
 

日本大学病院 長岡正宏 院長様 宛て 

公 開 質 問 状 

 

2017 年 06 月 01 日 

 
質問者 Ryan 美紀 

 
 

長岡正宏 院長 様 

 

以前、日大駿河台病院で、息子を診ていただいたことがございます、Ryan 美

紀です。以前、提出した内容証明にも、お返事がいただけませんでした。 

 

息子を虐待しておきながら、このような対応は、あまりにも惨いのではないで

しょうか？ 

厚生労働省に話したところ、 

『そんな惨い事が起こっているというのは、考えられないような話しだ。大学

病院は、医療ミスに対応する部署があるので、電話してみなさい。それでもだ

めなら東京都の中の相談センターに電話しなさい。』 

と言われましたので、3 回ほど、そちらの医療ミスの担当の佐藤様という女性

の方に電話しましたが、電話に出る度に、電話を切ってしまいます。（録音テ

ープ有り） 

 

これらの対応は、ひどすぎるのではないでしょうか？ 

 

その為、アメリカの弁護士や息子のプロジェクトの支持者の方とも相談の結

果、公開質問状と同時に、神田警察に、『保護責任者遺棄罪』で告訴状を提出

させて頂きました。 

 

この公開質問状には、患者の個人情報の漏洩などの観点から、患者である息子

の氏名・息子の病院名は伏せておりますので、ご了承ください。 

 

 

告訴した理由 

１、 食事を基礎代謝カロリー以下のカロリーしか与えない。（８００キロ

カロリー～９００カロリーを 7年間） 

２、 7 年間、日光浴をさせない。 

３、 骨の異常形成の事実を隠していた。 

４、 治療放置。 

５、 異常なほど低カロリーな為、成長障害を起こし、身長は 11歳から停

止。 

６、 19歳で 19キロ。 



 

７、 低身長（障害） 

８、 褥瘡・上腸間膜動脈症候群・敗血症となり、心臓停止。（殺人未遂の

未必の故意） 

 

以上 

 

息子の経緯 

 

最初に、院長宛ての公開質問状にさせていただいた理由は、小児科の齋藤宏よ

り何度も、『僕は執行部や院長（当時の湯澤美都子院長）に指示されて、アレ

ンジしただけ、すべては、（湯澤美都子）院長の指示で動いた。』（録音テープ

有り。ホームページで一部を公開中ですので、ご確認ください。）との告白や

、『院長や教授に言われて仕方なくアレンジしただけ。』との告白が何度かあり

ましたので、書面を院長宛てと執行部宛ての公開質問状とさせていただきま

した。 

 

又、長岡正宏院長様は、息子が駿河台病院に入院中に、私が息子の低栄養・低

身長を心配して、整形外科医である長岡院長様に息子を診ていただいた事が

あります。 

 

その時、長岡院長様は、【日大の手術の適応症では無い。】と仰ったので、私が

『息子が痩せ過ぎているからでしょうか？』と尋ねると、『ベッドのブランケ

ットの上からしか診ていないから痩せ過ぎかどうかは分からない。』というよ

うな回答をなさいましたが、ブランケットの上からで、どうして診断ができる

のか？治療放置ではないのか？と言う不信感を持ちました。 

（録音テープあり） 

 

その後、私が、電話で『日本大学での骨の手術が不可能だという理由は何でし

ょうか？日大で出来ないというのであれば、北里大学病院での側弯症の手術

を希望していますが、「痩せ過ぎていては手術ができない。」と北里大学病院の

教授から言われています。どうして、あそこまで痩せているのでしょうか？１

日８００キロカロリーは、少なすぎるのではないでしょうか？痩せ過ぎが原

因で手術が出来ない場合、カロリーを上げるべきではないでしょうか？』との

質問をさせていただいておりますが、もし、あの時、長岡院長様が、整形外科

の教授として『異常に痩せ過ぎ。』『17歳で体重 24 キロは少なすぎだから、も

っと、カロリーを増やすように。』とか『身長が 11 歳から停止しているのは、

異常だ。』と仰っていて下さったら。そして、あの時点で、もっとカロリーを

増やしてくださっていたら。と思うと残念で仕方がありません。 

 

現在、息子は、日大板橋でカロリーを増やしていただいておりますので、体重

が増えてきていますが、一時は 19 歳で体重 19 キロという異常さで、痩せ過

ぎの為から褥瘡や敗血症や上腸間膜動脈症候群などに陥り心臓停止を起こし

たほどでした。 

 



 

せっかく、カロリーを増やしてくださってはいますが、11 歳からの成長期の

最も栄養の必要な時期に低カロリー食を続けられた為に、身長は既に停止し

ています。又、加えて、日大駿河台に入院中の 7年間に日光浴を一度もして頂

けなかった事も重なり、骨の重度異常形成を起こしています。既に、長岡院長

様が、息子を診ていただいた時点で、骨の異常形成を起こしていたそうです。 

 

 

同事件 

 

最初に、昨年、メディアを騒がせたニュースに、以下の内容のニュースがあり

ました。ご確認をお願いいたします。 

                                 

『難病の３歳娘に食事与えず衰弱死…母と義父逮捕！筋疾患の指定難病「先天

性ミオパチー」の患者だった３歳の長女に十分な食事を与えず、栄養不良で衰

弱死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた』 

 

というニュースですが、以下の５項目は、その裁判の経緯になります。 

 

１、警察は状況から「未必の故意」による殺人罪で捜査を進めている 

満足な食事を与えた形跡がなかったことから、両親に長女が死んでも構わな

いとする「未必の故意」があったと判断し、殺人容疑の適用を決めた 

難病の３歳娘に食事与えず衰弱死…母と義父逮捕 : 社会 : 読売新聞（

YOMIURI ONLINE） 

 

２、難病女児衰弱死裁判、重過失致死罪の追加認める 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160608-OYTET50060/ 

 

３、長女の死亡時の体重は約８キロで、３歳児の平均である１５キロの半分し

かなかった 

: 社会 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE） 

 

４、府警によると、昨年秋ごろ、紗弥音ちゃんが自宅アパートのベランダの手

すりに、手首を粘着テープでくくりつけられているのを目撃 

＜女児衰弱死＞腸に玉ねぎの皮やアルミ箔 （毎日新聞） 

 

５、難病女児衰弱死、審理差し戻し 母親の無罪破棄、「栄養不良の認識なか

ったとはにわかに考えがたい」大阪高裁 

http://www.sankei.com/west/news/160928/wst1609280040-n1.html 

 

 

以上のように、障害を持つ子供に、通常のカロリーを与えなかった為に、衰弱

死してしまった事実について、以下の罪名が考えられた。という事実が書かれ

ています。 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160608-OYTET50060/
http://www.sankei.com/west/news/160928/wst1609280040-n1.html


 

 

１、 殺人の未必の故意。 

２、 保護責任者遺棄致死罪 

３、 重過失致死罪 

 

同様に、殺人の未必の故意が考えられた可能性として、これらのニュースには 

 

満足な食事を与えた形跡がなかったことから、両親に長女が死んでも構わな

いとする「未必の故意」があったと判断し、殺人容疑の適用を決めた。 

 

と、書かれています。 

 

又、保護責任者遺棄致死罪になった理由は、裁判長が申しておりますように、

これらのニュースには、 

 

１、「栄養不良の認識なかったとはにわかに考えがたい。」 

 

という事だったようです。 

 

ニュースでは、死亡時の体重は約８キロで、３歳児の平均である１５キロの半

分しかなかった。とも、書かれていました。 

 

当然な事です。体重が半分しかない状態の子供を認識しながら、 

 

『認識できません。』で、済むはずがありません。 

 

まして、小児科の齋藤宏、鈴木潤一、石毛（和田）美夏、浦上達彦、らは、栄

養管理や低身長に関する論文まで書いている栄養管理。成長障害のエキスパ

ートです。 

 

論文名  

有機酸代謝異常症２例の成長経過における栄養管理の重要性についての検討 

 

同時に、鈴木潤一は、日本病態栄養学会・日本臨床栄養学会の学会員であり、

浦上達彦教授は、日本栄養病態学会評議員です。 

そのようなエキスパートの彼らが、 

『カロリーが足りない事を知らなかった。身長停止・成長障害が起こるとは認

識できませんでした。』 

では、通用しません。 

 

以下は、エネルギーカロリーが多く必要な場合の状態を掲載しました。（勿論

、医療関係者間では常識となっている事です。） 

 

 



 

＊エネルギー量が多く必要な場合 ＊ 

（日大駿河台病院時の息子の状態） 

・るいそう（やせ）が顕著   （息子はこの状態です。） 

・努力性の呼吸，咳き込みが多い  （息子はこの状態です。） 

・呼吸状態が悪く頻回に吸引が必要  （息子はこの状態です。） 

・刺激に対する反応性が高い  （息子はこの状態です。） 

・筋緊張の変動が激しい  （息子はこの状態です。）  

・活動量が多い（不随意運動あり） （息子はこの状態です。） 

・アテトーゼ型脳性まひ  （息子はこの状態です。） 

 

以上のように、現在は、全く、動けなくなってしまいましたが、当時は、まだ

、良く手足は動いていましたので、通常、一般の基礎代謝カロリー以上の基礎

代謝が必要だったと思います。しかも、息子は、防衛大学病院の医療事件によ

り人工呼吸器装着の身でしたので、人工呼吸器装着の場合は、通常以上の基礎

代謝カロリーが必要だといわれていますので、８００カロリーは異常です。 

 

齊藤宏は、警察に対して、『入院時と同じ状態。責任は防衛大学』と、答えた

そうですが、これも、又、全てうその証言です。勿論、防衛大学病院の犯した

罪は大きく、それは、アメリカ側も認めています。 

しかし、日本大学病院の犯した罪を、すべて防衛大学病院の責任としてなすり

つける事はできません。 

 

日本大学病院の犯した罪は、正確にする必要があります。 

 

息子は、現在、身体が硬直して、全く、動かす事ができません。しかし、11 歳

の入院時は、身体が、柔らかく、自分自身でストレッチもできました。（齋藤

宏との録音テープ有り） 

 

因みに、わたくしは、平均基礎代謝カロリーを最低ラインの１２００キロカロ

リーと書いていますが、実際には、１６００キロカロリーほどは必要だったよ

うです。 

 
息子の体重の異常性は、子供でも分かります。 

 

息子は、19 歳時に、体重 19キロでした。 

 

19歳の平均体重は、63.83kg だそうです。 

息子は、平均体重の 3分の１しか体重がありませんでした。 

 

以下は、息子の体重です。 

１、生後 5 か月    ９キロ 

２、6 歳       15 キロ 

３、10歳       24 キロ 

４、11歳       26 キロ 

 



 

齋藤宏は、『入院時は 17キロだった。とカルテに書いてある。』とか？訳の分

からない事を言っていますが、彼の訳の分からない話しは、いつもの事で有り

、カルテ改ざんなども知っていますので、警察に対して嘘の証言をしたことに

なります。息子の場合、日大入院前に、ロサンゼルスやアリゾナのフェニック

スなどでセカンドオピニオンをしていますし、防衛大学の医療カルテにも、11

歳と 10 日の日の体重が 24 キロと書かれていますので、明らかに、齋藤宏の

嘘である事が分かります。 

 

＜齋藤宏の訳の分からない記憶＞ 

 

まして、6 歳の時の 15 キロというのは、齋藤宏自身が書いた書面からのもの

です。 

 

11歳の入院時、26 キロほどありましたので、8 年後の 19 歳時に、マイナス７

キロだった計算になります。 

身長は、１ｍ25ｃｍほどしかありません。 

 

19歳の平均身長は、174．14ｃｍだそうです。 

 

息子は、11 歳の入院時に、身長１ｍ28ｃｍほどでしたので、カロリー不足・

日光不足による、栄養阻害・骨異常形成の為、あきらかに身長が停止していま

す。 

（最も、カルテは改ざんされているようですが？アメリカや日本の他の病院受

診記録が残っているので、いつでも証明が可能です。） 

 

                       

 

国連のホームページに、飢餓と栄養不良について、以下の記載があります。 

                       

国連ホームページから抜粋 

栄養不良はどんな影響を及ぼしますか? 

栄養不良は、危険なほど痩せる、年齢相応の身長に全く達しない、さまざま

な問題を引き起こします。指標には以下のようなものがあります。 

衰弱は急性栄養不良の症状で、短期間に厳しい経過を経て、大幅な体重減少

が起きる状態です。 

発育阻害は慢性的な栄養不良の症状で、長期の栄養状態を反映します。栄養

状態が良好で健康な子どもと比較して、年齢に対する実際の身長が十分かと

いうことから判断されます。 



 

低体重は、栄養状態が良好で健康な子どもと比較して、年齢に対する体重が

十分かということから判断されます。 

                      

以上の国連の話しからも、分かるように、 

 

１、 栄養不良は、危険なほど痩せる、年齢相応の身長に全く達しない。 

 

２、 発育阻害は慢性的な栄養不良の症状で、長期の栄養状態を反映します。

栄養状態が良好で健康な子どもと比較して、年齢に対する実際の身長

が十分かということから判断されます。 

 

３、 低体重は、栄養状態が良好で健康な子どもと比較して、年齢に対する体

重が十分かということから判断されます。 

 

 

その事実は、長岡院長も、教授時代に、息子を診てもらった事がありますので

、十分すぎるほど、ご存知であった事と思います。しかし、長岡院長様は、他

の整形外科の教授とは、全く、異なるお話しをなさいました。 

まさか、長岡院長様は、基礎代謝カロリーについて、お知りにならなかったの

でしょうか？それとも、骸骨のように痩せて、肋骨や腰骨が、突き出ている状

態を、ご確認しても、長岡院長様にとっては、普通の事だったのでしょうか？ 

もし、そうでしたら、海外の整形外科基準とは、大幅にずれている。としか言

いようがありません。 

 

それとも、やはり、齋藤医師がおっしゃるように、執行部や湯澤美都子（元院

長）からの指示があったので、仕方なく従っていたのでしょうか？ 

 

あの時、わたくしが、藁にもすがる気持ちで、長岡院長様に、息子を見ていた

だいたというのに、貴方は、18歳で 24キロしかない息子を見ながら、 

 

『キロカロリーは、普通。』 

『ちょっとみたけど、（息子は）問題ない。』 

 

と、おっしゃいました。 

この時、あなたが、海外の有名整形外科医教授陣と同様に、『カロリー不足・

日光不足から来る骨の異常形成。』と、教えてくださらなかった事を、怒りと

共に、とても、残念に感じております。 

 

時は、巻き戻すことができませんが、あの時、整形外科の教授として、本当の

事をおっしゃってくださっていたら。と思うと、悔やまれます。 

 

あの時、長岡院長様は、 

 



 

『他の大学病院で手術ができるかもしれないけど、日大駿河台では、手術はで

きない。』 

と、おっしゃいました。（録音テープ有り） 

その事を真に受ければ、 

『日大の整形外科技術は、他よりも劣る。』 

と告白した事になりますので、ショックを受けました。 

 

実際には。痩せ過ぎの為に、手術ができない。 

もしくは、既に、骨形成不全・骨異常形成・内臓委縮（心臓や肺や肝臓など）

などの問題を、息子が起こしていたために、手術ができなかったのですが、長

岡院長様は、その言葉を、教えて下さらず、隠蔽なさいました。 

 

あの時、真実をおっしゃって下されば、まだ、息子が、ここまで苦しまなかっ

たろうに。と思うと、かわいそうで仕方がありません。 

 

私は、日大駿河台病院に入院時に、息子が受けた惨い行為の数々は、いったい

、何だったのだろうと考えた時、この上記に掲載したニュースの 3歳の女の子

の病院版と言えるほど、全く同じタイプの虐待だったとしか考えることがで

きません。 

 

それも、集団での保護責任者遺棄罪です。 

 

もし、11 歳の子供に、一日８００キロカロリー前後のカロリーし

か与えない。という行為を 6 年 3 か月間も続け（一時的に 2012 年

と 2014 年に１０００キロカロリーに上げているが、すぐに８００

キロカロリーに下げている。）、同時に、日光には一度も浴びせない

。という行為を当時の院長（湯澤美都子）に言われて実行したため

に、19歳で 19キロしかなくなり、カロリー不足の為に、羸痩や骨

の形成異常からくる、褥瘡や上腸間膜動脈症候群にかかり、それら

が原因の為に敗血症にかかり、心臓停止などになった場合、その行

為は、何と呼んだらよいのでしょうか？ 
 

アメリカの弁護士に相談したところ、 

 

『もし、これが、アメリカの病院で 11 歳の子供に実行された場合は、虐待？

もしくは、保護責任者遺棄罪になりますね。もし、亡くなれば、保護責任者遺

棄致死罪になります。』 

 

と、言われています。 

 

もし、虐待でもないし、保護責任者遺棄でもないというのであれば、正々堂々

と、話し合いをしてくださるのが、普通では無いでしょうか？ 

 



 

この公開質問状は、日大駿河台病院の医師らによる、当時 11歳の息子に対す

る、6 年間の以下の仕打ちについての質問です。 

 

１、 6 年間の間、一日 800 キロ前後のカロリーしか与えられなかった為に

（一時的に 2012 年と 2014年に１０００カロリーに上げているが、す

ぐに８００キロカロリーに下げている。）、19 歳で体重 19 キロ。身長

1ｍ25ｃｍ。あきらかに基礎代謝カロリー以下（４００キロカロリー６

００キロカロリーが少ない。）の為に、カロリー不足、栄養不足の為に

成長阻害を発生させたのは、なぜか？ 

 

２、 医師として、重症心身障害児（癲癇・人工呼吸器装着）の 11 歳から 18

歳までに必要な基礎代謝カロリーは、何カロリーだと考えますか？ 

 

３、 入院中の 6 年間、一度も日光浴をさせなかった為に、骨軟化症（くる

病）と思えるような骨の成長障害が発生し、骨の形成異常、成長阻害

を発生させたのは、なぜか？ 

 

４、 医師として、障害児には、日光浴は、必要が無い。と考えますか？ 

 

５、 入院中に、夜、度々、息子が苦しんでいるのに、手足をベッドの手す

りに縛られていたのは、なぜか？ 

 

６、 入院中に、息子の首の人工呼吸器のベルトが、首に食い込んでいるの

を、何度注意しても、私とカロリーの事で言い争いをした翌日には、

又、食い込ませていた理由は何か？（ビデオと写真あり。） 

 

 

以上の行為について、わたくしは、今までは、医療ミス？と思っていました。 

しかし、この上記のニュースを見て、その類似性に驚き、もし、そうであれば

、このニュースのように、全く、同じケースなのではないかと思いました。 

 

実際、アメリカでは、このようなケースの医療関係者の逮捕者は、沢山でてい

ます。 

 

大きな犯罪になりうる可能性もあります。 

 

長岡院長様は、院長として、この事実をどのように考えていらっしゃるのか？

お聞きしたいと思い、何度もご連絡してきましたが、全く連絡が取れず、これ

では、『時効がくるのを待っている。もしくは、逃げているようにしか感じな

い。』とアメリカや日本の支持者にいわれております。 

 

主人は、仕事がら、海外の整形外科のトップ教授陣との付き合いも多く、アド

バイスを受ける事も多々ありますが、長岡院長様のように、事実説明もせず、

内容証明にも回答が無いという姿勢は、いかがなものでしょうか？医療ミス



 

では無く、計画的犯行にしか感じません。 

 

因みに、犯罪や犯行には、故意が必要だといわれていますが、私は、湯澤美都

子院長と旧知の間柄であり、共同著書もある、京都府立大学の木下茂より、以

下のような言葉を言われています。 

 

『知人が、今度息子さんの入院している病院の院長になります。これ以上、戦

っても何もならいですよ。多分、すぐにアメリカに行く用事ができるんじゃな

いんですかね。』 

 

この木下茂と主人は、主人が５１％の株式を保有していたアルブラスト社を

先端医療振興財団の再生医療グループと、無断で破産させ、主人とは、その特

許で揉めています。理化学研究所のダグラス・シップは、この破産を成功させ

るために、理化学研究所を使用して、自身の上司である西川伸一に言われるま

まに、私と主人の誹謗中傷・ストーカー行為を、続けてきました。 

 

同様に、木下茂は、この破産を成功させるために、主人が６３％の株式を保有

するステムセルサイエンス社の取締役に捏造裁判を起こさせ、特許乗っ取っ

てきました。 

湯澤美都子は、この破産裁判と同じ年の同じ月から院長に就任しています。 

 

『その主人と揉めている木下茂の知人である湯澤美都子には、充分すぎるほ

どの故意がある。』とアメリカの FBI に言われています。 

 

木下茂に関する訴訟は、これからアメリカで始まるそうです。主人と多数の株

主は、アメリカで訴訟をする機会を待っているそうです。 

 

息子が受けた仕打ちは、完全に『保護責任者遺棄罪』になります。 

速やかに、医療安全課や、厚生労働省や県庁などと協議をして、犯罪性の事実

関係の確認をお願いいたします。 

 

又、もし、長岡院長様が、この小児科の虐待に関わっていないのであれば、速

やかに面談を、お願いいたします。逃げ隠れしている事自体が不自然です。 

 

先日、２０１７年 3 月１６日のニュースで『日大板橋病院で投与ミス４件 一

時、心肺停止の患者も』というニュースを見て、日大板橋病院が、厚生労働省

に、板橋病院内で起こった医療ミスについて、厚生労働省に報告をしていた事

実を知りました。 

 

この板橋病院の対応が常識であり、日大駿河台病院が、息子に対して取った、

まるで虐待の様な、故意的に意図的に実行された医療事故？を隠蔽しようと

する、日大駿河台病院の対応には、アメリカの多くの支持者も、大きな不信感

を感じています。近頃は、アメリカのみではなく、日本での署名も随分集まっ

てきましたが、皆さん、同様に、日大駿河台の対応には、ショックを受けてお



 

ります。 

 

近頃、大学病院の医療ミスがメディアを騒がせる機会が多々ございますが、其

のたびに、各大学病院の院長様は、医療ミスを反省し記者会見や厚生労働省の

届け出など、迅速な対応をなさっておいでのように見受けます。 

 

なぜ？日本大学病院の院長様のみが、カルテ改ざんなどを見逃し、事実を究明

しようとなさらないのか？不思議で仕方がありません。 

 

そこには、やはり、齋藤医師が言っていたように、齋藤医師は、アレンジした

だけであり、すべては、執行部や院長（湯澤美都子）からの指示で動いた。と

いう事が、関係しているのでしょうか？ 

 

刑事さんが、『3年の時効を待っている可能性もある。』と、おっしゃっておい

ででした。そのように、思いたくは、ありませんが、、、、。あまりにも、腑に落

ちない、院長様の行為に、刑事さんの言葉が響きます。 

 

もし、日大駿河台病院に非が無いのであれば、逃げ隠れせず、即刻に面談し、

これらについての説明をして頂けますようお願いいたします。 

 

どうぞ、一刻も早く、真相究明の為の、面談をお願いいたします。 

 

人間は、基礎代謝カロリー以下のカロリーしかもらえない場合、生きる為の基

礎代謝に必要なカロリーを、何とかして作る為に、自分自身の身体から、あら

ゆる部分の、すべての脂肪を、吸収して（食べて）生き抜こうとするのだそう

です。 

 

結果、内臓と内臓の間の脂肪・内臓と骨の間の脂肪など、身体のありとあらゆ

る脂肪を、生きる為に吸収するのだそうです。 

 

結果、ガリガリに痩せ、骸骨の上に皮が張り付いたような状態になり、上腸膜

動脈症候群や褥瘡などの病になったり、免疫力が低下して、細菌感染をおこし

、敗血症や肺炎などになり、亡くなって行くのだそうです。 

 

すなわち、上腸膜動脈症候群は、カロリーが足りなかった事の証拠以外の、何

物でもありません。 

 

実際、日大板橋病院の医師らは、明確に、『上腸膜動脈症候群は、痩せたこと

が原因でおこります。』と、おっしゃっています。 

 

これらの事実は、アメリカの弁護士やアメリカ・イングランドなどの整形外科

教授や心臓外科教授・小児科教授ら医療関係者に息子の画像を見せて相談した

時に、皆さんが同じ事をおっしゃいました。 

 



 

『たとえ、障害を持ち、寝たきりであったとしても、11 歳からの成長期に、

８００キロカロリーというカロリーでは、成長は止まってしまう。身長が停止

している事で証明できる。最低１２００キロカロリーは必要で、癲癇があった

り、人工呼吸器が装着されていれば１５００カロリーほどは必要だと思う。 

これでは、虐待としか言いようがない。』 

 

と、アドバイスを受けました。 

勿論、医療関係者は、誰でも知っているそうです。 

齋藤医師が、神田警察に対して、 

『障害者にカロリーを上げると身体を動かさないから、脂肪ばかりがついて、

身体に悪いからカロリーを少なくした。』 

と、言ったそうですが、もし、この言葉が、事実であれば、息子が、日大板

橋病院で、上腸膜動脈症候群になったり、褥瘡になったり、敗血症

になって心臓が停止したりしたのは、何なのでしょうか？ 

 

痩せて脂肪が、ゼロ状態になっている為ではないのでしょうか？ 
 

齋藤宏は、上記のような発言をしたり、 

『あれ！８００キロカロリーなんてことはないでしょう。それは、無いよ。』 

と言ったり、『上層部と院長に指示されて、行動した。』と言ったり、『確認書

も同意書も書いたことが無い。』と言ったり、話が、いつも変わります。 

 

海外の教授陣は、 

『障害を持っていたから、寝たきりだから、太ったら脂肪が付くと良くないか

ら、カロリーを下げた？だから、上腸膜動脈症候群になるほど、身体から一滴

の脂肪も無くさせた？とでも言いたいんだろうか？そんな話しが、通用する

ことは無い。基礎代謝カロリー＋基準カロリーがあるから、１１歳でも、最低

１２００キロカロリーから１４００キロカロリー、１５００キロカロリーは、

必要なのは常識。脂肪が心配なら、太ってきて、脂肪が原因の悪さが始まった

な。と思ったら、ケースバイケースで、カロリーを上げたり下げたりしたら良

いだけ。たんぱく質の付き方や、身体の体重や身長を管理して、カロリーを変

えるのは当然でしょう。そんな事、常識でしょう。その方、本当に医師なの？

日本の常識は、海外の非常識だよ。』 

と言われ、驚かれました。 

 

又、アメリカ本国の FBI（日本の FBIではありません。）の方からは、 

『一般の人が、カロリーを知らなかった。というケースはあるが、医療関係者

が、カロリーを知りませんでした。というのは、通用しない。まして、大学病

院であれば、グループ医療なのだから、『知らなかった。』は通用するはずが無

い。集団やグループで実行した？上層部や院長が指示？これが、アメリカなら

、まさに集団虐待になるのは、間違いが無い。障害を持っていたって、カロリ

ーを下げる権利は、誰にも無い。殺人の未必の故意になる。』 

と、言われました。 

 



 

この海外の教授陣の言葉に、沢山の賞を取った事のある、世界的に有名なドキ

ュメンタリー映画製作監督とジャーナリストが興味を持って下さり、先日、製

作関係者 2名が、２０１７年 4月 4日 1１時に、息子の撮影をするために、病

室まで、来てくださいました。 

その結果、息子の症状に、大変、ショックを受け、大きく動揺なされた様子で 

 

『世界中を探しても、発展途上国であっても、これほど、悲惨な惨い症状の子

供を見たことが無い。先進国の病院で、基礎代謝に満たないカロリーしかもら

えない子供がいるなんて信じられなかったが、この子を見て、すべて納得した

。栄養障害、日光不足から、成長が停止する子供がいるなんて、このような異

常事態が日本で起こっているとは、ショック以外に言葉にならない。』 

 

とおっしゃりながら、息子の状態や褥瘡・捻じれたような全身の骨の異常形成

・止まってしまった成長など、低体重・低身長にショックを受けられ、映像を

沢山取られて帰国なさいました。 

 

誰が、考えても、８００キロカロリーが異常な事は明白です。同じ日大病院で

ある日大板橋病院で、すぐにカロリーを上げてくださった事実を考えても、異

常なカロリーであった事がわかります。 

 

更に、低身長・骨の形成不全・上腸膜動脈症候群・褥瘡・敗血症と、カロリー

が少ない人の症状が、すべて出ています。 

 

しかし、なぜか？湯澤美都子（元院長）と、日大駿河台病院の齋藤宏医師らと

小児科病棟の婦長らグループは、この８００キロカロリーが間違っていなかっ

た。と、言い通してきました。 

 

世界中で、低身長・骨の形成不全・上腸膜動脈症候群・褥瘡・敗血症を起こし

て心臓停止になり、骨と皮状態になっている成長期の息子のような症状の子供

に、 

 

『基礎代謝以下の８００キロカロリーで大丈夫。問題はありませ～ん。カロリ

ーを増やしたら、いけませ～ん。』 

 

と言い通す方が、いらっしゃれば、それは、殺人未遂の未必の故意であり、も

し息子が亡くなれば、殺人の未必の故意と保護責任者遺棄致死罪となります。 

そのような行為を、息子は 6年 3か月間実行されてきたのです。 

この非常識は、日本大学病院の常識なのでしょうか？ 

前代未聞の常識としか言いようがありません。 

 

長岡院長様や上層部の方々が、このカロリー不足・日光不足という

行為に、非を認めていただけるのであれば、早急に厚生労働省や都

庁や警察に届けていただけますよう、お願いいたします。 
 



 

日大板橋病院では、同じ、日大であっても、板橋病院の小児科の多数の医師や

ソーシャルワーカーの方が、このカロリーを異常なカロリーと認めております

。（録音テープ多数あり。） 

 

更には、日大駿河台病院の婦長は、『院長に言われております。息子さんに日

光は必要ありません。絶対に、病室は変えません。』などと言い続けていまし

た。これも、院長（湯澤美都子）からの指示だったそうですが、非常識な内容

であっても、院長のいう事は、なんでも指示通りに行動するというのは、間違

っているのでは無いでしょうか？これは、事実なのでしょうか？ 

 

婦長など関係者の名前は、頂いたメールに CC がされていましたので、すべて

把握していますが、故意があったのかどうかが、分かりませんので、今回は、

名前を記載しません。 

 

未必の故意の故意があった事が把握できているのは、３名の医師のみの為、他

の方の名前は記載しません。 

 

2015年の 1月から、神田警察の刑事様も、『もう一度、駿河台病院と話し会っ

てみてはどうですか？』とおっしゃって下さったので、この説明を詳しく聞き

たいと思い、何度も、日大駿河台病院に電話を掛けてきましたが、駿河台病院

の医師らは、一切、話し合いの場を作ろうとしません。 

 

逃げているとしか思えません。 

 

この８００キロカロリーについては、何度も何度も、お願いして、足利病院に

移る事を前提として、ようやく 2０１４年には、一時期、９００キロカロリー

や１０００キロカロリーに増やさせましたが、また、すぐに８００キロカロリ

ーにされていました。 

 

齋藤医師に、どうしてなのか尋ねると、 

 

『駿河台ではカロリーを上げると、怒られるので、上げる事ができない。他の

病院に移れば、上げてあげる事ができる。』 

 

と、言われました。 

 

なぜ？日大駿河台病院では、駄目なのか？ 

なぜ？湯澤美都子院長が指示をだしているのか？ 

 

理由は、全く、分かりませんでした。 

 

その為に、カロリーを上げてほしいために、湯澤美都子から、署名するように

脅かされた同意書に署名をしたのです。 

 



 

駿河台病院で、カロリーを上げられなかった理由は、何なのでしょうか？ 

 

この行為や言動こそが、殺人未遂の未必の故意、若しくは、保護責任者遺棄罪

ではないのでしょうか？ 

 

日大板橋病院に移ってから、すぐに、カロリーを上げてもらいました。 

その時には、6年間の虐待としか考えられないようなカロリー不足の行為によ

り、既に手遅れ状態で、現在入院中の他の医師に、『身体が成長阻害を起こし

、内臓が委縮し、体内には脂肪がゼロという状態だった為に、カロリーを多く

しても嘔吐や下痢を繰り返す。』と言われました。この内容は、証明するため

に、録音しております。（録音テープ多数有り。） 

 

又、息子の現在の状況（寝たきり、人工呼吸器など）について、日大前に受け

た 2 件の医療ミスにも原因があるのは、当然でありますが、それは、それで、

責任の割合などを明確・正確にチェックしていただく国際機関もありますので

、息子を心配してくださっている、アメリカや日本の多くの支持者の方の為に

も、すべて、明確に公開していく所存でおりますが、日大駿河台病院で受けた

、カロリー不足により、成長が停止した事は、間違いのない事実であります。 

 

『11 歳からの成長期に 8００キロカロリー前後のみのカロリーを約 8 年間も

続けられれば、どのように健康な人間であっても飢餓やカロリー不足により身

長は停止し、成長阻害をおこし、骨の形成などに異常形成などが起こる。そし

て、自分自身で、生きる為に、内臓間のクッションの役目をしている脂肪など

を、自身で吸収してしまうので、内臓内にも脂肪が無くなり、骨が内臓に刺さ

るなど、いろいろな問題が発生し死を迎える。』 

 

と、言われています。すなわち、死を迎えると理解しながら実行した。という

事になるのです。もし、息子が亡くなった場合、日大駿河台病院で受けたカロ

リー不足・日光不足などの異常な行為が、原因である。と言われています。 

 

この件について、詳しい事実を話してほしい。と思い、何度も日大駿河台病院

に連絡をしてきましたが、電話は何度掛けても切られ、交換手からは、『ライ

アン美紀さんの電話は、すべて、取次が無いように言われています。』（録音テ

ープあり）と、対応を拒否され、内容証明を長岡院長宛に送っても、無視され

続けていましたので、仕方なく、アメリカの弁護士と相談の結果、アメリカで

支持者やドキュメンタリーの為に、英語で公開していたホームページを急遽、

日本語に翻訳させ、ホームページを作らせ、公開質問状にさせていただきまし

た。（ホームページにて公開中。） 

 

アメリカの支持者から、『虐待や拷問のような行為。』と言われている、『８０

０キロカロリー問題・日光問題。』という大きな医療事故を実行し、これらの

理由に伴う、骨軟化症・骨形成不全・褥瘡・2度の一時心臓停止などの医療事

故を起こしたにも関わらず、その事実を隠蔽し、カルテ改ざんなどの証拠隠滅

を図り（医師から聞いております。）このような対応を、なさる事に、非常に



 

、驚いております。 

 

又、これらの行為について、故意の有る無しが、大きなポイントである。と刑

事さんに言われましたが、齋藤宏は、警察に対して、 

 

『医療として常識的な事をしている。私一人でやったのではなく。日大は大学

病院なので、グループ医療なので、グループで確認して実行した。』 

 

とおっしゃった。と、聞いています。 

もし、齋藤宏の言葉通りだとして、1ページ目に掲載したニュースにもかかれ

ていたように、もし、息子が、何らかの理由で亡くなった場合、保護責任者遺

棄致死罪に問われるのは、グループ全員だ。と仰っているのと同様です。 

 

又、保護責任者遺棄致死罪になる可能性の有る無しは、故意があったか無かっ

たかが重要だ。とも、言われました。 

 

未必の故意と言うのは、例えば、 

 

『このまま、基礎代謝カロリー以下の８００キロカロリーを続けていれば、そ

のうち死ぬだろう。でも、まあ、構わないから続けてよ。』 

 

という気持ちが未必の故意になります。 

 

いわゆる、上記 2ページ目の 

 

『満足な食事を与えた形跡がなかったことから、両親に長女が死んでも構わ

ないとする「未必の故意」があったと判断し、殺人容疑の適用を決めた。』 

 

に、各当します。 

 

これらの日大駿河台病院の行為に、故意があったのか、どうかは、私も、2015

年までは、分かりませんでした。 

 

しかし、故意があったのかどうかを知らなくとも、先ほど記載したニュースに

書かれていた裁判長の言葉である、常識的に考えて、医療知識のない、この事

件の夫婦でさえも、「栄養不良の認識がなかったとはにわかに考えがたい。」と

言われているのです。医療知識の豊富な、医師や看護婦長などが、これらの行

為を実行した場合、まして、そこに故意があった場合、確実に、息子が亡くな

った場合、保護責任者遺棄致死罪になるだろう。とアメリカの本国の FBI に言

われています。 

 

まさに、この裁判長のいう言葉の通りだと思います。 

 

 



 

19歳で 19キロ。 

 

医療に詳しい医師らが、この 19キロの息子を診ながら、『19歳で 19キロ。何

も、問題がありませんよ。と答え、栄養不良ではありません。』と言い通して

も、「栄養不良の認識がなかったとはにわかに考えがたい。」事で有るのは、当

然です。 

 

息子の体重・身長が、11 歳から停止している。という事実こそが、証拠です。 

 

齋藤宏医師が、警察に言ったとしている、『グループ医療だから、自分一人の

判断ではない。』というのが、もし、事実だとしたら、 

 

グループの誰もが、私の息子が、ガリガリに痩せていくことを、黙認していた

としたら、貴方達は、他の病院で医療ミスに合い障害を持っている為、苦しく

とも、お腹が空こうとも、逃げることのできない、私の息子を徹底的に虐待し

壊しました。 

 

世界トップクラスの整形外科医が、 

 

『このような症状の子供が先進国では一人も診たことが無い。カロリー不足

の為に、骨自身が壊れている。治療は、ここまで、骸骨のように羸痩が激しい

と、非常に困難だ。なぜ、もっと早く、治療しなかったんだ。』 

 

と驚かれるほど、骨を形成不全・異常形成させています。 

治療不可能なほど、ズタズタにです。 

 

そこに、未必の故意があったとは、思いたくありませんでした。 

 

本当に。 

しかし、間違いなく故意でした。 

ここでは、詳しく書く事が出来ませんが、故意である大きな証拠を持っており

ます。（証拠あり。） 

それでは、質問させて頂きます。 

 

 

質  問 

 

１、 齋藤医師の言葉の通り、すべては、日大の上層部と院長の指示であっ

たのかどうかを、教えていただきたい。 

 

２、 ６年間、一度も、息子を日光にあてなかった理由を教えていただきた

い。（看護婦 3名の録音テープ有り。） 

 

３、 ７年間の間、８００キロカロリー前後のカロリーしか与えなかった理



 

由を教えていただきたい。（録音テープあり） 

 

４、 息子が、あそこまで、ガリガリに痩せて、体重が 18歳で 24キロ、19

歳で 19キロ（平均体重の 3 分の１ほど）しかなかった事実を、どのよ

うに考えていたのか、教えていただきたい。 

 

５、 平均体重の 3 分の 1ほどの体重しかない息子を診ながら、命の危険性

を感じなかったはずもなく、『この儘で行けば、亡くなるだろうけど、

亡くなっても構わない。』と考えていたのでしょうか？ 

 

６、 骨が異常形成され、身長が停止していた事実を、他病院の整形外科医

のセカンドオピニオンで知りました。なぜ、それまで、その事実を隠

していたのでしょうか？（セカンドオピニオンの録音ビデオあり。ホ

ームページ公開中） 

 

７、 他の病院の整形外科医のセカンドオピニオンから聞いて、驚いて、日

大駿河台病院に質問するまで、骨の成長停止・側弯症・股関節や肩の

骨の異常形成・全身の骨の異常形成に関するインフォームドコンセン

トを、全く、しなかった理由を教えて下さい。 

 

８、 ６年間の間、成長障害や骨の異常形成が発生しているにも関わらず、

レントゲンも、CTスキャンや MRIも、一切しなかった理由を教えてい

ただきたい。 

 

９、 息子を、夜にベッドの手すりに縛り付けていた理由を教えていただき

たい。 

 

１０、 息子の喉についていた人工呼吸器のベルトを、喉にくい込む程、特に

強く締めていた理由を教えていただきたい。（写真有り。） 

 

 

こうして系列的に記載すると、この齋藤宏医師チームの異常行為が明白です。 

 

齋藤宏医師の言葉の通り、この行為が、院長や上層部の指示であったとしたら

、恐ろしい話しです。 

 

これらは、私がヒステリックに申し上げているわけでは、ありません。 

すべて、アメリカ本国の FBIや世界の有名医師・教授陣、そして多数の支持者

との話し合いの結果、申し上げていることのみでございます。 

 

こちらの院長様宛ての公開質問状は、アメリカやヨーロッパの『ジミーズ・プ

ロジェクト』の支持者（世界トップクラスの整形外科教授、海外の有名企業 CEO

など、そして、又、ドキュメンタリー制作者や映画監督・ジャーナリストなど

の方々）の為に、日本語と英語のホームページで公開させて頂いております。 



 

 

先日、息子の病室まで来て下さったドキュメンタリー製作会社のドキュメンタ

リーは、今年の秋の、アメリカの有名コンファレンスで発表されます。 

 

海外の整形外科教授たちは、『ここまで惨い状態で、骨に捻じれが出来ている

のは、あきらかにカロリー不足・日光不足の栄養阻害状態。医療ミスとは言え

ない、ここまでくると虐待や拷問だ。人権侵害・憲法違反。』と言いました。 

 

これら内容につきましては、わたくしが、偽りを申し上げていない証拠に、海

外の複数の教授から頂いた書面もございます。 

 

そして、息子の身体を治すためのプロジェクトができました。 

 

勿論、海外の整形外科教授や心臓外科教授からは、 

 

『多数の手術が必要になるので、太らせなくては手術が難しい。』 

 

と、言われてきました。 

 

現在の病院の新しい医療チームの方々が、一生懸命、息子を太らせてくださっ

ておりますが、修復不可能なほど、壊れてしまった低身長・異常形成の息子の

骨や骨格や皮膚を修復するためには、まだまだな状態です。 

 

この 2年間で、2度ほど、心臓が停止していますので、非常に心配な日が続い

ています。 

 

このような状況の中、小児科の齋藤宏医師の嘘と虐待としか言いようの無い数

々の行為の為に、毎日、苦しんでいる息子の為に、一日も早いご回答、ご対応

を頂けますよう、お願い申し上げます。 

 

 

最後に、もう一度、質問を書かせて頂きます。 

 

質  問 

 

質問１（８００カロリー問題）  

息子が駿河台病院に入院中、齋藤宏が当時の院長である湯澤美都子に指示され

た為に、息子に、一日８００カロリーから１０００カロリーの食事しか摂取さ

せていなかった。と、聞いていますが、事実でしょうか？ 

 

質問２（日光問題・骨異常形成・異常成長問題） 

息子が駿河台病院に入院中の 7年間の間に、当時の院長である湯澤美都子に齋

藤宏が指示された為に、一度も日光にあててもらえなかった事実をご存知でし

ょうか？ 



 

質問３ 

長岡院長様は、整形外科の教授ですが、１１歳の子供が、１１歳から成長期に

８００キロカロリーのみの摂取（1７歳から９００カロリーや１０００カロリ

ーに一時なった時もありました。）、並びに日光不足などで、体重低下や骨格に

問題（骨格の変形、側弯症、骨軟化症、褥瘡などの発生・多臓器不全）が発生

する可能性、もしくは餓死・飢餓などの栄養不足により、成長障害を起こし、

命を落とす可能性がある事実を認識しておりましたでしょうか？ 

  

質問４ 

私は、息子が、低カロリー・低栄養障害の為に、骨軟化症・骨形成不全、重症

側弯症に陥っていた事実を、3年も経過してから、他の病院の医師の診断によ

り知りました。これらの事実をインフォームドコンセントも無しに、放置状態

にしていた病院側の罪は重いと思います。他の病院の医師からは、側弯症や骨

形成不全は、成長期の早い時点での早期発見がポイントであり、『もっと、早

く、この事実を知っていれば、いくらでも治療方法があった。』とも言われま

した。患者の両親に対して、早い時点で教えなかった理由は何でしょうか？又

、私達に教えなかった事実について、当時の院長は熟知していたのでしょうか

？ 

 

質問５ 

長岡正宏院長様、もしくは、当時の院長である湯澤美都子は、齋藤宏に対して

、神田警察に対して、『８００キロカロリーは、常識内の医療行為である。』と

言うようにとの指示を出しましたでしょうか？世界的に見ても８００キロカ

ロリーは常識内から大幅に外れています。世界的な医療技術から考えて、虐待

に近いカロリーしか与えないという海外の有識者から見れば、１００％の非常

識を、医療知識の全く無い警察に対して、『常識内だ。』と思い込ませることは

、アメリカでは犯罪行為です。 

この指示をだしたのは、本当に、当時の院長なのでしょうか？斎藤から、『上

から指示されたから警察に常識内だと証言をした。』と聞いています。これは

、事実でしょうか？それとも、齋藤宏が一人で計画した内容だったのでしょう

か？ 

 

質問６（確認書問題） 

齋藤宏医師がいう事には、息子がカロリー不足・栄養不足・日光不足から来る、

骨異常形成や栄養不良の為に死に直面していた状態を熟知し、新築になる駿河

台病院で死なれては困ると考え、証拠隠滅の為に、駿河台病院から追い出すた

めに、当時の病院の院長であった湯澤美都子に指示されたので、息子を追い出

そうとした。といっていました。追い出す口実として、必ず、足利病院で息子

の治療をする事を約束した確約書に署名をし、同時に、齋藤宏が、息子の側弯

症の原因は日大にあるから、治療費用はいらない。と、言っていた事実を、ご

存知でしょうか？この齋藤宏の行為は、足利病院で治療ができない事を知りな

がら、患者を騙すような詐欺行為に等しく、日大で自身が患者を虐待した結果、

患者が重症化しているというのに、その患者を他病院に追い出し、見殺しにし

ようとした恐ろしい行為にショックを受けています。この行為こそ、保護責任



 

者遺棄罪に問われるような行為である。と誰もが申しておりますが、この事実

を院長様は、どのようにお考えでしょうか？厚生労働省への報告など倫理に適

した正式な対応をお願いいたします。 

 

質問７（上腸間膜動脈症候群問題） 

息子は、現在の病院に移ってから、上腸間膜動脈症候群という病気になりまし

た。この病は、カロリー不足などが原因で痩せた為に発生する病気だそうです

。息子は、この病気になり、危うく命を落とす所でした。 

この病について、他の大学病院の医師にセカンドオピニオンをしました。 

その結果、この病の原因が、急な体重の減少であり、血管の周辺の脂肪が減少

するために、クッションが無くなったような状態となり、十二指腸周辺に問題

が発生する病だといわれました。 

摂食障害などで身体の脂肪が無くなると発生すると言われています。 

因みに、現在の病院の医師からは、この時、『息子さんの身体には、脂肪が全

く無い為に上腸間膜動脈症候群になりました。』と明確にいわれています。（録

音テープ有り。）この上腸間膜動脈症候群に息子が陥った責任は、日大駿河台

病院にあるとおもいます。厚生労働省への報告など倫理に適した正式な対応を

お願いいたします。 

 

質問８（褥瘡について） 

息子は、現在の病院に移されてから、褥瘡になりました。褥瘡は、痩せている

ほど褥瘡になる危険性が高まります。OO病院の医師からは、『OOに来た時には

、既に痩せていて骨が変形していたので、褥瘡になった原因は駿河台病院に入

院中にある。』といわれました。この褥瘡は日大駿河台病院に責任があるとお

もいます。厚生労働省への報告など正式な対応をお願いいたします。 

 

質問９（感染症について） 

一般的に、不適切な栄養管理による栄養不足は、免疫力が低下し、健康な人な

ら何ともない弱い細菌に感染し、回復できずに亡くなる。と言われています。 

以前、村井医師が、『息子は、低カロリーから感染症などになった場合、持た

ない。』『そういう意味では、緩やかに死に向かっている。』と、おっしゃった

ことがありました。それは、多分、低カロリーで栄養不足になると、免疫力が

低下しますから心臓が止まる可能性があります。そういう意味もあったのでは

ないかと、考えています。事実、息子は、敗血症で血圧が下がり危ない時があ

りました。ノルアドレナリンを使用して血圧を管理していただいたほどでした

。これが、褥瘡からきた可能性も高いですが、そもそも、褥瘡も低カロリーが

原因です。もし、息子が、今後、感染症などが原因で、亡くなった場合、責任

は、誰にあるのでしょうか？ 

 

質問 10（癌の低カロリーについて） 

息子は、癌ではありませんが、2016 年の 6 月のニュースで、緩和ケアの第一

人者と言われる、東口高志氏（藤田保健衛生大学医学部教授）という方が、低

カロリーについて以下のように書かれていました。 

 



 

『実はがん患者の死因の 8 割になんらかの感染症が関連している可能性があ

ります。そうした感染症はがんによって引き起こされたものではありません。

その多くは、不適切な栄養管理による栄養不足が原因と考えられます。栄養不

足で免疫力が低下し、健康な人なら何ともない弱い細菌に感染し、回復できず

に亡くなるのです。2009 年に米国で出版されたがん患者に関する医学論文集

Medical Care of Cancer Patients（がん患者の医学的ケア）で、ヘンリー・

フォード病院のヤキール・ムシカト医師は、こう述べています。 

 

〈がん患者の 20％以上は、悪性腫瘍というよりも栄養失調の影響をより強く

受ける形で死亡している〉 

 

 つまりがんそのものではなく、栄養不足で体調不良になる「栄養失調」で亡

くなるのだ。』 

 

と、東口教授は書かれています。 

 

一般に末期がんの方は、低カロリーにする場合が、多いそうです。そのカロリ

ーの決定は医師がするそうです。即ち、医師の間では、低カロリーは、命を落

とす可能性が高くなる。というのは、常識なのだそうです。『時間をかけた安

楽死』と言われているそうです。 

 

この事実を、栄養管理や成長障害や身長停止やくる病についての論文を書かれ

ているエキスパートである齋藤宏・鈴木潤一らチームの方々が、知らなかった

わけがありません。即ち、それは、息子が亡くなる事を知りながら黙認したと

いう事になります。 

即ち、未必の故意です。 

現在の病院で 2回心臓が止まりました。 

この心臓停止が、低カロリー・低体重、成長阻害に関係が無い。と自信を持っ

て言えますか？日大駿河台病院の医師が、８００キロカロリーを続ける事によ

り、成長阻害・身長停止・死ぬ可能性がある事を認知していたのでしょうか？ 

論文を書いているエキスパートが、認知していないなどと言う事があるはずが

ありません。 

 

質問１1（執行部とは？） 

齋藤宏医師の会話で、『すべては、院長と執行部の指示で実行した。』と、何度

もおっしゃっています。 

 

そこで、質問です。この執行部とは、誰の事でしょうか？院長は、湯澤美都子

である事は、わかります。それでは、執行部とは、誰なのでしょうか？ 

息子のカロリーや日光不足を指示した支持者のお名前のご通知を、隠さずにお

願いいたします。 

 

                                    

 



 

 

日大駿河台病院の長岡院長様、並びに執行部の方々の、ご回答をお願いいたし

ます。 

 

以上、まだ、多数ありますが、ここでは、書ききれませんので、至急、詳しい

説明と、厚生労働省への届け出、そして記者会見を、駿河台病院でお願いいた

したく、連絡させて頂きました。 

 

又、以前から、齋藤宏には、頼んできましたが、至急、日本大学病院への転院

をお願いいたします。 

 

息子は、日大駿河台病院にてカロリー不足を続けられた為に、成長阻害を発生

した為に、現在のような状態になっております。 

 

褥瘡などに関しては、板橋病院にも非はありますし、又、同時に、息子の心臓

が停止した医療ミスなどを、厚生労働省に伝えていないなど、責任も大きいで

すが、それでも、子供の最も大切な成長期に、カロリー不足・日光不足を招い

た為に、息子をズタズタに壊した責任は、日大駿河台病院（現在の日本大学病

院）にあります。 

 

しかも、私を騙して息子を板橋病院に転院させた、齋藤の罪は大きいと思って

いましたが、実際には、執行部と院長からの指示である。という事実にショッ

クを受けております。 

 

どのような理由から、息子を虐待するような支持を、齋藤医師に出したのでし

ょうか？ 

 

ご回答を、お願いいたします。 

 

 

お手数をおかけ致しますが、ご質問に対する、ご回答を頂けますよう、宜しく

お願い申し上げます。 

 

又、こちらの公開質問状は、以下のホームページに掲載中です。 

 

www.jimmysproject.com 
 

 

以上 

 

http://www.jimmysproject.com/

