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天津網訊  毎日新報記者 李桂萌  本日 22 日午後 4 時、天津港『8.12』特別重大火災爆発事故の第 13 回記

者会見が開催され、天津市副市長の曹小紅や環境保護部応急センターの田為勇、天津市公安局証拠鑑定セ

ンターの匡金枝副主任、天津市環境観測センター主任鄧小文が出席した。会見で最新の死傷者情報が公開

されたが、犠牲者数が 121 人に増えた。 

 

【最新の死傷者情報】 

8 月 22 日午後 3 時時点で、既に見つかった犠牲者数は 121 人、身分が確認されたものは 119 人、うち公安

消防隊員 19 名、天津港消防隊員 48 名、民警 7 名、その他 45 名で、身元が確認できていないものが 2 名い

る。 行方不明者は 54 人おり、内訳は、公安消防隊員が 5 名、天津港消防隊員 32 人、民警 4 人、その他 3

名となっている。 入院者数は 640 人であり、危篤患者 13 人、重傷者 35 人、退院 151 人となっている。 

 

【負傷者治療の最新情報： 危篤者数は 48 人に減少】 

治療プランの絶えざる調整と全力を挙げての治療により、現時点で危篤状態の負傷者数は 61 人から 48 人

に減少し、151 名の負傷者が健康を回復し退院した。同時に、組織心理の専門家と心理カウンセラーのボラ

ンティアたちにより、負傷者家族と治療スタッフに対するメンタルヘルスのスクリーニングが実施されて

おり、これまでに 137 人のメンタルクライシス介入、1320 人回の有効な介入がなされ、 重点対象に対して

は、345 人回の介入を行っている。 

 

不詳者の次の治療活動を問われ、曹小紅は現時点の負傷者を病院で治療を受けているものと既に退院して

いるものの二つに分け、病院で治療を受けているものの治療については、既にリハビリ前に手段が講じら

れており、市級のリハビリの専門家が天津医院や環湖医院、中医第一付属などの医療機構を巡回して、彼

らに対する治療で、最大限に傷跡が残らぬようにする。 既に退院した負傷者については、シームレスな対

応や、近隣で治療を受けられるようにすることや、迅速でスムースなチャネルを開き、社区の病院と郷鎮

衛生院の連携などで、負傷者に医療サービスとリハビリテーション、そして心理カウンセリングなどを提

供し、家から出られない負傷者に対しては、家庭医や薬品の自宅送付といったサービスを提供するとした。 

 

【環境について： 明日から巨大水たまりの汚染抽水処理を開始】 

環境保護部緊急センターの田為勇主任は、「これまで既に排水の封じ込めが行われており、24 両のタンク車

による輸送で 3000 トン以上の排水の有効な措置を講じている。 汚染のひどい水たまりについても既に各

種パイプが敷設され、明日には中心地の巨大水たまりの抽水も始められる。 これまでのところ、環境保護

部門からは 550 人以上の人員が対処活動に参加しており、シアンを含む排水処理などの専門家が重点的に

強化配備されている」と語った。 市環境観測センターの鄧小文主任が、8 月 21 日の環境モニタリング結果

を紹介した。 

 

▲大気環境観測結果 

事故の特徴となる汚染物の観測結果は、現場で 263 の空気サンプルを採取し、特徴汚染物観測の項目はシ

アン化水素、揮発性有機物等をスクリーニングした。 警戒区域外の 10 か所の大気観測点のうち 8 か所の

流動空気スクリーニング点では新たな汚染物は検出されず、また基準越えのものも見つからなかった。 大

気品質における通常汚染物観測結果は、空気品質が二級レベルの『良好』となっていた。 

▲排水及び水質環境観測結果 

警戒区域内にある 26 か所、警戒区域外にある 16 か所での検査結果は 27 か所でシアン化合物が検出され、

うち 7 か所では基準を超えていたものの基準越えの値が検出されたのは全て警戒区域内でのことだった。 

▲新たに増設された地下水測定地点では、シアン化合物は検出されなかった。 

▲事故地域の近隣にある沿岸海域に観測スポット 1 か所を増設しているが、これまでに観測スポット 6 か

所における近海海域における汚染観測データには明確な変化はなく、海水水質基準に合致していた。 

▲土壌観測については、事故区域から 5 キロ以内の範囲内に爆心地の東北および南西を中心に 73 個の観測



点を設置、設置されているが基準を超えるシアン化合物は見つかっていない。 

というものだ。 

 

鄧小文は、「特に現在事故区域内にある川や湖、溝、水路及び周辺の海水に対して水質の観測を行っており、

汚染流出は封じ込められており、発生する恐れのある問題については多種の方法が採られているが、事故

周辺水域での汚染は見られていない」と強調した。 

 

【犠牲者 121 名の DNA 認定活動は全て完成】 

天津市公安局証拠鑑定センターの副主任匡金枝は、DNA 対比活動の状況について、「事故発生後、天津市

公安局証拠鑑定センターは応急対応プランを起動し、犠牲者鑑定について DNA 技術を使い、犠牲者の生前

の物品や親族の血液サンプルや唾液、靭帯、骨格、歯、生前の衣類などの DNA サンプル採取を進めてい

る。 」 

匡金枝副主任は、「現在の DNA 技術利用は、大型の災害事故処置において科学的に極めて高効率な方法と

なっている。 天津まで来ることができない親族に対しては、彼らのスタッフが自宅に訪問して調査やサン

プル採取をするなどの方法をとっているが、夫婦二人とも遭難していた場合、家族が痛み悲しんでいるこ

ともあり、家族親族を刺激することを避ける為、犠牲者の同僚たちと連絡を取り、二人が生前に来ていた

作業服を通じてサンプル採取をしている。 9 日間の連続作業により、これまでに 121 名の犠牲者の DNA

材料の鑑定工作は既に完了した」と語った。 
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天津网讯  每日新报记者 李佳萌  今天下午 4点，天津港“8.12”特别重大火灾爆炸事故第 13场新闻发布

会召开。天津市副市长曹小红、环保部应急中心主任田为勇、天津市公安局物证鉴定中心副主任匡金枝、天

津市环境监测中心主任邓小文出席了本次发布会。会上公布最新伤亡情况，遇难人数上升至 121人。 

 

【最新伤亡情况】 

截止 8 月 22 日下午 3 时，已发现遇难人数 121 人，已确认身份 119 人，其中公安消防人员 19 人，天津港消

防员 48人，民警 7人，其他人员 45人，未确认身份 2人。失联人数 54人，其中公安消防人员 5人，天津港

消防员 32人，民警 4人，其他人员 13人。住院人数 640人，危重症患者 13人，重症患者 35人，已出院 151

人。 

 

【伤员救治最新情况：危重症伤员下降至 48人】 

通过不断调整治疗方案和全力救治，目前危重症伤员已由 71人下降至 48人，151名伤员已康复出院。同时组

织心理专家和心理咨询师志愿者，对伤员家属和救治人员进行心理危机筛查，目前心理危机干预队伍达 137

人，有效干预达到 1320人次，对重点人群有效干预 345人次。 

问起伤员的下一步康复治疗工作，曹小红回答称目前伤员分两部分，分为在院治疗的和已经出院的，其中在

院人员的治疗，已对康复提前做了部署，市级的康复专家正在进行巡视，提供天津医院、环湖医院、中医一附

属等医疗机构，对他们进行治疗，最大限度减少致残。对于已经出院的伤员，则实现无缝对接、就近治疗、开

通绿色通道，对接社区医院和乡镇卫生院，为伤员提供医疗服务、康复治疗和心理咨询，对不能出门的伤员，

还会提供家庭医生，送药送医上门。 

 

【环境情况：预计明天开始抽水处理大坑污水】 

环保部应急中心主任田为勇介绍称，目前已经封堵的废水，安排了 24辆罐车进行运输，3000多吨废水得到有

效处置，重污染水坑也已着手布设管线，预计明天将对中心大坑开始进行抽水处置。截至目前，环保部门已

有 550多人参与事故处置工作，重点增加含氰废水处理等专家。 
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市环境监测中心主任邓小文介绍了 8月 21日的环境监测情况： 

 

▲环境空气监测结果 

事故特征污染物监测结果，现场共采集空气样品 263 个，特征污染物监测项目为氰化氢、挥发性有机物等筛

查。警戒区外 10 个环境空气监测点位中和 8 个流动空气筛查点，均未监测出新的污染物，且均未出现超标。

而空气质量常规污染物监测结果为空气质量处于二级良好水平。 

▲废水和水环境监测结果 

设立警戒区内点位 26 个、警戒区外点位 16 个，排查结果显示共有 27 个点位氰化物检出，其中 7 个点位超

标，超标点位全部位于警戒区内。 

▲新增设的地下水点位，未检测出氰化物。 

▲事故区域临近近岸海域增设了一个监测点位，目前 6 个监测点位的近岸海域污染监测数据无明显变化，符

合海水水质标准。 

▲对于土壤监测，在事故区域 5公里范围内设立了 73个监测点，主要位于爆炸点东北和西南，也均未发现氰

化物超标。 

 

邓小文还特别指出，现在对事故区域内的河、湖、沟、渠，以及周边海水都进行了水质监测，关闭了污染的口

门，对可能发生的问题，出台多种方案，截至目前还未对事故周边水域造成污染。 

 

【121名牺牲遇难人员 DNA身源认定工作全部完成】 

天津市公安局物证鉴定中心副主任匡金枝介绍了 DNA 比对工作的进展情况，事故发生后，天津市公安局物证

鉴定中心启动了应急预案，通过 DNA 技术对遇难人员的身份进行鉴定，对遇难者生前物品、亲人的 DNA 样本

进行采集，采集品包括血样、唾液、软组织、骨骼、牙齿、生前衣物等。 

匡金枝说现在 DNA 技术的使用，已成为大型灾难事故处置中最为科学准确高效的方法。对不便来津的亲属，

他们的工作人员都采取了入户调查、取样的方法，像有一对夫妇两人都遇难，家属情绪十分哀痛，为了避免

刺激亲属，他们联系了遇难者的同事，通过二人生前的工作服，取样进行了比对。经过 9 天的连续工作，目

前送检 121名牺牲遇难人员的 DNA身源认定工作已经全部完成。 
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