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４　沿　　革

　東京都監察医務院は、昭和23年3月21日に開院され、今年で74年目を迎えた。

　終戦直後の昭和20年11月18日付朝日新聞は“始まっている死の行進”との見出しで全国主要都市

の飢餓状況を報道した。特に、上野駅周辺の薄暗い地下道では、多くの人々が飢えと寒さから虚脱

状態となり、これと非衛生的な環境が重なって、餓死者が続出していると、書かれた。

　これが、連合軍総司令部の目にとまって、このような人々の死を死因究明もせず、簡単に警察や

区役所の手で、栄養失調、飢餓死などとして片付けているのは、政策上問題がある、との判断から

こうした変死者の死因調査の方法として、アメリカで実施しているMedical Examiner's Systemが導入された。

　これが当院開院のきっかけである。

昭和20年11月18日 朝日新聞に“始まっている「死の行進」餓死はすでに全国の街に”の見出しで、
全国主要都市の飢餓状況が報道される。

昭和21年４月１日 連合軍総司令部から東京都への申し入れの結果、東京都において、「東京都
変死者等死因調査規程」を制定。東京都民生局長（現福祉保健局長）の主管
の下に東大、慶大に委嘱して我が国最初の監察医務業務開始

昭和21年８月１日 東京都監察医立川駐在所を立川市錦町、非現業共済組合立川病院内に開設、
監察医と事務員各1名常駐

昭和21年12月11日 総司令部公衆衛生福祉部より厚生省医務局長へ「監察医局の設置」に関する
覚書がきて各主要都市に監察医を任命配置するよう指令

昭和22年１月17日 勅令第542号に基づく厚生省令「死因不明死体の死因調査に関する件」公布
監察医制度が東京に続いて大阪、京都、横浜、名古屋、神戸、福岡の七大都
市に広げられ、各都市の医科大学がその業務を委嘱された。

昭和23年１月26日 帝国銀行椎名町支店青酸中毒事件発生。死者12名の検案実施

昭和23年３月21日 東京都監察医務院開院。水野礼司、初代院長に就任（～昭和30年６月30日）

昭和24年６月10日  「死体解剖保存法」公布、同年12月10日施行

昭和24年10月21日 立川駐在所廃止。以後、監察医務の実施地域は、区の存する地域のみと改め、
現在に至る。

昭和24年12月９日  「監察医を置くべき地域を定める政令」が公布され、翌12月10日に施行。実施
地域が、東京都23区、大阪、京都、横浜、名古屋、神戸、福岡と定められた。

昭和25年５月27日　　「東京都監察医務規程」公布

昭和28年10月３日　　第９回日本法医学会関東地方集団会主催

昭和29年１月２日 皇居参賀に伴う二重橋事件発生。死者16名の検案実施

昭和30年８月１日　　向島花火問屋火災爆発事故発生。死者14名の検案実施

昭和30年10月１日    須賀井正謙、第２代院長就任（～昭和36年11月30日）

昭和33年９月15日 昭和21年以来、急頓死の死因究明につとめ、伝染病の早期発見、ペニシリン
等のショック死の病理解剖学的研究に成果をあげ、保健衛生の向上に貢献し
た功績により、厚生大臣表彰受賞

昭和33年９月15日 昭和21年以来、 都民の治安に関与し、公衆衛生の向上に尽力した功績により、
第10回保健文化賞受賞

昭和36年12月１日 吉村三郎、第３代院長就任（～昭和47年７月24日） 

昭和37年５月３日　　三河島列車衝突事故発生。死者160名の検案を行う。

昭和37年５月22日 三河島列車衝突事故の際、多数の死者の検案を通して、警察の事故処理に協
力した功労により、警視総監賞受賞

昭和37年11月11日　　第26回日本法医学会関東法医懇談会主催

昭和38年１月24日 深川ガス管破裂による火災発生。死者６名の検案実施

昭和39年７月15日　　大井宝組倉庫火災爆発事故発生。死者19名の検案実施

昭和41年２月４日　　全日空機墜落事故発生。死者133名の検案実施

昭和41年３月４日　　カナダ太平洋航空機墜落事故発生。死者64名の検案実施

昭和41年７月11日　　全日空機墜落の際、多数の死者の検案、解剖に従事し、積極的に協力した功
績により、海上保安庁長官賞受賞

昭和43年７月 庁舎改築 
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昭和47年７月25日　　越永重四郎、第４代院長就任（～昭和59年11月30日）
昭和49年５月18日　　平素から犯罪捜査など、警察活動に多大の貢献。警視庁創立百年に当たり、

警視総監賞受賞

昭和49年８月30日　　三菱重工株式会社爆発物仕掛けによる事故発生。死者７名の検案実施
昭和57年２月８日    ホテルニュージャパン火災事故発生。死者33名の検案実施
昭和57年２月９日 日航機羽田墜落事故発生。死者24名の検案実施
昭和57年10月23日 第 51 回日本法医学会関東地方会主催
昭和59年12月１日 上野正彦、第５代院長就任（～平成元年８月31日）
昭和60年７月12日  「監察医を置くべき地域を定める政令」の一部改正（京都市・福岡市が削除）
昭和61年10月１日 自衛隊施設内で発見した死因不明死体の措置について、「監察医務に係る東

京都監察医務院と自衛隊警務隊との覚書」を交換、施行する。
平成元年９月１日 石館敬三、院長事務取扱就任（～平成２年３月31日）
平成２年４月１日 岡嶋道夫、第６代院長就任（～平成５年３月31日）
平成２年５月26日 志村第一化成工業爆発事故発生。死者６名の検案実施
平成５年４月１日 庄司宗介、第７代院長就任（～平成10年４月１日）
平成５年11月13日 第１回公開講座「突然死を考える」開催

演題「監察医務院の歩み」「東京都23区の高齢者の死亡の実態」「突然死の
予知と予防」

平成６年10月29日 第２回公開講座「突然死を考える」開催
演題「脳の病気と突然死」「比較的若年者の心臓突然死」「救命医療の現場から」

平成７年３月20日 地下鉄サリン事件発生。死者12名の検案実施

平成７年４月１日    監察医制度実施５都府県連絡会議発足（会則施行）

平成７年10月14日 第３回公開講座「突然死を考える」開催
演題「災害死の変遷」「入浴中の突然死」「中高年者の心疾患」

平成８年10月12日 第４回公開講座「突然死を考える」開催
 　演題「高齢者の突然死」「高齢者の病気の特徴と予防」

平成９年10月４日    第66回日本法医学会関東地方会主催

平成９年10月５日 第５回公開講座開催
 　「監察医制度施行50周年記念シンポジウム」

平成10年４月２日 勾坂馨、第８代院長就任（～平成 13 年３月 31 日） 

平成10年７月  「東京都監察医務院50年史」発行

平成10年10月３日 第６回公開講座開催
  　演題「胸痛を伴わない心臓死」「高齢者の外因死」

平成11年10月30日 第７回公開講座開催
  　演題「監察医行政の現状と展望」「突然死の前ぶれ」

平成12年10月21日 第８回公開講座開催
  　演題「東京都23区における自殺」「スポーツ中の突然死」

平成13年４月２日 三澤章吾、第９代院長就任（～平成16年３月31日）

平成13年９月１日 新宿歌舞伎町ビル火災事故発生。死者44名の検案実施

平成13年10月20日 第９回公開講座開催
  　演題「監察医走る」「監察医から見た高齢者問題」

平成14年11月30日 第10回公開講座開催
  　演題「監察医務院って何だろう？」「恋と自殺」

平成15年10月25日 第11回公開講座開催
  　演題「飲酒と異状死」「あなたは誰ですか？」

平成16年１月５日 持込検案開始

平成16年４月１日 福永龍繁、第10代院長就任（～平成 31 年３月 31 日）

平成16年10月23日 第12回公開講座開催
 　演題「薬毒物と死」「身近な突然死と監察医制度」

平成17年９月１日 厚生労働省補助事業「診療行為に関連した死亡の調査分析に係るモデル事業」
実施、参画

平成17年10月29日 第13回公開講座開催
 　演題「23区内の交通事故死」「『孤独死』－ニーチェに学ぶ」

平成18年10月28日 第14回公開講座開催
 　演題「すぐそこにある法医学－身近な死体現象－」
 　　　 「エコノミークラス症候群」
 　　　 「大規模災害と監察医制度」
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平成19年８月17日　　開院以来初めて検案数が１日100件を超える。(101件） 

平成19年９月８日    第15回公開講座開催
 　演題「赤ちゃん元気に育って－睡眠中の「避けられる死」を予防するために－」
 　　　「あなたもメタボリック症候群!?－身近な生活習慣病の話し－」

平成19年12月17日 多摩地域検案活動モデル事業実施

平成20年10月18日 第16回公開講座開催
 　演題「監察医から見た熱中症の実態」
 　　 　「検屍・葬送に見る日本とドイツの国民性の違い」

平成21年４月１日 多摩検案活動事業実施

平成21年９月26日 第17回公開講座開催
 　演題「東京23区における外国籍者の異状死の実態」
 　　 　「若年者の虚血性心疾患について」

平成22年３月20日 第18回公開講座開催
 　演題「老人の自殺」
 　　　 「医療行為に附随して生じた、予期せぬ患者死亡について」

平成22年11月６日 第19回公開講座開催
 　演題「監察医の仕事－残された方のために－」
 　　　 「東京都23区における孤独死の実態」

平成23年３月11日 東日本大震災発生。３月13日から７月５日まで監察医を常時 1 名、延べ135
人日、継続的に被災地に派遣。545件の検案実施

平成23年11月19日 第20回公開講座開催
演題「怖いのは煙草ではなく酒」
　　 「東日本大震災における検案活動」

平成24年３月29日 仮設庁舎（旧大塚看護専門学校）へ移転・業務開始

平成24年11月17日 第21回公開講座開催
演題「布団の上で死ぬということ」
　　 「死因究明の地域格差－東京23区と多摩・島嶼地区の比較－」

平成25年10月16日 平成25年台風26号により東京都大島町で土砂災害発生。10月17日から10月19日
まで監察医を 1名派遣。26件の検案実施

平成25年11月14日 第22回公開講座開催
演題「お酒が飲める，飲めない？－アルコール代謝の個人差・民族差－」
　　 「浴槽内死亡の因果性－「溺死」をめぐって－」 

平成26年７月17日 庁舎改築  新庁舎での業務開始
 Ｘ線ＣＴ装置による死後画像検査導入

平成26年11月15日 第23回公開講座開催
演題「死因究明制度のあり方－検討結果と今後の展望－」
　　 「ママさん監察医が語る子どもの窒息死亡事故の実態」

平成27年11月14日 第24回公開講座開催
演題「スポーツと突然死」
　　 「亡くなった原因をどう絞り込むか〜監察医の仕事〜」

平成28年６月16日 第100次日本法医学会学術全国集会主催

平成28年11月17日 第25回公開講座開催
 　演題「突然起こる大動脈解離・大動脈瘤」
 　　　 「進化する画像診断技術と、未来の医療」

平成29年11月９日 第26回公開講座開催
演題「監察医が語る『髄膜炎』『胃潰瘍』の経験談」
　　 「法医学と文学」

平成30年11月８日 第27回公開講座開催
演題「『解剖』を知る〜そのとき慌てないために〜」
　　 「飲酒が関連した不慮の事故死について」

平成31年４月１日 田中敦子、第11代院長就任（〜令和２年３月31日）
 日本法医学会　法医認定医研修施設に認定

令和元年６月12日 「死国究明等推進基本法」公布、令和２年４月１日施行

令和元年11月14日 第28回公開講座開催
演題「訪日外国人の突然死の実態 ―病死か、事故死か、あるいは？―」
　　 「死因究明制度のあり方 ―検討の経過と将来展望―」

令和２年４月１日 鈴木秀人、第12代院長就任

令和２年８月18日 １日122件の検案を実施
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〔参考〕
工事関係年譜
昭和42年７月22日～43年７月31日	 新庁舎建設第１期工事
昭和49年４月２日～50年11月20日	 第２期工事
昭和61年11月１日～62年３月14日	 東京都監察医務院給水給湯その他設備改修工事第１期工事
昭和62年６月23日～	 12月９日	 東京都監察医務院給水給湯その他設備改修工事第２期工事
昭和63年10月４日～元年２月１日	 全館及び解剖室冷房用冷凍機取替工事
平成元年１月28日～	 ３月31日	 標本室拡張工事
平成元年２月10日～	 ３月20日	 動物飼育室移転工事
平成元年７月22日～	 10月31日	 解剖室床及び排水溝改修工事
平成元年９月19日～２年２月17日	 空調換気その他設備改修工事
平成元年９月29日～	 10月12日	 事務長室内装工事
平成元年10月21日～２年２月23日	 屋上防水改修工事
平成２年２月10日～	 ２月28日	 ダクト冷却塔塗装及び脱臭ケージング張替工事
平成２年２月15日～	 ３月20日	 院長室内装工事
平成２年３月８日～	 ３月20日	 殺菌灯取付工事
平成２年３月８日～	 ３月20日	 解剖室給気口フィルター取付等工事
平成２年12月11日～３年３月31日	 検査室４階移転工事
平成３年２月21日～	 ２月28日	 医務院敷地擁壁改修工事
平成３年３月８日～		 ３月19日	 電子顕微鏡室改修工事
平成３年３月16日～	 ３月28日	 変電室高圧盤遮断器取替工事
平成３年11月15日～		 12月17日	 解剖室自動扉設置工事
平成４年２月21日～		 ３月21日	 遺族用便所改修工事
平成４年４月21日～	 ５月20日	 構内電話設備取替工事
平成４年６月19日～５年３月31日	 機械室（熱源、空調設備）改修工事
平成５年３月３日～	 ３月26日	 医局会議室改装工事
平成５年11月５日～６年３月22日	 自家発電気室改修工事
平成６年５月30 日、８月24～29日	 補佐室改修工事
平成６年11月11日～７年３月15日	 変電室改修工事
平成７年１月11日～	 ３月31日	 解剖室改修工事
平成７年６月５日～	 ６月30日	 北側スロープ屋根改修工事
平成７年11月28日～８年３月15日	 東京都監察医務院１階・２階内装工事
	 	 東京都監察医務院擁壁内改修工事
	 	 東京都監察医務院各階防火扉改修工事
平成８年１月24日～		 １月30日	 解剖室手洗い水栓取換え工事
平成９年１月９日～	 ２月21日	 変電室非常用電気設備等改修工事
平成９年２月25日～	 ３月18日	 汚水槽排水管等改修工事
平成９年３月４日～	 ３月31日	 解剖室見学者室インターホン設置工事
平成９年３月５日～	 ３月13日	 臓器保存室等壁画止水工事
平成９年10月23日～	 ３月28日	 バイオハザード型解剖台設置（備品工事）
	 	 （解剖台及び空気清浄装置　５式）
平成10年１月15日～	 １月23日	 解剖室解剖台等更新据付に係る電気設備工事
平成10年３月23日～	 ３月31日	 新死因統計システムLAN工事
平成11年９月13日～	 10月27日	 玄関滑り止めスロープ改修工事
平成12年２月21日～	 ３月31日	 鉄骨階段補修及び外階段等鉄部塗装工事
平成13年２月20日～	 ３月16日	 外壁改修工事
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平成13年３月2日～		 ３月30日	 防火扉取り替え工事
平成13年３月７日～		 ３月30日	 屋上ターボ冷凍機制御盤交換移設工事
平成13年12月４日～		 12月28日	 遺体冷蔵庫用冷凍機（B）改修工事
平成14年11月20日～	 12月28日	 都庁TAIMS用LAN工事
平成15年２月20日～		 ３月26日	 受電装置アース設置工事
平成15年10月27日～	 12月10日	 １階東側非常口外側雨避け取付工事
平成16年２月20日～	 ３月29日	 遺体冷蔵庫用冷凍機（A）改修工事
平成16年８月17日～	 ９月１日	 汚水槽配管改修等工事
平成17年２月21日～	 ３月12日	 自動ドア修繕工事
平成18年１月20日～		 ２月27日	 防風スクリーン設置工事
平成18年１月26日～		 ３月24日	 埋設ガス管改修工事
平成18年２月23日～	 ３月１日	 湧水桝ポンプ取替え工事
平成18年３月１日～	 ３月24日	 遺族控室用喫煙所設置工事
平成18年３月23日～	 ３月31日	 遺族通路ノンスリップシート貼り工事
平成18年11月20日～19年２月28日	 電話設備改修工事
平成18年12月18日～19年３月９日	 屋上防水改修ほか工事
平成19年２月27日～	 ３月12日	 別館研修室スロープ設置工事
平成19年10月10日～	 10月17日	 地下１階男女浴室シャワー設備設置工事
平成20年６月23日～	 ６月30日	 別館研修室スロープ設置工事
平成20年10月10日～	 10月17日	 遺体室エアーカーテン設置工事
平成20年12月25日～21年１月20日	 遺族用トイレ改修工事外１件
平成21年３月16日～	 ３月31日	 地下1階自動扉改修工事
平成21年９月24日～	 ９月30日	 玄関スロープノンスリップシート設置工事
平成23年５月31日～	 ６月９日	 緊急地震速報機の取付工事
平成23年７月５日～24年３月14日	 東京都監察医務院（23）別館改修工事その他工事
平成23年７月22日～24年３月14日	 東京都監察医務院（23）別館改修工事その他電気設備工事
平成23年７月22日～24年３月14日	 東京都監察医務院（23）別館改修工事その他給水衛生設備工事
平成23年８月15日～24年３月14日	 東京都監察医務院（23）別館改修工事その他空調設備工事
平成23年11月25日～24年３月23日	 テレビ電波障害施設撤去工事
平成24年３月２日～	 ９月28日	 東京都監察医務院（23）本館解体工事
平成24年３月６日～	 ３月27日	 インターネット移設工事
平成24年３月15日～	 ３月30日	 遺体搬入口改修工事（仮庁舎）
平成24年４月17日～	 ４月27日	 LAN設備増設外2件の工事（仮庁舎）
平成24年４月18日～	 ４月27日	 自動ドア改修工事（仮庁舎）
平成24年５月25日～	 ６月１日	 喫煙所目隠し工事（仮庁舎）
平成24年７月23日～26年６月10日	 東京都監察医務院（24）本館改築その他工事
平成24年８月３日～	 ８月10日	 解剖室スピーカー増設工事（仮庁舎）
平成24年11月16日～26年６月10日	 東京都監察医務院（24）本館改築その他電気設備工事
平成24年12月７日～26年６月10日	 東京都監察医務院（24）本館改築その他給水衛生設備工事
平成25年１月18日～26年６月10日	 東京都監察医務院（24）本館改築その他空調設備工事
平成25年２月15日～26年６月10日	 東京都監察医務院（24）本館改築その他昇降機設備工事
平成26年６月10日	 	 工事完了・引渡し
平成27年３月16日～27年９月９日	 東京都監察医務院（26）別館解体工事
平成27年８月25日～28年３月11日	 東京都監察医務院（27）附属棟新築その他工事
平成30年１月15日～30年１月25日	 屋上等排気ガス処理装置塗装工事
令和２年９月25日～３年２月19日	 東京都監察医務院（R２）照明LED化工事
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（令和３年８月１日現在）

そ 　  の 　  他

（令和３年８月１日現在）

注）常勤職員には再任用職員を含む。

注）常勤職員には再任用職員を含む。

26

53

〔顧問〕

そ

　の

　他



− 10 −

575,713

575,713

1,915

1,915

166

1,749

0

573,798

912

880

0

32

572,886

125,746

55,193

16,474

7,745

11,579

19,395

602

280

1,268

1,222

46

0

106,927
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0
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531,250
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391

151
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87,730
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95,936
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0
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1,909

1,909
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1,743

0

560,959
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0
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560,069

124,708

44,372

16,474

7,745

11,579

8,574
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1,243

1,197

46

0

106,008

43,613
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94,219
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1,785

0

8,761
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△ 12,845

△ 12,845

△ 6

△ 6

0

△ 6

0
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0

0
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△ 12,817

△ 1,038
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0

0
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0
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0
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0
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２  年  度 ２  年  度 ３  年  度
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