
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『Autopsy 検死報告書』 
 
■『マイケル・ジャクソン～衝撃の死の真相～』  
 
■『女検死官』 
 
『監察医 室生亜季子』 
■ 
■『中国ドラマ「ムーラン」』 
 
■『保育探偵25時～花咲慎一郎は眠れない！！～ 』 
 
■『ポケベルが鳴らなくて』 
 

ディズニーでもアニメ化された男装女戦士の一代記 

チャンネル銀河2016年3月おすすめラインナップ 

FBI帰りの女性検死官が連続殺人事件の解決に挑む 

今明かされる、あのスターたちの死の真相！ 

火サス史上No.1ロングランシリーズが登場 

マイケルの死は陰謀だったのか！？インタビューをもとに検証 

国内ドラマ 

日本初 

保育園の園長=私立探偵が園の存続をかけて事件解決に奮闘 

歳の差不倫を緒形拳&裕木奈江が演じ、話題となった名作 

国内ドラマ 

ＣＳ初 国内ドラマ 

国内ドラマ 

中国歴史ドラマ 

ドキュメンタリー 

ドキュメンタリー 



検死報告書をもとに有名スターの死の真相に迫る 
衝撃のドキュメンタリーを日本初放送 

【番組の概要】 

突如この世を去った数々の有名スター。マイケル・ジャクソン、ホイット
ニー・ヒューストン、マリリン・モンローetc。彼らの死は世界に衝撃を与
え、その死因には、様々な憶測が飛び交い、世界中で激しい議論を巻き起
こした。そんな彼らの死の真相を究明すべく、新しいドキュメンタリー番
組が誕生した。アメリカでは、検死解剖による報告書（＝Autopsy）が一
般にも公開されている。本番組では、一般公開されている、このAutopsy
をもとに、彼らの死の真相を追及し人生最期の時間に迫る。 

 

Autopsy 検死報告書 

放送日時 3/13（日）スタート 毎週（日）夜9：00- データ 
制作：2013-2015年／イギリ
ス／字幕／13話 

ラインナップ 
マイケル・ジャクソン、ホイットニー・ヒューストン、マリリン・モン
ローほか 

スタッフ 
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スタート HD イチオシ 

・・・etc. 

ドキュメンタリー 日本初 

「マイケル・ジャクソン」「ホイットニー・ヒューストン」©ITV Studios Limited 2013   
「エルヴィス・プレスリー」© ITV Studios Limited 2014 「マリリン・モンロー」 © ITV Studios Limited 2015 



【Autopsy マイケル・ジャクソン 検死報告書】 
キング･オブ･ポップとして世界中のファンを魅了し続けたマイケル･ジャクソン。2009年3月、空
前の50回のツアー公演“This Is It”を行うことを発表した。だが公演初日を目前に控えたある日、
彼は突如としてこの世を去ってしまう。病死・事故死・殺人などさまざまな憶測が飛び交う中、死
因特定のため検死・解剖が行われた。マイケルの遺体は何を語るのだろうか。検死報告書をひもと
き、その死の真相に迫る。 

 【見どころ】 

①2009年6月25日、マイケル驚愕の死の真実！  

②薬物依存！？拒食症！？検死後、明らかになるマイケルの本当の姿！ 

【Autopsy ホイットニー・ヒューストン 検死報告書】 
伝説的なソウル歌手として人気の絶頂を極めたホイットニー･ヒューストン。しかしグラミー賞授賞
式を控えていた2012年2月11日、彼女はハリウッドにあるホテルの浴室で遺体となって発見され、
世界に衝撃をもたらした。類まれな歌唱力で世界中のファンを魅了する一方で、長年にわたる夫と
のトラブルや薬物依存で世間を騒がせていたホイットニー。彼女の死因は何だったのか。検死報告
書をひもとき、その死の真相に迫る。 

【見どころ】 

①享年48歳。輝きを失った世紀の歌姫！栄光を手にした裏に隠された彼女の真実！  

②アルコール依存！？コカイン！？不慮の溺死の謎を解明！ 

【Autopsy カレン・カーペンター 検死報告書】 
拒食症で亡くなったといわれる世界的人気兄妹デュオ、カーペンターズのカレン・カーペンター。検
死報告書に記載された内臓の状態や検出物質を踏まえて、その真偽を改めて検証する。その過程では、
死の直前のカレンの状況や精神状態までもが分かってくる。番組では、カレンが病気になった原因も
併せて考察する。32歳という若さでこの世を去ったカレン。果たして本当に拒食症が彼女の命を
奪ったのか。その死の真相に迫る。 

【見どころ】 

①世界的シンガーに訪れた悲劇！摂食障害を世界に知らしめた苦悩！  

②離婚手続き直前の死去！偶然か！？意図的か！？彼女を取り巻く人間関係！ 

Autopsy 検死報告書 3月放送分 

「マイケル・ジャクソン」「ホイットニー・ヒューストン」©ITV Studios Limited 2013 「カレン・カーペンター」 © ITV Studios Limited 2014 2 



No. タイトル 

1 Autopsy マイケル・ジャクソン 検死報告書 

2 Autopsy ホイットニー・ヒューストン 検死報告書 

3 Autopsy カレン・カーペンター 検死報告書 

4 Autopsy ニコール・ブラウン・シンプソン 検死報告書 

5 Autopsy リヴァー・フェニックス 検死報告書 

6 Autopsy エルヴィス・プレスリー 検死報告書 

7 Autopsy ロビン・ウィリアムズ 検死報告書 

8 Autopsy マリリン・モンロー 検死報告書 

9 Autopsy ジョン・ベルーシ 検死報告書 

10 Autopsy ジム・モリソン 検死報告書 

11 Autopsy ジミ・ヘンドリックス 検死報告書 

12 Autopsy モーリス・ギブ 検死報告書 

13 Autopsy ナタリー・ウッド 検死報告書 

「Autopsy 検死報告書」ラインナップ 
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検死特集 
 

「Autopsy 検死報告書」日本初放送を記念して、 

マイケル・ジャクソンの死の真相を兄弟・友人らのインタビューをもとに、 

「Autopsy」とは別の角度から検証したドキュメンタリー 

「マイケル・ジャクソン～衝撃の死の真相～」ほか、 

“検死”にちなんだサスペンス作品をラインナップ。 

 

天海祐希がアメリカ帰りのエリート検死官を演じた「女検死官」や 

浜木綿子主演、火曜サスペンス劇場でロングランシリーズとなった 

人気サスペンス「監察医 室生亜季子」を放送。 

さらには、上野正彦原作、高島礼子が美貌の女医を好演した 

「監察医 篠宮葉月 死体は語る」を13（日）から4週に渡って一挙放送。 

 

1（火）からの（月-金）深夜帯では、 

寺脇康文が一風変わった監察医を演じた「ラスト・ドクター」を連日放送。 

死体に隠されたメッセージを読み解き、事件解決に奔走する！ 

検死特集 
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「Autopsy」とは異なる角度から 
マイケル・ジャクソンの死にまつわる疑惑を紐解く 

【番組の概要】 

2009年６月25日に自宅で心肺停止状態になり、その後、死去したマイケ
ル・ジャクソン。その死は病死なのか、それとも誰かに殺害されたのか。
専属医師はマイケルを助けられなかったのか？通報までの時間に何が？搬
送された病院で何が？疑惑のひとつひとつを検証していくドキュメンタ
リー。 

 

【ストーリー】 

2009年6月25日、死去したマイケル・ジャクソン。偉大である彼の突然
の死は世界中の多くの人々を悲しませたー。 

メディアを席巻した陰謀説や憶測の数々。本作では兄弟、ジャクソン・
ファミリーの弁護士、法律アナリスト、ユリ・ゲラーをはじめとした多く
の友人にインタビューを実施。偉大なるエンターテイナーの人生の最期を
検証するとともに、人生の軌跡の数々を追う。 

 

 

マイケル・ジャクソン～衝撃の死の真相～ 

放送日時 13（日）夜7：30- ほか データ 
制作：2010年／アメリカ／ 
字幕／全1話 

キャスト ジャーメイン・ジャクソン、マーク・レスター、ユリ・ゲラーほか スタッフ 
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検死特集 

© 2009EntertainME Ltd.All Rights Reserved. 

ドキュメンタリー 
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天海祐希演じるエリート美人検死官が 
連続殺人の謎に挑む 

女検死官 

放送日時 1（火）夜7：45- データ 制作：2000年／日本／全1話 

キャスト 
俳優名（役名） 

天海祐希（頼口涼子）、内藤剛志（向井雅章）、仲谷昇（高岡直樹）ほ
か 

スタッフ 脚本：鎌田敏夫 

【番組の概要】 
FBI帰りのエリート美人検死官のもとに連続殺人予告の挑戦状のような
メールが届き、若い女性の連続殺人が起こる。北海道を舞台に、かつて
の恋人だった刑事と死体に隠されたメッセージを解き明かしながら、犯
人逮捕に挑むサスペンス。 
 
 

【ストーリー】 

FBIで研修活動していた頼口涼子（天海祐希）は特別検死官として北海
道警察に赴任してきた。法医学教室の高岡（仲谷昇）教授や臨床検査技
師の横堀（細川ふみえ）たちが開いてくれた歓迎会から帰宅した彼女に、
1通のメールが届いていた。その直後、若い女性の連続殺人事件が起こ
り…。 

 
©共同テレビジョン 

HD 

検死特集 

国内ドラマ 



“火サス”No.1ロングランシリーズ！ 
浜木綿子演じる監察医が死体に隠された謎に迫る 

【番組の概要】 

埼玉県川越市の開業医兼、監察医の女医・室生亜季子が死体に残された謎
を解明し、真犯人に迫る犯罪捜査物語。緻密な物証の積み重ねや警部・浜
田との掛け合いが魅力的で、火曜サスペンス劇場で放送された本作は、シ
リーズ最多のロングランシリーズとなった。 

 

【ストーリー】 

埼玉県内で廃車ごと灯油で焼かれた黒焦げの焼死体が発見された。新米の
監察医・室生亜季子（浜木綿子）の所見によれば、年齢は40歳ほどで身長
や血液型も分かり、該当者が2人に絞られる。主婦・雅代の夫・秀夫が博打
の借金で2年前から失踪中。スナックママ・久子も失踪中の夫・仁ではない
かと警察に来た。現場に残されたカバンから焼死体は仁で、自殺したもの
とみなされたが…。（監察医 室生亜季子１ 歩き出した白骨死体より） 

 

 

 

 

 

監察医 室生亜季子 

放送日時 2（水）スタート （月-金）夜7：45- データ 
制作：1986-2007年／日本／
全37話 

キャスト 
俳優名（役名） 

浜木綿子（室生亜季子）ほか スタッフ 
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スタート 国内ドラマ HD 

©東映 

検死特集 
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ラスト・ドクター 
放送日時：1（火）スタート （月-金）深夜0：00- 

制作：2014年/日本/全11話 

出演：寺脇康文（秋田晋也）、相武紗季（吉崎薫子）、渡辺いっけい（山倉正義）ほか 

【番組の概要】腕は一流だが、人付き合いが苦手な変わり者の監察医が新人監察医と共に、死
体に隠された死因を読み解き、人生最期の想いを拾い上げるコメディ・サスペンスドラマ。 
 

監察医 篠宮葉月 死体は語る 
放送日時：13（日）スタート 毎週（日）昼12：00- 3話連続 

制作：2001-2011年/日本/全10話/原作：上野正彦 

出演：高島礼子（篠宮葉月）ほか 

湯けむりドクター 華岡万里子の温泉事件簿 
放送日時：13（日）スタート 毎週（日）午後5：30- 2話連続  

制作：2005-2011年/日本/全5話 

出演：かたせ梨乃（華岡万里子）ほか 

【番組の概要】仕事に意欲を燃やす36歳独身、美貌の監察医・篠宮葉月が死体を解剖して死因
を解明。あらゆる難事件の解決に挑む人気シリーズ。 
 

【番組の概要】湯治宿「桃源」に務める医師・華岡万里子(かたせ梨乃)が温泉街で起きた殺人
事件の謎を解明・犯人逮捕に奔走するサスペンス。 

HD スタート 国内ドラマ 

上写真すべて：コピーライト表記不要 

検死特集 

※13（日）は1話のみ 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

ディズニーアニメにもなった女戦士の物語 
ヒロインに隠された王朝を揺るがす秘密とは！？ 

中国ドラマ「ムーラン」 

放送日時 
14（月）スタート （月-金）午後1：00-  
2話連続 

データ 
制作：2012年／中国／字幕／
全40話 

キャスト 
俳優名（役名） 

エレイン・コン（華若蘭）、チェン・スーチェン（楊俊）、ユエン・ホ
ン（趙宇）ほか 

スタッフ 

【番組の概要】 
勇敢な少女・華若蘭（か･じゃくらん）が父に代わって戦地に赴き、後に
朝廷の大事を担うまでに成長していく女傑の一代記。隋王朝建国直後の
中国を舞台に、異民族との戦争、隋初代王・楊堅と3人の皇子、奸臣・
宇文述らによる権力闘争が目まぐるしく展開する歴史大作。若蘭をめぐ
る恋愛模様からも目が離せない。 

 

【ストーリー】 

8歳の幼帝･宇文闡(うぶん･せん)は、皇位を外戚の楊堅(よう･けん)に譲
り退位。これにより北周は消滅、隋の天下となった。宇文派の重臣らが
北周再興の望みがあるかを占わせたところ、「乙卯(きのとう)の年生ま
れの“華(か)”という姓を持つ娘が再興の立役者となるだろう」と出る。
一方、都の喧噪を離れたとある村に、武官･華武(か･ぶ)が戻ってくる。
彼を迎えたのは妻と男勝りで正義感の強い姉･若蘭(じゃくらん)、そして
美しく要領がよい妹の玉荷(ぎょくか)という2人の娘だった…。 

©Universe Films Distribution Company Ltd 

HD 中国歴史ドラマ スタート 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

ぐっさん演じる保育園長が 
子どもたちを守るため、私立探偵として活躍！ 

保育探偵25時～花咲慎一郎は眠れない！！～ 

放送日時 16（水）スタート （月-金）深夜0：00- データ 制作：2015年／日本／全10話 

キャスト 
俳優名（役名） 

山口智充（花咲慎一郎）、黒谷友香（佐々里理紗）、鹿賀丈史（城島耕
助）ほか 

スタッフ 原作：柴田よしき 

【番組の概要】 
新宿にある認可外保育園の園長で元刑事の花咲慎一郎が、私立探偵とし
て倒産寸前の保育園を救うべく、難事件を次々と解決していくサスペン
ス。 

 

【ストーリー】 

認可外保育園「ニコニコ園」の園長・花咲慎一郎（山口智充）は元刑事
の私立探偵。ある日、保育園のビルのオーナーが突然交代し、新オー
ナーは春日組の若頭の山内練（中村俊介）に。園を続けたければ、
6000万円払えと言われ青ざめる花咲。そんな中、昔馴染みの探偵・城
島（鹿賀丈史）から鴨瀬由比子（三倉茉奈）の弟・仁志（真剣佑）を
百々井組の元から連れ戻してほしいと依頼され…。 

邦画 HD HD 国内ドラマ スタート ＣＳ初 

コピーライト表記不要 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

秋元康企画による不倫ラブストーリー 
90年代に社会現象を巻き起こした懐かしの名作 

ポケベルが鳴らなくて 

放送日時 12（土）スタート 毎週（土）夜8：00- 2話連続 データ 制作：1993年／日本／全12話 

キャスト 
俳優名（役名） 

緒形拳（水谷誠司）、裕木奈江（保坂育未）、坂井真紀（水谷梢子）ほ
か 

スタッフ 企画：秋元康 

【番組の概要】 
妻子ある男性が29歳年下の女性と不倫関係に陥り、崩れていく家庭を描
いたドラマ。仕事と家庭を大切に生きてきた大手商社の部長が、娘の親
友と恋に落ちる。父として、男として葛藤する姿と、その恋愛が家族に
もたらす変化を細部にわたり綴ったスリリングなラブストーリー。 

 

【ストーリー】 

社用で同僚の野崎（谷啓）と香港にやってきた東邦商事の食品部長・水
谷誠司（緒形拳）は、ふとしたことから宿泊先のホテルの隣室に入った
若い女と顔見知りになった。彼女は保坂育未（裕木奈江）と言い、誠司
より29歳も年下。そして、誠司は誘われるままに育未とデートした。だ
が、彼には妻と2人の子供がいた。フラメンコに熱中する妻、彼女にフ
ラれてばかりの息子、育未と同い年で大学生の娘。誠司は、育未との時
間を娘と過ごすような気分でいたのだが…。 

HD 

©NTV 

国内ドラマ スタート 
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映画「クライマーズ・ハイ」 
放送日時：5（土）午後3：15- ほか 

制作：2008年／日本／全1本／原作：横山秀夫／実尺：145分 

出演：堤真一（悠木和雄）、堺雅人（佐山達哉）、尾野真千子（玉置千鶴子）、 

山崎努（白河頼三）ほか 

映画「犯人に告ぐ」 
放送日時：12（土）午後3：15- ほか 

制作：2007年／日本／全1本／原作：雫井脩介／実尺：117分 

出演：豊川悦司（巻島史彦）、石橋凌（曾根要介）、小澤征悦（植草壮一郎）、 

松田美由紀（巻島園子）ほか 

 

その他／映画 HD 

【番組の概要】1985年の御巣鷹山日航機墜落事故を題材として、群馬県の架空の地方新聞社を舞台に、壮絶な軋轢と葛藤を抱え
た記者たちの狂騒の一週間を描く。未曽有の大事故を取り扱うことになり、異常な興奮状態に置かれた地方新聞社の緊迫感と情感
あふれる社会派ドラマ。 

【番組の概要】ベストセラー小説を映画化。連続児童誘拐事件を解決するため、‘劇場型捜査’という大胆な捜査方法を取り入
れた警察。事件の担当に担ぎ出された心に傷を持つ刑事と姿なき犯人との攻防戦を描く。 

 

邦画 

「クライマーズ・ハイ」©「クライマーズ・ハイ」フィルム・パートナーズ／「犯人に告ぐ」©2007「犯人に告ぐ」製作委員会／「みすゞ」©桜映画社 

映画「みすゞ」 
放送日時：19（土）午後3：30- ほか 

制作：2001年／日本／全1本／実尺：105分 

出演：田中美里（金子テル：みすゞ）、加瀬亮（正祐）、寺島進（葛原信爾）ほか 

 
【番組の概要】26歳で夭逝した童謡詩人・金子みすゞの半生をつづった感動の人間ドラマ。大正末期から昭和初期にかけて、彼
女が綴ったとされる詩、500余編。作中では、彼女の温かく優しい詩を主演の田中美里が読み上げる。才能のきらめきを見せな
がらも、封建制度に押しつぶされていく様を切なく描く。 
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トンイ＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：17（木）スタート  

（月-金）午後3：00- 2話連続 

制作：2010年/韓国/字幕/全60話/監督：イ・ビョンフン 

出演：ハン・ヒョジュ（トンイ）、チ・ジニ（粛宗：スクチョン）ほか 

監督：イ・ビョンフン 

大河ドラマ「篤姫」 
放送日時：27（日）スタート 毎週（日）深夜0：30- 3話連続 

制作：2008年/日本/全50話/NHK 

出演：宮﨑あおい（篤姫/於一（おかつ））、堺雅人（徳川家定）、 

瑛太（小松帯刀/肝付尚五郎）ほか 

その他／再スタート 

【番組の概要】 
「チャングムの誓い」・「イ・サン」などを手がけた韓国歴史ドラマの巨匠、
イ・ビョンフン監督による最高傑作「トンイ」。17世紀の朝鮮王朝時代に、
最下層出身でありながら、国王の母親となった女性（スクピンチェシ）の波乱
万丈の生涯を描く。 
 

【番組の概要】 
幕末を生きた女性、篤姫の生涯を描いた歴史ドラマ。2016年大河ドラマ「真
田丸」で主演を務める堺雅人が徳川家定を演じ、ブレイクするきっかけとなっ
た。他にも、ドラマの重要人物である小松帯刀（肝付尚五郎）を瑛太、家定の
死後、将軍職を継いだ徳川家茂を松田翔太と、若手俳優の好演も必見。 
 
「トンイ」©2010 MBC／「篤姫」©NHK 

HD スタート 

2016年1月に来日した主演の 

ハン・ヒョジュインタビューを 

銀河公式サイトで公開中！ 

韓国歴史ドラマ 

日本歴史ドラマ 



 
【一般の方のお問い合わせ先】 

チャンネル銀河 カスタマーセンター  
TEL：0120-945-666 （10：00～18：00年中無休）  

www.ch-ginga.jp  
 
 

【報道関係者のお問い合わせ先】 
株式会社日宣（校正窓口）  

TEL：050-5893-4118 FAX：03-3295-8094  
メールアドレス：publicity@nissenad.co.jp 

 

最新の番組情報や動画を下記より配信しています。 
 

公式HP  http://www.ch-ginga.jp/ 
公式Facebook https://www.facebook.com/channelginga.jp 
YouTube公式 チャンネル 
http://www.youtube.com/user/ChannelGinga 

mailto:publicity@nissenad.co.jp

