特集 新たなステージに向かうエンバーミング最新事情 Interview

1993年、
「日本におけるエンバーミングの現状と展望」
なる公開シンポジウムが
開催された。その際、
シンポジウムのコアメンバーとなったのが、
医学者、
法学者、
葬祭事業者らによって創設された日本遺体衛生保全協会
（IFSA）
である。2009
年には一般社団法人化され、
国内のエンバーミング事業を支え続けている。
IFSA代表理事である竹内惠司氏に、
わが国におけるエンバーミングの最新動向
についてお話を伺った。

一般社団法人

日本遺体衛生保全協会［東京都千代田区］
代表理事

竹内惠司氏

エンバーミングの適切な
実施と普及目的に創設

の歴史は古く、医学や医療器具の発展とともに、
北米ではいまや８割以上がエンバーミング処置
されています。

――協会設立までの経緯と国内におけるエンバ

――近年、エンバーミングが注目を集めている

ーミングの変遷についてお聞かせください。

のはなぜでしょうか。

竹内 当協会は、1993年に開催されたエンバー

竹内

ミングに関する公開シンポジウムのコアメンバ

効果」「修復効果」という効果があります。エ

ーが立ち上げた自主基準研究会を母体とする任

ンバーミング処置を行なうには、当然、消毒・

意団体として設立しました。その後、2009年に

滅菌処置を施すことが求められます。つまり、

一般社団法人へと組織変更し現在に至ります。

感染症（結核や院内感染等）に罹ったご遺体で

国内にエンバーミング技術が導入されたのは、

あっても、処置後は公衆衛生上、安全になるの

川崎医科大学で献体遺体の正常解剖のための保

です。そのため、ご遺族や会葬者は安心してお

存に使用された1974年にまで遡ります。その後、

別れをすることができます。次に、防腐効果に

88年に国内初となるエンバーミングセンターが

ついでですが、エンバーミングでは、血管を通

埼玉県内に開設され、91年に「我が国における

じて薬剤を注入することで全身防腐を施すこと

エンバーミングのあり方に関する研究」が旧厚

ができます。これにより、慌ただしいスケジュ

生省研究班から公表されました。

ールで葬儀を行なう必要もなくなります。

――30余年ほどの歴史になりますね。

エンバーミングには、「感染防御」
「防腐

修復効果については、たとえば闘病生活中に

竹内 欧米諸国にはフューネラルディレクター

やつれてしまったお顔、あるいは事故や災害な

なる称号のもと、国内でいう葬祭ディレクター

どで損傷された場合であっても、エンバーミン

とエンバーミングの資格取得を行なう教育機関

グ処置を行なう際に、生前の面影のままお別れ

があります。一方、国内にはそうした機関は当

をすることができるのです。

時ありませんでしたし、エンバーミングそのも

さらに、昨今はグローバル化の進行とともに

のの存在すら一部関係者を除けば知らなかっ

海外在留邦人、国内在留外国人、さらには旅行

た。とはいえ、世界的にみればエンバーミング

者等が亡くなった際に行なわれる遺体の国際搬
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グローバル社会に対応する
エンバーミングの国内普及・拡大に
努めたい。
送（インバウンド、アウトバウンドを含む）と

竹内 IFSA創設の際に、葬祭事業者がその前

いう問題にも対応しなければなりません。海外

身である自主基準研究会メンバーに名を連ねて

ではエンバーミングが慣例として実施されてい

いたのもそうした理由があるのです。しかし、

ますから、日本におけるエンバーミング技術の

国内ではなかなかエンバーミングは受け入れら

確立も、いずれは必要不可欠なものになったと

れませんでした。当協会に加盟する事業者も、

いえるでしょう。厚労省でも、諸外国の葬送事

地域の方々にエンバーミングをわかりやすく説

情について調査をしているそうですし、厚労省

明するまでに時間を要したことでしょう。

では日本でエンバーミングを行なうにあたり、

全国24都道府県
25社・総施設数71センター

外国人のご遺体の取扱いのほか、災害や感染症
対策に関する知識が必要となることから、厚労
省より選定された当協会が研修事業実施団体と

――現在の国内エンバーミング拠点数、処置数

なり、IFSA協会認定エンバーマーを対象とし

はどうなっているのでしょうか。

た研修を実施する方針を出した「厚生労働省認

竹内

定エンバーマー養成研修事業」として、当協会

71センターが稼動しています（図表１）
。ご覧

が国の補助金を受けながら研修を行なっていま

いただければ一目瞭然ですが、現状、北陸や四

す。ましてや、ご遺体の海外搬送（インバウン

国地方にはエンバーミングセンターがありませ

ド、アウトバウンドを含む）は、これからはふ

ん。当協会としては、これら空白地帯で事業展

５月31日現在、国内24都道府県で25社・

えることはあっても少なくなることはありませ
ん。諸外国の葬送事情を理解し、搬送先となる
国、地域の要求に応える体制をとることが、日

図表１

エンバーミング施設の全国分布

本国にも求められているのです。
――コロナ感染遺体の対応についてはいかがで
しょうか。
竹内

現在、厚労省や日本医師会などと連携を

とりながら対応策を模索している段階です。海
外のエンバーマーたちが実施している対応策に
ついても情報収集を行なっているのですが、そ
れぞれの国の葬送儀礼のあり方と切り離せない
ことからその対応はまちまちのようです。しか
し、将来的なことを考えれば、今後は国際的な
情報交換をきちんと行ない、世界中が一丸とな
って対応にあたらなければならない。その共通
認識を確立することが今後の課題だと思いま
す。
――医学的見地から派生したエンバーミング技
術ではあるものの、葬祭サービスとの親和性が
高いサービスであることが理解できます。
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図表２

interview

全国エンバーミング処置件数の推移
処置数
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図表３

国内エンバーマーの現況について
認定人数
更新人数
未更新人数
266
221
45
男性 107 女性 159 男性 85 女性 136 男性 22 女性 23
236
213
23
（日本人）
男性 84 女性 152 男性 77 女性 136 男性 7
女性 16
30
8
22
（外国人）
男性 23
女性 7
男性 8
女性 0
男性 15
女性 7

エンバーマー（総数）

稼動人数
186
男性 77 女性 109
178
男性 69 女性 109
8
男性 8
女性 0

無所属
35
男性 8
女性 27
35
男性 8
女性 27
0
男性 0
女性 0
（2021年４月現在）

開されている方にぜひ、参画願いたいと考えて

ありません。

います。

必要とされるサービスとして
さらなる普及拡大に注力

次に、処置数についてですが、国内初のエン
バーミングセンターが創設された88年はわずか
年間191件でしたが、95年には8,415件、2000年

――エンバーミングに取り組む事業者がふえな

に１万0,187件と初の1万件を超えました。以降、

いのはなぜでしょうか。

10年に２万件超、15年には３万3,853件を数え、

竹内

以降、2020年の年間５万3,041件まで右肩上が

の方とお話をすると、当協会が定める決め事、

りの推移となっています。また、年間処置数は

たとえば、エンバーミングセンターを開設する

エンバーミングセンターの新規開業とほぼリン

際、センターの壁をどうするとか、排水処理を

クする形でふえていることもおわかりになるで

どうするかといったきめ細かい基準があるた

しょう（図表２）
。

め、センター開設そのものがたいへんじゃない

――需要を喚起さえできれば処置件数は高まる

かと思われているようです。また、エンバーマ

といったことでしょうか。

ーという人材の確保など、ランニングコストを

竹内 ご指摘のとおり、エンバーミングが根づ

気にされる事業者もおられます。

いていなかった地域においても、センター開設

――葬儀の年間施行件数がどの程度あれば参入

とともに需要を喚起することは可能です。もち

可能でしょうか。

ろん、当初はエンバーミングそのものを地域の

竹内

方々に理解していただく活動は必須ですが、そ

であれば、２～３年後には少なくとも50％はエ

れでも依頼件数が伸長していることにかわりは

ンバーミング処置までもっていくことはできる
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エンバーミングに興味を抱かれた事業者

年間300件ほどの施行件数がある事業者

■（一社）日本遺体衛生保全協会の概要
［本部所在地］東京都千代田区神田神保町
［事務局所在地］神奈川県平塚市田村9-9-16
［代表理事］竹内惠司
［会員数等］25社、エンバーミングセンター総数
71か所（21年５月31日現在）

と思います。
自社以外のところにお願いしたり、

――今後の課題は後進育成でもあると。

エンバーマーを外注することを前提とすると、

竹内

年間200件ほどの施行数では足りないかなとい

協会としてはエンバーミングのメリットをさら

う感覚です。

に啓蒙することが先なのではないかと考えてい

――ちなみに、センター開設にかかる費用はい

ます。その取組みとして、実際にエンバーミン

かほどなのですか。

グを行なっている事業者のディレクターの方が

竹内 15～20年ほど前であれば、建物・設備・

エンバーミングアドバイザーとして、エンバー

備品込みで5,000万円ほどの投資が必要でした

ミングについて講義ができるよう、教科書を作

が、いまは3,000万～4,000万円くらいです（い

成したところです。あくまでも、協会所属会員

ずれも土地代等除く）
。葬祭会館があって、そ

向けのものですがこれから参入を検討したい事

の１室につくるということであれば、１テーブ

業者があれば、当協会に所属いただき、ぜひ、

ルとして3,000万円。２テーブル、３テーブル

活用いただきたいと思います。

とふやせばプラスアルファで1,000万円ほどか

――そのほか、直近の動きとして何かございま

かると思います。

すか。

――お話を聞いていると、それほどハードルは

竹内

高くないように感じます。

が、自衛隊の職種のなかに一般社会人や学生を

竹内

エンバーマーの育成はもちろんですが、

こちらも今年から組み込まれたものです

そうかもしれません。ただ、一気に参

「予備自衛官補」として採用し、教育訓練修了

入事業者がふえてしまうと別の問題が発生し

後、予備自衛官として任用する制度があるので

ます。いわゆるエンバーマー不足です。現在、

すが、そのなかにエンバーミングが組み込まれ

266人の認定エンバーマーがおられますが、更

ており、当協会のエンバーミング資格取得者に

新されている方、いない方がおられます。実

限り、それに応じることができるようになりま

際、今年４月現在で稼動されている方は186人。

した。

ただ、センターに属されていない方を含めると

災害派遣のなかの支援の１つにエンバーミン

221人が国内の認定エンバーマーとなります。

グがあるからだと思いますが、政府各機関から

なお、男女別でみると、男性85人に対して女性

もエンバーミングが注目されていることを実感

が136人と圧倒的に女性です（図表３）
。女性の

しています。

場合、結婚・出産・子育てを機に退職・復職さ

――最後に、今後の目標などについてお話くだ

れたりするわけですが、最近では復職される方

さい。

も多い。もちろん、専門学校に入学を希望する

竹内

人もある程度おりますが、習得までに２年間か

によると、20年に亡くなられた方は138万4,544

かるのです。

人だったそうですが、同年におけるエンバーミ

厚労省発表による人口動態統計（速報）

ですから、一気にセンター数がふえると、１

ング処置数は５万3,041件でした。つまり3.8％

センター当たり最低でも１～２人は必要になり

ほどです。協会としてはこれを5.0％以上にな

ますから10か所で20人のエンバーマーが最低必

るよう、これまでどおりエンバーミングの普及・

要になるのです。それでなくても、働き方改革

拡大に向けて啓蒙活動を継続しながら、さらな

などの影響もあり、現状でもいっぱいいっぱい

る仲間をふやしていきたいと思います。

ではないかと思います。

――本日はありがとうございました。
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エンバーミング定着の礎となる
後進育成の場としても活動
㈱SEC［神奈川県平塚市］

十数年前から温めてきた構想を
2005年、スタート

かなか定着できない状況だったそうだ。
さらに、旧来から提供されていた湯灌サービ
スと新たに提供されるエンバーミングサービス

神奈川県平塚市を拠点に冠婚葬祭事業等を展

という２つの選択肢を提案することになってし

開する㈱サン・ライフホールディング（会長竹

まうため、どうしても金額が安い湯灌サービス

内惠司氏）のグループ会社で、エンバーミング

を選択する傾向になってしまったことも、エン

事業を行なう㈱SEC（湘南エンバーミングセン

バーミングサービスの普及・拡大の足かせにな

ター、社長加藤裕二氏）
。

ってしまっていた。

2005年９月に設立された同社ではあるが、当

エンバーミングの理解深める
社員教育徹底後、徐々に浸透

時、サン・ライフを牽引していた現竹内惠司会
長が、エンバーミング施設の開設を企図してい
たのはそれより十数年前まで遡るそうで、「エ

かかる状況を受けて、加藤社長自ら率先して

ンバーミング先進国である米国等の現状視察を

葬儀施行担当者に対するエンバーミング教育

終え、今後、わが国でもこうした処置が必要に

を、２～３人ずつ対象者を絞り込みながら実施

なるのではと竹内会長が温めていた構想だった

するとともに、想定問答集等も独自につくりあ

のです」（加藤社長）と、90年代初頭からエン

げ、「何はともあれ、施行担当者のスキルアッ

バーミングセンターを開設するタイミングをう

プを図った」そうだ。

かがっていたそうだ。

さらに、サン・ライフが展開する葬祭会館で

そんななか、
候補地に挙がった公共火葬場「平

のイベント・セミナー等開催時に、消費者に向

塚市聖苑」
（炉数６基）の近くにある同社「平

けたエンバーミングサービスを必ず30分から１

塚斎場」の近接地に、同社第１号となるエンバ

時間ほど時間を割いて紹介していった結果、セ

ーミングセンターが開設された。

ミナー終了後、エンバーミング処置を申し込む

当時の施設には、処置を行なうテーブル１台

利用者が現われるようになった。

（のちに２台）とエンバーマー２人。とはいえ、

こうした社内・一般消費者に対する啓蒙活動

「開業当初の年間処置数はわずかばかりでした」

を継続的に行なった結果、設立後数年を経て月

と加藤社長は振り返る。
その背景には、そもそも、国内におけるエン
バーミング処置の歴史も浅く、かつ、そのメリ
ットを知る一般消費者が皆無だったこと。さら

に10件前後の処置依頼を受注。現在では月に
300件以上、年間にして4,000件ほどの処置依頼
を受けるまでに急伸している。
これは、サン・ライフの年間施行件数のうち、

に、当時、処置を支えるエンバーマーの多くが

60％以上を占めるそうだが、「直葬や一日葬と

外国人で、エンバーマーを育成する教育システ

いった葬儀を除けば、その依頼率は70～80％を

ムが整備されていなかったことなどが挙げられ

占めるようになり、それ以外でも外部からの施

る。加えて、
「葬儀施行担当者ですら、エンバ

術依頼も受けております」
（加藤社長）とのこ

ーミングそのものを理解しておらず、お客様に

とで、同社展開エリアにおける一般消費者のエ

勧めるにしても、なかなかうまく説明できない

ンバーミングに対する浸透率の高さが伺い知れ

状況もあった」
（加藤社長）ということも、同

る。

社エリアにおけるエンバーミングそのものがな

もちろん、こうした急伸の背景には、同社の
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日本ヒューマンセレモニー専門学校に
通う生徒らの現場研修の場として、国
内エンバーマーの後進育成にもあた
っている

同社エンバーミングセンター内の処置室

エンバーミングセンター数がふえたことも大き

グセンターをふやすことができない理由がある

く影響しているのはいうまでもない。前述のと

のです」と語る。その理由は、前述した後進育

おり、現在稼動しているエンバーミングセンタ

成という大きな課題である。処置を行なうエン

ーは、平塚市、相模原市、東京都八王子市の３

バーマーがふえなければ、エンバーミングセン

か所。
各センターに配された３台のテーブルで、

ターを開設できないという切実な問題があると

年間4,000件ほどのエンバーミング処置を計11

いうことだ。この問題は、エンバーミング処置

人（男性３人、女性８人）のエンバーマーが支

を実施している各社が抱える共通の課題として

えている。

指摘することもできるだろう。

だが、実際には、「近年はそのニーズの高さ

生前から処置依頼を
受注するまでに浸透

に応えきれなくなりつつある状況」と加藤社長
は語る。とはいえ、同社では、これ以上、処置
対応に応じることがむずかしい理由がある。そ

実際にエンバーミング処置を依頼した遺族ら

れが、同じ平塚市にある「日本ヒューマンセレ

の反応はどうだろうか。この点について、加藤

モニー専門学校」に通う生徒らの現場研修の場

社長は「サービス提供を開始した当初は、処置

として活用されていることだ。

のため３時間ほど故人とお会いできない時間が

ケーススタディ各社の動向をお読みいただけ

あることを懸念される方も多かったのですが、

ればわかると思うが、エンバーミング処置が浸

実際にエンバーミング処置を行なうと、
“以前

透したエリアでは、ピーク時には１テーブル当

の姿になって戻ってきた”“表情も落ち着いた

たり３～４体の処置が施されている。しかし、

雰囲気になってよかった”といったお声を多く

同社のエンバーミングセンターはエンバーマー

いただいております」と軒並み高い評価を得て

の後進育成施設としての役割もあるため、処置

いる。

の受入れは原則として１日２体まで（9：30～、

ただ、こうした高評価を得るには、施行担当

13：30～）となっている。したがって、処置依

者とエンバーマー間のリレーションがあってこ

頼があったとしてもすぐには対応できない場合

そ得られるものだ。同社では、エンバーミング

もあり、できれば、センター機能をもう１か所

処置を行なう際、「エンバーミング処置依頼書」

ふやしたいというのが実情だろう。

とともに、遺族と施行担当者らの間で共有され

加藤社長は「ご指摘のとおり、エンバーミン

た処置に対する要望などをまとめた「エンバー

グセンターをふやしたいという思いはないわけ

ミング連絡票」が施行担当者からエンバーマー

ではありません。しかし、安易にエンバーミン

に手渡されている。
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加藤裕二 氏

■㈱SECの概要
［所 在 地］神奈川県平塚市田村9-9-16
［創

業］2005年

［代 表 者］加藤裕二
［センター数］３か所（平塚市、相模原市、八王子市）
［エンバーミング件数］約4,000件

この存在が、エンバーマーと施行担当者との

シュアップを図っている。

リレーションを高める存在となり、
「懸念事項

加藤社長は、「故人との最期のお別れを果た

に対してどんな処置を施したのか」といった点

した遺族にとって、最期となる故人の姿がやせ

まで、遺族に共有されるようになっている。

細ったままであったり、何らかの理由で傷など

加藤社長は、
「遺族が処置にどのような内容

があったままでは悲しすぎます。生前と同じよ

を求めているのかは当然として、施行担当者が

うなお姿でお見送りするためにも、エンバーミ

気づいた点も伝達することで、よりよい処置が

ングのよさをこれまで同様、さまざまな形で情

行なわれますし、そのことが遺族の満足度を高

報発信を続けることで、全国的なエンバーミン

めることにもつながるのです」と、セクショナ

グの普及・拡大のために邁進するとともに、各

リズムを超えた連携こそ、高い満足度につなが

地の葬祭事業者がエンバーミングに参入する際

ることを強調する。

には、IFSA（日本遺体衛生保全協会）を通じ

さらに、葬儀後に実施する「お客様アンケー
ト」に記された意見も、施行担当者・エンバー

てさまざまな情報発信にも努めていきたいとし
ている。

マーが共有することで、施術そのもののブラッ
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