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法　歯　学　へ　の　道*
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東京歯科大学法歯学話座
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Tokyo Dental College

歯学の進歩･現状

は　じ　め　に

私はこれで東京歯科を2回,つまり学生としてさらに

教員として卒業することになったと思っている｡このよ

うな節目に当たり,法歯学28年の歩みの概略を述べてみ

たいと思う｡

法歯学の歴史

わがEgの法医学は明治8年に明治天皇のお声がかりで

始められたといわれている｡法歯学の場合は,研究室に

三笠宮崇仁親王殿下がお成りになって,ご激励のお言葉

を賜ったことから,殿下のお声がかりで始まったと考え

ても過言ではない｡やはり法医学も法歯学も皇室に関

係があるように思われる｡イギリスでは,検屍官は宮廷

直属の医師で　　　　王冠)が託って　　　　さらに

になったことを考えても,昔から高蓋な職で

あったと考えられる｡

法歯学の最初の名称は歯科法医学研究室といい,昭和

39年4月1目に開設されることが前日の3月31日に決

まったOつまり,当時の福島秀美学長の｢明日から研究

室の看板を上げよ｣という決定によって始められた｡看

板を急に作るといっても楽しい問題であったが,北村勝

衛教授によって揮憂された｢歯科法医学研究室｣という

紙一枚で始まったわけであり,最初は薄っぺらから始

まったとも言えるわけである(図1)｡当時,まだ机と椅

子しかない病院三階の角の部屋に,大井活教授と長尾喜

景教授のご案内で三笠宮殿下が急にお立ち寄りになられ

た｡この時,殿下から直接衡激励のお言葉を賜り,以来

ずっとご親交をいただいておることは教室にとっても栄

誉なことと言わねばならない｡しかもその日に研究室開

設披露のパーティーが大学主催で開かれ,福島学長,忠

師である東大の古畑種基,上野正吉両名誉教授,さらに

北条春光九大名誉教授,野田金次郎信州大学教授はじ

め,検察,警察,大学の関係者が多数出席されて前途を

祝福して下さった｡戯下から励ましのお言葉を賜ったこ

とが契機となって,その年に始めて｢法歯学｣という小

♯本稿は第245回東京歯科大学学会例会(平成4年3月7
冒,千葉)において特別話演をしたものである｡
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さな教科書を出版し,早速,この本を　　年12月5日に

殿下のお宅に伺って献上申しあげた(図　　　　年頃に

なり,百瀬隆大先生をはじめ池本卯典先生,下村一室先

壁,落合雅雄先生,鈴木英4先生,さらに土橋康男先生

といった方々が次々と研究室に入室するようになり教室

も活気を増すようになった｡昭和40年には｢日本法医学

会関東地方会｣の前身である｢関東法医懇話会｣を東京

歯科大学で開催し, ｢歯科と法医｣というシンポジウム

を行った｡この時は東京歯科大学の先生方の大変なご支

援を受け,多くの教授が参加して下さり盛会を極めた｡

すなわち,松宮誠一教授,金竹哲也教授,長尾喜景教

授,石川達也教授,および金井良維助教授の先生方が参

加されてシンポジウムで白熱の論議を闘わせたのであ

る｡

年(昭和41年)にはコペン-ーゲンで開催された第

4回固際法医学会に始めて出席し

という演題で生ま

れて初めての英語の口演を経験した15)｡当時

の　　　　　　　学長が胸に日本歯科

医師会のバッジをっけて,私を迎えてくださったことは

忘れ待ぬことであった｡ちょうどその日が彼の夫人の誕

生日であった｡話の最中に,テーブルの上のバラを私が

切って,彼の胸につけてお祝い申しあげ,大いに喜んで

いただいた(図3)｡この　　　)　　　　　　にいる

-　　　　は,当時のヨーロッパにおける

つまり法歯学のリーダー格で

あったo　この固際学会は,彼の招牌によって出席したも

ので,彼の研究室へも立ち寄り意見を交換することもで

きた｡

年には,カナダのトロント大学で第5回Eg際法科

学会(この時から法医学会は法科学会に改称)が開催さ
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れ,日本人では前回同様私だけが参加して,口唇紋

についての発表を行った　｡トロント大学で

は歯学部の診廃室も見学した.東京歯科大学はキュー

ビックシステムになっているが,ここは全部オープンで

あった(図4)o　しかも,インストラクターが上のほうで

見産していて,診療台の近くの電気がついたり,学生た

ちが手を挙げたりするとすぐ飛んでくるというシステム

になっていた｡私は昔,口腔外科学教室に在籍していた

ので,こういう臨床形式にも非常に興味を覚えたのであ

る｡トロント大学では　　　　の分楽や調査結果につ

いて発表したが,この時の座長が　　教授で,彼は病

哲学で癌の分葉をやっていた世界的に有名な人で,分数

の好きな学者であったためか,非常に好評であった｡人

の口唇の中にはいろいろなタイプがあるoそれを歯式の

ように表わして一個人のパターンを表窮する｡しかも長

い間変わらず,万人不同で遺伝する可能性がある｡つま

り指紋に似ているというようなことを発表したのであ

る｡その事例として,警視庁-来た脅迫状に付着した口

唇紋の鑑定例を報害したo　この事件は捜査の結果,容疑
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者としてNとK 2人の人間が逮捕されたが,口唇紋は一

致しなかった｡つまりこれはアリバイの証明に役立った

という世界鼻初の1例ということになる(図5).

年にチューリッヒでまた法科学の国際会議が開か

れ,スウェーデンの　　　　　　　　　　教授と2人

で　　　　　　と　　　　　　　　を担当した｡その学

会で,私は女性の下着についた口紅の跡から

を検出して,犯人かどうかを決めたという事例を発表し

たわけで,こういうのをEg際会議に出すと会場内が非常

に和やかになり多くの学者たちと親交を深めることがで

きた

昭和53年,ビルマの航空機事故22)があり,外務省と

の要請によって現地に赴いたO私が飛行機の事故

に鼻初に関与したのは,昭和41年2月4日に発生した全

目空の羽田沖事故であるo墜落したのは全日空ボーイン

グ727型旅客機で　　名の犠牲者を出した｡飛行機は落

ちる角度によっては,失速状態というのが必ずあるとい

うことを,私はその後シアトルのボーイングという航空

会社へ行って,いろいろ調べてわかった｡当時,これが

学生間でもはやって,本当に失速する学塗が非常に増え

たばかりか,完全に失速し過ぎて墜落したりするのも

おったようである｡

ビルマ航空機事故でも,極めて無残な状態で,ご遺族

が行ってもなにもない｡原住民というと土人のようであ

るが,向こうの人たちがバーツとたくさん来て,身元確

認になりそうなものをみんな持っていってしまう｡指輪
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を持っていったり,時計やブレスレットまでも持ってい

く,みんな持っていかれてしまうので身元の確認がなか

なか難しかった.しかしながら,歯の所見で全貢を短時

間に確認することができたのは幸いであった｡全員と

いっても6人,つまり乗客乗員全員45人のうち日本人の

6人を識別しながら確認したということである｡この事

故の身元確認の後で,私のところへあいさつに来てくれ

たのが,ビルマの建設副大臣｡副大臣に限らずビルマの

多くの人達は裸足でゴムの草履を履いており,ロンジー

という布を塵に巻いている｡このとき,服装で人間とい

うものを判断してはいけないことを教えてくれた気がし

た(図6)0

この事後処聾が終わってから　　　　国際協力事業

団)の法眼晋作総裁から依顧されてブラジルへ国際医療

協力として1ヵ月派遣されることになった23)｡いま行く

とボーンと殺されてしまうのではないかと心配される

が,その頃は治安状態も良く,安全であった｡ブラジリ

ア警察大学校にある武器庫では,久し振りに銃を持つこ

とができた｡私は第二次世界対我の時は,海軍特攻隊員
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であったためこのような武器を持っていた(図7).

サルバドールへ行くと大きな身体で眼のギョロリと

したおばちゃんがいて名前を聞いて驚いた｡なにしろ

という教授なのである｡しかも彼女は

法医学の教授｡どこかで聞いたような名前なので,こち

らの目の方がギョロリといった状態oその　　　女史

が大歓迎してくれて,すべて警察車で各地を案内してく

れ,日本の反対側にも良い人が多いものだと恩った｡

そこから今度はベロ･ホリゾンテ(向こうではペロー

リゾンデと言ってHを発音しない)へ行くと,ミナラス

･ジェライス大学があり｡学長は

教授(40歳)というハンサム｡それに学長より

年上の副学長の3人の教授が迎えてくれ,私の友人の

教授と二世の塚本氏(外務省依

東)も一緒に大学の事情を聞くことができた｡この大学

は19学部2万人の学生で　　　人の教授陣だそうだ(図

8)o　このベロリゾンテには法医学研究施設があって,

そこで講演をすることになったO私が英語でやり,これ

をまた漸訳するNHKの関係の日本人がおり,彼がポル
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トガル藷に斬訳してくれた｡これを聴いていたのがデレ

ゲ-ドといって,日本でいうと警視以上,つまり幹部の

警察官であった(図9)｡

リオデジャネイロ大学の歯学部の資料室-行くと面白

いものがあったo　シャーレの培養基表中にカップ上に白

くなっている槍に｢F｣と｢A｣とを併せたような署名

のある額を見せられたo　このFとAは

の頭文字｡これはペニシリンの発見者の

が書いた絵である｡つまり　　　　　がこの

大学へ来ていた証拠であるということである｡そういう

蓋重なものを見せてもらったという興奮は忘れ得ぬ感激

であった｡

それからサンパウロへ行くと

向こうでは｢h｣を発音しないので,アリー･シバタと

いう日系の法医学教授がいる｡彼が法医学研究所の所長

とサンパウロ大学の法医学教授を兼ねているわけで,ブ

ラジルでは有名な教授として知られている｡そこでは,

死体置き場が満員で,死体がみんな外へはみ出ている状

態であった｡死体が多くてその処置に困っているとい

う｡廊下にも数多くの洋服を着たままの死体が並んでい

る｡私を案内してくれた宮島彰蘭事(現　厚生省医事課

義)に, ｢あ,宮島君上　あそこであの人寝ているよ｡

ちょっと起こしてやりなさい｣と言ったら｢はい｣って

言って彼は死体とも知らずに起こしている｡ ｢先生,近

きないですよ｣ ｢あっ,そう,それは死んでるよ｣と｡

つまり死体があちこちに群がるくらいにたんさんある｡

アリー･シバタ教授は｢解剖を習うんだったらブラジル

へ来ないか｣と,誘ってくれる始末だ(図　　サンパウ

ロ大学でまた講演をしたところ,大歓迎されたのは幸い

であった｡

年になって,ノルウェーのベルゲン市で第9回
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固際法科学会があって,教室からは私と橋本講師と木

村助手が参加し,講演をしたのである　　　そのバン

ケットで,突然の発表があり｢ワードスミス国際賞｣を

授与されるという光栄があった｡その時の会長は

教授で,覚を授与してくれたの

は　　　　　　　　　　　　　前会長｡バンケット会場

はキング･パーコンス･ホールで,ここの椅子は王様の

玉座だという(図11)｡コペンハーゲンへ帰ってくると,

デンマーク駐在日本画大使館の高橋展子大使から,

｢今,ノルウェーから先生が国際賞を受賞したという知

らせがありました｡お祝を申し上げたいので鈴木先生お

いでください｣と呼ばれ　大使室ではお茶を一杯ご馳走

になって歓談したが,大変な歓迎ぶりであった(図12)｡

それがまた機縁になって,それではひとつお祝い会で

も開こうではないかという殿下のお声がかりもあって,

三笠宮同妃両殿下ご台臨のもとにワードスミス薗際賞受

賞祝嚢会を帝国ホテルで開くことになったoそのE],つ

まり10月14日午後には千葉校に殿下をご案内申しあげた

のである｡その頃,鹿島俊雄理事長は自ら全部案内する

というほど,大変元気であられた｡玄関で官様をお迎え

した時からのご案内は鹿島理事長o他にお迎えは松宮誠

一学長,高橋庄二郎教授,河村　弘理事,長谷川正康教

授,さらに羽賀通夫教授,森　雅文教授(図13)｡小児歯

科のご案内役は町田幸雄教授で,浅井康宏教授は保存科

をご案内申しあげた(図　　　　私の部屋へお出で賜っ

た際,教室員の水口　清書,橋本正次君および花岡洋-

--　97 ll
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図18　(群馬県医師会)

君の論文を殿下にご覧になっていただき,殿下からは親

しく｢社会のためにあなた方も頑張りなさい｣というお

言葉を賜わるという光栄に浴したのである｡非常に有り

華いことである.次に解剖学教室へ行くと井出書信教授

がご案内役となった(図　　なお,殿下櫛来校の記念と

して大学の玄関脇に金木犀のお手植えを賜った(図

昭和60年8月12日には日航機墜落事故が発塗した

28)｡このときは犠牲者524名という単独機としては世界

最大の悲惨な事故であった｡この事故では,わが法歯学

教室貢は全員が交代で検視･身元確認作業に約4万月間

参加した｡乗員乗客524名を乗せた日航機は群馬県多野

郡上野村の御巣鷹山の尾根に墜落炎上したo図18では奥

と手前の色に違いが見られるが,手前が群馬県で奥は長

野県であるo群馬県側にわずかに切れ目があるのは,こ

こを日航機が触れたためにスピードがさらに下がって,

墜落したものと恩われる｡生存者が4名という奇跡的事

実は,こんなことも原因の-つと考えられる｡あと9秒

飛んでいれば長野県に行ってしまったという｡要する

に,この切れ目にひっかからなければ,長野県-行って

しまったということ,さらに2分間飛行していたら熊谷

方面へ向かってしまったといわれている｡

8月　　　　時55分に機影がレーダーから消えて, 18

時56分に墜落と推定された｡これだけの乗客の中でも外

国人が22名いたということは,国内線であっても日本人

か否かという,人種の識別が必要であることを示唆して

いる｡生存者4人すべて日本人の女性｡そして死亡者は

520名｡これは史上初めての大惨事である｡結局,私た

ち法歯学教室員はこれに参加したわけでる｡約2年前,

群馬県歯科医師会に警案医会が結成されていたため,こ

の警察医会(医師,歯科医師)が中心になって,私たちは

最初はお手伝いというっもりで参加した｡お手伝いに

いっているうちにだんだん主役になってしまったという

ことである｡

御巣鷹の尾根の突端のところをヘリポートに改造し

て,遺体をヘリコプターで藤岡の第-小学校の校庭に運

搬してきて,権の中にいれて,寝台車で藤岡市民体育館

まで運ぶという作業が毎日繰り返された｡体育館では遺

体の登録をしてから検視に入る,さらに検視が終わった

遺体を安置して遺族と連絡を取りながら身元の確認作業

になる｡検視の現場は言語を絶する悲惨な状態で立ち働

く人達でごった返していた｡線香の煙に加えて暑い｡用

意された扇風機の風は腐敗の匂いを吹き上げる｡旭がた

くさん付着している遺体もあるため殺虫剤で旭を全部か

き落としてから検視に入る｡したがって,殺虫剤の臭

い,線香の臭い,暑い,そして腐敗の強烈な臭いなどが

入り交じるため,この中に1時間いたら頭がおかしく
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なって,生きている人たちのほうが危なくなる様な状

況｡そのようなときは,戸外へ出て,深呼吸を何回も繰

り返して,また館内へ入ってきて作業を続けるというこ

との毎日であった｡体育館の中に設けられた衝立を隔て

て休憩所と検視場所がある｡最初のうちは,この休憩所

で食事も着替えもするという始末であった｡もちろん検

視場所の臭いも当然入ってくる｡

教室の橋本正次講師は献身的に作業を続けてくれた｡

彼はこの前の年にハワイの　　　中央鑑識研究所)とい

う　　　　　　　の施設の古江忠雄先生のもとで骨の

勉強をして,骨に非常に明るくなって帰ってきていたた

め,群馬県の医師会の先生方も,彼を頼りにしてくれ

た.多くの骨が一緒になってしまうこともあるため,請

別が困楽な場合が多い｡そのような時に｢骨屋さ-

ん!｣ Oつまり,橋本君のニックネームは骨屋さん.非

常によくやってくれた｡ "ヒゲちゃん''の愛称で親しま

れた巡査部長がいたo彼は歯科の資料を保管する素任

者o素任感が強く,愛敬のある人気者であった.仕事を

続けているうちに歯のことをよく覚えたらしい｡作業に

従事していた歯科医が, ｢224番の遺体は,あれ前歯はピ

ボットじゃないのかな?｣と言うと,彼が｢そんなこと

ないよ｡あれはメタルボンドだよ｡なに言ってんだ｣な

どと, ``ヒゲちゃん''のほうがよく知っていることもあ

るんだ｡あんまりいっまでもやらせると歯医者になって

しまうのではないかと恩うくらいに熱心であった(図

19)｡

11月22日になってから,運輸省西村康雄航空局長から

初めて公文書がきた｡結局,いっまでやってもきりがな

いので,最後のツメをやってくれということであった｡

そして12月13日を最後と決めたのだ｡ところがご遺族の

ほうからいろいろと異論が出て,私の家にも｢12月13日
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は金曜日だから駄目だ｣と電話がかかってきた｡ 505家

族ぐらいからいろいろな種類の宗教の方がいる0 13日の

金曜日ということにこだわる方もいるはずである｡そこ

で私どももいろいろと話し合いに応じて, 1週間後の12

月20日を最終の臼に決めたのである｡教室宛に山下徳夫

運輸大臣から感謝状が贈られた｡これは東京歯科大学法

歯学教室の関係者が全貢で約4ヵ月参加した賜物であ

り,大学の援助によるものであることの証しである｡

これが機縁になって,その翌年の昭和61年3月2日

に,警視庁長官室で山田英雄長官と金港昭雄次長と私と

3人で話し合い,冒本歯科医師会宛に,これからも協力

を要請する旨の公文書をっくることに決めた｡これを受

けた日本歯科医師会のご尽力によって今では警察歯科医

師会,法歯会,法歯学協力医会などと名称は違うが歯科

医の協力体制が全図で43でき上がり盛んに研修が行われ

て,有事に備えるようになった｡

航空機事故は,国内に限らず圏外でも発生し,海外に

出ていく,あるいは出ている日本人が多くなったため

か,日本人の遭難がE]立っようになった｡昭和53年のビ

ルマ航空機事故以来,外事省の要請に応じることも度々

であった｡

昭和62年4月4日にはインドネシアのガルーダ航空機

事故が発生して,日本人3名が犠牲となった｡私が外務

省から要請を受けて出発したのは4月10日である｡ま

ず,北スマトラ大学医学部-直行｡ターバンを巻いてい

るのがアマール･シンという法医学の教授(図　　いち

ばん最後に残っている"　　　　というのが日本人

だと言うので,外務省のほうからは,それが日本人かど

うかを確認してくれということであった｡歯科医もい

る｡歯というのはインドネシアでは　　と言う｡つま

り　　　　　である｡ここでいろいろな情報を集め,
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それをとりまとめて,達体を見ることにした｡ところ

が遺体を見るとぜんぜん違う｡最初は,アマ｢ル･シ

ン教授は,飛行機が落ちたときに,その衝撃で蟹が折

れ,腰の大転子が抜けたと言う｡また,日本人なら身長

は　　　なければいけないのに　　　しかない｡なぜだ

と聞いたら,首が折れ,歴が抜けたから　　　が

になったとシン教授は胸を張って言う｡ただちに連体を

検査することにした｡まず,両手で首を持ってグッと動

かしてみると,肩も一緒に動く.フラクチャーつまり暫

部の骨折などはない｡反対伽に北スマトラ大学の先塗方

に並んで見ていてもらい, ｢ノー･フラクチャー｣と言

うと｢オー,イエス｣と答える｡それで終わり｡つまり

身長も違う,歯の所見も違う,血夜型も違うというわけ

でこれは日本人の連体ではないと証明したわけである｡

それが4月｡今度は7月になってフィリピンでフィリ

ピン航空機が墜落炎上して7人の日本人旅行者が亡く

なった｡この人たちは全部歯科的所見で早々と確認され

た｡

同じ年の12月には,南アフリカのモーリシャスで南ア

フリカ航空旅客機がインド洋に墜落したoモーリシャス

というのはマダガスカル島の少し東方に位置する小さ

な,南北が約　　　東西約　　　ちょうど淡耳島と

同じぐらいの島で,そこに99万人が住んでいる平和なと

ころであるoそのモーリシャスから約　　　北方に飛

行磯が墜落したのである｡収容された遺体は表1のごと

くである｡全部で15と書いてあるが,皮膚片だけとか,

皮膚と塵の断片,大きな筋肉片,大塵骨,内蔵の一部,

褐色の陰毛---これでは身元確認は困難である｡しかし

ながら,身元の判明したのは日本人では女性一人であ

る｡詳編は後日に譲るとして,この冒本人女性の身元確

諺では,やはり歯科的所見が最後の決め手であった｡結

局,遺体の収容がほとんどないので,墜落地点の海水を

改み上げ,白木の位牌にl=くなった人の名前を書いて帰

る,要するに亡くなった人の魂を白木の位牌のお船に乗

せて帰ろうという提案をして,初めてご遺族の人達も納

得をされて,葬蔵を厳粛に行って短事帰国されたO

次いで事件例を述べる｡九州のある山達で死体が発見

されたO頭だけが白骨化しており,下半身はまだ軟組織

が残っている全裸死体｡頭蓋骨をレントゲン撮影する

と,小白歯が傾斜湾曲していて,大臼歯がこの小臼歯に

寄りかかっているという特徴点が認められた.これが歯

科医から提出された5年前のレントゲン写真にも見られ

たのである｡つまり,生前と死後の特数点がピッタリ符

合したoそこでこの白骨死体は行方不明人のA氏と同一

人であると判定された(図

東京都内で大きな殺人事件が発生し,犯人は逃亡中で

あったが,岐阜県内の渓流で白骨化した下顎骨のみが発

見された｡教室に搬入された下顎骨のレントゲンを撮影

表1南アフリカ航空機事故における収容遺体

遺 体
番 号

歯 科
情 報

性 別 人 種 特 徴 氏 名

1 ○ M

東 洋 人

白 人

ア ジ ア 人

白 人

太 っている

M .S0 neda

R lM aClluP

I.J .S uau SP eel

2 ○ F 白金の指輪

3 〇

〇

〇

〇

M 台湾の金所持

4 ? 皮膚片

5 ? 皮膚と腺の断片

6 F 濃褐色の髪

7 M 漉褐色の陰毛

8 ? 大きな筋肉片

9 M 上半身と大腿骨

10A ? 内臓の一部

10B ? 内臓の一部

ll F 子供, 上半身と大層部

12 F 大きな体の断片

13 F 上半身

14 ○ F 完全体 L P illeW er

15 ○ M ア ジ ア 人 上半身 と左下膳部

-loo-
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する.この犯人は全酎旨名手配のため,いろいろ生前の

情報は捜査本部に集められている｡生前と死後のレント

ゲン写桑を比較すると,非常によく特徴点が一致した｡

特に根管充壊剤の中に見られた気泡の位置まで非常によ

く一致する結果が得られたO　したがって,発見された下

顎骨は犯人のものであると確認された(図

東京都内で発生した,ある幼女誘揚殺人事件である｡

この幼女の場合は,本当ほ乳中切歯,乳側切歯,乳犬歯

の3本,即ち両側で6本なければならないはずである

が,歯牙はなく, 4個の歯槽が認められるのみである｡

それは両側の乳側切歯が先天性欠如で,レントゲン写

桑でもその状況が観察される｡しかも両側の側切歯

の歯膝も欠如している特異なケースであった.この時

歯科医が初診時にこのような特徴を記載したカルテが

あったので大いに役立った｡そこでまず印象採得して,

歯槽膏の模型を作製｡歯根の方向等に達意しながらワッ

クスで歯根を作りそれに乳歯の人工歯を冠していわゆる

B_A⊥A且の歯牙を作製して歯槽に適合する(図23)｡

そこで,適合させたり,はずしたりしながら生前の写真

と合わせて,スーパーインポーズ法を実施すると,ピ

タッと合致する所見が得られた｡これは非常に大きな事

件であったが,無事解決することができた｡

法歯学教室では,日本中から鑑定を依顧されるが,義

も多いのは警視庁である｡ついで埼玉県警,東京地検,

茨木県警,浦和地裁,栃木県警,秋田県警,千葉奥誓,

あるいは個人からの依頑もある｡最近は企業からの鑑定

依東も多い｡鑑定内容としては個人識別が主である｡次

いで物体検査,唆傷の検査,親子鑑定,さらに書頚の検

査というようなことをやっている｡個人識別としては,

白骨死体が最も多く　　｡普通の死体が　　｡焼死

体が　　｡その他腐乱死体や生体もある｡物体検査と

しては歯が最も多いoさらに骨,口唇紋,次いで毛髪,

血液,あるいは糞塊もあるわけだ｡

さて現在の教室では,以上のような事件や事故ばかり

やっているわけではない｡種々なる研究も行われてい

る｡例えば,水口助教授が中心になって研究を進めてい

る唾液の遺伝標識｡塩基性のプリンリッチプロテインの

中では　　　　　　およびPsの変異型30)という遺伝

1101　-
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表2　法歯学教室で発見された唾夜の遺伝標識

塩基性プロリンリッチプロテイン

型

塑IG l型の変異型

と同じ一

型の変異型

型32)

型33)

7. basicl34)

酸性プロリンリッチプロテイン

変異型　　　　　　　　蛋白

アミラーゼの変異型37)

シスタチン

1.シスタチンSAの多型38)

2.シタチン　　　　　の多型3S)

シスタチンDの多型

シスタチンSNの多型

DNAの多型

シスタチン遺伝子)の

夕による歯科的個人識別法の開発,スーパーインポーズ

法を用いた各種鑑定への応用,歯牙の撮傷,あるいは花

岡洋一講師らによる歯や顎のDNAの研究というような

ことも盛んに行われている｡現在,少数精鋭主義でなん

とか頑張っている状況であって,これらは鑑定と並行し

て実施されている｡事件によっては警視庁のヘリコプ

ターを使って関東各地への寛場の確認に馬区け回ることも

ある(図24)｡

お　わ　LJ　に

法歯学が生まれて28年間を経過したが,その間,多く

の事件,事故や研究などに遭遇してきたが,一言で言う

なれば緒方洪庵先生のご遺訓が結論のように考えられた

のである. ｢人のために生活して,己のために4活せざ

るを医療の本体とすo安逸を思わず,名利を顧みず,た

だ,己を捨てて人を救わんことを希うべし｡人の生命を

保全し,人の疾病を復治し,人の患苦を寛解するのほ

か,他事あるものに非ず｣ということがやはり基本では

ないだろうか｡ただ安閑としていてはいけない｡一生懸

命勉強しなさい,技術を磨きなさい｡そして有名になる

ことを考えるな｡儲けることを考えるな｡ただ自分を捨

てて人のために尽くせ｡このご遺訓こそ,私は医の心で

ある,医の本源であると感じた｡このようなことはすべ

てご達体から待られた教訓であると思っている｡

平成2年10月14日に挙行された,東京歯科大学創立

100周年式典において,天皇,皇后両陛下から法歯学に

ついてご関心のあるお言葉を賜る光栄に浴した｡ ｢法歯

学への遺｣も,わがEgでは生まれて四半世紀という若い

学問である｡これからも長く厳しい道のりが待っている

と思われるが,本学手套歯学教室が画し､になって進んでい

かれることを期待するものである｡

稿を終わるに当たり, 28年間の法歯学の進歩を支えてくれた
東京歯科大学当局ならびに法歯学教室貢各位に対して哀心より

感謝の意を表したい.

標識を発見している.酸性プロリンリッチプロテインも

同様である｡唾液の遺伝標識を用いた研究成績で,アジ

ア人の遺伝距離を測ってみると,日本人にいちばん近い

のはやはり中Eg人である.続いてフィリピン人,次いで

マレー人Oインド人となると相当遠くなる｡つまり,日

本人の起源という観点からも輿味があることが分かって

きた(表2)｡

そのほか橋本正次講師を中心とした法人顛学的分野を

はじめ,歯牙の熱処聾,乳歯形態の人種差,コンビュ一
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