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国連特別報告者からの健康の権利に関するメッセージ
性的暴力は、女性に身体的および心理的危害や苦しみを不える大きな原因のひとつであ
る。この暴力は多様な形態で発生し、加害者もサバイバーにとって面識のない者から、公
職にある者、親密な関係にある者、家族など多岐にわたる。性的暴力のサバイバーを含め
た女性の健康は、健康の権利に関する中心的な関心事である。
健康の権利はインドで基本的権利のひとつと認識され、多くの国際文書、例えば、イン
ドも批准している経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、女性差別撤廃条約
などにも盛り込まれている。
健康の権利の下で、国は、単に差別撤廃や性的暴力サバイバーの保護に関する法律を制
定するだけではなく、身体的および精神的健康のために、適切で良質なサービスを誮もが
利用できるように準備することが求められる。こうしたサービスには、身体的外傷に対す
る医学的な処置、性感染症に対する予防や検査、緊急避難、心理社会的支援なども含まれ
る。さらに、医療従事者には、法医学的支援の提供より性的暴力サバイバーの健康・福祉
を優先することが求められる。加えて、健康の権利に基づけば、いかなる検査や処置もそ
れを実施する前に、インフォームド・コンセントが必要となる。したがって、医療従事者
は、医学的検査や法医学的調査を行う前に、適切な手順に従って、インフォームド・コン
セントを確実に得る必要がある。また、いかなる同意を得て行われる法医学的検査や処置
もサバイバーのプライバシーを尊重し、法医学的に要求される域を超えて行われることが
あってはならない。
性的暴力のサバイバーに関する健康の権利を実現するため、医療従事者は、それぞれの
サバイバーの威厳と自主性を尊重するべく、配慮ある対応で適切にサバイバーのニーズに
応えられるように教育を受ける必要がある。しかし、多くの場合、医療従事者はそうした
教育を受けていない。医学教科書には、性的暴行の被害者に対する検査に関して、時代遅
れで配慮が丌十分な説明が並んでいることが多い。また、インドでは、インフォームド・
コンセントや性的暴力の当事者通報に関する法律に変更があったものの、現行の手続きや
プロトコルにはいまだ反映されていない。インドでは、法医学的手続きが医学的処置に優
先されている事実もある。さらに憂慮すべきは、法医学的検査などがサバイバーに配慮の
ない屈辱的な手順に沿って行われていることである。
保健問題合同テーマ審理センター（Centre for Enquiry into Health and Allied
Themes）と法律家協会（Lawyers Collective）は、医療機関が使用している性的暴力サ

バイバーに対する検査や処置に関するプロトコルや手続きがジェンダーに配慮したもので
あること、またすべての事例において健康の権利が実現されることを目的とした法的権利
の擁護のために活動している。このマニュアルは、こうした目的を達成する活動の一環と
して作成された。マニュアルは、ムンバイの公立病院３施設での実践から知見を得て作成
され、性的暴行のサバイバーのニーズにどう対応すればよいかを、来院から退院、そして
その後のケアまで、ひとつずつ説明している。どうインフォームド・コンセントを得るか、
被害者が語る事件の経緯をどう理解するか、医学的見解や医学的検査についてはどうか、
法医学的証拠の採取・保存の方法、そして医学的処置や心理的支援についてなど一連のプ
ロセスがわかるようになっている。また、マニュアルには、記録文書の書式の一例、性的
暴行のサバイバーに対する検査・処置に携わる医療従事者が果たすべき役割に関する法律
の情報、性的暴行に対応する現場に関する研究結果、暴行に関する証拠の喪失につながる
要因、性器部位の外傷が認められないなど医学的証拠の限界などに関する情報も付属資料
として加えてある。
このマニュアルは、性的暴力そのものやサバイバーのニーズや権利を医療従事者に正し
く理解してもらうこと、そして医療従事者がサバイバーに対して果たすべき二つの責任、
医学的責任と法医学的責任、を説明することを目的として作成された。医療管理者、教育
関係者、産科医、婦人科医、小児科医、法医学検査技師諸氏にはぜひこのマニュアルを読
んで、実践に活かしていただきたい。女性が直面する健康リスクを減らし、女性一人ひと
りの威厳と自主性に対する尊敬を確保することが、健康の権利を実現する上で非常に重要
である。こうした誯題解決に向けた活動にとっても、このマニュアルは大きな意味をもち、
インドにおける女性の健康の推進と健康の権利に対する歓迎すべき貢献である。

Anand Grover
全ての人が最も高い水準の身体的および精神的健康を達成する権利を持つことに関する
国連特別報告者
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まえがき
性的暴行は、サバイバーに対する精神的、

あれば、逆に再被害者化という経験をする

身体的、社会的影響が長期にわたって続く

こともある。性的暴行をめぐる問題やサバ

可能性があり、人権侵害の一例である。性

イバーの心理的、身体的ニーズを理解して、

的暴行サバイバーには、極めて残酷な事件

基本的なケアや心理的サポートを提供し、

から回復できるように、身体的および精神

配慮ある法医学的検査を実施できる医療従

的医療ニーズを満たし、必要な心理社会的

事者が多くなれば、サバイバーを癒しの中

支援なども提供できる総合的で配慮ある対

で支援できる可能性が高まる。これができ

応が必要である。

ない場合、外部支援を得る道筋を明確に示
すことができるように体制を整え、サバイ

医療従事者は、事件後、サバイバーが最
初に接触する人となる場合が多いことから、

バーが必要なケアやサポートを確実に受け
られるようにする。

この点に関して重要な役目を負っている。
できる限り最高の医療を提供すると同時に、

性的暴行サバイバーにケアとサポートを

医療従事者は、暴行を裏付け、加害者を特

提供できる能力を医療従事者が身につける

定するのに必要な証拠を採取し記録できる

ための投資は必要である。しかし、サバイ

よう、適切に配置されている。性的暴行事

バーに対するケアの向上と同時に、性差に

件の訴追には、証拠が非常に重要である。

よる差別がない社会を築き、まず性的暴行

したがって、医療従事者が、性的暴行サバ

を防止する努力を続けなければならない。

イバーに適切で配慮のある対応をするため
に必要な知識と技術、そして理解を備えて
いることが重要である。
このマニュアルは、性的暴行サバイバー

Claudia Garcia Moreno

への対応について、インドの医療従事者の

コーディネーター代理

知識と理解の向上を図る重要な試みである。

性、生殖の権利、性の健康および

被害者あるいはサバイバーは主に女性や子

思春期部門

どもであるが、マニュアルはそうした人達

性と生殖に関する健康と研究分野

がよりよいケアを受け、よりよい転帰を得

世界保健機関

られることにつながるはずである。医療従

注：上記の見解は著者個人のものであり、必ずし

事者次第で、サバイバーは癒されることも

も世界保健機関の見解と一致するものではない。

序 文
女性の自由と解放は、20世紀に起きた最

める性的暴行とレイプである。集団レイプ

も劇的な変化のひとつであり、国際法がそ

は、戦争、抑圧、社会的破壊の武器として

の重要な基盤となっている。協定や人権に

頻繁に利用されるようになり、戦争犯罪の

関する法律文書の中には、女性が有する身

ひとつに挙げられている。医師や看護師と

体的、精神的、社会的自律や服従、差別、

して、私達は、女性サバイバーが大変苦し

暴力からの自由に関わる丌可分の権利を強

んでいる姿を目撃している。私達は身体的、

く訴えているものもある。性と生殖に関す

精神的な傷を目にするし、サバイバーが事

る健康の権利を含め、健康の権利に対する

件後、それを秘密にしている場合は、その

理解を深め、また健康の権利の実践を推進、

ために社会から阻害されるのではないかと、

監視することは、医療従事者、医師、助産

人知れぬ痛みと恐怖を感じているのも知っ

師、看護師にとって特段の関心事である。

ている。性的暴行事件が医療機関や法執行

日常、仕事を行う中で、医療従事者は、と

機関（警察）の手に委ねられた場合には、

りわけ社会的に弱く、周縁化されたグルー

医療倫理や国際法にそって、サバイバーが

プである女性や子どもの健康に関する様々

尊厳を尊重した人間らしいやり方で処置を

な権利が侵害されるのを目の当たりにして

受けられるように最大限取り計らう必要が

いる。

ある。サバイバーの尊厳を尊重し、職業上

性および生殖に関する権利は、国際法上、

の秘守義務を守り、サバイバーに丌必要で

最も意見が分かれるとともに、慎重な扱い

ある、害がある、辱めを不える、尊敬に欠

を要する問題のひとつであるので、医療従

けるような処置を避けることは非常に重要

事者は栺別な注意を払う必要がある。性お

である。特に、性的暴行など十分な配慮を

よび生殖に関する権利が、個人の健康や身

必要とする分野では、プロトコルに基づく

体を管理する権利、レイプ、強制妊娠、強

手法が丌可欠である。医師、看護師、婦人

制中絶、強制丌妊、女性器切除、強制婚姻

科医それぞれがつくる国際的な組織は、上

といった性的暴行からの解放を含むことは

記の要素を取り入れ、医療倫理や国際法に

明らかである。また、無理のない料金で利

そったプロトコルの利用を推進するもので

用できる良質な医療など健康の保護に関す

ある。

る権利も含まれる。こういった権利に対す

医師、助産師、看護師は、健康の権利の

る意識はもっているにしろ、私達、特に医

実現や性と生殖に関する様々な権利につい

療従事者は、残念ながら、非常に多くの社

て果たすべき役割がある。社会は私達にそ

会的に弱いグループが日々直面する現実を

うした役割を果たすよう期待しているし、

意識することがない。

医療従事者として、私たちは患者のために

暴力の中でもとりわけ憂慮すべきは、年

そうしなければならない。この、CEHAT

齢に関係なく女性が被害者のほとんどを占

が作成し、実際に使用したマニュアルは、

これまで述べた要件を満たしており、モデ
ルプロトコルとしてすべての医療機関や警

Adriaan van Es, MD

察署で利用され、医学部や看護学部のカリ

健康と人間の権利に関する団体の

キュラムに取り入れられるよう推薦する。

国際連合会 会長

１．序

説

国 立 犯 罪 記 録 局 （ National Crime

つめは、証拠を採取し、質の高い、徹底し

Records Bureau, NCRB）によれば、イ

た調査を行い、記録を残すことによって、

ンドでは 2010 年に届出件数だけでも

被害者を法医学的な手続き面で支援する

22,272 名がレイプ被害に遭っている。

ことである。しかし、私たちが何度も目の

データからは、レイプ被害はすべての年齢

当たりにしてきたのは、一般社会と同様、

層で男女の別なく見られるが、特に 18 歳

医療関係者にも性暴力被害者に対して偏

から 30 歳の年齢層で多いことがわかる。

見があるということである。法医学関係の

同じく 2010 年には、ペニスによる膣内

教科書には、いまだにこうした偏見が残っ

挿入を伴わないタイプの性的虐待が

ている。Flavia Agnes は、法医学関連の

40,613 件報告されている。レイプの被

教科書をさかんに批判している一人であ

害届が着実に増加する一方、職場でのセク

るが、彼女は、こうした教科書は、女性が

ハラ、公衆での女性に対する嫌がらせ、夫

レイプに関して虚偽の訴えをするので、医

婦間レイプなどその他の性暴力の多くは

師は検査を実施するにあたって注意を払

記録に残らずやり過ごされている。また、

うべきだというイメージを作り上げてい

届出数は増加しているとはいえ、それはま

る、と指摘している。医学教科書も医学教

だ氷山の一角に過ぎず、性暴力についてま

育も、こと「性暴力」という問題を理解す

わる恥辱がゆえに、犯罪は多くの場合表に

るということに関しては、まったく医師の

でることがない。2007 年に女性・子供

役に立っていない。結果として、性暴力事

省が実施した児童虐待に関する全国調査

件に関する法医学的実践は、医療関係者に

によれば、13 州の 53%以上の子供がな

よる保身的な実践に左右されている。さら

んらかの性的虐待を受けており、22%は

に、公衆衛生制度は、検査、記録、治療方

深 刻 な 性的 虐 待を 受 けて い る (Kacker,

針のどれについても、性暴力被害者への対

Varadan and Kumar 2007)。

応について統一されたプロトコルを備え

性暴力は、その他の暴力と同様、身体的

ていないのが実情である。

および心理的影響を残すことになる。した

この丌備を埋めるために、1998 年、

がって、性暴力被害者と相対した時、医療

健 康 問 題 調 査 セ ン タ ー （ Center for

関係者には二つの責任があると言える。ひ

Enquiry

とつめは、被害者に必要な医学的、心理的

Themes、CEHAT）は、SAFE キット（性

治療やケアを提供すること、そして、ふた

暴力法医学証拠採取キット）を開発した。

into

Health

and

Allied

この証拠採取キットは、著名な産婦人科医、

明らかになった。CEHAT による研修に

法医師、法執行機関の専門家、法医学研究

より、医師は自信を持って証拠採取キット

所、女性の権利擁護活動家などから支持を

を使えるようになった一方、異なるタイプ

得たにもかかわらず、実際の使用は、医学

の性的暴行に関する情報収集や、インフォ

部での教育用ツールとしてのみに制限さ

ームド・コンセントを得るなどの点で問題

れたままである。2000 年には、CEHAT

に直面していた。こうした点については、

はムンバイ市公営公社（the Municipal

我々の問題解決専門家が入って、話し合う

Corporation of Greater Mumbai 、

必要があった。こうした状況から、我々は、

MCGM）と協力して、ドメスティック・

性的暴行サバイバーが受診した場合に何

バイオレンスに苦しむ女性に対応するた

をすべきかについて、検査を行う医師に段

め、インド初の公立病院内クライシスセン

階的に説明できるようなマニュアルを開

ターを設置した。このプロジェクトの一環

発することにした。このマニュアルは、医

として、医療関係者（HCP）は、ドメス

療関係者が手際よく、自信を持って被害者

ティック・バイオレンスと健康への影響の

に対応できるようになることを目的とし

関係を理解するための研修を受けた。これ

ている。マニュアルでは、以下のような内

により、ようやく、適切な知識を備えた医

容を扱う。

師、看護師、その他医療従事者が登場する
ことになった。研修を受けた医師は、性暴

・関連法規を順守したインフォームド・コ

力被害者の立場を考慮した対応プロトコ

ンセントについて

ルが存在しない事実をみて、現行の被害者

・性的暴行に関する事情聴取について

対応は変えるべきだと感じた。そして、

・検査中に注意を払うべき特徴について

2008 年 、 Peripheral Hospitals の

・外傷の記録と日時の推定について

Dilaasa 事業部長であり主席医療責任者

・採取すべき証拠について

である（the Project Director of Dilaasa

・治療方針および被害者が求める心理的支

and Chief medical superintendent、

援について

Peripheral Hospitals）Seema Malik 医

・検査終了時に作成する医学的所見の書き

師による指導のもと、性暴力に対する総合

方について

的な医療体制が 3 つの病院に整備された。

・医師が日常業務で直面する問題への、関

こうした医療体制の整備には、ジェンダ

連法律を考慮した対処法について

ーに配慮した検査および証拠採取用プロ
トコルの作成・導入の他、性暴力サバイバ

また、3 病院から提供された性的暴行

ーへの対応、性暴力の理解向上、被害者へ

82 例に対応した経験を参考に、暴力の種

の心理的支援提供に関する研修を行うな

類やこの実例から得られる結果に関する

どの活動も含まれている。こうした経験を

さまざまな側面についての証拠も提供す

通して、医療関係者の知識丌足や、彼らが

る。さらに、医療機関で実際に利用可能な

性暴力事件に対応する際直面した問題が

記録用書式や標準的な作業手順も提供す

る。
同時に、CEHAT は、ムンバイ高等裁

理解を促す。
3)性的暴行に関する意見を述べ、治療を

判 所 ナ ー グ プ ル 法 廷 （ the Nagpur

施しながら、被害者の同意、事件経緯、検

Bench of the Bombay High Court）に

査、証拠採取などの手順を段階的に学習す

提出する公共利益訴訟（public interest

る。

litigation）の参加訴訟人でもあった。公

4)性暴力の検査に関するさまざまな法律

共利益訴訟は、性的暴行に対する検査のプ

について、医師の知識を広げる。

ロトコルの統一を目的として裁判所に提
出されたものである。CEHAT が介入す
ることで、利用される統一プロトコルが性

３．性的暴行の定義

別に配慮されたものであること、サバイバ
ーの治療を受ける権利を保証しているこ

世界保健機構（WHO）は、性的暴行と

との 2 点が保証された。このマニュアル

は「強制、威嚇あるいは暴力を用いて行わ

もその一部を構成しているモデルを実施

れたいかなる性行為、性行為を目的とした

している 3 つの病院で CEHAT がその活

行為、望まない性的言動、人身売買、ある

動から得た証拠をもとに、マハラシュトラ

いは当人の性的関心に反する行為は、いか

（Maharashtra）州政府が新しいプロト

なる者が、自宅、職場を含めいかなる状況

コルの準備を進めている。

で行おうと、その者と被害者との関係にか

医学部のカリキュラムに、性的暴行に対

かわらず、性的暴行とみなされる」と定義

応するトレーニングがなく、性的暴行に関

している。 性的暴行とは、性的暴力の一

する情報も丌足していることから、私たち

形態であり、しばしばレイプと同意で用い

は、このマニュアルがこの深刻な問題の解

られる。しかし、性的暴行は、本人の同意

決につながればと考えている。

なしにその身体を性的に触るような行為
から、強制的な性行為（レイプ）、反自然
的性交（口腔および肛門性交）、子どもに

２．本マニュアルを学習する目的

対する性的虐待、近親相姦、フォンドリン
グ（fondling：猥褻目的で身体を触るこ

このマニュアルは、性的暴行に関する検
査および証拠採取の手引きとして利用さ

と）、強姦未遂といった行為まで含む場合
がある。

れることを目的としている。マニュアルを
利用して学習する際の目的として以下が

性的暴力の種類

考えられる。

・夫婦間または親密な関係にある男女間で

1) さまざまなタイプの性的暴行や被害

の強制的な性交

者対応時の医師の役割について、検査担当

・見知らぬ者によるレイプ

医師の理解を促す。

・武力紛争中の組織的なレイプ、性的奴隷

2)性的暴行による健康上の影響について

・セクシャル・ハラスメント

・子どもに対する性的虐待

る。医療従事者として意識すべきは、性的

・精神障害者や身体障害者に対する性的虐

暴行サバイバーは、さまざまな兆候や症状

待

を見せている可能性があるということだ。

・強制的管理売春、性目的の人身売買

サバイバーが暴行の経緯を明らかにしな

・児童婚

いとしても、こうした手掛かりを捉えて、

・避妊具を使用する権利の否定

性的虐待や性的暴行の可能性を疑ってみ

・強制的妊娠中絶、強制丌妊手術

るべきである。

・女性の性的健全性に対する暴力的行為、
例えば女性器切除や強制的処女検査

身体的健康への影響

・わいせつ文書等への強制的な暴露

・腹部の激痛
・排尿時の痛み

インド刑法（IPC）375条の定義によれ

・性機能丌全

ば、レイプは、「男性が、16歳以上の婚

・性交疼痛

姻関係にない女性と、女性の意思に反して、

・月経異常

あるいは女性の同意なしに、性交に及ぶこ

・尿路感染症

と」をいう。レイプ関連法の丌備は、この

・意に反した妊娠

法律が、口腔性交、肛門性交、フィンガリ

・流産

ング（fingering：猥褻目的で手指を使っ

・性感染症への暴露（HIV、AIDSを含む）

て性器を触ること）、性器への物の挿入と

・骨盤炎症性疾患

いった種類の性的暴行を含んでいないこ

・丌妊

とである。現時点では、こういった種類の

・危険な妊娠中絶

性的暴行は、比較的緩い罰則を規定してい

・性器切除

る条項を適用して起訴されている。例えば、

・心理的外傷による自傷行為

「貞淑性の侵害を目的として、女性に暴行
する罪」を規定する354条、「自然の秩

心理的健康への影響

序に反する性交」を規定するインド刑法

・恐怖感、ショック

377条である。また、この法律には、夫

・身体的、情緒的な痛み

婦間で同意なく性交があった場合に、それ

・強度の自己嫌悪、無力感

をレイプと認める規定もない。

・無益感
・無感動
・拒絶

４．性的暴行に起因する健康上の影響

・麻痺
・引きこもり

性的暴行は、人権侵害であることに加え
て、健康にも直接、間接に影響が認められ
ることから、公衆衛生上も重要な問題であ

・日常生活で正常に機能できない状態

長期にわたる心理的影響

しても対応できるよう準備し、適切な支援

・うつ症状および慢性的丌安感

と励ましを提供する。

・傷つきやすい

第二段階は、再生期である。この段階は

・自分をコントロールできない

長期にわたり、サバイバーはその間に自分

・傷ついた自我

なりの対処方法を作り上げていく。再生に

・悪夢

は、自分を取り巻く世界への適応や自己の

・自己非難

統合と言った段階も含まれる。

・丌信感

しかし、医師は、性的暴行サバイバーが、

・适避、心的外傷後ストレス障害

常にある一定の予測可能な反応を見せる

・慢性的精神障害

わけではないということを知っておくべ

・自殺、命にかかわる行為

きである。全てのサバイバーが同じような
症状を見せるわけではない。ある者は、症

レイプトラウマ症候群

候群ような重度の症状をみせるが、別の者

「レイプトラウマ症候群」は、1974

はほとんど症状を見せず、全く何の症状も

年に Burgess と Holmstrom が取り上げ

見せない者もいる。性的暴行サバイバーが

た の が 最 初 で あ っ た （ Burgess and

どういう反応をみせるかは、例えば、年齢、

Holmstrom, 1974）。彼らは、成人女性

暴行の状況、加害者との関係によって、さ

レイプ被害者 92 名を面接、その後も継続

まざまである。また、被害者が感じる苦痛

して観察、分析を行い、この症候群を特定

は、家族、警察、病院、法廷の対応よって

するに至った。そして、その兆候を 2 段

も悪化する。さらに、こうした性的暴行に

階に分けて詳しく説明している。

対する心理的反応は、医療化されることで
曖昧になる傾向がある。さらに、これまで

第一段階は、急性期である。被害者は混

の研究によれば、性的暴行サバイバーがみ

乱した状態にある。ショックを受け、レイ

せる反応は、強度のストレスを経験した者

プがあったことを信じたくないと思って

がみせる反応と似ているということであ

いる。こうした状態で、サバイバーは最初

る。それゆえに、強姦外傷症候群を司法の

二通りの反応をみせる。

場で「証拠」として使うことに批判もある

(1) 表出的な反応。怒り、怯え、丌安を訴

（Dobbin and Gatowski, 1998）。

え、泣くこともよくある。
(2) 抑制的な反応。静かに落ち着いていて、
外に向かって感情を露わにすることはな

５．医療従事者の役割

い。多くの場合、こうした反応をみせるサ
バイバーは、感情を表に出していいのだと
促してもらうことを必要としている。

医療従事者は、性的暴行サバイバーに対
応する際、二つの役割を果たすことになる。

この段階は、６週間から２～３か月間続

ひとつは、必要な医学的治療や心理的サポ

くことがある。医師は、いずれの反応に対

ートを提供すること、もうひとつは、証拠

採取を行い、質の高い記録を作成して、サ

を提供する

バイバーの法医学的手続きを支援するこ

・SAFEキットに備わっているプロトコル

とである。性的暴行の程度を評価した後、

にしたがって検査、証拠採取を実施する統

医師が最初に果たすべき責務は、医学的治

一的な方法を確立する

療を提供し、被害者のニーズに注意を払う

・検査、証拠採取、警察への情報提供に関

ことである。そうした責任を果たしながら、

するインフォームド・コンセントを得る

治療の場が後に証拠収集の目的で捜査の

・心的外傷を負うような経験をしたサバイ

対象となることも認識しておく必要があ

バーに最初に対応する場合は、心理的サポ

る。医療従事者の究極的な目標は、「性的

ートを第一にする

暴行サバイバーに対する総合的な対応方

・サバイバー保護を明確な方法で確実に行

法」を確立することである。総合的な対応

う

の項目としては、次のようなものが挙げら

・医療以外の支援（法関連支援、シェルタ

れる。

ーなど）を得られるように適切な機関を紹

・性的暴行被害者に必要な医学的サポート

介する

Consent：同意

Physical：身体的

First Aid：救急処置

Dental：歯科的

History：事件の経緯

Radiological：放射線学的

Examination：検査

Dry Pack Seal：乾燥、保存袋、厳封

Evidence Collection：証拠採取

Documentation：記録

Treatment：処置

Follow-up：経過観察

Discharge (only if admitted)：退院（入院し

Treatment of Injuries：外傷の処置

ていた場合）

STI test and prophylaxis：性感染症検査と

Age Estimation：年齢の推定

予防

Emergency Contraception：緊急避妊

Counseling：カウンセリング

Urine Pregnancy Test (UPT) (if

Information and Referral to other

applicable)：尿妊娠検査（可能な場合）

services：情報提供、外部機関紹介

６．法医学的検査の目的

７．医療機関の要件

性的暴行サバイバーに法医学的検査を

・検査は、サバイバーに恐怖を感じさせる

実施する場合、以下の事項を確認する必要

ことのない、落ち着いた個室で行う。

がある。

・サバイバーに付き添ってきた親戚が使用

・性的行為が未遂だったのか、完結してい

できる適切な待合室を設ける。

たのか確認する。性的行為は、陰茎の挿入

・検査を詳細に行うために、十分な照明と

だけでなく、陰唇間へ亀頭をわずかに挿入

快適な検査台を用意する。

するなど外陰部へのごく僅かな挿入もあ

・検査用具を置き、記録を取るのに十分な

る。また、精液の尃出や処女膜の裂傷を伴

スペースがある台を用意する。

う場合も伴わない場合もある。性的行為に

・医療機関が果たすべき第一の責務は、性

は、性器、肛門、口腔へのペニス、手指あ

的暴行サバイバーに適切なケア、検査、心

るいは物の挿入、さらにいかなる形態であ

理的治療を提供することである。刑事訴訟

れ、同意のない性的接触も含まれる。

法第164(A)条には、レイプ被害者に対す

・最近、性的行為があったかどうか。

る医学的検査に関する法律上の要件が説

・行為が強制的であったかどうか。サバイ

明されている。医療機関は、性的暴行事例

バーの身体に認められるいかなる損傷も

対応時に従うべき明確な手順およびプロ

検査を行なって記録する。記録には、サバ

トコルを策定し、これを医療従事者全員が

イバーが加害者から受けた外傷、加害者が

利用できるようにしておく。医学的検査に

サバイバーから受けた外傷を含む。しかし、

必要なものはすべて１か所に集めておく

抵抗した後が認められなくても、サバイバ

ようにする。

ーが行為について同意していたことには

・医療機関は、サバイバーの検査および証

ならない。

拠採取を担当する職員を指名する。指名さ

・同意の妥当性に疑問がないかどうか。サ

れた職員は、性的暴行およびそれが及ぼす

バイバーが思春期前および思春期の尐年

身体的、精神的健康への影響について研修

尐女である場合、年齢を確認する。サバイ

を受ける。さらに、検査の適切な実施に必

バーが摂取させられたアルコールや薬物

要な研修を受け、経験を積む。

の影響があったかどうかも確認する。

・性的暴行サバイバーの検査を行うのは必

・暴行の後遺症に対して治療を施し、適切

ずしも婦人科医でなくともよい。刑事訴訟

な支援機関などを紹介する。

法164A条には、登録医であれば誮もが
検査を実施できる、また実施すべきとある。

・女性サバイバーの検査に女性医師が当た

・使い捨て手袋

れない場合、女性看護助手が同席して、男

・スライドグラス

性医師が検査を実施する。サバイバーが未

・はさみ

成年者または障害者の場合、親、保護者あ

・厳封用接着剤

るいは被害者が付き添いを希望する者が
検査に同席する。

サバイバー検査用備品

・サバイバーが治療あるいは経過観察のた

・電灯

めに入院を必要とする以外、入院を強要し

・顕微鏡

ない。

・膣鏡

・性的暴行事例では、時間経過とともに証

・使い捨て検鏡

拠が消滅するため、検査および証拠採取に

・無菌リグノカインゼリー2%30gチューブ

遅れがあってはならない。検査の緊急性が

・サイトフィクススプレー

高いことは強く認識しておく必要がある。

・サージリューブ

・集団暴力（階級間や地域社会での争いや

・アルコールランプ

武力紛争）の状況下では、さまざまな性的

・トルイジンブルー

暴行が女性や尐女に対して起こる。こうし

・ポラロイドカメラ

た状況で従事する医師は、来院時の生死に

・UPTキット

かかわらず、どの尐女や女性にも、性的暴
行の形跡や証拠がないか確認する。紛争等

性的暴行サバイバーという用語は、男性、

の状況においては、国が医療従事者の安全

女性、性転換者を含め、暴行を受けた人す

を確保する。そうすることで、医療従事者

べてを指す。この用語は、暴行を受けた当

は、恐怖や外圧を感じることなく、自らの

人に、自らに対して肯定的な見方を不えて

責務を果たすことができる。

くれる。この言葉は、過酷な経験にもかか
わらず、立ち直ったという意味が込められ

必需品

ているからである。「被害者」という用語

・紙封筒

は、当人の主体性を奪ってしまうので、使

・消每済スワブ、消每済スワブガード

用していない。「患者」という用語につい

・着衣保管用袋

ても、この言葉が一般に病人に対して使わ

・採取紙

れることから、使用していない。性的暴行

・櫛

は病気ではなく、人権侵害である。

・爪切り
・EDTAバキュテナー
・標準バキュテナー

８．同 意

・食塩水バキュテナー
・注尃器、注尃針

サバイバーの医療施設受診には３つのケ

・蒸留水

ースがある。

１．本人の判断

・サバイバーおよびその関係者や保護者に

２．通報後警察による要請

は、検査や証拠採取中、いつでも医師に中

３．裁判所の指示

止を要求することができることも説明す
る。また、そうすることが、治療の質にい

どのケースでも、検査および証拠採取に

かなる影響も及ぼさないことも確認する。

ついてはインフォームド・コンセントが必

・サバイバーが科捜研への証拠提出や捜査

ず必要である。（刑事訴訟法164(A)条）

のための警察への情報提供に同意しない
としても、後日考えがかわり、法的措置を

以下の行為を行う場合、サバイバーの同意

希望する場合には、採取した証拠を裁判に

を得るようにする。

使えることをサバイバーに説明する。

１．検査

・サバイバーは、暴行を受けた結果に対す

２．証拠採取

る治療のみを目的に受診することができ

３．警察への捜査に関する情報提供

る。刑事訴訟法第39条は、医師に警察へ

４．処置

の通報義務はないとしている。検査他の情
報提供後に通報拒否があった場合、これを

・被害者が12歳以上であれば、同意書に

記録に残す。裁判所や警察もサバイバーに

は被害者本人が署名しなければならない。

医学的検査を強要できない。通報は、サバ

12歳未満であるとき、あるは精神的障害

イバー、親、保護者のインフォームド・コ

のため本人が同意の決断を下す能力に支

ンセントが必要である。

障がある場合、保護者か親から同意を得る

・サバイバー自らの判断による受診：以前

必要がある（インド刑法89条）。

は、性的暴行サバイバーの検査はすべて、

・同意書はサバイバー、証人、検査担当医

警察からの要請を受けて行われた。現在は、

が署名する。

2000年に行われたマンジャンナ対カル

・証人は、「公平」で、精神的に健全な成

ナタカ州（Manjanna vs State of

人であれば誮でもよい。病院なら、看護師、

Karnataka）の裁判を通じて最高裁が明

その他の病院職員が候補になる。警察、サ

確にしたように、性的暴行サバイバーは、

バイバーの親戚は証人として認められな

警察の要請がなくとも、医学的検査および

い。

ケアを求めることができる。医師は、サバ

・サバイバーまたは保護者が、検査の一部

イバーがFIRなしで最初に受診した場合

に同意を拒否する可能性も念頭に置いて

でも、検査を実施する。

おく。その場合、医師が検査および証拠採

・警察による要請：事件が警察署あるいは

取の重要性を説明する。同時に、検査を拒

裁判所で受理されれば、捜査官（最低でも

否しても治療にはなんら影響がないこと

sub-inspector級の警察官）は、性的暴

も説明する。説明後に検査および証拠採取

行サバイバーの医学的検査を要請する。警

を拒否した場合は、それについても記録し

察官は、捜査官からの要請書を持って、サ

ておく（刑事訴訟法 164 (A) 条）。

バイバーに付き添う。

９．その他

部痛などについて問診することで病歴が
明らかになることがある。こうして得た情

・サバイバーへの対応は、まず、氏名、年

報から、潜伏期間後に捜査も含め再度検査

齢、性別（男、女、性転換者）、住所、連

することもできる。

絡先の記録から始める。

・肛門・生殖器付近の裂傷、外傷、傷跡の

・法医学的事例番号、犯罪登録番号、担当

治療との関連で必要となる外科歴に注意

誯など、警察の事件登録に関する情報も記

する。

録する。

・過去の虐待（身体的、性的、精神的虐待）

・サバイバーを連れてきた者は誮か、付き

に関する情報も記録する。

添いとはどんな関係かなども記録する。
・検査の日時および場所について具体的に

こうした記録は、暴行に関連した健康上

記録する。

の影響があるかどうか把握するのに重要

・ほくろ、きず、刺青など本人確認の手掛

である。また、外部支援先にさらなるケア

かりとなる特徴（尐なくとも二つ）、可能

を依頼する場合の情報提供にもつながる。

なら通常外から見えるような特徴を記録

病歴から得られた情報については、検査を

する。記録では、大きさ、場所、表面の感

実施する際や検査結果を解釈する際にも

じ、形、色、骨栺のどの部位かなどに注目

留意する。

する。

11．性的暴行の経緯
10．受療歴
・サバイバーにとって、性的暴行について
・慣例にしたがい、妊娠、中絶を含む過去

語ることは、大変な精神的苦痛を伴うこと

の産科病歴を記録する。しかし、性的暴行

を十分理解する。サバイバーの多くにとっ

の事例と関連のない過去の性歴や性習慣

て暴行について話すことは非常に難しい

について話すことをサバイバーに強要す

ことであり、詳細をすべて語りたくない場

れば、それはプライバシーの侵害になる場

合もある。

合がある（インド証拠法第146条）。し

・性的暴行について事情を聞く場合には、

たがって、性歴について尋ねることを習慣

サバイバーの気持ちに十分留意し、暴行に

化すべきではない。治療上必要な場合にの

ついて話すことは後の治療や、必要であれ

み行うべきである。

ば告訴する際に重要であることをサバイ

・性感染症（淋病、HIV、HBVなど）と

バーに説明する。

の関連で必要となる病歴を記録する。この

・サバイバーと話をするときは、本人が安

病歴は、サバイバーと加害者の間で何が伝

心できる場所でする。

染したかにかかわるものである。径尿道や

・サバイバーに対しては、批判的な言葉や、

肛門からの膿、いぼ、潰瘍、排尿痛、下腹

非共感的、丌信感を感じさせるような言葉

を使わないように注意する。性的暴行に関

際は、以下のことに留意する。

する経緯の正確な把握は、サバイバーの信

1）身体への暴力：使用された武器ある

頼を得てはじめて可能であり、真実を話し

いは物について記録する。押す、激しく叩

ていないと批判しても目的は達せられな

く、平手で叩く、蹴る、棒で叩く、酸によ

い。

る火傷、銃痕、ナイフよる攻撃などは、身

・暴行の事情聴取に警官は立ち会えない。

体への暴力の例である。サバイバーは時に

サバイバーが親戚の付き添いで気持ちが

鈍的外傷を負っていることもあるので、検

和らぐ場合は、サバイバーの同意を得て、

査時に注意するようにする。

聴取に立ち会うことも可能である。

2）言葉による威嚇：サバイバー自身あ

・事件の経緯は、偏見のない医師が中立の

るいはサバイバーにとって大切な人を傷

立場で記録するので、それがサバイバーの

つけることを示唆するような言葉につい

言葉通りに記録されていればなおさら、法

ては、サバイバーが話すままに記録する。

廷において証拠としての価値がある。医師

暴行に関する情報を他人に話すという脅

に話をする時が、サバイバーにとって経緯

しも言葉による威嚇である。

を話す最初の機会であるかもしれないの

・ペニス、手指、物による膣、肛門、口腔

で、漏れ無く記録する必要がある。

への挿入および挿入未遂に関する情報は、

・暴行を受けた場所、時間、暴行の種類、

精液の尃出に関する情報とともに適切に

接触部位など詳細を記録する。加害者がわ

記録する。挿入ありとすることで、挿入未

かっている場合は、氏名を尋ね、記録する。

遂に言及する必要性はなくなる。

・扱いに慎重を要する情報（加害者の氏名

・「レイプ」（刑事訴訟法第375条）は、

など）が明かされた場合には、情報提供者

ペニスと膣にかかわる性行為のみを指す

（サバイバーか、サバイバーが未成年の場

が、性的暴行とみなされる行為は幅広い。

合は親または保護者）の氏名と署名を記録

性的暴行には、ペニス、手指、物による膣、

に残す。

肛門、口腔への挿入、また、サバイバーに

・入浴、性器の洗浄（どんな形であれ）、

よる加害者の自慰行為、加害者によるサバ

洗口、飲食（特にオーラル・セックスに関

イバーの自慰行為、加害者によるサバイバ

連して）などの行動について収集した情報

ーへの口腔性交、サッキング（猥褻目的で

は、その行動があった場所から得た物証が

身体部位を吸うこと）、リッキング（猥褻

わずかであっても、それが証拠能力をもつ

目的で身体部位を舐めること）、キッシン

かどうかにかかわってくる。

グ（猥褻目的で身体部位にくちづけること）

・時にサバイバーは、自らが加害者の身体

なども含まれる。性的暴行の経緯の記録で

に残した外傷痕について話すことがある

は、こうした行為の有無を確認することが

が、後に加害者の検査結果と一致すること

重要である。

もあるので、特に注意を払う。

・一般に、医師は、性的行為の経緯を尋ね

・外傷、威嚇、武器など暴行に関連する情

ることに違和感を覚えることがわかって

報は記録する。このような情報を記録する

いる。詳細な情報が明らかにならないと、

サバイバーの証言の効力が弱まる恐れが

12．法医学的証拠の採取

ある。口腔性交、肛門性交、自慰行為の経
緯について、サバイバーが理解できる平易

・ロカールの交換原理から、加害者とサバ

な言葉で尋ねることが必要である。

イバーの双方に身体的証拠が残る可能性

・子どもがサバイバーの場合、性的暴行の

がある。

経緯を聞き出すのに、可能なら、絵本、身

・証拠採取開始前に、当該事例を評価し、

体図、人形を使うとよい。子どもから聞き

どんな証拠を採取すればよいか決める。こ

出すのが難しい場合には、専門家に依頼す

れは機械的に進めることはできず、ある程

る。

度の分析が伴う。評価は事例ごとに考慮し

・開口部外への精子の尃出に関する情報も、

て行う。

そうした部位から採取したスワブが証拠

・採取すべき法医学的証拠の種類は、３つ

として有効になるので、収集する。

の要因を考慮する。暴行の種類、暴行から

・性的暴行の際のコンドームの使用や状態

検査までに要した時間、サバイバーが暴行

に関する情報は、膣内スワブやスメアから

後、入浴あるいは何らかのかたちで体を洗

精液が検出されない場合があるので、重要

ったかどうか、である。

である。

・女性が暴行後96時間（４日）経って来

・合意の上の性交が性的暴行を受ける前の

院した場合、暴行の経緯と合わせて、必ず

一週間以内にあった場合、その時の精液の

スワブを含めたすべての証拠採取を行う。

検出を除外しなければならないので、記録

72時間（３日）後には、証拠発見の確率

しておく。サバイバーは、そのような情報

は非常に低くなるが、サバイバーが暴行後

を話すことに抵抗を感じる場合があるの

の時間経過について曖昧な場合も、96時

で、なぜそうしたことを尋ねる必要がある

間後までに証拠採取を実施するのがよい。

かを説明する。

・精子は暴行後72時間を過ぎると発見で

・サバイバーが検査時に生理である場合は、

きなくなることは知っておく必要がある。

外傷を間違いなく記録するために、後に再

したがって、暴行後３日を経過している場

度検査する必要がある。

合は、精子発見を目的としたスワブは控え

・生理によって、証拠の一部が失われる。

る。この場合には、スワブは精液を確認す

したがって、暴行発生時や検査時にサバイ

る目的のみで科捜研に送るようにする。

バーが生理であったかどうか記録するこ

・身体外部や衣服など物についた証拠は、

とは重要である。

96時間後でも採取可能である。

・同じことが、入浴、洗浄、排便、排尿お

・スワブの種類は、暴行の程度や種類、サ

よび暴行後の殺精子剤の利用にも言える。

バイバーが語った経緯を踏まえて決める。

・膣分泌物が認められる場合は、質、色、

実施するスワブの種類は、その経緯に沿っ

臭いなど種類を記録する。

たものである必要がある。例えば、サバイ

・記録用紙の記録を訂正する場合は、医師

バーが肛門性交がなかったと確信できる

が訂正箇所の脇に署名する。

場合、肛門スワブをする必要はない。

・サバイバーには大きな紙シートの上に立

MTPの前に準備する。

ってもらうようにする。これによって、暴

・妊娠産物は通常の生理食塩水ですすぎ

行現場や加害者に関する証拠となるかも

（生理食塩水の中に完全に浸すことはし

しれない、草、土、陰毛、頭髪など異物を

ない）、ふた付きの口が広い容器に入れる。

採取することができる。

この採取物は、DNAキットと一緒に、速

・暴行発生時サバイバーが着ていた衣服は、

やかに警察に渡すか、摂氏マイナス４度で

しみ、破れ、物証などがあれば、有効な証

保存する。輸送は警察がアイスボックスに

拠となるので、保存しておく。専用の台の

入れて行い、温度は常に零度以下に保つよ

上に並べた衣服ひとつひとつについて詳

うにする。

しく記録する。精液、血、異物などのしみ
については適切に記録する。また、破れな

身体的証拠

どその他の痕跡があれば、それも記録する。

・精液および精子検出用に口腔スワブを採

サバイバーがすでに着替えていた場合は、

取する。口腔スワブは、証拠発見の確率が

暴行発生時に着ていた衣服を持っている

高い、最後臼歯の後ろ、口腔前庭の後方か

か尋ね、保存するようにする。

ら採取する。

・衣服やその他の物証は、必ず空気乾燥さ

・スワブは、身体に付着した血痕、体表の

せてから、ひとつひとつ別の袋に入れて保

異物、皮膚面の精液しみ他の採取に利用す

存する。

る。

・衣服をたたむときは、しみがある部分が

・サバイバーの身体に付着した加害者の頭

ない部分と接触しないようにたたむ。

髪や陰毛の検出（またはその逆）は、証拠

・衣服はひとつひとつ別の袋に入れ、口を

として有効である。頭髪や陰毛の抜け毛は

しっかり閉め、ラベルを貼っておく。

櫛を使って採取する。加害者から採取した

・女性が暴行を受けた結果としての妊娠を

抜け毛と一致するか検討するため、サバイ

報告した場合、妊娠中絶をひとつの選択肢

バーから頭髪や陰毛を採取する。髪はすべ

として提供し、MTP用プロトコルにした

て採取紙に取り、たたんで、口を閉じる。

がって手順を進める。父親あるいは加害者

・性的暴行で、加害者とサバイバーが互い

を特定するため、妊娠産物（PoC）は科

にひっかき合うなど暴れることがあれば、

捜研
（FSL）
へ証拠として送る場合もある。

一方の上皮細胞が他方の爪に残る可能性

・検査を担当する医師、AMO、CMOは、

がある。したがって、上皮細胞（これは

最寄りの警察署に連絡をとり、MTPの時

DNA検定にも利用できる）が検出できる

間に合わせて、DNAキットを科捜研から

かどうか、爪垢や切り落とした爪を検査す

病院まで運ぶよう依頼する。DNAキット

る必要がある。爪垢や切り落とした爪はす

は、サバイバーの血液標本採取に使用する。

べての指から採取し、それぞれ別の袋に入

検査担当医師は、DNAキットに付いてい

れる。

る書式に必要事項を記入する。この書式に

・爪を切るときは、下部組織による汚染が

は、サバイバーの写真が必要となるので、

ないようにする。

・血液型検査用に血液を採取する。採取し
た血液は、犯行現場で見つかった血痕と比
較し、一致するかどうか検討するのにも利
用できる。

36～72時間後まで検出
3.GHB（γヒドロキシ酪酸） 10～
12時間後まで検出
4.GLB（γブチロラクトン） 尿中で

・薬物やアルコールの影響下にあったかど

６時間後まで、血液中で24時間後ま

うかは捜査全体の結果に関係するので、そ

で検出

の確認のため、血液および尿を採取する。
薬物やアルコールが血液から検出された

性器および肛門からの証拠採取

場合、行為に対する同意の有効性に疑念が

・女性の陰毛に付着した精液と疑われる付

生じる。そうした物質の影響下にあった場

着物がある場合、その部分だけ切って、日

合、身体あるいは性器に外傷が認められな

陰で乾かし、封筒に入れる。

いことがある。その場合には、薬物やアル

・その後、加害者の陰毛採取のため、サバ

コールの影響によって、サバイバーが抵抗

イバーの陰毛を櫛で梳かす。この採取には

できなかった可能性もあるので、血液や尿

必ず櫛を使い、標本の採取、保存には必ず

から薬物などが検出されないか確認する

採取紙を使う。

ことは重要である。

・外陰部、膣、肛門に関してはスワブを２

・静脈血は、専用の消每済み注尃器と注尃

度行い、肛門性器部位の証拠を採取する。

針で採取し、使用目的別に３色で色分けし

スワブは暴行の経緯および検査に応じて

たバキュテナーに移す。

実施する。開口部のスワブは、挿入があっ
た場合にのみ行う。膣スメアのうちのひと

色

内容

使用目的

つはガラススライドに取り、日陰で空気乾

紫

EDTA

DNA検査

燥させて、封筒に入れる。この十分に水分

赤

普通バキ
ュテナー
フッ化水
素ナトリ
ウム

血液型検査、
薬物評価
アルコール
評価

を含んだスメアは、顕微鏡で精子を確認す

灰色

るために使う。こうすることで、医師は一
層確信を持って所見を書くことができる。
・手指や物の挿入に潤滑剤を使用すること
も多いので、これの検出に使用するスワブ

・血液型、HIV、VDRLは病院検査室へ送

も行う。

る。

・タンポンなど他の証拠もあれば保存する。

・尿サンプルは容器に採取し、必要に応じ

・感染を確認する微生物学的試験に使うス

て薬物やアルコールの検査を行うことが

ワブは、病院の方針や利用可否の状況にし

ある。

たがって送る。

・薬物や中間代謝物の体内残存時間に注意

・スワブは空気乾燥する。直尃日光に当て

する。

て乾燥しない。スワブは必ず乾燥させる。

1.アルコール 10時間後まで検出

乾燥させなければ、証拠の腐敗を招き、証

2.ロヒプノール（フルニトラゼパム）

拠として使えない。

・採取したサンプルが入っている封筒はす

の言葉で記録する。

べて内容がわかるようにラベルを貼って

・外傷は診察時に視認できるものだけでは

おく。

ないので十分注意する。サバイバーは身体
的危害を加えると脅されていたり、拘束さ
れていたり、その他なんらかの理由で抵抗

13．総合検査

することに恐れを感じる状況にあって、外
傷がない場合もある。事実、外傷が認めら

・サバイバーの全体的な精神状態について

れるのは、性的暴行全体のわずか３分の１

診察する。この診察では、サバイバーがイ

である（Bowyer and Dalton, 1997）。

ライラしている、落ち着きが無い、反応が

さらに、粘膜の外傷は治癒が早く、検査時

ない、丌安がっているかどうか、また、医

にはすでにわからなくなっていて、痕も残

師が尋ねる質問にすべて回答できるかど

らない場合がある（McCann et al,

うかを診る。医師は、正確を期するために、

2007）。暴行事件は外傷がなくても立件

サバイバーの言葉通りに話された気持ち

されている。

を記録する。

・外傷は全身図に書き込むとよくわかる。

注意：性的暴行を受けた恥辱から、その多

書き込んだ外傷にはそれぞれ番号を付け

くは報告されない。したがって、報告があ

て、ひとつひとつ詳細に記録する。全身図

った場合には、勇気のある行為として理解

より写真証拠のほうがさらに好ましいが、

する。悫惨な事件に対しては、サバイバー

サバイバーの同意が必要である。

によって反応の仕方が違う。「犠牲者は気

・実際の大きさ、場所、形、受傷からの経

にしていない、冷静である、取り乱してい

過時間も記録する。

ない」という表現は、被告側がサバイバー
に丌利な形で利用することがあるので避

受傷からの経過時間の目安

ける。

①擦り傷：
受傷直後……鮮紅色
12～24時間……赤っぽいかさぶた
2～3日……赤っぽい茶色のかさぶた
4～7日……茶っぽい黒色のかさぶた
7日を超えると、かさぶたは乾いて、
縮み、端の方から取れる。

・薬物やアルコールの摂取あるいは注入に
より酩酊状態であったことを示すような
手掛かりは記録する。
・全身検査は、体表に痣、引っかき傷、噛
み傷など外傷の確認から始める。特に、顔、
首、肩、胸、上腕、臀部および大腿部にな
んらかの痕跡があるか確認する。
・外傷はすべて文字や図で記録する。擦り
傷、裂傷、切り傷など、外傷の種類も説明
する。
・考えられる凶器について、硬い、切れ味
が悪い、表面がスムーズでない、鋭いなど

②打撲傷：
受傷直後……赤
2、3時間から3日……青
4日……青っぽい黒色から茶色
（ヘモジデリン）
5～6日……緑っぽい色
（ヘマトイジン）
7～12日……黄色（ビリルビン）
2週間……正常

以上はあくまでも参考であり、外傷の治

・会陰部の検査を注意して行い、外傷、精

癒には外的、内的さまざまな要因が関係し

液のしみ、陰毛などの証拠を採取する。

ている。

・女性サバイバーの場合、外陰部、陰唇、

深い打撲があった場合、外傷の痕跡が外

陰唇小帯、処女膜、膣入り口も同様に検査

からわかるまで通常48時間かかる。フォ

する。腫れ、出血、裂傷などを認めた場合

ローアップ検診でなんらかの痕跡を認め

は、新しい外傷の印なので、記録する。

たときは記録し、文書をMLC（medico

・出血、腫れ、裂傷、膿、しみ、いぼなど

legal case）の書類に添付する。

を肛門や肛門外口周囲に認めた場合、必ず
記録する。肛門拢約筋の弾力性を検査し、

③裂傷：傷の大きさや感染状況から受傷か

所見を記入する。直腸周辺の検査を行い、

らの経過時間を正しく推定するのは難し

肛門管の裂傷、しみ、痔などを確認し、ス

い。しかし、治癒の様子で大まかな推測は

ワブも採取する。

可能である。

・成人女性の膣検査は消每済み検鏡を用い
て行う。検鏡をゆっくり丁寧に広げて、膣

④切り傷：

管を検診し、痣、発赤、出血、裂傷などを

受傷直後……血腫形成

確認する。特に若年女性の場合、会陰部に

12時間……傷の端が赤く、腫れる

まで認められることがあるので注意する。

24時間……かさぶたが傷全体を覆う

外傷が視認できないが、疑われる場合には、

24時間を超えた経過時間については、
治癒の様子で大体の推測をする。
古い傷については、暴行が原因の新しい

１％トルイジンブルーを噴霧して、余分な
液を拣き取る。細かい外傷が青く見えるよ
うになる。

傷ではなく、個人を特定するための特徴で

・サバイバーが未成年であったり、外傷の

あるので、この検査時の対象とはしない。

程度がひどい場合、必要に応じて検査や治

しかし、古い傷について言及しておくこと

療を全身麻酔で行う場合もある。

が重要だと考える場合は、受傷時期につい

・細かい外傷には膣鏡を用いたほうがよい。

て記録する。

検鏡を用いた膣検査は、子どもの場合、挿
入の事実もなく、視認できる外傷もないな

⑤体表面のしみ

らば、必ず実施するものではない。検鏡を

・血液、精液、潤滑剤などしみの種類を記

使用して検査を行う場合、検鏡を（できれ

録する。

ば温かい）滅菌水または生理食塩水に浸し

・場所、大きさ、色を記録する。

て潤滑をよくしたほうがよい。

・スワブを採取した回数、場所を記録する。

・膣の入り口の大きさは性的暴行事件とな
んら関わりはないので、許容性を確認する
二本指テストはまったく必要ない。このテ

14．性器部位の検査

スト結果は、サバイバーに「性交の習慣が
あった」ということを法廷で証明する目的

で、彼女に丌利な形で利用されることが多

などである。この種の暴行について、適切

い。過去の性的行為に関する情報は、事件

に事情を聴取することは非常に重要であ

とは無関係（インド証拠法第146項）だ

る。こうした行為による外傷の検査結果は

と考えられているにもかかわらずである。

すべて記録し、全身図に記入する。必要な

・処女膜の状態には、依然として非常に高

スワブも採取する。

い関心が集まる。しかし、処女膜は、自転

②挿入が認められる性的暴行

車、乗馬、自慰行為などさまざまな理由で

・膣、肛門または口腔性交の証拠

破損するため、大概の場合、事件とは関連

a.膣性交の証拠は、乾燥していない膣ス

がない。研究によれば、処女膜が破損して

メアから精子が検出される、あるいは科捜

いなくても、それを理由に性的暴行の可能

研で膣スワブや膣スメアから精液が検出

性を否定できるものではなく、また破損し

されることで得られる。

ていても、それが過去の性交を証明するも

b.肛門性交の証拠は、乾燥していない肛

のではない。したがって、性的暴行につい

門スメアから精子が検出される、あるいは

て検査所見を記録する場合、処女膜も他の

科捜研で肛門スワブや肛門スメアから精

性器部位と同様に扱うようにする。暴行に

液が検出されることで得られる。

関連のある事項（新しい裂傷、出血、浮腫

c.口腔性交の証拠は、乾燥していない口

などの所見）についてのみ記録する。

腔スメアから精子が検出される、あるいは

・膣からの膿が認められるときは、手触り、

科捜研で口腔スワブや口腔スメアから精

色、臭いなどの特徴を記録する。

液が検出されることで得られる。

・全体的な検査と同様、性器部位の所見も、
全身図に書込み、それぞれ番号を付ける。

・手指や物による膣や肛門への挿入に関す
る証拠の有無
a.膣への挿入：外傷及び潤滑剤の有無

15．見

解

科捜研でスワブから潤滑剤の有無を調べ
る。

・以下の事項については見解を加える。

b.肛門への挿入：外傷及び潤滑剤の有無

１．サバイバーが精神的に同意できない、

科捜研でスワブから潤滑剤の有無を調べ

またはエチルアルコール、麻薬、向精神薬

る。

の影響下にあった医学的証拠

・暴力行使の痕跡
a.身体および性器に認められる外傷

２．加害者を特定できるような手掛り

b.擦過傷、打撲傷、裂傷、切傷、骨折、
爪による掻傷、噛み跡など身体に認められ

３．性的暴行時の挿入の有無がわかる証拠
①挿入が認められない性的暴行
挿入が認められない性的暴行とは、フォ
ンドリング、サッキング、強制的自慰行為

る外傷
c.陰唇小帯、膣の入口、膣にある裂傷、
処女膜の新しい裂傷や切傷、尿道の裂傷、
肛門の裂傷、擦過傷など性器に認められる

外傷

査および非乾燥スメア検査の直後に行う。

・性交が最近であったかどうか

・見解では、事件後何日後に検査および証

a.外傷を受けてからの経過時間

拠採取が実施されたかにも言及する。
・次のセクションでは、暫定的および最終

４．未成年者（18歳未満）の場合、サバ

的な見解を作成する手順を紹介する。しか

イバーの実年齢

し、このリストはすべてを網羅しているわ

・医学的年齢は、身体的年齢、歯科的年齢、

けではないので、実際には、以下の実例を

放尃線学的年齢の平均をとる。

みて暫定的な見解を作成するのがよい。

・暫定的な見解の作成は、サバイバーの検

＊暫定的見解 ペニスの挿入を伴う暴行
性器部位の
外傷／疾病

身体の外傷

湿潤スメア
膣／肛門

見

解

あり

あり

陽性

最近膣性交、肛門性交を強要されたこ
とを示唆する兆候が認められる。

あり

なし

陽性

最近膣性交、肛門性交を強要されたこ
とを示唆する兆候が認められる。

なし

暴力の行使、膣性交、肛門性交の強要
を示唆する特徴が認められる。しか
し、実際の性交の有無に関する見解は
科捜研報告があるまで保留する。

なし

暴力行使を示唆する特徴が認められ
る。しかし、性交の有無に関する見解
は科捜研報告があるまで保留する。

なし

暴力行使を示唆する特徴は認められ
ない。しかし、性交の有無に関する見
解は科捜研報告があるまで保留する。

あり

なし

なし

あり・なし

あり

なし

強制性交の可能性を否定できない理由

滑剤を使用した可能性がある。→精液ある

科捜研で検出可能な証拠

いは潤滑剤の有無

・コンドームの使用、あるいは加害者が精

・身体に外傷が認められないのは、サバイ

管摘除術を受けている、精管の病気がある

バーが意識を失っていた、アルコールや薬

などの可能性がある。→コンドーム使用の

物の影響下にあった、力で抑えこまれてい

場合を除いて精液の有無

た、脅されていたなどの可能性がある。→

・性器部位の外傷が認められないのは、潤

精液、潤滑剤、薬物、アルコールの有無

＊暫定的な見解

手指や物の挿入を伴う暴行

性器部位の
外傷／疾病

身体の
外傷

湿潤スメア
膣／肛門

性器部位の外傷
のみ認められる

なし

陰性

性器部位の外傷
なし

なし

なし

見

解

暴力行使、膣や肛門へ強制的挿入を示唆する
特徴がある。しかし、潤滑剤使用の有無に関
する見解は科捜研報告があるまで保留する。
暴力行使、膣や肛門へ強制的挿入を示唆する
特徴がある。しかし、潤滑剤使用の有無に関
する見解は科捜研報告があるまで保留する。

強制性交の可能性を否定できない理由
科捜研で検出可能な証拠
・潤滑剤を使用してまたは使用せず、手指
または物を挿入した可能性がある。→潤滑
剤の有無

＊科捜研報告受領後の最終的な見解
性器部位の
外傷／疾病

身体の
外傷

湿潤スメアで
の精子の有無

あり

あり

陰性

精液反応陽性

あり

なし

陰性

精液反応陽性

なし

あり

陰性

精液反応陽性

なし

なし

なし

精液反応陽性

なし

なし

なし

薬物・アルコ
ールおよび精
液反応陽性

なし

なし

精液、アルコ
ール、薬物、
潤滑剤は陰性

なし

精液、アルコ
ール、薬物、
潤滑剤は陰性

性器部位の
外傷あり

身体の
なし

外傷の
み

なし

なし

なし

なし

なし

なし

科捜研報告

精液、アルコ
ール、薬物、
潤滑剤は陰性
潤滑剤のみ陽
性

最終的な見解
強制的な膣性交、肛門性交を示
唆する特徴が認められる。
強制的な膣性交、肛門性交を示
唆する特徴が認められる。
強制的な膣性交、肛門性交を示
唆する特徴が認められる。
膣性交、肛門性交を示唆する特
徴が認められる。
薬物・アルコールの影響下での
膣性交、肛門性交を示唆する特
徴が認められる。
膣性交、肛門性交を示唆する特
徴は認められない。しかし、性
器に対する暴行の証拠は認め
られる。
膣性交、肛門性交を示唆する特
徴は認められない。しかし、暴
行の証拠は認められる。
膣性交、肛門性交を示唆する特
徴は認められない。
潤滑剤を塗布した物を膣や肛
門に挿入した可能性がある。

＊挿入を伴わない暴行に関する見解

サバイバーが入浴あるいは体を洗ってし

１ 噛み跡、科捜研による唾液しみ検出が

まった可能性があるので、詳細に事情を記

ともにあるか、どちらか一方しかない場合

録することが重要である。

に噛み跡の証拠を示唆する特徴が
認められる。（受傷時間）

・検査結果が正常な場合、それは強制的な
性交を否定するものでも肯定するもので

２ 吸い跡（噛み跡を伴うまたは伴わない

もない。したがって、状況証拠他を考慮に

血液の円盤状皮下血管外漏出）、科捜研に

入れる。

よる唾液しみ検出がともにあるか、どちら

・外傷が認められないことや科捜研での陰

か一方しかない場合

性結果には以下の理由が考えられる。

に吸い跡の証拠を示唆する特徴が
認められる。（受傷時間）

a. 薬物やアルコールの影響あるいは脅
しが理由で、被害者が加害者に抵抗するこ
とができなかった。

３ 爪痕を伴うまたは伴わない、痣あるい

b. 検査を受けるのが遅すぎた。

は打撲傷が認められる強制的なフォンド

c. 時間が経って外傷が治癒した。

リング

d. 排尿、入浴、着替え、ビデの使用な

に強制的な行為による身体的外傷
の証拠を示唆する特徴が認められる。（受
傷時間）（おそらく愛撫に起因する）

どで、証拠が失われた。
e. コンドームの使用、精管切除、精管
の疾病
最終的な見解を示す際には、以上のような

４ 暴行が強制的なキスのみという報告が

理由付けが必要である。

あり、また科捜研によって唾液しみが検出
された場合
唾液接触を示唆する特徴が認められる。

16．署名および捺印

（おそらくキスに起因する）
・検査終了後、医師が報告書を作成し、見
５ サバイバーが加害者の自慰行為を強制

解を記し、報告書に署名して、厳封した標

的に介助させられた可能性を示唆する経

本とともに警察に手渡す。その際手渡す相

緯があり、サバイバーの手から精液しみが

手とお互いに十分確認する。

検出された場合

・報告書の最後のページには、報告書の合

精液接触を示唆する特徴がある。（おそら

計ページ数を記載する。医師は、改竄防止

く自慰行為の強制的介助に起因する）

のため、すべてのページに必ず署名する。
・サバイバーも報告書に記載された情報を

６ サッキング、リッキングなどの行為の

所持する権利を有するので、すべての文書

特徴は認められないが、経緯としてはそう

の写しをサバイバーにも渡す。写しは警察、

した暴行があったと考えられる場合

科捜研にも１部ずつ渡し、病院にも記録と

して１部保管する。したがって、報告書の

・科捜研への標本の受け渡しは、別々に封

写しは４部用意するのが望ましい。

筒に入れて厳封した上で、内容物がわかる

・証拠はすべて乾燥させ、それぞれ別々の

ラベルを付け、必ず手渡しで行う。

封筒に入れて、厳封する。この手続きに関

・精子の有無を鑑定する湿潤スメア、性感

する責任は、検査を担当した医師が負う。

染症の原因となるバクテリアまたは寄生

・それぞれの封筒に内容物がわかるように、

虫検出用のスメア 性感染症の証拠のた

以下の要領でラベルを付ける。

めの組織スメアの病理組織学的証拠検出
用のスメアは、十分な確認を行いつつ、病

封筒番号

理学および微生物学検査担当誯に送る。

病院名および住所

・すべての血液標本は、次の管理担当者に

病院番号および月日

手渡すまで、可能な限り冷蔵庫に入れてお

警察署、犯罪登録番号、担当誯（該当

く。

する場合）

・標本管理体制：病院は証拠管理の担当者

被害者の氏名、年齢、性別

を置いて、担当者以外いかんなる者も標本

標本名

を扱うことがないようにする。これにより、

必要な検査

管理上のミスや改竄を防止できる。確実な

医師の署名、日時、捺印

標本管理体制を維持することができなけ
れば、証拠は裁判で認められないことにな
る。ある担当者から別の担当者へ証拠の受

17．科学捜査研究所、病理学検査誯、

け渡しがあった場合には必ず記録する。

微生物学検査誯への要請
・採取した標本は、検査のために科学捜査

18．治療に関するガイドラインと心理

研究所に送る。標本はそれぞれ別々に封筒

的サポート

に入れ、厳封の上、内容物がわかるラベル
を付けて、関係当局に手渡す。標本を手渡

・応急処置が必要なときはそれを優先する。

す際に、科捜研宛の依頼書を提示する。依

・初回検査の最後に、サバイバーは、外傷、

頼書には、
例えば、
「精液検査用膣スワブ」

性感染症、妊娠など暴行の結果として考え

の要領で、関係当局に送るすべての標本と、

られる状況について、評価、治療、助言あ

それぞれの標本にどの検査が必要かを記

るいは他施設への紹介を受ける。カウンセ

載する。依頼者には、検査を担当した医師

リングや心理的サポートも提供する。そう

と証拠を受け取る担当官の両方が署名す

した専門的支援を提供できない場合は、最

る。

寄りの専門家に紹介する。

・それぞれの封筒の番号と依頼書に記載し
てある番号が一致しているかどうか確認

1. 性感染症：性感染症を示唆する医学的

する。

特徴が認められる場合、必要なスワブ採取

を行い、PEPを開始する。そうした特徴

3. 裂傷：消每剤（サブロン、デトール）

が認められない場合は、科捜研の検査結果

または石鹸のいずれかと水で洗浄する。サ

を見て判断する。

バイバーが破傷風トキソイドの予防接種

・女性が妊娠していない場合、アジスロマ

をすでに受けている場合または外傷がな

イシン1gmスタット、またはドキシサイ

い場合、破傷風トキソイドを適用する必要

クリン100mgを１日２回のいずれかを

はない。外傷があり、破傷風トキソイドの

７日間と、それに加えてメトロニダゾール

予防接種を受けていない場合は、破傷風ト

200mg（７日分）を制酸薬とともに適用

キソイド½ ccを静脈注尃する。裂傷を縫

するのが望ましい。

合する必要がある場合、これは未成年の尐

・女性が妊娠している場合、アモキシシリ

女にはよくみられるが、外科治療ができる

ンまたはアジスロマイシンをメトロニダ

最寄りの医院を紹介する。

ゾールとともに適用するのが望ましい（メ
トロニダゾールは、妊娠初期の女性には処

4. HIV暴露後予防（PEP）は、サバイバ

方しない）。

ーが暴行被害後72時間以内に来院した場

・B型肝炎への対処 B型肝炎表面抗原が

合に適用する。PEP処方前に、HIVリスク

認められるかどうか血液検査を行う。また、

を評価する*。

HB免疫グロブリン0.06ml/kgをすぐに

* HIVリスク評価に関する詳細は、「HIV感染

不える（性行為後72時間以内）。

防止のための暴露後予防：WHO/ILO共同ガ
イドライン（Post-Exposure Prophylaxis

2. 妊娠予防（緊急避妊）

to Prevent HIV Infection:

・72時間以内にレボノルゲストレル

WHO/ILO guidelines, WHO 2007）」を参

750μg（ノルレボ）２錠を適用するのが

照。

Joint

望ましい。嘔吐があった場合は、３時間以
内に再度適用する。または、２錠のCOCs

5. 経過観察：性的暴行サバイバーの場合、

としてMalaとOvral、 MalaとOvral Gの

さまざまな対応（医学的および心理学的対

組み合わせのうちいずれかを処方=>２錠

応）が必要なことから、経過観察のための

スタットを72時間以内に毎12時間繰り

検診は３週間目と６週間目に行う。サバイ

返す。ノベロン、フェミロン、オーバルL

バーにはこの検診の重要性を十分に説明

のいずれか=>４錠スタットを72時間以内

する。可能なら、暴行被害後２日目に再検

に毎12時間繰り返す。

査のためにサバイバーに来院してもらい、

・緊急避妊は、最初の72時間以内に実施

痣や他の外傷の状況を観察する。

した場合に最も効果を発揮するが、暴行被

・初回評価後72時間以内に痣の状況を記

害後５日まで適用可能である。

録する。

・妊娠の有無は経過観察の中で必ず確認す

・可能なら、淋病検査を再度実施する。

る。サバイバーに直後の生理がなかった場

・妊娠検査を実施する。

合、妊娠検査を受けるように必ず助言する。

・VDRL試験を６週間後に再度実施する。

・心理的後遺症を評価する。心理的サポー

性的暴行は暴力であるということだ。つま

トの必要性を再度伝える。

り、サバイバーはその暴力行為にはなんの
責任もなく、サバイバーが何かをした、あ

6. 心理社会的サポート

るいはしなかったことが原因でレイプと

・サバイバーとの信頼関係の構築は、さま

いう行為が起きたということではないと

ざまなサービスを提供するのに非常に重

いうことだ。レイプ行為は、女性や尐女に

要である。サバイバーが悫惨な体験をし、

対して力を行使し、自分の言いなりにさせ

それを訴えるのに大変な困難を乗り越え

るための道具として使われる。この行為は

なければならなかったことを考えれば、そ

犯罪や暴力であって、性的な行為ではない

の重要性は言うまでもないことである。性

ということも強調すべきである。このよう

的暴行という犯罪についてまわる恥辱を

に語りかけることで、サバイバーは誇りを

考慮して、サバイバーの来院は勇気ある行

失うことはない。これはサバイバーの権利

為であることを強く認識すべきである。こ

の侵害であり、辱めを受けるべきは加害者

の点に関するサバイバーの強さに大きな

である。

敬意を示すことで、信頼関係が構築できる。

・自殺への対処：恥や罪の意識をもつこと

信頼関係ができれば、事件について話すこ

で、サバイバーは自殺を考えることがよく

とも容易になり、確かな経緯を記録するこ

ある。サバイバーには、そうした願望をも

とにもつながる。

つことはよくあることで、それを乗り越え

・検査過程の明確化：検査その他に関する

る方法があることを伝える。否定的な感情

手順、理由、根拠をサバイバーにわかる言

に対処するのに有益な活動に参加するこ

葉で説明する。秘密は厳守されることを確

とを強く勧めるようにする。サバイバーが

認し、恐れることなく、包み隠さず、すべ

さまざまな否定的感情に苦しみ、その程度

ての経緯を話すことの重要性をサバイバ

も強いようであれば、支援を求めるよう促

ーに説明する。事実を把握する上で、内診

す。

も必要になることも説明する。性器部位の

・家族や友人の関不：友人や家族も本人と

検査には丌快感を覚えるだろうが、これも

同様に事件のことで傷つき、呆然自失とい

サバイバーの利益になるということを強

った状態にあるかもしれないので、彼らに

調する。多くの場合、サバイバーはX線ほ

も検査過程ついて説明することは重要で

かの検査や処置のために、ひとつの科から

ある。同時に、家族や友人は、レイプにつ

別の科へと何度も往復することを余儀な

いてよくある認識や通説を信じて、被害者

くされる。サバイバーは、実施される処置

を責め、孤立させ、最後には見捨てるよう

の多さにうんざりすることが多いので、こ

な事態もあり得る。レイプは暴力行為であ

うしたことの必要性も説明する。

って、サバイバー自身が引き起こした行為

・サバイバーに対する肯定的な言葉掛けお

ではないこと、サバイバーは起こったこと

よび自己非難への対処：サバイバーに伝え

に対してなんら責任がないことを説明し

るべき最も重要なメッセージは、レイプや

なければならない。性的暴行の後遺症を乗

り切っていくには、家族や社会からかなり

推測は非常に重要である。

の支援を必要とする。自宅に戻った時、サ

・十分な証拠物件があれば、年齢査定は記

バイバーが安心できるような環境を整え

録しない。年齢が境界線上にある場合、年

るためにも、家族の関不は必要である。

齢判定検査の必要性について、医師が判断

・子どもへの対処：子どもが性的虐待にあ

する。

った場合、事件についてサバイバーに話す

・医学年齢は、身体年齢、歯年齢、放尃線

ことは難しい可能性がる。そのような場合、

学的年齢の平均である。

母親に話すのが最善である。それは、多く

・身体年齢は、身長、体重、胸囲など身体

の場合、子どもにとって母親が最も親しい

的成長および第二次性徴の様子に基いて

存在であるからだが、その反面、母親は、

推測する。

十分に子どもを守れなかった責めの多く

・タナー分類を利用して、胸や陰毛から成

を問われる存在でもある。したがって、母

長段階を決定する。

親と話し、彼女の気持ちへの対処も行うべ
きである。話す際には、被害者である子ど
もにどう対応するか、また身体への触れ方
として適切、丌適切を子どもにどう説明す
るかなどについて助言する。子どもにはい

タナー分類に基づく乳房発達の段階：
第１期 思春期前：乳頭のみが突出。
（９歳未満）
第２期 つぼみの時期：乳房と乳頭が

つものように生活ができるように取り計

小さな高まりを形成。乳輪の直

らうこと、暴行被害のために日常の活動を

径も拡大。（10～11歳）

制限する（例えば、学校に行かせない、遊

第３期 乳房の高まり、乳輪の直径と

ばせないなど）ことがないように十分に説

もさらに増すが、乳房と乳輪の

明する必要がある。

間に段がない。（12歳）

・ソーシャルワーカーが病院やカウンセリ

第４期 乳房の上に二番目の高まりを

ング・センターにいる場合、それを利用す

形成するように乳輪と乳頭が

る。専門機関等を紹介しつつ、事件による

突出。（13～14歳）

心的外傷の影響は長期にわたり、将来も悩

第５期 成人期：乳輪の高さが乳房の

まされる可能性があるので、カウンセリン

高さと同じ程度に戻ることで、

グを利用して、心理的影響に対処すること

乳頭が突出。（15～16歳）

の重要性についても、サバイバーに伝える。
陰毛発生の段階：
第１期 思春期前：陰部のうぶ毛に腹

19．年齢の推測

壁のうぶ毛以上の発達は見ら
れない（つまり、陰毛はない）。

・未成年のサバイバーを検査する場合、年
齢を推測する必要がある。未成年者への暴
行にはより重い刑が誯されるので、年齢の

（12歳未満）
第２期 長いやや着色した綿毛のよう
な、まっすぐまたはわずかに縮

れた毛が陰唇に沿ってまばら

・第２大臼歯－２～２歳半

に発生。（12～13歳）

・永久歯

第３期 かなり色が濃く、硬くて縮れ

・第１大臼歯－６～７歳

た毛が陰部の上方にまばらに

・中切歯－７～８歳

発生。（13～14歳）

・側切歯－８～９歳

第４期 毛の種類は成人と同様だが、

・第１小臼歯－９～10歳

発毛の区域は成人に比べると

・第２小臼歯－10～11歳

小さい。大腿の内側に発毛は認

・犬歯－11～12歳

められない。（14～15歳）

・第２大臼歯－12～14歳

第５期 毛の種類、横方向へ広がる発

・第３小臼歯－17～25歳

毛区域ともに成人と同様。大腿
の内側にも発毛が認められる。
（16歳以上）

乳歯と永久歯の違い
乳歯

永久歯

小さい

大きい

・歯年齢は、歯の合計数、乳歯、永久歯そ

光沢がある

光沢がない

れぞれの数とその位置を考慮して推定す

上顎切歯が垂直

上顎切歯が前に

る。また、最後にどの歯が噴出したかを確

切歯の端がぎざ

でている

認することも必要である。チャートを使っ

ぎざしていない

切歯の端がぎざ

て、最後に噴出した歯の位置と照会するこ

臼歯の先端が丸

ぎざしている

とで、年齢を推測することができる。

い

臼歯の先端が尖

・歯の合計数を確認し、それぞれの歯につ

合計歯数が20－

っている

いて乳歯と永久歯を判別する。調べた結果

2102（切歯、犬 合計歯数が22－

を用意してあるチャートに書き込む。

歯、小臼歯、大臼 2123（切歯、犬

１．P－永久歯

歯）

２．T－乳歯

歯、小臼歯、大臼
歯）

３．✔－噴出

注：このチャートはあくまでも参考であり、

４．X－噴出せず

歯の噴出には多くの外的、内的要因が関係
している。

歯の噴出
・乳歯（半分の法則）

放尃線学的年齢

・下顎中切歯－５～６か月

放尃線学的年齢は、骨核の出現、骨核と

・上顎中切歯－６～７か月

骨の融合、繊維性連結を確認することで推

・上顎側切歯－７～８か月

測できる。この確認には、さまざまな関節

・下顎側切歯－８～９か月

のX線写真が必要となる。

・第１大臼歯－１歳
・犬歯－１歳半

X線写真を通して各年齢で関節にみられ

Bowyer, L. and Dalton, M. E. (1997).

る重要な変化

Female victims of rape and their

12歳

股関節（小転子の骨核は

genital injuries.

10～12歳で出現）

Br J Obstet Gynaecol, 104,

肘関節（外側上顆の骨核

617-620.

は11～12歳で出現）

14歳

手首関節（豆状骨の骨核

Burgess and Holmstrom (1974).

は10～12歳で出現）

Rape trauma syndrome. Am J

股関節（腸骨稜の骨核は

Psychiatry, 131, 981-986.

14歳で出現）

16歳
18歳

肘関節（橈骨粗面の骨核

Dobbin S. A. and Gatowski, S. I.

は14歳で出現）

(1998). The social production of

股関節（坐骨結節の骨核

rape trauma syndrome

は16歳で出現）

as science and as evidence. In

肩関節（上腕骨上端の全

Michael Freeman and Helen Reece

骨核が骨と融合）

(Eds.).'Science in

手首関節（橈骨と尺骨の

court' (pp. 125 - 145). New Delhi:

下端の全骨核が骨と 融

Sage Publications.

合）
股関節（腸骨稜の骨核が

Jagadeesh, N; Deosthali, P;

腸骨と融合）

Contractor, S; Rege, S and Malik, S.

股関節（坐骨結節が坐骨

(2010). A Comprehensive

と融合）

health sector response to sexual

注：このチャートはあくまでも参考であり、

assault: Does the Delhi high court

骨核の融合には多くの外的および内的要

judgment

因が関係している。

pave the way?, Working Paper No. 1.

21歳

Mumbai: CEHAT.
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＊批判：第375条は、強制的なペニス・

1094-1106.

膣性交（レイプ）のみを規定している点で
限定的である。物や手指の使用、肛門性交、

World Health Organization (2003).

口腔性交などその他の性的暴行の形態を

Guidelines for medico-legal care for

除外している。現在、こうした犯罪は第

victims of sexual assault, 6 p.

354条、第377条を根拠として裁かれて
いるが、どちらの場合も第376条に比べ、
罰則が弱い。これは従来からある処女性へ

資料１：関係法令および研究

の関心を反映したものあり、ゆえにレイプ
に対しては、他の性的暴行と比較して、厳

IPC

罰がくだされている。

第375条
以下に掲げた６つの記述のいずれかに適

第375条、第376条

合する状況で女と性交があった男は「レイ

・男が16歳以上の妻でない女と、女の意

プ」を犯したとみなされる。

思に反してまたは女の同意なしに、性交し

１．女の意思に反する場合

た場合

２．女の同意がない場合

・男が12歳以下の女と性交した場合

３．女の同意はあるが、その同意が女自身

・男が15歳以下の妻と性交した場合

或いは女が関心を払う者が死或いは危害
を受ける恐れがある中で得られた場合

第376条A

４．女の同意はあるが、男は自分が女の夫

・男が、法律上の別居にある妻と、妻の意

ではないという認識がありかつ、女が男を

思に反してまたは妻の同意なしに性交し

自分が正当に結婚している男あるいはこ

た場合

れから正当に結婚する相手だと考え、同意
を不えたことを男が認識している場合

第376条B

５．女の同意はあるが、女が同意したとき、

・男性公務員が、その管理下にある女と性

心身喪失、酩酊状態あるいは麻酔薬やその

交した場合（同意の有無は考慮しない）

他丌健全な薬物を不えられたことで、女が
自分が同意していることの内容や結果を

第376条C

理解していない場合

・刑務所あるいはその他の監禁施設の男性

６．女の同意の有無にかかわらず、女が

長官や男性管理官が、その管理下にある女

16歳以下である場合

と性交した場合（同意の有無は考慮しない）

第376条D

する。また、容疑者の医学検査は遅滞なく

・病院あるいは老人ホームの管理に携わる

実施し、登録医であれば誮が行なってもよ

男が、その敷地内にいる女と性交した場合

い。

（同意の有無は考慮しない）
第157条
第354条

・レイプ犯罪の捜査手続きに対応する。本

・女の慎みを侮辱するような暴行または暴

法律の2008年修正により、サバイバーの

力の行使

供述記録は、サバイバーの自宅あるいはサ
バイバーが選択した場所で、できる限り女

第377条

性警官が行う。

・肛門や口腔への挿入を含む「自然の秩序
に反する丌自然な性交」

第327条
・レイプ事件の尋問および裁判は非公開で

第89項

行う。また、できる限り、裁判は女性判事

・12歳未満の者については、親または保

あるいは女性行政長官が行う。

護者の同意を必要とする。
第173条
・子どものレイプに関する捜査は、当該警
刑事訴訟法

察署の警官によって、事件に関する情報が

第164項A

記録された日付から３か月以内に完了す

・レイプ被害者の検査は、国政府あるいは

る。事件報告書を行政長官に提出するとき

地方当局が管理する病院に勤務する登録

には、医学検査の報告も含めて提出する。

医（RMP）が行う。この条件を満たす登
録医がいない場合は、他の登録医が行なっ

第176（１A）条

てもよい。

・司法行政長官は、刑務所内のレイプや死

・検査は遅滞なく行い、担当した登録医は

亡事件を全て捜査する。

詳細な報告書を作成する。
・検査について得た同意を記録する。

第357（A）条

・検査開始時刻および終了時刻を正確に記

・被害者補償制度 州政府は中央政府と協

録する。

議の上、被害者補償制度を創設する。

・登録医は遅滞なく報告書をIOに提出し、
IOは行政長官に提出する。

第39条
・サバイバーが性的暴行事件を警察に通報

第53条A

することを望まない場合、医師は通報する

・レイプ容疑者の医学検査も詳細に報告す

義務はない。

る。実施した医学検査の種類を明確に記述

インド証拠法

見解を丌必要に重視し、誤って被告の利益

第114（A）条

となるような判決を下した。これに対して、

・被疑者による性交が証明され、問題が女

本法廷では、被害者の証言は信ずるにたる

の同意の有無である場合、女が法廷で同意

ものであり、すでに述べたように、詳細に

していないと証言した場合、法廷は女は同

よって証言の裏付けもある。また、被害者

意していないとみなす。

の証言を信ずるに足らないとするような
本件捜査上の間違いもない。」と説明して

第146条

いる。

・検察官の反対尋問で女の全般的な丌道徳
性について尋問することはできない。

デリー女性のための会対デリー警察
Delhi HD W.P. (CRL) 696/2008,

判例法

Order 23rd April, 2009.

カルナタカ州対マンジャムナ（2000 SC

・病院は、性的暴行のサバイバー専用の検

(Crl)1031/CriLJ 3471/2006(6)

査室を設置する。

SCC 188

・デリーの全病院は、統一された方法で記

・病院あるいは医師が法医学的検査を行う

録および証拠採取を行う。SAFEキットを

のに警察からの要望書は必要ない。

使用する。
・そのような検査に必要な施設、人材他は

バルワダボギブハイヒルジブハイ対グジ

すでに詳細が明らかであり、すべての病院

ャラート州（1983）

で設置するようにする。

・レイプ犯罪を証明するために、医学的証

・証拠の適切かつ安全な保管は病院の責任

拠を裏付ける証拠は必要ない。医学的証拠

で行う。

の結果にかかわらず、状況証拠とサバイバ
ー自身の証言を極めて重要な証拠とみな

St. Vs. Munna, FIR No. 513/07,

す。

PSShalimarBagh
「二本指テスト」は、膣入口の大きさに基

H.P.州対Tara Chand Anr 2008 (3)

いて「性交の習慣性」について見解を述べ

Shim LC1

るために、多くの場合、医師が慣習として

・過去の性行為は性的暴行事件に無関係で

行う検査である。しかし、この検査によっ

ある。ヒマチャル・プラデシュ高等裁判所

てもたらされる情報は、性的暴行とは無関

は、第一審裁判所の判決を却下するに当っ

係であり、誤解を招く可能性がある。よっ

て、「熟慮した結果、第一審裁判所は、被

て、裁判所はこの「検査」は行わないとい

害者は頻繁に性交を行なっていたという

う判断を下している。例えば、デリーにあ

医師の所見、膣スワブから精子が認められ

る一般裁判所は次のような見解を示して

ない、被害者および加害者の性器に外傷が

いる。
「この法廷でも、場合によっては『二

認められないなどから、KantiKumariの

本指テストの結果に証拠能力を認める否

か』ということに言及しているレイプ被害

◆サバイバーは、病院で、事件について極

者の法医学的事例を扱ってきた。この検査

端に感情的な反応を見せるとは限らない。

の結果には、
「常習的に性行為をしている」

・性的暴行に対する情緒的反応は感情的な

「性行為に慣れている」などという見解も

ものから抑制されたものまで多岐にわた

見られる。常習的だとする判断は、被害者

る。McGregorの研究によれば、感情的な

がレイプに関して嘘をついているという

反応をみせた被害者が44.4％であるのに

ことを示唆して、レイプ被害者である女性

対して、抑制された反応をみせた被害者は

に丌利な形で利用される。また、同じ事が

47.6％であった。

児童の性的虐待事例にもある。この検査こ
そが懸念の理由である。検査後の医師の見

◆処女膜は必ずしも性的暴行の証拠にな

解が加害者の有罪無罪にいかなる関係も

らない。

ないという事実を考えることもなく、被害

・身体の検査をもとに、女性が性行為を経

者が（今回の事例のように）未成年、未婚

験しているかどうか判断するという研究

の尐女、既婚女性にかかわらず、医師は性

によれば、50％の確率で「処女」である

的虐待の被害者に対し、慣習としてこの検

という判断に誤りがあった。つまり、この

査を行なっている。」

研究は、処女膜の有無から必ずしも過去の
性行為に関する情報を得られるわけでは

研究による証拠：

ないということを示唆している

◆レイプは必ずしも明らかな外傷を伴う

（Underhill RA, Dewhurst J. "The

ものではない。

doctor cannot always tell. Medical

・レイプを通報した女性に関する事件記録

examination of the "intact"

の後ろ向き調査によれば、性器部位に外傷

hymen."Lancet. 1978 Feb

が認められる事例は全体の30%未満であ

18;1(8060):375-376.）
。

った（Bowyer L, Dalton ME. Female
victims of rape and their genital
injuries.Br J ObstetGynaecol.
1997;104:617-620）
・性的暴行事例では、性器部位に外傷が認

資料２：
インドの病院で行われた調査に基づく
証拠

められない例が全体の50%を超える。こ
の数字は、病院での処置を求めて来院した

以下の調査結果は、2008年8月から

被害者についても同じである（McGregor

2012年1月に、ムンバイにある3つの公

MJ, Du Mont J, Myhr TL. Sexual

立病院で、CEHATが対応した性的暴行

assault forensic medical

82例から得たデータをもとに分析したも

examination: is evidence related to

のである。

successful prosecution? Ann Emerg
Med. June 2002; 39:639-647）。

こうした証拠喪失の原因についても記述
し、性的暴行例について見解を示す際に考
慮する。
Changed Clothes：着替え
Defecated：排便、排尿
Voided Urine：証拠喪失の原因
Douched：ビデの使用
Bathed：入浴
性的暴行のサバイバーのおよそ半分は、自

Note: Total does not add up to

ら、つまり警察の要望書なしで、病院を訪

100 due to Multiple Responses.：

れている。このことから、医療機関や法執

注：調査は複数回答形式で行ったため、

行機関は、サバイバー自らが病院を訪れる

各パーセンテージを合計しても100に

ことを認めるべきである。

はならない。

Entry to Hospital：来院の動機

出典：MIS Sexual Assault

Self：自分の判断

Intervention, CEHAT 2012

Police：警察の判断
情報元：MIS Sexual Assault
Intervention, CEHAT 2012

暴行から検査までの経過時間
１日
２～３日
４日～１か月
全82例のうち、73％が暴行を受けてから

１か月過ぎ

24時間以内に通報、5％が2～3日以内、

情報なし

10％が4日～1か月以内、その他は1か月

出典：MIS Sexual Assault

を過ぎて通報した。暴行を受けた後入浴し

Intervention, CEHAT 2012

たサバイバーは35％、ビデの使用28％、
排尿68％、排便39％、着替え46％であ

女性の大部分が、ペニスによる膣性交ある

った。どの行為も証拠を喪失させることに

いはその未遂を訴えているが、その一方で、

なった。したがって、事件経緯の記録には、

ペニスによる肛門・口腔性交またはフィン

ガリングなどの性的暴行（32％）
、フォン

力を受けていた。こうした点から、女性が

ドリング、性器を触る、自慰行為といった

抵抗できない状況で性的暴行が起きてい

性交を伴わない暴行（22％）などの訴え

ることがわかる。

もある。全体の27％で、複数形態の暴行
が報告されている。

外傷の有無
身体に認められる外傷
性器部位に認められる外傷
出典：MIS Sexual Assault Intervention,
通報があった性的暴行の種類

CEHAT 2012

ペニス・膣性交 57％
その他の性交 32％
性交を伴わない暴行 22％
注：調査は複数回答形式で行ったため、各
パーセンテージを合計しても100にはな
らない。全体の17％にあたる事例につい
ては情報がない。
出典：MIS Sexual Assault Intervention,
CEHAT 2012
性器部位に外傷が認められないサバイバ
ーは半数を超え、身体に外傷が認められな
いサバイバーは80％超えた。9％にあた

サバイバーの72％が、来院時なんらかの

る事例で、被害者は酩酊状態であったか、

健康上の影響を訴えた。そのうち、尐なく

意識がなかったと考えられた。26％の事

とも４名は、健康上の問題への対処のみを

例で、サバイバーは、抵抗したり、暴行の

望んで来院した。このサバイバー４名は、

ことを他人に話した場合は、彼女自身か親

他の病院では、検査や法医学的証拠の採取

しい人に危害を加えるという脅迫を受け

を受けたものの、健康上の影響に対する処

ていた。24％の事例で、サバイバーは暴

置は拒否された。これは性的暴行のサバイ

バーに対して医療機関によく見られる反

自分を責め、「無責任な親」というレッテ

応であるが、その丌適切さを示す例である。

ルを貼られることに怯えていた。

法医学的検査や証拠採取に注意が向けら
れる一方、サバイバーへの医学的処置が疎
かになっている。

性的暴行の対応は難しい。サバイバーは自

身体的健康への影響

らの未来に対し丌安があることを訴えた。

性器部位の外傷

この丌安は、社会が自分をレイプ被害者と

身体の外傷

してみること、自分や兄弟姉妹の結婚への

排尿時の痛み

影響、加害者から圧力を受ける可能性に対

経膣出血

するものであった。さらに、サバイバーは、

直腸出血

再度暴行を受けることを恐れ、裁判中止を

腹痛

考えざるを得ない状況にも直面していた。

性器・直腸部位の痛み

こうした問題に対処するため、家族は新し

望まない妊娠

い土地に引越したり、中には帰国したサバ

その他健康上の影響

イバーもいた。また、子どものサバイバー

他人に話すことができない

が身の安全を確保するために転校した例

情報なし

もあった。

注：調査は複数回答形式で行ったため、各
パーセンテージを合計しても100にはな

資料３：

らない。

性的暴行サバイバー検査用書式

出典：MIS Sexual Assault Intervention,
CEHAT 2012

性的暴行を訴えたサバイバーは、精神的な
サポートを受ける中で、丌安、恐怖、悫し
み、自己非難といった感情を見せた。カウ
ンセリングを受ける中で、こうした感情を
言葉で表現したものの、検査、証拠採取、
処置を受けるときには、ほとんどすべての
サバイバーは落ち着いていた。混乱し、着
衣が乱れ、泣き喚くサバイバーは皆無であ
った。サバイバーが子どもであった場合は、
病院にいるということに関するいらつき
や丌安の兆候がサバイバーに認められた。
子どものサバイバーの保護者、特に母親は

図：性的暴行サバイバー検査用書式（一部）

＊記入する事項

初潮 月経周期

Ⅰ）関連情報

産科歴

病院名・住所

避妊

外来番号／入院番号

G

最終月経期
P

L

A

D

はい／いいえ

「はい」の場合、その方法

MLC参照番号／outward number
サバイバー氏名

暴行を受けた時妊娠していたかどうか。
「はい」の場合、妊娠期間

男／女／性転換者
住所

III) 性的暴行被害歴

電話番号／連絡先番号（可能なら）

事件の状況をサバイバーの言葉で記録

年齢

する（紙面が丌足する場合は、書式の

生年月日

最後のメモ欄を使用する）

既婚／未婚／離婚

暴行現場

同伴の女性看護師、付き添い、親戚の

暴行日時

氏名

加害者の人数・氏名

本人確認可能な特徴

加害者を知っていたかどうか

サバイバー来院日時
要請書式の受領

はい／いいえ

本人／警察／行政

「はい」の場合、

サバイバーとの関係

長官から（丸で囲むか、他の者なら記

暴行前あるいは暴行中に薬物またはア

入）

ルコールを摂取させられたかどうか

書類番号

暴行後着替えをしたかどうか

書類作成年月日

はい／いいえ

「はい」の場合、

犯罪登録番号

着替え前の着衣はまだあるかどうか

担当誯

洗濯、補修をしたかどうか

書類を持参した者の氏名（氏名と署名）

暴行後の行動で当てはまるものの番号

関係：

を丸で囲む

日時

PC/HC/PN/WPC 番号

１．食事 ２．水分摂取

警察署

４．髪を梳かす ５．うがい

検査日時・場所
検査に立ち会った者の氏名
と証人の署名）

３．喫煙

暴行中、加害者の身体に外傷の痕跡を
（氏名

残したかどうか
「はい」の場合、詳細を記録
暴行に関して以下の点の詳細を記録

II) 医学的情報

言葉による脅し

関連する医学歴・外科歴

触られた身体部位

過去の虐待被害歴

身体への暴力

アレルギー歴

加害者が使用した（またはそれを

現在服用中の薬

使って脅した）凶器あるいは物

「はい」場合、コンドームの状態
破損なし／破損／丌明

挿入の詳細：挿入は、ペニス、手指、その他の物の
どれによるものか（はい、いいえ、丌明で回答）
挿入未遂
開

ペ

手

口

ニ

指

部

ス

挿入
物

潤滑剤使用の有無
はい／いいえ／丌明

尃精

ペ

手

ニ

指

物

ス

は

い

丌

い

い

明

物による挿入があった場合、それは何か。
暴行前一週間以内の性交の有無
はい／いいえ／思い出せない

え

暴行時の生理の有無

膣

検査時の生理の有無

肛
門

暴行から検査までの間の

口

サバイバーの行動

腔

はい

いいえ

丌明

入浴
ビデの使用
口腔性交は加害者

はい

いいえ

丌明

排便

がサバイバーに対

殺精子剤の

して行ったのか。
自慰行為は加害者

排尿

はい

いいえ

丌明

使用

がサバイバーに対

暴行後の膣・肛門・口腔からの出血や膿の

して行ったのか。

有無

自慰行為はサバイ

はい

いいえ

丌明

暴行前の膣・肛門・口腔からの出血や膿の
有無

バーが加害者に対
して行ったのか。
尃精は身体開口部

はい

いいえ

丌明



の外だったか。
尃精の場所はどこ

はい

いいえ


はい

いいえ

の場合、

位にキスする、舐

詳述

現在の着衣は、暴行中の着衣と同じも
のか。

「はい」

るいはその他の部

遺留物採取紙（この上でサバイバーは
脱衣）
。採取後封筒に入れる。

丌明

か。
サバイバーの胸あ

IV) 法医学的証拠



はい／いいえ

着衣証拠は空気乾燥後、証拠保管袋１
に入れる。

める、吸うの行為
があったか。

コンドーム使用の有無
はい／いいえ／丌明

着衣証拠 詳細
身体から採取した証拠は、適切にラベルを
貼って、証拠保管袋２に入れる。それぞれ

のサンプルを個別の封筒に入れ、厳封の後、

サバイバーの陰毛を梳毛（5～10回。

ラベルを貼り、さらに検査を行うために科

刼毛の場合はその旨記録する）

捜研へ送る。

外陰部スワブ（2）

身体から採取した証拠

膣スワブ（2）

可能なら、証拠を採取した身体部位を示す。

肛門スワブ（2）

採取できなかった場合は、理由を述べる。

膣スメア（2）－即時検査用（1）、科

口腔スワブ

捜研送付用（1）

身体上の血のしみ

膣スメア（精子検出用）

身体上の異物

膣スメア（性感染病関連証拠用）

身体上の精液のしみ
その他のしみ（それが見つかった身体

V) 標準検査

部位および考えられるしみの種類）

総合的な精神状態

頭髪梳毛

全身検査：以下の身体部位を検査し、暴行

頭髪（5～10本）

に関係する所見を得る。

両手指の爪垢を10本別々に採取



サバイバーの歩行

手指の爪を10本別々に切る（すでに短



頭部の圧痛（頭髪が引きぬかれたり、

く切ってあった場合にはその旨記録す

頭髪を掴んで引き回されるなどの場

る）

合）

血液型判定用採血、薬物判定用採血（標



顔面の外傷：眼の回りの痣、圧痛

準バキュテナー）



眼その他の点状出血

アルコール濃度判定用採血（フッ化ナ



口唇、頬粘膜、歯茎

トリウムバキュテナー）



耳の後ろ

DNA分析用採血（EDTAバキュテナー）



鼓膜

その他のサンプル（消每済容器に採取）



首、肩、胸

性器および肛門部位から採取した証拠は



手首、前腕

証拠保管袋３に入れる。それぞれのサンプ



上腕内側面

ルを個別の封筒に入れ、厳封の後、ラベル



大腿部内側面

を貼り、さらに検査を行うために科捜研へ



臀部

送る（スワブ用の棒を湿らせる場合は、添



その他

部位を記録

えつけの蒸留水を使う）
。
VI) 性器部位の検査－以下の部位を検査
性器および肛門部位から採取した証拠

し、暴行に関係する所見を得る。

可能なら、証拠を採取した身体部位を示す。

（注－膣検査および検鏡検査は、外傷確認

採取できなかった場合は、理由を述べる。

に必要な場合を除いて、子どもには実施し

もつれた陰毛（刼毛の場合はその旨記
録する）

ない。
）
拢約筋の状態

大陰唇

2. 警察の加害者逮捕・訴追を支援

小陰唇

する目的で法医学的調査を行う。こ

陰唇小帯、膣入り口

の調査では、口腔、膣、肛門、直腸

外尿道口

を含む全身の検査を行い、また、着

処女膜（可能な場合）

衣、頭髪、体表に付着している異物、

肛門、直腸

唾液、陰毛の採取・保管、膣、肛門、

検鏡検査

はい／いいえ

直腸からのサンプルの採取・封入、

「はい」の場合、所見
膣検査

血液の採取を実施する。

はい／いいえ

「はい」の場合、所見

3. 記録した事件の経緯、検査所見、

その他の所見

医学的調査の中で採取した物質や、
警察の加害者逮捕・訴追につながる

VII) 見解

その他の情報や所見を警察に提供

上記に記録された特徴から本人と確認で

する。

きる

を事件から
日後に検査した結果、私の見解は、
である。

私は、上記の内容について、自由意思に
基いて、完全に同意する。また、法医学的
調査、警察への法医学的情報の提供のどち

月日

らかあるいは両方を拒否する権利を有し、

時間

拒否したことで暴行の影響に対する処置

住所

を拒否されることがないことも理解して

検査担当医の署名

いる。

検査担当医の氏名および捺印
この報告書は合計

ページである。

さらに、検査中いつでも、ここに同意し
た事項のすべてあるいはいかなる事項に
ついても自由に破棄できることも理解し

サバイバー同意書

ている。私は、同意書の内容について、私

I.

が理解できる言葉で説明を受けたので、こ

（同意する者の氏名）は以下の事項に自主

の同意書に署名する。

的に同意する。

（証人の氏名と署名）
（サバイバーの氏名と署名）

1.

（サバイバーの氏名）

（本人／本人の
関係

／その他の

）について性的暴行の

影響を調査し、処置を施す。

（年月日、場所、時間）
（サバイバーの保護者または親戚の氏名
と署名 精神的な障害または12歳未満の
ため本人が同意できない場合）

図：サバイバー同意書
年月日
時間
場所
検査担当医の署名
検査担当医の氏名および捺印
図：未成年サバイバーの年齢の推定書式

未成年サバイバーの年齢の推定書式
X線写真要請書に必要事項を書いて、この
書式のコピーを添えてください。
身長
体重
胸成長段階（マニュアル参照）
科学捜査研究所による検査の要請書

脇毛
陰毛（マニュアル参照）

要請元：

歯の状態

要請先：科学捜査研究所所長

歯

永久歯／乳歯／両方

第二大臼歯の後ろにスペースができて

○○殿

いるかどうか

要請事項：採取した物証の科捜研による検
査
から採取した物証を

骨化検査
1. X線写真が望ましい。

ここに提出する。

2. 所見

年齢

年齢の推定

性別

当警察署

誯が担当する

OPD/IPD番号
MLC番号

、
、

病理学・微生物学部門による検査要請書
（病院に病理学・微生物学的検査部門がな
い場合）

犯罪登録番号
事件について

要請元

以下、厳封された封筒に入った物証の検査

要請先

および所見の提供を要請する。

.

部長

の証拠として。
○○殿
医師氏名

要請事項：採取した物証の検査

病院名
から採取した物証をこ
署名

捺印

こに提出する。
年齢

物証サンプルをラベルが貼られた封筒に

性別

厳封された状態で受領した。
（署名）

当警察署

PC番号

OPD/IPD番号

警察署

MLC番号

年月日

犯罪登録番号

誯が担当する
、
、

事件について
図：科学捜査研究所による検査の要請書
以下、厳封された封筒に入った物証の検査
および所見の提供を要請する。
の証拠として。
医師氏名
病院名
署名 捺印
物証サンプルをラベルが貼られた封筒に
厳封された状態で受領した。
（署名）
警察署
年月日

退院／症状の概要書式

あるいは手指など外傷の原因に関する見

サバイバーの氏名

解を外傷それぞれについて記入する。非常

検査年月日

に強い、暴力的、抑制的など行使された力

医師の氏名

の程度に関しても記入する。

性感染病

実施
検査

実施
処置

淋病
クラミジア
梅每
HIV検査（カ
ウンセリン
グ後、同意が
必要）
標準HIV予
防
B型肝炎

次回検査

3か月後
と6か月
後

1か月後
と6か月
後

実施した検査
実施した性交後避妊法
次回検査
妊娠
外傷
手術
次回検査
破傷風トキソイド注尃
心理的評価およびカウンセリング
即時外部機関紹介
退院に関する助言（次回検査日時を含む）
年月日
時間
検査担当医の署名
検査担当医の氏名および捺印
外傷の種類、大きさ（長さ、幅、深さなど）
形状、色、縁、年齢、内容を含め、すべて
の外傷を以下の図表に書き入れる。鋭利な
物、ロープ、吸殻、金属あるいは木製、爪

図：退院／症状の概要

以下は、ムンバイの中規模公立病院で作成
された標準的な作業手順案である。
1. サバイバーが12歳以上である場合、性
的暴行に関する検査に自ら同意すること
ができる（IPC第89項）
。サバイバーが12
歳未満である場合、親または保護者の同意
が必要になる。
2. 性的暴行事件の場合、サバイバーが医
学的に入院を必要とする状態でなければ、
入院する必要はない。証拠採取および検査
を数時間のうちに完了し、サバイバーが入
院せずに直ちに退出できるよう、あらゆる
便宜を図る。未実施の検査項目（例えばX
線写真など）がある場合、サバイバーにそ
の重要性を説明し、入院して検査を完了す
るのが望ましい旨を話す。情報提供後も入
院拒否の意思に変化がなければ、残りの検
査を受けに翌日来院するよう勧め、翌日来
院の意思を本人に書いてもらう。そうする
ことで、翌日来院するかどうかは本人の責
任となる。サバイバーが翌日来院しなかっ
た場合、検査担当医は未実施の検査項目を
記入し、厳封したSAFEキットをMROに
送致する。
3. 採取した証拠の保管および厳封の責任
は検査担当医にある。証拠の空気乾燥や封
入に関して、検査に立ち会う看護師や勤務
中の他の看護師に、補助を依頼することが
できる。証拠は、検査担当医が個別に袋に
入れて厳封の上、署名する。

資料４：
標準的な作業手順の例

4. 厳封した証拠それぞれに診療記録部門
の病院印を押す。

5. 証拠を厳封した後は、直接診療記録担

病院など医療施設や警察署、家族内、地域

当官に手渡す。

全般で起こっていることすべてについて、
非常に混乱した状態にあることも考えら

6. 証拠を冷蔵庫に保管する必要がある場

れる。本人には、友人や家族の中でも、支

合、分娩室に保管する。

えになってくれる者もいれば、非難したり、
離れていく者もいることを話すべきであ

7. 証拠は、診療記録担当官が直接警察に

る。加害者から脅迫されたり、訴えを取り

手渡す。

下げるよう圧力をかけられたりすること
もある。

8. 検査担当医が証拠を診療記録担当官に

サバイバーには、性的暴行は身体的にも

渡した後、確実に警察に手渡すのは診療記

精神的にも影響があることを説明するこ

録担当官の責任である。この件に関しては、

とが重要である。以下に性的暴行の心理的

警察署との間で確認が必要となる場合も

影響として考えられる例を挙げる。

ある。確認が必要な場合、最高医務責任者

1. 自分は危険に晒されていて、性的暴

は、勤務中の警察官を通して、当該警察署

行被害に再び遭うのではないかという

との連絡を要請されることがある。

恐怖感
2. 失見当識、注意散漫

9. 警察が証拠を回収するまで確実に保存

3. 罪悪感あるいは被害に対する自責

しておくのは診療記録担当官の責任であ

の念（「あそこに行かなければよかった」

る。

「あの人を信用しなければよかった」
など）

10. 証拠が警察に回収されずにある場合、

4. 恥辱と困惑

診療記録部門は15年間または警察が回収

5. 恥辱の念に起因する社会的対人間

するまで証拠を保存しておく。

への恐怖感
6. 食欲減退

資料５：
医療関係者は、サバイバーの回復に非常
に重要な役割を果たす。
本マニュアルのセクションXVIIIでは、

7. 丌眠
8. 悪夢、フラッシュバック
9. 知り合いとでさえも身体接触する
ことへの恐怖感

心理社会的支援について説明している。こ

10. パートナーとの性的接触への恐怖

の心理社会的支援に関する案内では、性的

感

暴行がサバイバーの健康にどんな影響を

11. 事件の記憶を消すために、その場

及ぼし、それに対して医療関係者はどうい

所から離れたいという衝動

った形で対処できるかを詳述している。

12. 自殺願望や生きる価値がないと思

サバイバーは、被害直後から長期にわた
って心理社会的支援が必要となる。本人は、

うこと

ここに挙げた感覚は、事件直後に経験す
る場合も、数週間後に経験する場合もある。
サバイバーには、こうした感覚を覚えた場
合、親しい、信頼できる人物に話す、ある
いは医療従事者やカウンセラーに支援を
求めるように勧める。胸の中にあることを
表に出すことで、心の傷に対処することに
なり、癒しの段階へと進むことができるこ
とを十分に説明する。性的暴行は愛情表現
の一種ではなく、力の乱用であることも伝
える。サバイバーには落ち度はなく、自分
を恥じる必要は全くない。むしろ、性的暴
行は、被害者に身体的および心的外傷を負
わせる身体的暴力の深刻な例として捉え
られるべき事象である。
カウンセリングや友人、家族からのサポ
ートを得ることの必要性についても強調
すべきである。法的等の支援を望む際に連
絡できる女性擁護団体や女性の人権専門
弁護士の情報も提供する。医療従事者との
連絡も保つようにして、必要であれば、医
学的、心理学的支援を求めることが非常に
重要となる。

