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「私の研究」シリーズ2021年度は、
「人間性豊かな人材の育成」を建学の理念とし、歯科医師、
薬剤師としての知識と技能に加えて、
「豊かな人間性」と「真の精神」が身に就く教育を行っ
ている奥羽大学の先生方に、１年間ご執筆をいただきます。どうぞご期待ください。

１．はじめに

に他なりません。歯医者さんに行くと、
「それじゃ、

「法歯学」という学問はいささか聞きなれない

歯の型をとりますね」と言われたこともおありで

名称かも知れません。一方「法医学」については

しょう。では「歯の型」からはどんなことがわか

テレビドラマ等で耳にした方も多いことと思いま

るでしょうか？

す。「法歯学」は「法医学」から派生した学問で

実はどんなベテランの歯医者さんでも「歯の

はありますが、現在は独自の学問体系をもった独

型」からわかることはほんの一握りのことでしか

立した学問分野であり、大雑把に言えば、医学の

ありません。すなわち「人間の歯か否か」という

「法医学」に対する歯学の「法歯学」とも位置付
けられます。
その「法歯学」が一躍社会に知られるように
なったきっかけが昭和60年の日航機墜落事故で
す。これを機に「歯型からの身元確認」という言
葉が度々メディアでみかけられるようになり、そ
のバックボーンとなる学問こそが「法歯学」で
す。しかしながらそもそも「歯型」とはいったい
なんでしょう？
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人獣鑑別、そして人間の歯だとしたら「どこの歯

すなわち身元を特定するためには、歯の型だけで

か」という歯種鑑別といったところです。しかし

はなく、あごの骨、歯茎、歯髄、口腔粘膜、舌の

世界中で度重なる災害や事故、犯罪において、損

状態等、口腔領域全体を観察してなければならず、

傷の激しいご遺体の身元が歯型によって判明した

これらを総合して「歯科所見」あるいは「口腔内

という報道を今も見聞きすることも事実です。で

所見」と言います。
一方「身元」という概念も実は日本独特のもの

はいったいどのようにして歯科医師は身元を特定

です。日本には戸籍制度が存在します。近年開発

しているのでしょうか？

途上と呼ばれる国々でも戸籍制度が整いつつあり

２．歯型ではできない身元の特定

ますが、それでもここ５、６年のことで、日本に
は戸籍はもとより、原籍、家系図といったもの

「歯型からの身元確認」とは、実はメディアに
よる造語に他なりません。メディアはともすると

も存在し、「身元」という概念が定着しています。

我々も感心するようなうまい言葉を造る反面、専

欧米、特に米国では日本ほど「身元」という概念

門家の目からみると「これはいかがなものか」と

にこだわりがなく、そのひとつの表れとして「身

眉をひそめる悪しき造語があることも事実です。

元確認」に直接該当する英語はなく「Personal

その意味から言えば「歯型からの身元確認」とは

Identification」という言葉を使っています。そし

完全な悪しき造語です。そもそも「歯型」とは前

てこれを今一度日本語に訳せは「個人識別」とい

述したごとく「歯の型」であり、そこからわかる

う言葉になるのです。したがって、「歯型からの

ことはごく僅かです。先人は「歯は履歴書であ

身元確認」とは、本来「歯科的個人識別」という

る」といいました。これは人間が一生の間毎日使

言葉がグローバルな観点から言えば正しい用語と

い続ける歯に、その人の履歴が刻み込まれている

いうことになります。

ことを示しています。すなわち履歴書の項目に

３．歯科所見の有用性

ある「年齢」「性別」「趣味」「職業」等の項目が

では本当に歯科所見は個人識別に有用なので

歯から判り得るということです。しかしこれらは
「歯型」からだけでは判り得るはずもありません。
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大規模災害における身元確認方法（中華航空機墜落事故）

の事故としては史上最悪の520名の犠牲者を生み

１）鉄より硬い歯（安定性）：歯の表面はエナメ

ました。歯科所見が身元特定の根拠となったのは

ル質という人体で最も硬い組織で覆われていま

約15％です。さらに平成６年の中華航空機事故で

す。モース硬度で言えば５～６を示し、これは

は約16％と報告されています。意外に少ないとお

鉄よりも硬いことを表しています。したがって

感じになる方もおられるでしょう。しかしこれら

歯は物理的にも化学的にも安定性が高く、死後

の数字は、DNA 分析の技術が確立していなかっ

最も遅くまで残存し、損壊の激しいご遺体でも

た当時、歯科所見だけが唯一の根拠であった割合

身元を特定する手がかりとなるのです。

であり、実際には全ての犠牲者の歯科所見を採取
しています。

２）歯は指紋と同様に万人不同（固有性）：指紋
がひとりひとり違うように、歯並びや歯の形も

加えて DNA 分析技術が発達した以降に勃発し

違います。加えて治療の跡には決して同じもの

た東日本大震災においても福島県では約12％が歯

がありません。これは歯の治療が言わば手作業

科所見によって身元が特定されており、これも歯

であり、同じ治療ができないことに起因してい

科所見だけが決めてとなった割合ですから、その

ます。DNA 分析の場合、一卵性双生児では全

有用性は疑いのないものと言えるでしょう。

く同じ DNA 型を持っています。しかし歯の治

では何故、歯科所見は個人識別に有用なので
しょうか？

その答えは３つ。すなわち「安定

性」
「固有性」
「記録の保存性」です。

療痕は例え一卵性双生児であろうと異なり、こ
れが個人を特定する大きな根拠となるのです。
３）ほとんどの人が歯医者さんに通ったことがあ
る（記録の保存性）：歯は時として指紋より有
用です。それが「記録の保存性」です。指紋の

福 島
県
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身
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1,358

場合、ある種特殊な職業等の方でなければ登録

確認根拠（件数）
身体特徴
所持品等

されていることはありません。しかし日本では
指掌紋

歯科所見

DNA

1,358
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約98％の方が何らかの形で歯科医院にかかった
ことがあり、その時のカルテやレントゲン写真
が記録として残されており、それが万一の時に
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は極めて有用な生前情報となるのです。

災害と呼び、この場合にはご遺体の口腔内から、
冒頭で述べたような身元を特定し得る様々な情報

４．異同識別と情報の提供

を提供し、場合によっては公開捜査等をして身元

一口に個人識別と言っても、実は２通りありま

を特定することとなります。

す。

この情報提供においては、DNA 分析より歯科

１）異同識別：例えば飛行機に乗ると搭乗者名簿

所見の方がその威力を発揮します。仮に DNA118

が作成されます。そして不幸にして墜落事故等で

型が16-32型の方をご存じありませんか？

犠牲者が出た場合には、この搭乗者名簿が即犠牲

報提供したとして、一体どれだけの方が自身の

者名簿となります。したがってその犠牲者名簿に

DNA 型をご存知でしょうか？

基づき、カルテやレントゲン写真を歯科医院から

の場合には、「こんな歯並びに見覚えはありませ

収集し、ご遺体の口腔内と比較して同じ人のもの

んか？」「こんな入れ歯をしていた方をご存知な

か異なる人のものなのか、その異同を識別するこ

いですか？」あるいは歯医者さんに「こうゆう治

とができます。このように当初から比較すべき生

療に心当たりはございませんか？」と様々な情報

前情報が存在する災害を閉鎖型災害といいます。

を提供できるからに他なりません。

と情

しかし歯科所見

２）情報の提供：一方、先の東日本大震災では当
初は犠牲者名簿が存在せず、比較すべき生前情報

おわりに： あってはならない災害や事故、犯罪

も存在しませんでした。このような災害を開放型

において、命を守ることが最優先であることには
疑いの余地がなく、医療人としての最大の役割が
そこにあることは言うまでもありません。しかし

個 人 識 別

一方で犠牲となった方々の身元を特定することも、
ご遺族の心情を鑑み、ご遺体の尊厳を守る最後の
医療であると私は考えています。そのバックボー

情報の
提供

異同識別

開放型災害

閉鎖型災害

ンとなる法歯学の啓発を通じ、これからも医療人
としての役割を果たすべく精進してまいる所存で
すので、皆様のご支援を宜しくお願い申し上げま
す。

＜プロフィール＞
1955年 １月生まれ。1981年 東京歯科大学卒業、1985年 東京歯科大学大学院（法歯学専攻）修了。
2003年 東京歯科大学法歯学講座助教授、2014年 奥羽大学生体構造学講座教授
現在に至る。
主な社会活動
1985年

日航機墜落事故における個人識別作業

2001年

新宿雑居ビル火災における身元確認班責任者

2011年

東日本大震災における身元確認作業に従事 等
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