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緒 言

死体が高度に腐敗 して外 表および内部諸臓器が軟

化,崩 壊 し一部骨化 しているような場合にはその死

因の判定 は しばしば困難で あ り,法 医鑑定 において

難渋を きたす場合が多 い.し か し水死体 あるいは川

や海な どの水辺 において発見 された死体では内部臓

器,と くに骨 および歯 牙等 において植物性プ ランク

トン珪藻類(以 下 「珪藻類」 と略記す る)の 検 出を

おこなつて死因が溺死 であ ると判定 出来 る場合があ

る.

われわれ は腐敗が高度で,剖 検所見のみでは死因

の判定が まつた く不可能であつた死体(1例 は嬰児

死体)に ついて,臓 器および骨 から珪藻類 の検出を

行 なつて死因が溺死であ ると判定 しえた2鑑 定例を

経験 したので報告す る.

事 例

〔事例1〕

事件 名:死 体遺棄被疑 事件

事件 の概要:

昭和34年5月,岡 山県下新見市内の高梁川べ りで

遊んで いた小学生4人 が,川 中の深 さ約20cmの

あ さ瀬 に毛布に くるんだ嬰児死体を発見 して とどけ

出た.検 死の結果 は生後約2ケ 月位の女性嬰児死体

で,死 体遺棄被疑事件と して教室にはこばれた.

剖検所見な らびに検査所見:

a)外 景検査 所見の概要

女性嬰児死.身 長約49.0cm,体 重約18,00g.

頭部,顔 西,頸 部および上胸部 においては軟部組織

をかき,臍 窩部には臍帯を存せず,臍 部の辺縁 は鈍

かつ平滑である.腹 部および背部 は汚穢藍色を呈 し

表皮は剥離 している.

上下肢 において手掌面および趾部の皮膚は白亜状

を呈 し半ば蝉 脱状 に剥離す る.全 身損傷はみ とめ ら

れない.

b)内 景検査所見の概要

胸部では左第IIお よびIII肋骨が胸骨の附着部にお

いて骨折 して いるが,そ の他の肋骨 には異常な く,

脳実質,左 右両肺 および心臓 は軟化崩壊 してほとん

どそれ らの形態を存せず,脾 臓,肝 臓および腎臓 は

暗褐色を呈 し,わ づかにそれ らの形態を存するが,

いづれ も軟化,崩 壊状である.

残存す る臓器に損 傷,畸 形等の異常はみ られない.

本屍 の血液型はAB型 である.

c)死 体臓器につ いての 「珪藻類」の検 出成績

以上の ごと く,死 体 の剖検所見で はその死因の判

定 は困難であつたが,本 屍 は一応河岸にちかいあさ

瀬で発見 されたいわゆる水死体 と考えられ るか ら,

形態がほぼ残存 して確認できた肝臓および腎臓 につ

いて 「珪藻類」の検 出をこころみた.

すなわち,剖 検に際 して剔 出,採 取 した肝臓およ

び腎臓をよ く蒸溜水で洗滌 し,勇 細 したそれ ら臓器

全量をそれぞれ清浄なキエル ダール コルベ ンに分取

し発烟硝酸を約20mlく わえ て ほぼ深黄褐色透明

になるまで加熱壊機後,濃 硫 酸約10mlを 注加 し

てふたたび加熱,冷 後30%過 酸化水素水を該液が無

巴透明にな るまで くわえ,し かるの ち遠心沈澱 して

沈渣を鏡検 した.

その結果,肝 臓 にお い て はDiploneis, Navicula

およびCymbellaを,腎 臓 においてはDiploneis,

 Cymbella, Melosiraお よびNitzschiaを 検 出できた

(附写真1).
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総括 と考察:

上述の死体剖検所見な らびに検査所見を総括 して

み ると,

1)本 嬰児屍 はほぼ成熟嬰児死体であつて,生 後

しば ら くは生存 して いたであろ うと推せ られ る.

2)本 屍 は死体の外表および内部 においていづれ

も腐敗が高度であるため,左 第IIお よび第III肋骨以

外 には損傷はみとめ られず,し か してそれ らの肋骨

骨折 も生前の ものか死後の ものかの判定は不可能で

あ り,ま たそれ によつて死因の判定をすることも困

難であつた.

3)本 屍 はいわゆ る水死体と して発見 された もの

であ るか ら溺 死の疑い もあ るので,形 態がほぼ残存

していた肝および腎臓 について 「珪藻類」の検出を

こころみたところ,肝 および腎臓か ら5種 類の 「珪

藻類」 が検出できた.

しか して大循環系臓器である肝臓や腎臓か ら 「珪

藻 類」一 それ らの 「珪藻類」 は通常岡 山県の河 川で

はよ くみ られ る種類の淡水性の埴物性 プランク トン

であるか ら,お そ らく死体が発見 され た附近 の河川

に もみ とめ られ るはずで ある一が検 出されたことは,

それ らの臓器への珪藻類の侵入 が外 傷その他 の損傷

によつて直接それ らの臓器に河 水が侵入する以外に

は大循環 によつてのみ はこばれ る現象であるか ら,

したがつて本屍の ごとくその外表にみとむべ き外傷

のない場合には本屍の死因は 生 存 時 前 述 の 「珪藻

類」をふ くむ河水の吸引による窒息,す なわ ち溺死

による以外には考え られない.

〔事例II〕

事件 名:殺 人被疑事件

事件 の概要:

岡山県下総社 市において山中の川辺 で発見 された

女 性死体で あるが,た またま同地 方で離婚 した前夫

に復縁をせ まられ失そう した人妻があり,該 人妻が

前 夫に殺 されたのではないかとの疑いがつよかった

ので解剖 に附 された ものであ る.

剖検所見な らび に検査所見:

a)外 景検査所見の概要

女性屍　 身長約155.0cm.死 体 前 面 においては

頭 蓋骨,顔 面骨,頸 椎,鎖 骨および弟I～ 第IV肋 骨

を 露出 し,胸 腔内は空洞状で多数の蛆虫が蠢動す る.

胸部下部か ら腹 部にわた り汚穢 深褐 青藍色,背 面 も

ほぼ同様色を呈 し,上 下肢は汚穢 暗褐青紫色を呈 し,

死後の硬直 は存在 しない.手 掌面および足蹠部の皮

膚は白亜状を呈 し,蝉 脱状 に剥離する.

外 陰部 に損傷な く,肛 門 は閉鎖 してい る.

b)内 景所見の概要

穹窿部頭蓋骨において も縫合 の離開な く,各 縫合

は著 明,右 後頭乳突縫合と人字縫 合接合部に接 して

後頭鱗部 に上下に約0.3cm径 の内部に開通する創

傷(骨 穿孔)1個 が存す るが,頭 蓋内の出血はみ と

め られない.

脳実質,左 右両肺および心臓はほとん ど形態を と

どめず,腹 腔 内にこおいては脾臓,肝 臓および腎臓は

軟 化,崩 壊状であ るがほぼそれ らの形態を残存 し,

損傷 はみとめ られない.

胃内には汚穢暗灰色泥状内容がご く少許存 し粘膜

に異常はみ とめ られない.

内部生殖器 に異 常な く,子 宮内膜の色は淡青藍色

で平滑 であ る.

本屍 の血液型は8型 であ る.

c)死 体臓 器について 「珪藻類」検 出成績

本屍 もその外表および内部諸臓器 はいつれ も腐敗

高度のため,ほ とん ど死因の判定は困難であつたが,

本屍 は山中の水辺で発見せ られた死体で溺死の疑い

もあるか ら,形 態をほぼ残存 していた肝臓,脾 臓,

腎臓および右上腕骨 について 「珪藻類」の検 出をこ

ころみた.

すなわち,剖 検 に際 し剔 出採取 した肝臓の一部

(約41g),大 部分 の脾臓(約50g)お よび腎藏(約

60g)の 外 表 を蒸 溜水で十 分に洗滌 し剪細 したも

の,な らびに同様蒸 溜水でその外表をよ く洗つた右

上腕骨 を長軸に平行にそのほぼ中央で鋸断 してえた

骨髄の全量をそれぞれ清浄なキエルダールコルベ ン

に分取 し,前 事例の場合と同様 に壊機,遠 沈後沈渣

を鏡検 して 「珪藻類」を検 出 した.

肝 臓 に お い て は, cymbella, Tabellariaお よび

Cyclotellaを,脾 臓において はTabellaria, Cymballa,

 Diploneisお よびgyrosigmaを,腎 臓 に お い て は

Cymbelia, Tabellaria, Diploneis, Naviculaお よび

Nitzschiaを,右 上 腕 骨 骨 髄 か ら はCyclotella,

 Naviculaお よびCymbellaを 検 出 した(附 写真II

およびIII).

総括ならびに考察

上述の剖検所見な らびに検査所見 を総括す ると,

1)本 屍は女性屍で身長155cm,年 令 は30才 前

後 と推せ られ る.

2)本 屍 の頭 部で右後頭乳頭縫合と人字縫合との

接 合部に接 して後頭鱗 部にあ る0.3cm径 の骨穿 孔
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は,そ の形状,内 部に出血を伴なわない ことなどよ

りして,死 後の創 傷であ り,お そら くは鳥啄創と推

せ られ る.

3)本 屍の 外表および内部諸臓器はいづれ も腐敗

が高度であるためそれ らの性状 を精検で きなかつ た

が,前 述の鳥啄創以外 には外傷 もな く,し たがつて

死因の推定 はきわめて困難であつた.

4)し か し本屍 は山中の川辺で発見 された死体で

あるか ら溺死の疑 もあ り,残 存 している臓器(肝,

脾および腎)お よび上 腕骨(骨 髄)を 壊機 して鏡検

したところ,そ れ らのいづれか らも各数種の 「珪藻

類」を検出できた.

本例 も前例と同様大循環系臓 器,こ とに骨髄から

「珪藻類」を検 出した こと,し か してその他には死

因となるべき所見 はまつた くみ とめ られない ことか

ら本屍の死因は溺死以外には考え られなかつた.

結 論

腐敗が高度で剖検所見か らは死因の判定が困難で

あつ た2事 件例につ いて, 1は 死体が毛布 にくるん

であさ瀬に放置してあり,他 は死体が河辺か ら発見

された ことから残存 していた大循環 系臓器について

「珪 濠類」の 検 出 を こころみ てその結果か ら2死 体

の死因がいづれ も溺死であ ることが確認で きた.

この論文は昭和34年7月 第485回 岡山医学会例 会

に発表 した.

擱筆す るにあた り.恩 師三 上教授の指導 と校閲を

深謝 いた します.
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Authors have had occasions to perform autopsy on two bodies that were hardly to deter

mine the cause of death for the high degree of putrefaction. One corpse. covered with flanket, 

was laid on ford and the other was discovered at the river side. In each instance, we could 

succeed the detection of vegetative plankton in the organs of general circulatory system. and 

then revealed that the cause of death were attributed to drowning.
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写 真I

第I例　 嬰 児水 死体 肝臓 より検 出 せ るPlaukton

Cymbelta parva Nacicula placentula Diploneis elliptica

第I例　 嬰 児 死体 腎 臓 よ り検 出せ るPlankton

Cymbella parva Diploneis elliptica

M_??_ Nitzs_??_hia filiformis
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写 真2

第II例　 女性 死体 肝臓 より検 出 せ るPlankton

Cyclotella comta Cymbella parva

Tabellaria fenestrata Cymbella naviculiformis

第II例　 女 性 死 体腎臓 よ り検 出せ るPlankton

Tabellaria fenestnata Navicula radiosa Cymbella parva

Nitzschia filiformis Diploneis elliptica Cymbella naviculiformis
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神 田 ・上 村 ・奥 山 ・服 部 論 文 附 図

写 真3

第II例　 女性 死体 脾臓 よ り検 出 せ るPlankton

Cymbella parva Diploneis elliptica

Tabellaria fenestrata Gyrsigma ocuminatum

第II例　 女 性 死 体骨髄 よ り検 出せ るPlankton

Cymbella parva Navicula radiosa Cyclotella comta


