1台の車両との接触で生じるような

交通事故の検死にさいしては，各損傷について，衝

状況を想像することは困難で，2台以上の車両による

突傷，転倒傷，礫過傷などとして適合するかを判断し

可能性が高いと考えられる。
いずれの損傷も出血等の生活反応を伴い生前の損傷
と思われる。
致命傷は頭部，顔面の擦過ないし打撲傷であり，背

部の圧挫傷も致命傷となり得るきわめて重傷である。
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なければならないことがある。第1には，他の方法で
殺害した死体を遺棄して，交通事故にみせかけたもの
を否定するため，第2には加害者や回繋者の証言が事
実と適合するかの判断根拠とするためである。

本件でも全身に多数の損傷がみられた（図1）。た

信州医誌Vo1。32

バスと乗用車による二重礫き事故

とえば顧部の擦過打鵬のうち・左倶llの〔A・〕（図

者の搬状態もよいので帰宅させた後，急に状態が悪

2）など騨燦よる搬傷揃額部叡邨ρ〔A7〕

くなり，内灘裂，脂肪纏などが観さ泌という

（図3）は綱への転鵬と半u断できたカ㍉一般にはい

ようf・t3i・Jerk時鰹験翫る．本例ではとく曙部の圧

れずとも判定できな唄齢多いものである・そのよ

挫梛これに当たる（図・，・）．外表にはきわめて軽

うなときセ

Oは，「聯鯛のいずれでも成翻能で微媛色（鰍皮下髄）カ・あるだ胱のに課葡

lllる」などと明艦調しておくのカミよい潤儲の

肉砿い撫と厚層の出血があり佐伽すべての肋

諜をうの蓼して他の可能性を無視しないように心骨が骨折して・・た．・繊・・スの聯下面により櫟圧
掛ける必要がある。

されたものと考えられた。

交通事故による損傷の特徴として，外表の所見が軽
微でありながら，内都，とくに深部に重篤な挫滅，出

IV

血滑撚ど漣じていることが挙げられる2）3）・この

ことは，法騨欄題にかぎらず・臨床上にも臆し
なければならない．一通りの検査で異常がなく，被害
文

結

語

・・スおよび普願用軌よに蝶きされた歩儲

鯛潔剖例について洛損傷の鰍を報飢澗題

点を述ぺた。
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