
法医学 最低限のまとめ 

 

個体の死の定義 

「肺、心臓、あるいは脳のいずれか一つが不可逆的に機能停止をした最初の時を個体の死とする」（３つの器官が同等、生命の環） 

死体現象 

死体現象とは人の死の直後から始まる人体に起こってくる全ての物理的、化学的、生物学的変化を言う。 

死体現象の法医学的意義： 

1.死の確徴 2.死後経過時間の推定 3.死因や死亡の種類の判断に役立つ 

早期死体現象 

比較的早期に出現してくる変化、晩期死体現象がおこるまでをいう。死後経過時間を推定する上で特に重要。 

1.死体の冷却 体温低下 

死により熱生産の消失?放熱とのバランスの崩壊 

発見時の体温が重要である?死亡推定時間 

環境温度、死体条件に影響される：季節、着衣、死因 

 表面積が多いほど温度が下がりやすい 

 死体がぬれていると温度が下がりやすい 

 熱中症、感染症で死亡の場合初期温度が高い 

 死後１０hまでは１℃/ｈ、それ以降は 0.5℃/ｈで低下 

 夏場冬場は時間を補正する必要がある 

2.死体の乾燥 

特徴的なのは角膜の白濁 

瘡蓋の形成は乾燥を防ぐために起こるが、死後では形成されないため、死後に表皮が剥奪された場合、革皮様化が見られる 

3.血液凝固と線溶現象 

緩徐な経過で死亡した場合、死体の血液は凝固しているのが一般的。剖検時に心臓血が流動性であれば急死を疑う。 

通常の緩慢な死の場合は血漿内の凝固因子が活性化されフィブリノーゲンからフィブリンが生じる。 

急死の場合には死戦期の過渡のストレス、虚血作用、エピネフリンおよびヒスタミンの分泌作用により、最終的にプラスミノーゲンアクティベ

ーターが活性化され、プラスミンが凝血を再融解し急死体は流動血をていすると考えられている。 

4.死斑 血液就下 

死斑は一般的に早いもので死後 30分で、普通は１ー2時間で斑状に発現、次第に融合して５ー6時間で著明になり、15時間ほどで最高に

達する。 

・急死の場合血液が流動性であるので死斑は早く強く発現 



・失血死の場合には血漿量が少ないため死斑の発現は遅く弱い 

・絶えず死体の体位が変動している漂流死体の場合などは死斑が発現しない場合が多い 

死斑の発現部位は死体のとる姿勢の下面に発現、死後の体位を推定できる。 

死斑の色調は通常還元ヘモグロビンにより暗赤紫色を呈する。だが以下の場合には特殊な色調をしめし死因をある程度推測できる。 

・一酸化炭素中毒では HbCOにより鮮紅色調になる 

・青酸中毒でも NbCNにより紅色調となるが COの場合ほど鮮かではない 

・凍死では酸化ヘモグロビンにより紅色調となる、冷所では空気中の酸素が皮膚を通り酸化 Hb を形成するためとされる 

・亜硝酸ソーダや塩素酸カリでは MtHbにより灰褐色となる 

・硫化水素中毒や腐敗の場合では MtHbSにより緑青色となる 

原因 色調 Hb その他 

一酸化炭素中毒 鮮紅

色 
HbCO      70%を越えると目が痛くなるほど鮮か                                                        

青酸中毒 
紅色 HbCN 

アーモンド臭がすることがある。確認反応としてパーゲンステッヘル反

応がある。 

凍死 紅色 酸化Hb  

亜硝酸ソーダ、塩素酸

カリ 

灰褐

色 
MtHb  

硫化水素、腐敗 緑青

色 
MtHbS 急死においては暗赤褐色を呈することがある。 

 

死斑と皮下出血の鑑別 

       死斑 皮下出血 

部

位 
低位部 場所を問わない 

辺

縁 
規則的・水平 不規則・水平でない 

圧

迫 
指圧で退色、または圧迫による出現抑制あり  指圧で退色しない、圧迫による出現抑制なし 

切

開 
凝血や血液の組織内浸潤なし 凝血や血液の組織内浸潤あり 

 

5.死後硬直 

ATPの減少によりアクチンとミオシンが解離しなくなり発生する。 

基本的に全身の筋肉に発生するが可動部の大きな関節で見るのが一般的。 

顎関節で見るのが多いのは気管挿管の際に開口できないことにより発見されるため。 



体幹の筋肉は伸筋のが強いため背筋がまっすぐ伸びた状態になる。?棺に入れやすくなっている 

四肢では屈筋が強いため曲がる。 

 

 

晩期死体現象 

死体が酵素化学的、微生物学的、化学的、あるいは物理学的に分解・崩壊することを言う。 

1.自家融解 Autolysis 

血色素浸潤：赤血球の融解>ヘモグロビンの遊離>腐敗網 

胆汁沈着：緑色の沈着 

胃粘膜、腸粘膜損傷 

浸軟：子宮内で死亡した胎児が軟性に変化する 

2.腐敗 

Casperの法則：地上に比べて水中では２分の１の速度で地中では８分の１の速度で進行する 

腐敗ガスの発生：巨人様観、水泡臓器、棺内分娩（妊婦死体にガスが発生することにより出産） 

3.動物による損壊 

ハエ：死体に産卵 状態により死亡時刻推定可能 

キタキツネ：雪解けの後に遺体を食べる 

ニセスナホリムシ：白骨化する 

人間：バラバラにして遺棄 

 

4.その他 

ミイラ化：腐敗より乾燥の速度が速いとミイラ化する。 

     風通しのよい場所などで死亡した場合に起こりやすい。 

     四肢の先端などで起こりやすい。 

死蝋化：体内の脂肪が融解し鹸化されることにより起こる。 

    不飽和脂肪酸のエポキシ化、脂肪酸の陽イオンとの結合によるとされる。 

白骨化 

 

 

損傷 

創傷各部の名称 



 

鋭器損傷 

鋭

器

損

傷 

定義 成傷物体 創の性状 自他為の別 

切

創 

刃器を人体表面に押し

当てて、刃の長軸方向

に引いてあるいは押し

てできた創 

ナイフ、ガラ

ス破片、ブ

リキの切片 

創縁は極めて整鋭、表

皮剥奪を伴わない、架橋

状構造を伴わない 

自他為・事故がありうる。自為では着衣

をとって、他為では着衣の上から傷を負わ

せている。自為の場合はためらい創、他為

の場合は防衛創が見られる。 

割

創 

刃器で人体が打撃さ

れ、刃器が強く打ち込

まれて出来た創 

斧、薪割

り、鉈 

創縁には表皮剥脱を伴

う、創洞は楔型、架橋状

構造は全くない（挫裂創

との鑑別点） 

精神異常者以外はすべて他為 

刺

創 

先端のとがった刺器を

その長軸の方向に刺入

して出来た創 

錐、針、ア

イスピック 

刺入口と刺出口に区別

できるが刺出口を欠くこ

とが多い 

切創と同じ 

 

切創 



 

割創 

 

刺創 



 

 

鈍器損傷 

 定義 法医学的意義など 

表皮    

剥脱 

鈍体が皮膚面に作用して、上皮組織が一

部あるいは全層にわたり剥離した状態 

1）外力の作用点を示す 2）外力の作用方向を示す 3）成

傷物体の推定が行える 

皮下出

血 

人体表面に鈍体が作用して、皮下の血管

が破れて皮下軟部組織に出血した状態 

生活反応を示しており重要な所見。損傷全ての生前死後の

鑑定に用いられる。皮膚を切開して凝血塊を確認（死斑と

の鑑別） 

挫創 
鈍体が強く作用して皮膚・皮下組織が挫滅

してできた創 

作用面の形状の鑑別、作用方向の鑑別。自為はほとんど

ない。創底に架橋状構造をみる。 

裂創 

間接的外力作用により、皮膚が弾性力の

限界を越えて過度に進展し、離断して出来

た創 

創底に架橋状構造をみる。自為による裂傷は不可能である

と考えられる。 

デコル

マン 

皮膚が接線方向に強く牽引され、皮膚およ

び皮下組織が下層から剥離した状態 

皮膚表面には表皮剥脱や皮下出血を見る事がある。皮下

に腔を形成し中に血液・リンパ液が貯留する。 

咬傷 
歯牙が成傷器となり、咬合力で出来た損

傷 
歯列の形態や歯の欠損の状態により加害者の鑑別が可能 

挫創 



 

 

裂創 

 

デコルマン 



 

 

射創 

射創 

 

交通事故 

 

窒息 

                  定義 

縊死                                      頸部に索状物を掛け、一端を他の物体に固定し、自分の体重で頸部を圧迫して惹起される死 

絞死 索状物を頸部に巻き、頸部を体重以外の力で絞めて惹起される死 



扼死 頸部を手あるいは腕で圧迫して惹起される死 

溺死 体外から気道を通って侵入した液体によって、肺胞および気管支末端の内腔が閉鎖されて惹起される死 

絞死 

縊死 

扼死 

溺死 

 

中毒 

年間 3000人程度で、CO中毒が最も多い（火災、排気ガス自殺、練炭自殺） 

昭和 60年より農薬（パラコート）上昇 

急死の所見しかない場合は中毒死を疑う 

急死のトリアス：血液暗赤色、流動血・粘膜、漿膜に溢血・臓器に浮腫 

一酸化炭素 

無色、無味、無臭、水に難溶 

窒息の機序 

1）COHbの形成（内部窒息）  

2）Hb解離曲線を左側にシフト（末梢神経での酸素が減少） 

3）シトクロム A3に結合してミトコンドリア機能を阻害 

4）ミオグロビンに結合して心筋機能阻害＞虚血から回復時にラジカル発生により組織障害 

死体の所見 

1）流動血 2）鮮紅色（ホルマリンにつけても鮮紅色） 3）脳浮腫 4）点状出血 5）脳の白質の脱髄 6）心筋や肝の脂肪変性 

. 

青酸 

青酸化合物は強アルカリ 

古い大学などで記録漏れのものもある 

金属メッキ工場が多い 

新建材火災でも発生 

青酸配糖体を含んだ食べ物を食べ過ぎても中毒は起こる  

ＫＣＮを経口摂取した場合の粘膜腐食も一つの所見（アルカリ腐食） 

自殺現場でアーモンド臭：人によって感じ方が違うので気づかない場合もある 

実際にはＣＮ中毒では少ない量で死亡するためＣＯ中毒ほど血液は赤くならない 

予備試験：シェーンバイン・パーゲンステッヘル反応（グアヤク試験紙）、１０円玉の還元 

定量：ＧＣ、ＨＰＬＣ、ピクリン酸法 



解毒法 

亜硝酸ナトリウム：ＣＮＨｂ形成阻害 

チオ硫酸ナトリウム：ＳＣＮを形成させＣＮＨｂ分解 

. 

硫化水素 

温泉で頭が痛くなるのはこれによる中毒 

腐乱臭、比重１。１９、水溶性、脂溶性 

蛋白の酸化・腐敗、化学薬品工業の硫化物、有機物処理の副産物（マンホールの中など）で発生 

 

中毒作用 

呼吸器粘膜より吸収?チオ硫酸塩、硫化物として尿中に 

メトＨｂと結合してＳＨｂ形成 

多量になると、Ｃｙｔｏｃｈｒｏｍｅ Ｏｘｄａｓｅの活性阻害 

頸動脈小体の刺激作用で反射的な窒息 

 

濃度依存的に悪化 

6ppmで不快臭気 

100ppm＜ 脱出限界濃度（３０分以内の脱出が不可能）、硫黄温泉付近 

500ppm＜中毒症状 

850ppm＜中毒死 

900ppm＜数秒以内に死亡 

 

解剖所見 

急死の所見＋死斑（帯緑暗赤褐色：ＳＨｂ・ＳメトＨｂの色ではない?急死だから？、大脳皮質に及ぶ）、肺水腫、腐卵様臭 

 

検査 

肺からの硫化水素の検出：沸点が低いので普通の温度においておくとすぐ検出できなくなる 

チオ硫酸塩の証明 

 

硫化水素中毒死 

腹に緑色っぽい死斑 

気管に浮腫がみられた 

溢血点あり（急死の所見） 

酢酸鉛試験紙が硫化鉛生成により黒変 

シンナー中毒 

トルエンが主成分（ベンゼンが使用禁止になったため） 

メタノールの毒性により失明もある 

皮膚粘膜刺激作用：化学熱傷 

脂溶性が高いため中枢神経に移行しやすい 

D１レセプター活性化により精神依存 



 

中毒症状 

急性ではトルエン濃度に依存 

血中で 50?g/g＜なら呼吸中枢抑制、致死的 

特異的な剖検所見はない 

死所見＋有機溶剤臭 

慢性では脳の変性 

検査 

トルエンの検出 

代謝は馬尿酸?尿に 

シンナー中毒死 症例 

心臓ＨＥでわずかに収縮帯 

有機溶剤臭 

脂肪組織、脳、肝臓に高濃度のトルエン 

. 

依存薬物 

分  類 
中枢 

作用 

精神 

依存 

薬物探索  

行動による 

問題行動  

耐性 
身体依存 

(退薬症候) 

精神毒性 

急性 慢性 

1. モルヒネ 

  
抑制 +++ +++ +++ +++ ＋ ＋? 

2. アルコール・バルビツール酸塩型 抑制 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

3. アンフェタミン型 興奮 ++ ++ ＋(++) なし ++ +++ 

4. コカイン型 

  
興奮 +++ ++ なし なし ++ +++ 

5. 大麻型   抑制 ＋？ ＋ なし なし ＋ ＋? 

6. LSD型 Hallucinogen 

 (LSD25は日本でのみ麻薬指定) 
興奮 ＋？ ＋ ＋ なし +++ ＋? 

7. 有機溶剤型 Volatile solvent 

  
抑制 ＋ ＋ ＋？ ＋？ ++ ＋? 

8. カート型 Khat 

 (アフリカに生育する植物の成分の総称) 
？ ++ ？ ＋ なし？ ？ ？ 

 

 

実習関連 

ABO、MN式 

ABO および MN型は抗血清を用いて凝集を行った。（H型のみ抗凝集素） 

室温で攪拌後穏やかに振りながら 5分待って判定。 



Lewis式 

抗 Lea抗体および抗 Leb抗体を用いて凝集反応を行う。ブロメリン処理を行う。 

ブロメリンを用いる理由は、赤血球膜上の NANA(N-アセチルノイラミン酸)残基をもつシアル糖蛋白に作用し、陰性に荷電しているシアル酸

を遊離させることで赤血球膜のゼタ電位を低下させる。その結果、血球相互間の距離が縮まり、IgG型の抗体でも赤血球を架橋し、凝集像

として観察できるようになる。これにより凝集が確認できる。 

分泌型検査 

唾液：和紙に唾液を染み込ませ、抗 A血清および抗B血清を上に乗せ、抗体の吸着を行う。約 20分吸着させた後に和紙を取り除き、各

血清を倍数希釈する。希釈した血清にA型血球、B型血球を加えて何倍希釈まで凝集があったのかを確認する。8倍希釈で 15分後に判定。 

凝集があった＞抗体が残っていた＞和紙に吸着されなかった＞唾液に抗原がなかった＞分泌型ではない 

凝集がなかった＞抗体が残っていない＞和紙に吸着された＞唾液に抗原があった＞分泌型 

遺伝子と型物質の発現一覧 

H遺伝子 Le遺伝子 Se遺伝子 赤血球 唾 液   

   ABH Le
a
 Le

b
 ABH Le

a
 Le

b
 

+ + + +  -  + +  +  + 

+ + - +  +  - -  +  - 

+ - + +  -  - +  -  - 

+ - - +  -  - -  -  - 

- + + or - -  +  - -  +  - 

- - + or - -  -  - -  -  - 

 

 

 


