
 

 

法歯学・法人類学講座 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   橋本 正次  画像鑑定に有効な頭顔面部の形態的特徴部位の検索、並びにそれらの部位の

形状による分類と各形態の日本人における出現頻度 

講  師   中村 安孝  遺伝標識の判定法、親子鑑定への応用 

助  教   笠原 典夫  硬組織からの個人識別、人獣鑑別法の確立 

大学院生   永峰  史  元素比率を用いた人種（民族）鑑別 

 

 

2. 成果の概要 

 

1) 映像に映っている人物の個人識別を行うに当たり、いわゆる顔部品を含めた本人固有性の高いと思われ

る様々な部位を検索し、各形態の分類基準並びに日本人における出現頻度（分布）を求め、鑑定における該

当者との比較結果の有効性（信頼性）を示す基礎データを準備している。まず、個人識別で指紋と同様に有

効性の高いとされる耳の形状の分類基準、並びに各形態の日本人の頻度について画像を用い、検討を行った。 

 

2) X 染色体上に存在する DNA 多型の法医学的応用において、家系試料を用いての鑑定力の検証と、法人類
学応用における重要な基礎データとなるマレーシア人の多型頻度の取得を行った。 

 

Nakamura Y, Samejima M ,Minaguchi K , Nambiar P. Population Genetics of identifiler 

System in Malaysia. The Bulletin of Tokyo Dental College. 2016; 57 :233-239. 

 
中村安孝, 鮫島道長, 水口清, Phrabhakaran Nambiar. 常染色体STRにおけるマレーシア人と

７他人種・地域集団との比較. DNA多型学会第 25回学術集会. DNA POLYMOROHISM 第 25回学術

集会抄録集. 2016;p92, 東京. 

 
3) 笠原典夫，中村安孝，永峰 史，橋本正次．2 つの酷似した歯科的情報が寄せられた白骨死体の個人識別

についての事例．第 58 回歯科基礎医学会学術大会．Journal of Oral Bioscience Supplement 2016；p583，

札幌. 

 

 KASAHARA, N., MORITA, W., TANAKA, R., HAYASHI, T., KENMOTSU, S., OHSHIMA, H.  The 

relationship between a maxillary sinus and superior alveolar nerves and vessels 

demonstrated by cone-beam CT combined with μ -CT and histological analyses ．     

Anatomical Record 2016 May;299(5):669-78. 

 

3. 学外共同研究 

 

担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

橋本 正次 

永峰 史 

安定同位元素分析の身元不明遺体の

出身地域の推定への応用 
  染田英利 

 
 

 
 

 

 



 

 

4. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育用ソフトウェア・ハードウェアの開発 

制作者 年月日 種別 名称・内容 

笠原 典夫 2017. 3 
学長奨励教

育助成 
歯科的個人識別実習システムの開発と教育効果の検討 

 

5. 社会的貢献・社会に対する活動 

 
鑑定書 

鑑定人 年月日 種別（鑑定書） 依頼者 

中村 安孝 2016. 4. 8 副鑑定 鑑定嘱託書暴捜３第 2419 号 新宿警察署 

中村 安孝 2016. 7.27 副鑑定 鑑定嘱託書第 237 号 神田警察署 

中村 安孝 2016.12. 5 
039 埋葬地遺体番

号１DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2016.12. 5 
039 埋葬地遺体番

号２DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2016.12. 5 
039 埋葬地家族番

号 13582 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2016.12. 5 
039 埋葬地家族番

号 17971 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2016.12. 5 
039 埋葬地家族番

号 19409 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017. 3.30 
304 埋葬地遺体番

号 170 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017. 3.30 
304 埋葬地家族番

号 57 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017 3.30 
304 埋葬地家族番

号 60 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017. 3.30 
304 埋葬地家族番

号 63 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017. 3.30 
304 埋葬地家族番

号 65 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017. 3.30 
1102 埋葬地遺体

番号 1 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

中村 安孝 2017. 3.30 
1102 埋葬地遺体

番号 2 DNA 鑑定 
厚生労働省 社会・援護局 

笠原 典夫 2016. 6. 6 副鑑定 警視庁渋谷警察署（渋谷．盗捜 3 第 3573 号） 



 

 

笠原 典夫 2016. 9.12 副鑑定 石川県警察大聖寺警察署（刑丙第 445 号） 

笠原 典夫 2016. 9.30 副鑑定 
北海道警察釧路方面池田警察署（池（鑑）第 47

号） 

笠原 典夫 2016.10.12 副鑑定 警視庁戸塚警察署（戸塚．強捜 2 第 4649 号） 

笠原 典夫 2016. 5.19 副鑑定 茨城県警察石岡警察署（石刑発第 370 号） 

笠原 典夫 2016.10.31 副鑑定 長野県警察本部（長科研発第 522 号） 

笠原 典夫 2016. 9.27 副鑑定 長野県警察上田警察署（刑発第 1158 号） 

笠原 典夫 2016. 9.27 副鑑定 長野県警察上田警察署（刑発第 1159 号） 

笠原 典夫 2016.11.25 副鑑定 
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課（組 1．

12 第 3724 号） 

笠原 典夫 2016.11.25 副鑑定 
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課（組 1．

12 第 3725 号） 

笠原 典夫 2016.11.25 副鑑定 
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課（組 1．

12 第 3726 号） 

笠原 典夫 2016.10.24 副鑑定 
北海道警察釧路方面池田警察署（池（鑑）第 66

号） 

笠原 典夫 2016.10.24 副鑑定 
北海道警察釧路方面池田警察署（池（鑑）第 67

号） 

笠原 典夫 2016.10.24 副鑑定 
北海道警察釧路方面池田警察署（池（鑑）第 68

号） 

笠原 典夫 2016.11.11 副鑑定 
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課（組 1．

12 第 3531 号） 

笠原 典夫 2016.12. 2 副鑑定 京都府警察伏見警察署（伏刑第捜甲 1574 号） 

笠原 典夫 2017. 1.25 副鑑定 埼玉県川口警察署（刑第 579 号） 

笠原 典夫 2017. 3.16 副鑑定 京都府警察北警察署（北刑第捜 556 号） 

 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

笠原典夫 2017. 2. 1 緊急！公開大捜査’17 春 TBS テレビ 

 


