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検案に死後CTを導入

外表観察の限界を克服し，
「真の死因」解明に貢献
今年初め，千葉大学法医学教室では，千葉県警の協力を得て画期的な試
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わが国の大部分の地域では，事件性のない変死体の死因は検案医が目視や

きないという。
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〈図1〉検視・検案結果は虚血性心疾患と
診断されたが，死後CTでくも膜下出血を
確認した例

〈図2〉検視・検案結果は頭蓋内出血
（病死） 〈図3〉検視・検案結果は急性心不全と診断さ
と診断されたが，死後CTで硬膜下血腫が
れたが，死後CTで上行大動脈破裂による心タ
判明した例
ンポナーゼと考えられた例

