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1. 英 語 研 究 室 

 
プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

准教授  森田 雅義  CALL(Computer Assisted Language Learning)教材を用いた効果的 

な英語指導の在り方 

            本学学生の英語に対する意識調査 

准教授  柴家 嘉明  歯科医学英語教授法 

 

2. 成果の概要 

1) CALL(Computer Assisted Language Learning)教材を用いた効果的な英語指導の在り方 

             ＰＣを活用した英語の授業について、効果的な指導方法及び教材の作成を工夫するこ 

とで、より学生の実態に即したものが出来つつある。今後も継続的な研究を進めてい 

きたい。 

2) 本学学生の英語に対する意識調査 

      「英語に関する意識調査」を通して得られる本学学生の英語に対する意識を認識し、 

学生に興味をもたせるための英語の指導方法についての研究を進めている。 

3) 歯科医学英語教授法 

      歯科医学英語の授業（基礎編）Ⅱ ― 授業形態と内容 ― 

            東京歯科大学教養系研究紀要 第２４巻 １～11頁 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

森田 雅義 Gateway to English Language事業 

（小・中学校が連携した英語教育促進事

業） 

成田市内小・中学校 成田市 成田市教育委員会

 



2．独 語 研 究 室 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

准 教 授 清水 真哉 1) 環境倫理 

2) ドイツ語教授法 

 

2．成果の概要 

1) 環境倫理 

1997 年の東京歯科大学教養系研究紀要に「自然の権利について」と題して発表した環境倫理に関

する研究を継続して行う。 

 

2）ドイツ語教授法 

   これまで実践的に行ってきたドイツ語の教育法について考察する。 

 



3．数 学 研 究 室 

 
プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

准教授  高際 睦  歯科医学データの統計解析（Ａ01-1200-6） 

 

2. 成果の概要 

昨年に引き続き，検定における検出力の計算方法，それに基づいたサンプル数の計算方法に

関して研究している．特に，検定の中で一番良く用いられる t 検定の検出力を計算するた

めには，非心 t  分布を用いなくてはならないが，それを用いた計算は容易ではない．そこ

で，この分布を使わずに簡便に計算できる方法について研究している．また，それ以外の検

定に関する検出力についても同様な研究を行っている． 

 

3. 教育講演等教育に関する業績、活動 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高際 睦 2009. 3. 1 平成20年度第4学年OSCE   評価シート回収・入力係 千葉市 

 



 

 

4. 物 理 学 研 究 室  

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

准教授  望月 隆二  歯科医学準備教育としての物理教育（Ａ05-1240-1） 

池上 健司  Black Holeに落ち込む粒子からの輻射（Ａ97-1240-2） 

 

2. 成果の概要 

1) 歯科医学準備教育としての物理教育（Ａ05-1240-1） 

 ここ数年で導入した履修歴別クラス編成、自然科学演習についてアンケートや定期試験の成績 

などを基に評価を行った。また、基礎系、臨床系各科目との関連からエネルギーやエントロピー 

と言った基本的な概念の導入法について、教材などを含め具体的に検討した。 

 

2) Black Holeに落ち込む粒子からの輻射（Ａ97-1240-2） 

  強い重力下での物理を理解するために、量子論的真空を定義する判断基準が必要となる。その

定義は異なったいくつかのものがあり、現在まで重力場中での真空の定義を選ぶ判断基準は分か

っていないため、様々な状況を計算する手法が真空の定義の仕方によりいくつか現れている。そ

のどれを採用するべきか研究している。 

  

3. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

望月 隆二 

 

2008. 5. 2 

 

第22回東京歯科大学カリキュラム研修 

ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

望月 隆二 2008. 5.17～18 第23回東京歯科大学カリキュラム研修 

ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

望月 隆二

池上 健司 

2008. 7.18 平成20年度教育ワークショップ (報告会)  

1. 「歯学部学生のための倫理教育」 

2. 「臨床実習中の新たな教育フレーム」 

参加者 千葉市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種  別 役 割 開催地 

望月 隆二 

 

2009. 2.28 平成 20 年度東京歯科大学 第 4 学年

OSCE 

評価シート回収・入力

係 責任者 

千葉市 

池上 健司 2009. 2.28 平成 20 年度東京歯科大学 第 4 学年

OSCE 

評価シート回収・入力

係 

千葉市 

 

論   文 

 

1. 池上健司 : 歯科大学新入生の理科的基礎知識とその後の変化, 東京歯科大学教養系紀要 24, 28～44, 2009. 原著 

A97-1240-2 



 

 

5. 化 学 研 究 室  

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

准教授 小澤  誠 花見川の底泥中における交換性陽イオンの分布 

 

 



 

 

6. 生 物 学 研 究 室  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授   高畑 悟郎 下等脊椎動物の消化管における内分泌現象の形態学的研究 

（Ａ74-1380-3） 

准教授  中村 弘明 下等動物の生体防御系に関与する細胞・組織の比較形態学的研究 

（Ａ97-1380-5） 

 

2．成果の概要 

千葉県佐倉市に流れる印旛沼水系の鹿島川、高崎川、手繰川の流域にひろがる水田を利用する鳥類

の生態を調査・観察した。 

 東京歯科大学教養系研究紀要 24, 12～22, 2009 

 

 

論   文 

 

1. 高畑悟郎 : 千葉県印旛沼水系の河川流域の水田で観察された鳥類, 東歯大教養系研究紀要 24, 12～22, 2009. 原著 

A74-1380-3 

 

 



 

 

7．体 育 学 研 究 室  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授  中村 光博  バスケットボール、タイムアウトを考える（Ａ99-1590-1） 

  

2. 成果の概要  

１) バスケットボール、タイムアウトを考える（Ａ99-1590-1） 

現在は平成18年4月からルール改正が一部実施されタイムアウトの請求が改正された。これによる

状況の変化について調査、研究を行っている。 

 

  ２）健康を求めて、関連していることを研究している。 

 

 

その他 

 

1. 中村光博 : ウォーキングの授業実施について, 東京歯科大学教養系研究紀要 24, 23～27, 2009. 

 

 



 

 

8. 法人類 学研 究室  

 

プロフィール  

1． 教室員と主研究テーマ  

教 授  橋本 正次  三次元画像撮影システムの開発と頭蓋骨および顔の異同識別  

(Ａ03-1600-1) (Ａ03-1600-2)  

 

2． 成果の概要  

1) 三次元画像撮影システムの開発と頭蓋骨および顔の異同識別  

(Ａ03-1600-1) (Ａ03-1600-2)  

実際の事件や事故における鑑識作業において、三次元画像撮影システムから得られた基

礎資料をもとにと頭蓋骨や顔の異同識別を行い、その信頼性を高めることができたと考え

ている。 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演等 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

橋本 正次 

 

2008. 5.25 身元確認から見た、日本人の文

化ー日本人とは？ 

関東鍼灸専門学校

同窓会 

千葉市 

橋本 正次 2008. 6.14 津波災害犠牲者の個人識別に

ついて 

和歌山県警察歯科

医会 

南部市 

橋本 正次 2008. 7.27 警察歯科医の役割について 函館市歯科医師会 函館市 

橋本 正次 2008. 7.31 個体識別事例から日本人を考

える 

外務省初任者研修 東京 

橋本 正次 2008. 9.13 人類学からみた子供たち、若者

たちの過去・現在・未来 

第 13回日本咬合学

会 

大阪市 

橋本 正次 2008.11.28 大規模災害時における個人識

別とその対応 

足立区歯科医師会 東京 

橋本 正次 2008.12.07 大規模災害時における個人識

別とその対応 

鳥取県警察歯科医

師会 

鳥取市 

橋本 正次 2009. 1.29 個体識別事例から日本人を考

える 

外務省初任者研修 東京 

橋本 正次 2009. 2.16 遺体鑑識と日本人の文化 外務省在外公館警

備担当研修 

相模原市 

橋本 正次 2009. 2.21 津波災害犠牲者の個人識別に

ついて 

和歌山県歯科医師

会 

和歌山市 

 



 

 

論      文 

 

1. Someda,H.(1), Saka,H.(1), Matsunaga,S.(1), Ide,Y.(1), Nakahara,K.(1), Hirata,S.(2), Hashimoto,M. : Age estimation 

based on three-dimensional measurement of mandibular central incisors in Japanese, Forensic Sci Int 185, 110

～114, 2009. 原著 学位論文(甲) A06-0010-4 保情研,分析生研 (1)解剖,(2)社会歯 

 

調査報告 

 

1. 橋本正次: 窃盗被疑事件におけるビデオ映像と被疑者との異同識別(羽警第 1188 号) , 東京歯科大学法人類学

研究室, 2008. 大阪府羽曳野警察署からの鑑定依頼 

 

2. 橋本正次: ビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(綾瀬.強捜第 1070 号) , 東京歯科大学法人

類学研究室, 2008. 警視庁綾瀬警察署からの回答依頼 

 

3. 橋本正次: 窃盗被疑事件におけるビデオ映像と被疑者との異同識別(鳥取刑(鑑)発第 204 号) , 東京歯科大学法

人類学研究室, 2008. 鳥取県鳥取警察署からの鑑定依頼 

 

4. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(原宿.強捜 5-1118 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁原宿警察署からの回答依頼 

 

5. 橋本正次: 詐欺未遂被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(通知(捜三.六)第

1005 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁刑事部捜査第三課からの鑑定依頼 

 

6. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(亀有 捜 第 1173 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁亀有警察署からの回答依頼 

 

7. 橋本正次: 住居侵入並びに窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(船刑一第 555 号) , 東

京歯科大学法人類学研究室, 2008. 千葉県船橋警察署からの回答依頼 

 

8. 橋本正次: 住居侵入並びに窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(船刑一第 556 号) , 東

京歯科大学法人類学研究室, 2008. 千葉県船橋警察署からの回答依頼 

 

9. 橋本正次: 住居侵入並びに窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(船刑一第 557 号) , 東

京歯科大学法人類学研究室, 2008. 千葉県船橋警察署からの回答依頼 

 

10. 橋本正次: 強盗致傷被疑事件における防犯ビデオ映像と捜査対象車両との異同識別(福生.刑発第 942 号) , 東

京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁福生警察署からの回答依頼 

 

11. 橋本正次: 器物損壊被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(刑第 866 号) , 東京歯科大学法

人類学研究室, 2008. 埼玉県武南警察署からの回答依頼 

 

12. 橋本正次: 建造物等以外放火被疑事件におけるビデオ映像と被疑者との異同識別 , 東京歯科大学法人類学研

究室, 2008. 千葉地方検察庁からの鑑定依頼 

 



 

 

13. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(五日.強捜第 170-90 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁五日市警察署からの回答依頼 

 

14. 橋本正次: 強盗致傷被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(福生.刑発第 943 号) , 東京歯科

大学法人類学研究室, 2008. 警視庁福生警察署からの回答依頼 

 

15. 橋本正次: 強盗致傷被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(福生.刑発第 944 号) , 東京歯科

大学法人類学研究室, 2008. 警視庁福生警察署からの回答依頼 

 

16. 橋本正次: ビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(通知(北沢.組)第 1-12 号) , 東京歯科大学

法人類学研究室, 2008. 警視庁北沢警察署からの鑑定依頼 

 

17. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(五日.強捜第 192 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁五日市警察署からの回答依頼 

 

18. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(和刑発第 1270 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

神奈川県大和警察署からの回答依頼 

 

19. 橋本正次: 建造物侵入、強盗被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(通知

(渋谷.鑑)第 52 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁渋谷警察署からの鑑定依頼 

 

20. 橋本正次: ビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(習刑発第 25 号) , 東京歯科大学法人類学

研究室, 2008. 千葉県習志野警察署からの鑑定依頼 

 

21. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(月島.備発 第 59 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁月島警察署からの回答依頼 

 

22. 橋本正次: 強制わいせつ被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物の手と被疑者との異同識別および

時計の異同識別(鑑 第 103 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 埼玉県朝霞警察署からの鑑定依頼 

 

23. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(王子捜発第 944 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁王子警察署からの回答依頼 

 

24. 橋本正次: 強盗被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(港刑一発第 2422

号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 神奈川県港北警察署からの鑑定依頼 

 

25. 橋本正次: 強盗被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(捜一発第 618) , 東

京歯科大学法人類学研究室, 2008. 神奈川県警察本部刑事部捜査第一課からの鑑定依頼 

 

26. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者および自転車の異同識別(練馬.強捜第 6387 号) , 東京歯科大学法人類学

研究室, 2008. 警視庁練馬警察署からの回答依頼 

 

27. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(亀有 捜 第 1713 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁亀有警察署からの回答依頼 

 



 

 

28. 橋本正次: 殺人未遂被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(通知(南千.備)

第 2-202 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁南千住警察署からの鑑定依頼 

 

29. 橋本正次: 強盗致傷事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(北刑(照会)第 531 号) , 東京歯科大学

法人類学研究室, 2008. 岩手県北上警察署からの回答依頼 

 

30. 橋本正次: 殺人未遂被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(通知(南千.備)

第 2-00 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁南千住警察署からの鑑定依頼 

 

31. 橋本正次: 業務妨害被疑事件におけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(布刑第 186 号) , 

東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 大阪府布施警察署からの鑑定依頼 

 

32. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(南千.少第 3409 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁南千住警察署からの回答依頼 

 

33. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(王子捜発第 1147 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁王子警察署からの回答依頼 

 

34. 橋本正次: 有印私文書偽造、同行使、詐欺被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(鶴刑一発

第 328 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 神奈川県鶴見警察署からの鑑定依頼 

 

35. 橋本正次: 刃物使用強盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者および着衣の異同識別(小金.強捜発第

2843 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁小金井警察署からの回答依頼 

 

36. 橋本正次: 非現住建造物等放火被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(串刑第 28 号) , 東京

歯科大学法人類学研究室, 2008. 和歌山県串本警察署からの鑑定依頼 

 

37. 橋本正次: 窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(枚警第 3186 号) , 東京歯科大学法人

類学研究室, 2008. 大阪府枚方警察署からの鑑定依頼 

 

38. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(西新・強捜 1 第 1980 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁西新井警察署からの回答依頼 

 

39. 橋本正次: 窃盗未遂被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(碑文捜発第 3457 号) , 東京歯科

大学法人類学研究室, 2008. 警視庁碑文谷警察署からの鑑定依頼 

 

40. 橋本正次: 建造物侵入、強盗致傷被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(上野.組発第 300-

365 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁上野警察署からの回答依頼 

 

41. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗(払出盗)被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者と

の異同識別(通知(深川.捜)第 7-1762 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定

依頼 

 

42. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(通

知(深川.捜)第 7-1763 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定依頼 



 

 

43. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(通

知(深川.捜)第 7-1764 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定依頼 

 

44. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗(払出盗)被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者と

の異同識別(通知(深川.捜)第 7-1765 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定

依頼 

 

45. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗(払出盗)被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者と

の異同識別(通知(深川.捜)第 7-1766 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定

依頼 

 

46. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(通

知(深川.捜)第 7-1767 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定依頼 

 

47. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(柏刑一第 1313 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

千葉県柏警察署からの回答依頼 

 

48. 橋本正次: 海底から発見された骨の法人類学的検査・鑑定(湾岸.強捜発第 1383 号) , 東京歯科大学法人類学

研究室, 2008. 警視庁東京湾岸警察署からの回答依頼 

 

49. 橋本正次: 殺人並びに死体遺棄被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者および自転車の異同識別(舞刑第捜

乙 352 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 京都府舞鶴警察署からの鑑定依頼 

 

50. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(西新・強捜 1 第 2046 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁西新井警察署からの回答依頼 

 

51. 橋本正次: 強盗致傷被疑事件における防犯ビデオ画像と被疑者との異同識別(築地.組第 1-1428 号) , 東京歯

科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁築地警察署からの鑑定依頼 

 

52. 橋本正次: 防犯ビデオ画像と被疑者との異同識別(通知(築地.鑑)第 128 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁築地警察署からの鑑定依頼 

 

53. 橋本正次: 建造物侵入,強盗被疑事件における防犯ビデオ画像と被疑者との異同識別(寝刑第 103 号) , 東京歯

科大学法人類学研究室, 2008. 大阪府寝屋川警察署からの鑑定依頼 

 

54. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(麻布.暴捜第 2-1706 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁麻布警察署からの回答依頼 

 

55. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(杉並・強捜 2 第 2361 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁杉並警察署からの回答依頼 

 

56. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(南千.少第 3413 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁南千住警察署からの回答依頼 

 



 

 

57. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(高井.捜第 3866 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁高井戸警察署からの回答依頼 

 

58. 橋本正次: ビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(習刑発第 46 号) , 東京歯科大学法人類学

研究室, 2008. 千葉県習志野警察署からの鑑定依頼 

 

59. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(八王・強捜第 3957-51 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁八王子警察署からの回答依頼 

 

60. 橋本正次: 私文書偽造・同行使、詐欺被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(鑑第 356 号) , 

東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 埼玉県草加警察署からの鑑定依頼 

 

61. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(蔵前・強捜発 2022 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁蔵前警察署からの回答依頼 

 

62. 橋本正次: 住居侵入、窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別((目白 強捜 2)第 1853 号) , 

東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁目白警察署からの回答依頼 

 

63. 橋本正次: 建造物侵入、強盗未遂被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(関刑一第 423 号) , 

東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 山口県下関警察署からの鑑定依頼 

 

64. 橋本正次: 窃盗未遂被疑事件における防犯ビデオ画像と被疑者との異同識別(通知(新宿.刑発)第 858 号) , 東

京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁新宿警察署からの鑑定依頼 

 

65. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(刑第 1186 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 埼玉

県東松山警察署からの回答依頼 

 

66. 橋本正次: スナップ写真の人物における異同識別(月島.備発第 119 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁月島警察署からの回答依頼 

 

67. 橋本正次: 窃盗、有印私文書偽造・同行使、詐欺被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(神

田・盗捜発第 1378 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁神田警察署からの鑑定依頼 

 

68. 橋本正次: 建造物侵入、強盗致傷被疑事件における静止画像と被疑者との異同識別(通知(上野.組)第 300-759

号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁上野警察署からの回答依頼 

 

69. 橋本正次: 電子計算機使用詐欺(還付金詐欺)被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(高尾.刑

発 1506 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁高尾警察署からの鑑定依頼 

 

70. 橋本正次: 殺人及び銃砲刀剣類所持等取締法違反に防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(麻布.組第 2288

号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁麻布警察署からの鑑定依頼 

 

71. 橋本正次: スナップ写真の人物における異同識別 , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 大阪府浪速警察署か

らの意見書依頼 

 



 

 

72. 橋本正次: 窃盗被疑事件ににおけるビデオ映像に撮影されている人物と被疑者との異同識別(通知(捜三.六)第

1005 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁刑事部捜査第三課からの鑑定依頼 

 

73. 橋本正次: 殺人並びに死体遺棄被疑事件における防犯ビデオと自転車、人物および着衣等の異同識別(舞刑第

捜乙 477 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 京都府舞鶴警察署からの鑑定依頼 

 

74. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(世田・強捜査 2 発第 2135 号) , 東京歯科大学法人類学研究

室, 2008. 警視庁世田谷警察署からの回答依頼 

 

75. 橋本正次: 詐欺被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(本所.知捜第 2282 号) , 東京歯科大

学法人類学研究室, 2008. 警視庁本所警察署からの鑑定依頼 

 

76. 橋本正次: 窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(築地.組第 196 号) , 東京歯科大学法

人類学研究室, 2008. 警視庁築地警察署からの鑑定依頼 

 

77. 橋本正次: 窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(築地.組第 197 号) , 東京歯科大学法

人類学研究室, 2008. 警視庁築地警察署からの鑑定依頼 

 

78. 橋本正次: 建造物侵入、強盗致傷被疑事件における静止画像と被疑者との異同識別(通知(上野.組)第 300-759

号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 警視庁深川警察署からの鑑定依頼 

 

79. 橋本正次: 建造物侵入、強盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(寝刑第 164 号) , 東京歯

科大学法人類学研究室, 2008. 大阪府寝屋川警察署からの鑑定依頼 

 

80. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(小岩刑組発第 4486 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(小岩刑組発第 4486 号)からの回答依頼 

 

81. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(本所.強捜第 2837 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁本所警察署からの回答依頼 

 

82. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(本所.強捜第 2817 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2008. 警視庁本所警察署からの回答依頼 

 

83. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(築地.捜第 3392 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2008. 

警視庁築地警察署からの回答依頼 

 

84. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(亀有 捜 第 50 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 

警視庁亀有警察署からの回答依頼 

 

85. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(亀有 捜 第 51 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 

警視庁亀有警察署からの回答依頼 

 

86. 橋本正次: 防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別(府中.強捜発第 9-25 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 

2009. 警視庁府中警察署からの回答依頼 

 



 

 

87. 橋本正次: 不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識

別(通知(深川.盗捜)第 1-110 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 警視庁・北海道警察・千葉県警察・大阪

府警察・和歌山県警察・岡山県警察・佐賀県警察･大分県警察合同捜査本部 警視庁深川警察署からの鑑定依頼 

 

88. 橋本正次: 詐欺 被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者および着衣の異同識別について(藤北刑発第 5553

号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 神奈川県藤沢北警察署からの鑑定依頼 

 

89. 橋本正次: 強制わいせつ被疑事件における防犯ビデオ映像と被疑者との異同識別について(京都.刑組第 3815

号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 京都府右京警察署からの鑑定依頼 

 

90. 橋本正次: CCD カメラ映像と被疑者との異同識別(丸内.捜発第 359 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 

警視庁丸の内警察署からの回答依頼 

 

91. 橋本正次: ビデオ映像と被疑者との異同識別(福生.刑 第 0728 号) , 東京歯科大学法人類学研究室, 2009. 警

視庁福生警察署からの回答依頼 

 

92. 橋本正次: 事後強盗被疑事件における防犯ビデオ画像と被疑者との異同識別(山刑発第 5467 号) , 東京歯科大

学法人類学研究室, 2009. 神奈川県山手警察署からの回答依頼 
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