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第１ 告訴の趣旨 

被告訴人である齋藤宏は、告訴人の個人情報をネットのアメ―バーブロガー

に漏洩し、同時に誹謗中傷をしてきた事実がある。この被告人である齋藤宏 

の、告訴人の息子に対する下記記載の所為は、障害者に対する保護責任者遺棄

罪・不保護罪 （刑法 218 条）『老年者，幼年者，身体障害者又は病者を保護

する責任のある者がこれらの者を遺棄し，又はその生存に必要な保護をしな

かったとき。』と、並びに、殺人未遂の未必の故意（刑法 199 条）に該当する

と考えるので、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。 

又、被告訴人である浦上達彦・鈴木潤一・石毛美夏・湯澤美都子らの、控訴人

の息子に対する下記記載の所為は、障害者に対する、保護責任者遺棄罪・不保

護罪 （刑法 218 条）『老年者，幼年者，身体障害者又は病者を保護する責任

のある者がこれらの者を遺棄し，又はその生存に必要な保護をしなかったと

き。』と、並びに業務上過失致死傷罪（刑法 211 条）に該当すると考えるので

、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。 

 

 

第２ 告訴事実 

被告訴人は、2008 年 6 月から 2014 年 9 月の、約 6 年 3 か月間にかけて、告

訴人の息子（当時 11 歳）に対して、保護責任者遺棄罪・不保護罪、並びに業



務上過失致死傷罪などを計画的に実行し、成長期であった告訴人の息子に十

分なカロリーを与えず、同時に日光浴を一度もさせなかった為に、告訴人の息

子の身体に重大な問題（栄養不足・日光不足から来る身長停止・成長障害・体

重 19 歳で 19 キロ・身長１ｍ26ｃｍ）にさせました。 これらの行為は、刑法

218 条、並びに刑法 211 条に該当すると思慮しますので、被告訴人の厳重な

処罰を求めるため、ここに告訴いたします。 

 

第３ 告訴に至る経緯 

被告訴人は、告訴人の息子 11 歳（2008 年 6 月当時）～17 歳（2014 年 09 月

）に対して、下記の内容を実行した。 

 

第 1 条 最初に 

 

１、最初に 

医療過誤や医療ミスなど、医療に関する過失は業務上過失致死傷罪ではない、と

の意見があります。 

これは、医療側や一部の法曹界から出ている考えでありますが、告訴人も、もし

、過失なのであれば、同様な意見を持っています。 

しかし、今回の件については、長期間であり『過失』とは認めることはできませ

ん。長期間と言う事からも、明らかに計画的であり、長期にわたる障害児に対す

る虐待としか考えられない鬼畜行為は、世界でも前代未聞の内容です。日本では

、知的障害のある１９人が殺害された『相模原障害者施設殺傷事件』など、障害

者に対する対応が、世界から奇異の眼で見られていますが、この事件も障害児に

対する、世界でも類を見ない事件である事は、息子の姿を見てくだされば、ご理

解いただける事と思います。 

 

２、動いてくださらなかった神田警察 

この 8 年間、何度となく、捜査をお願いしてきました。 

しかし、刑事さんは、『齋藤先生が、息子さんは重症障害児なので、誰でも、息子

さんのようになる。と言っていたので、捜査対象ではありません。』と断られてき

ました。確かに、医療を知らない方であれば、誰でも小児科医である被告訴人 

齋藤宏の言葉に騙されると思います。被告訴人齋藤宏は、『僕は、光が丘病院の件

で、一番弁が立つので、片山教授に頼まれて問題を解決する為、高久史麿に対抗

するための書面を作っている。』と言っていました。そのように話していましたの

で、確かに、非常に弁がたち、人を煙に巻くような言動や、嘘を平気で使用する

事が多く、事実、告訴人も告訴人の妻も騙されてきました。 

しかし、論文などを調べ上げた結果、やはり、成長期の子供には、基礎代謝カロ

リー以上のカロリーが必要であり、それ以下のカロリーしか成長期の子供に与え

ない。という行為や、同時に、日光浴をさせないという行為は、成長障害・身長

停止・骨の形成不全を起こし、最終的には、必ず亡くなる。という事実を知りま

した。これらの行為は、まさに、人が亡くなる事を知りながら続桁わけですから

『殺人行為の未必の故意』と同じ。である事を知りました。 

 

告訴人の息子は日本大学病院を 2014 年 09 月に退院している為、今、捜査をして

頂かなくては時効になってしまいます。 

 



どうぞ、必ず、捏造捜査では無く、国際的な場でも通用するような倫理観に基づ

く捜査をして頂けますよう、心からお願いいたします。 

 

 

第 2 条 基礎代謝カロリー以下のカロリーしか与えなかった 

 

１、息子について 

告訴人の息子である康貴（以下『康貴』という）は、生後 5 か月で医療事件に

より障害を持っていました。 

同様に、2011 年 12 月 28 日、11 歳の時も、医療事件？に遭遇し、重度の障害

を持ちました。 

 

しかし、どれほど、重症の障害を持っていようとも、子供は、憲法で守られて

いる存在であり、子供でなくとも人間には生存する権利があります。 

 

即ち、食事をする権利であり、自分自身で食事が出来ない場合は、保護者から

食事を与えてもらう権利です。何人であっても、その権利を迫害することは、

許されていません。しかし、時々、保護者が、食事を与えない為に、亡くなっ

たり、昏睡状態になるケースがあります。 

 

このようなケースは、亡くなっていなければ 保護責任者遺棄罪や殺人未遂の

未必の故意ですし、亡くなれば、保護責任者遺棄致死罪や殺人や殺人の未必の

故意になります。 

 

例 

イ) 成長期に、食事を与えない為に死亡。（保護責任者遺棄致死罪・殺人） 

ロ) 成長期に、食事は与えてはいるが、基礎代謝カロリー以下の低カロリーで

あり、この儘の状態であれば、成長障害を起こす事実や低身長になる事実

を熟知・把握しているが与えない。（保護者責任者遺棄罪、又は、傷害罪） 

ハ) 成長期に、食事を与えてはいるが、低カロリーであり、この儘の状態であ

れば、痩せこけて死ぬ可能性があるが、それでも、与えない為に、体重が

19 歳で 19 キロ。並びに、褥瘡や上腸間膜動脈症候群などの痩せた者がかか

る病気にかかり、敗血症の為に、心臓停止を起こす。（保護者責任者遺棄罪、

又は、殺人未遂の未必の故意） 

 

以上の罪名については、私よりも、勿論神田警察の方が詳しい事と思います。 

 

① 息子の体重 日本大学病院入院前 

イ) 生後 5 か月   9000 キログラム（１回目の医療ミス） 

ロ) 6 歳      15 キロキログラム 

ハ) 10 歳 11 か月  24 キログラム 

ニ) 11 歳 3 か月   26 キログラム（2 回目の医療ミス） 

 

入院前は、最初の医療ミス時から、一挙に体重の増え方はスピードダウ

ンしています。しかし、それでも、明らかに、体重は、増えてきていま



した。 

 

② 息子の体重 日本大学病院入院後 

イ) 13 歳     25 キログラム 

ロ) 16 歳     23 キログラム 

ハ) 19 歳     19 キログラム 

 

ご覧のように、体重は、増えるどころか、明らかに減っています。 

 

入院後、全く、体重が増えない事に不信感を持った告訴人は、何度も、主治医

である被告訴人である齋藤宏に、尋ねました。 

 

告訴人 『いくら何でも、体重が、全く、増えない。身長が停止している。と

いうのは、異常ではないですか？』 

 

被告訴人 齊藤宏 『障害児は何千人とみています。防衛大学病院で、植物人

間状態になっていますから、体重は増えないですよ。それに障害を持っている

と肥満になるといい事はありません。』 

 

以上のように対応されれば、カロリーなどについては、考えたことも無い告訴

人からすれば、医師である被告訴人の言っている事に間違いがあるなどと言う

事は、考えられるはずもなく、『そうか、植物人間状態になったのが原因なん

だ。』と信じてしまっていました。 

 

しかし、すべては、被告訴人 齋藤宏の嘘でした。 

 

現在、日本大学板橋病院で、告訴人の息子はカロリーを増やしてもらい、体重

が４０キロまで上がりました。 

即ち、カロリーを増やす事により、告訴人の息子は、いくらでも太る事が可能

であった。と言う事になります。 

即ち、被告訴人である齋藤宏の、今までの話しは、すべてが、嘘であった。と

いうことになります。 

 

現在、体重は上がりましたが、既に、最も大切な成長期にカロリーを貰う事が

出来なかった為に、身長は 11 歳時とほとんど同じか、それ以下になってしま

っています。 

 

同時に、6 年間という長期間、日光に一度も当たっていない事も重なり、全身

の骨の形成不全を起こし、くる病状態に多発する＜拘縮（せむし）＞状態の骨

格に更に全身の骨の形成が異常を起こした状態になってしまっています。 

 

くる病は、漢字で「佝僂」と書き、「くる」とも「せむし」とも読むそうです

。ノートルダムのせむし男の病気は、くる病の軽い者だと追う事ですが、息子

の場合は、最重症の骨形成不全状態だそうです。 

 



ロンドンの有名な整形外科医師より、『日光不足も重なり、ここまで成長障害

が惨い子供は見たことが無い。骨自体が骨ではない状態になっている。息子さ

んの身長を治すためには、時間をさかのぼり、11 歳時から、正確なカロリー

を食べさせ、日光浴を毎日させることしかない。』と言われてしまいました。 

それほど、骨自体が、骨の形成をしていないそうです。この医師の言うように

、11 歳に戻れれば良いのでしょうが、失った時間は、取り戻すことはできま

せん。それは、願っても無理な事で有り、息子は、一生、この身長のままであ

り、この重度の骨の形成不全状態の姿で暮らさなくてはならない。と言う事に

深い絶望感を感じています。 

 

失ったのは、身長だけではありません。骨の正常な形成が損なわれた為に、体

中の骨が捻じれて骨の形成不全状態になっています。 

 

骨の異常形成は、カロリーのみでは無く、日光不足も原因である。と、言われ

ています。 

 

 

２、被告訴人らの保護責任者遺棄罪の理由 

 

① 最低基礎代謝カロリー以下のカロリーしか与えなかった。 

告訴人の息子が、被告訴人の病院に入院している約 6 年間の間、11 歳からの

最も成長期に、８００キロカロリー～１０００キロカロリーしか与えなかった

。医師としては常識的に誰でも知っている平均基礎代謝カロリーである１２０

０キロカロリー～１６００キロカロリー以上上げなくてはいけないのに、それ

を長年にわたり、計画的に怠り与えなかった。 

 

証拠 

証拠メール 800 キロカロリーを増やしてほしい。と頼んでいるメール 

https://www.jimmysproject.com/mail12 

 

証拠メール 板橋に移ったので、１０００キロカロリーだったのを 200 キロ

カロリー増やすと書かれた被告訴人からのメール 

https://www.jimmysproject.com/mail2 

 

② カロリー不足による身長・体重の停止 

被告訴人らは、８００キロカロリーを続ける事により、命を落とす可能性があ

る事を熟知しながら、被告訴人は６年間も虐待行為を続け、８００キロカロリ

ーから１０００キロカロリーしか与えず、息子は、カロリー不足の為に、１９

歳時には、身長１ｍ２５ｃｍ。体重１９キロとなり、身長停止・体重停止・骨

の形成不全・骨の異常形成・褥瘡・上腸間膜動脈症候群などの身体の成長障害

を起こさせた。 

 

証拠 

証拠録音テープ 入院時は、身体が硬直していなかった。骨の異常形成 

https://www.jimmysproject.com/stiffness 

https://www.jimmysproject.com/mail12
https://www.jimmysproject.com/mail2
https://www.jimmysproject.com/stiffness


 

 

③ 心臓を２回停止させた。 

被告訴人らが、食事を満足に与えなかった為に、告訴人の息子は、身長停止・

体重停止・骨の形成不全・骨の異常形成・褥瘡・上腸間膜動脈症候群などの身

体の成長障害を起こしたことが理由の心臓停止を 2 回起こした。 

こうなる事は、分かり切っていた事で有るのに、被告訴人たちは、食事を与え

なかった。（低カロリーを続けた。） 

 

④ 実は、栄養評価の論文を書くエキスパートであり栄養評価の方法を熟知 

被告訴人の齋藤宏、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あ

り、栄養管理・栄養評価の方法を熟知している。 

 

論 文 名 

 

＊栄養管理・成長阻害・低身長に関する論文＊ 

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 

 

論文内容 

 
有機酸代謝異常症における成長障害について，当院における 2 症例の経過を報告する．

日齢 7 に発症したメチルマロン酸血症例は診断と適切な治療の開始が遅れ，高アンモニ

ア血症による後遺症とコントロール不良のため重度の精神発達遅滞及び成長障害を残し

た．経管栄養にて栄養管理を行なっているが嘔吐が強く，身長は - 2.6 SD を推移してい

る．一方，同じく日齢 7 に発症したプロピオン酸血症例は早期発見と適切な早期治療が

開始された．治療基準に基づき十分な蛋白・カロリー栄養摂取が行なわれ，身長は - 0.3 

SD を推移している．適切な栄養管理によって有機酸代謝異常症でも良好な成長予後が

期待出来ると考えられる． 

 

以上のように、被告訴人らは、成長期の小児の栄養評価の方法として、この論

文にも掛かれているように、小児科医師の間で、常識的に信頼されている方法

が、『身長曲線』である事を知りながら、息子の身長停止に不信感を抱く両親

に対して、被告訴人である齋藤宏は、『障害者なので身長は停止した。』と嘘を

信用させ、息子のカロリーが足りない事実を隠した。後に、他の医師の論文や

新聞記事などより、『小児の栄養評価・栄養管理では身長の評価が常識である

。』事実を知るまで、告訴人は、騙されてきました。 

 

＊証拠書面 吉野浩之 （東京大学小児外科・自治医大移植外科 の

医師）重症心身障害児の栄養管理の記事＊ 

 

●栄養評価の指標（吉野浩之） 

 小児の栄養指標として最も信頼できるのは成長曲線で 

す。小児は成長しますから、「伸び」というのが重要な要素 

になってきます。体重はなんらかの疾患にかかったことが原 

因で減少することがありますが、身長は大きな影響を受けな 



いと考えてよいでしょう。したがって、身長の伸びが悪くなったとし

たら、そこにはなんらかの原因があると考えられます。そのため、最

低 3 ～4 カ月に 1 回は、体重だけでなく身長も正確に測ることが大

切になってきます。 

 

⑤ 低カロリーにする事により低身長になる事実を書いた被告訴人の論文 

一般人であれば、カロリーに関する知識は無い場合がありますが、被告訴人で

ある齋藤宏、鈴木潤一、石毛（和田）美夏、浦上 達彦らは、論文で、栄養管

理に関する論文を書いている栄養管理のエキスパートであり、被告訴人の論文

には、栄養評価の方法として、『身長を使用』している論文があり、当然であ

るが、身長が停止する原因が栄養不足（カロリー不足）であった事を熟知して

いた事が証明されている。 

栄養評価の論文さえ書いている、このようなエキスパートが、身長停止時の栄

養管理方法を知らないはずもなく、『身長が停止した事実より、カロリーが足

りない事実を確認していながら、このまま、カロリーを上げなければ、命を落

とすだろうけど、まあ、いいか。』と考えたことになり、この行為は、まさに

、保護責任者遺棄罪や殺人未遂の未必の故意が適用されるのは当然な犯罪行為

であり、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。 

 

論文 低カロリーが低身長を招く。 

https://www.jimmysproject.com/researchpaper 

 

 

⑥ 低カロリーによる全身の褥瘡の隠蔽 

https://www.jimmysproject.com/bedsore 

 

⑦ 上腸間膜動脈（SMA）閉塞症  

https://www.jimmysproject.com/sma 

 

⑧ 心臓停止１  褥瘡による敗血症の為に心臓停止した事実の隠蔽 

https://www.jimmysproject.com/sepsis 

 

⑨ 心臓停止２  痰が詰まるのを見ながら痰を取らなかった為に心臓停止 

https://www.jimmysproject.com/cardiacarrest 

 

 

 

２、 日光不足 

 

証拠 

証拠録音テープ  

https://www.jimmysproject.com/rachitis 

 

上記の録音テープを聞いて頂けますと、以下の事実のご確認が可能です。 

１、 告訴人の息子が、約 6 年間、太陽の当たらない部屋に寝かされていた 

事実。 

https://www.jimmysproject.com/researchpaper
https://www.jimmysproject.com/bedsore
https://www.jimmysproject.com/sma
https://www.jimmysproject.com/sepsis
https://www.jimmysproject.com/cardiacarrest
https://www.jimmysproject.com/rachitis


２、 くる病の論文を書いたほどのくる病のエキスパートが、昔は『ノートル

ダムのせむし男』のような患者はくる病が原因であったことを知らな

いはずが無いのに、知らない演技をしている。 

 

① 日光不足によるくる病に関する論文を書いていた被告訴人 

 

被告訴人は、くる病に関する論文を告訴人の息子が、被告訴人の病院に入院し

ている約 6 年間の間に書いていました。 

 

＊くる病に関する論文＊ 

症例報告 下肢の変形を契機に診断されるビタミン D欠乏性くる病の実態 

 

告訴人の息子は、11 歳からの最も成長期に、日光を一度も浴びせず、身長停

止・体重停止・骨の形成不全・骨の異常形成などの身体の成長障害を起こさせ

ました。 

 

一般人であれば、日光不足やくる病に関する知識は、殆どありません、しかし

、被告訴人は、論文で、ビタミン D 不足やくる病に関する論文を書いている、

ビタミン D 不足やくる病のエキスパートであり、このようなエキスパートが

、身長停止や骨の異常形成などを見逃すはずもなく、『このまま、日光を浴び

せなければ、身長停止・側弯症・せむし肩・骨の異常形成・骨粗鬆症などの為

に、成長阻害するだろう事を熟知しながら、日光浴をさせなかった理由が、以

下の理由であった。という事に他なりません。 

 

イ) 『まあ、いいか。』と考えた。 

ロ) 若しくは、計画的に、息子を『低身長にさせ、成長を壊そうとした。』 

ハ) 『若しくは、最初から、計画的に殺人とわからない方法で、殺す計画であ

った。』 

 

論文を提出するほどの、これほどのくる病・カロリーのエキスパートが、実行

した低カロリー・日光浴０日という非道な行為に、未必の故意が適用されるの

は当然な犯罪行為であり、被告訴人らの行為は、アウシュビッツさながらの恐

ろしく非道な行為である。とアメリカの支持者より言われています。 

 

日光浴をさせなかった事を認めた録音会話は下記をご確認ください。 

https://www.jimmysproject.com/rachitis 

 

② カロリー不足（栄養管理）と日光不足から起こる『くる病』に関する論文

あり。という、まるで息子のケースのような、ありえない偶然 

 

現代人で、日光不足からのくる病や、カロリー不足（栄養管理）に苦しむ成長

期の子供と言うのは、先進国である日本では、患者を探すことが、非常に難し

いのは、当然な話です。ようするに、それは、簡単な言葉を使用すると、 

『食事を与えず、日光浴を一切させずにいたら、どうなるのか観察していたら

、低身長になった。』と言う事になります。 

https://www.jimmysproject.com/rachitis


もし、そんな状態の子供がいたら、それは、虐待であり、児童相談所が飛んで

行かなければならないような残虐な行為です。 

 

その為、このタイプの論文の数は、世界的に探しても非常に少なく、そういう

意味では、どちらのタイトルも、被告訴人が論文として提出しているという事

実には、偶然という言葉では済まない恐ろしさを感じます。 

 

即ち、被告訴人の論文は、こういう内容になります。 

 

＊被告訴人は、低カロリーによる低身長の、発生を認識していたので、以下の

実験を開始したという事になります。＊ 

 

１、 障害を持った患者 A 

A には、カロリーを十分に与えた。結果、低身長・低体重にはならず、通常通

りに成長した。 

 

２、 障害を持った患者 B 

B には、カロリーを少量しか与えなかった。結果、低身長・低成長、低体重に

なった。 

 

即ち、＜障害者に低カロリーは、低身長・低体重をつくるので、やってはいけ

ません。＞としている論文になります。 

 

告訴人は、バイオ関連企業を経営している為、論文の製作過程を知り尽くして

いる為、この論文には、恐怖心を感じました。 

 

なぜなら、この障害者 B の低カロリーしか与えなかった。という行為を実行

された子供の親御さんは、自分の息子に低カロリーしか与えない論文の協力者

になる事を承諾したのでしょうか？もし、承諾したのであれば、恐ろしい行為

です。それこそ、保護責任者遺棄罪としか考えられない行為です。 

アウシュビッツや７３１部隊では、同様の実験行為が繰り返されたそうですが

、２１世紀の先進国で実行された内容と考えるには、鳥肌が立ちます。 

 

この論文で低身長にされた子供がいたという事実について、論文にする事実

をご両親からの承諾書面を貰っているのでしょうか？どう考えても、身長停

止の実験にしか見えない論文です。 

 

論文は下記をご確認ください。 

https://www.jimmysproject.com/researchpaper 

 

 

第４、 低カロリー・日光不足の為に息子が陥った状態 

 

１、 身長停止 １ｍ２６ｃｍ 

２、 体重   19 歳で 19 キロ 

３、 骨の拘縮 

https://www.jimmysproject.com/researchpaper


４、 骨の異常形成 

５、 褥瘡 

６、 上腸間膜動脈（SMA）閉塞症、上腸間膜動脈症候群 

７、 腎臓障害 

８、 敗血症 

９、 心臓停止 

 

１、上腸間膜動脈（SMA）閉塞症、上腸間膜動脈症候群（WIKI より） 

① 痩せた人が罹患する病の事です。 

② 低カロリーの為に、臓器間、もしくは、臓器と骨。もしくは、臓器と皮

膚の間に通常あるはずの脂肪が無くなった為に起こる。 

③ 上腸間膜動脈症候群（SMA 症候群）とは、十二指腸水平脚が、前方か

らは上腸間膜動脈、後方からは大動脈や脊椎により圧迫され、狭窄・閉

塞をきたす疾患。 

④ 腹腔内の容積が少ない、若い痩せた女性が発症しやすい。神経性食思不

振症や術後の合併も報告されている。 

 

２,褥瘡（WIKI より） 

原因 

日大板橋病院の村井医師曰く、息子の褥瘡は、上記記載の上腸間膜動脈（SMA

）閉塞症同様、低カロリーの為に、臓器間、もしくは、臓器と骨。もしくは、

臓器と皮膚の間に通常あるはずの脂肪が無くなった為に骨が皮膚を直接圧迫

したために起こった。と言っていました。 

外的因子 

外的因子は、外力に対して組織内部に発生する内力としての応力が主たるもの

である。身体とベッド等支持面との接触部分にかかる応力は 2 つに分けて考

察される。組織に垂直に作用する圧力（いわゆる「体圧」）に対して生ずる圧

縮応力組織と支持面の間の摩擦・ずれにより生じる引っ張り応力・剪断応力。 

 

内的因子 

内的因子は、加齢、低栄養、麻痺、乾皮症などの皮膚の状態等多岐にわたる。 

通常行われる検査は、血液像（特に貧血の有無）、血清アルブミン、血中の亜

鉛の定量などで、低栄養がある場合はその改善を図るべきである。 

 

 

第５、 誹謗中傷と個人情報の漏洩は、故意（殺意）の証拠 

  

１、 故意（殺意）の証拠 

告訴人と告訴人の家族は、息子が 2 回目の医療ミス（告訴人は殺人未遂と考

えるような行為。）を受けてから、10 日後である 2008 年 1 月 8 日頃より、ネ

ットによる、誹謗中傷が開始されていました。 

これらの誹謗中傷が、告訴人が６３％の株式を保有するステムセルサイエン

ス社の論文捏造詐欺に関与していた理化学研究所の西川伸一・丹羽仁・故笹井

芳樹らを追及した１０日後ほどで開始されましたので、ステムセルサイエン

ス社の関係者であるとは、考えていましたが、現在は、これらの誹謗中傷が、



理化学研究所の広報担当であり、同時に、慶應義塾大学病院の特任教授である

ダグラス・シップと防衛大学病院の看護師グループ（岩鼻・佐々木）によるも

のである事は既に判明しています。（現在裁判中） 

 

しかし、2011 年から開始された誹謗中傷と個人情報の漏洩に関しては、被告

訴人である齋藤宏が関与していた事実には、大きなショックを感じています。 

 

一時は、齋藤宏を良い先生だと思っていた時期があった為、非常に大きなショ

ックを受けています。 

 

詳しい内容は、下記を参照 

https://www.jimmysproject.com/slander 

 

以上の証拠により、被告訴人である齋藤宏には、故意（殺意）があった事実が

証明されます。 

 

この故意（殺意）があった。と証明することにより、栄養管理・くる病のスペ

シャリストである被告訴人らが、犯行を実行した理由が解明され、以下の因果

関係が理解できます。 

 

① 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、低カロリーにし

た。 

② 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、日光浴をさせな

かった。 

③ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、骨の手術ができ

る時にしなかった。 

④ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、リハビリをさせ

なかった。 

⑤ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、骨の異常形成の

事実を隠していた。 

⑥ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、人工呼吸器の離

脱をしなかった。 

⑦ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、胃婁を取りつけ

なかった。 

⑧ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、褥瘡除けのマッ

トレスやピローを使用しなかった。 

⑨ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、褥瘡を隠蔽した。 

⑩ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、褥瘡が全身にで

きてからも褥瘡除けのマットレスを使用せず放置していた。 

⑪ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、目の前で痰が絡

んで呼吸停止から心臓停止したのを、放置して見ていた。 

⑫ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、集中治療室の無

い、足利病院に入院させようと思い、嘘の同意書に署名した。 

⑬ 殺意があったから、計画殺人、若しくは虐待する為、治療を放置した。 

⑭ 治療を放置していたので、レントゲンや MRI は、告訴人に言われるま

https://www.jimmysproject.com/slander


で、取らなかった。 

 

しかし、齋藤宏が、告訴人と告訴人の妻に対して恨みや殺意を持つ理由が分か

りません。 

 

しかし、被告訴人である齋藤宏は、『すべては湯澤美都子（元院長）に指示さ

れて実行した。』と言っているのであるから、湯澤美都子に言われるままに実

行した。という事も考えられるが、その場合、湯澤美都子に故意（殺意）があ

るのか？という問題になるが、告訴人は被告訴人である湯澤美都子に面識が

無い。 

 

ただ、ステムセルサイエンス社の後に、2010 年にアルブラスト社という会社

の株式を５１％譲り受けた事実があるが、この時、このアルブラスト社が保有

していた『角膜再生シート』の特許をめぐり、神戸の先端医療振興財団の中島

佳子（論文捏造詐欺関与）と理化学研究所（論文捏造詐欺関与）と京都府立大

学の眼科教授の木下茂（特許乗っ取り・身分詐称・捏造書面でアメリカで告訴

準備中。）と特許弁護士の笠原基広（特許乗っ取り・身分詐称・捏造書面で告

訴準備中）らともめていた事実がある。 

 

この湯澤美都子は、木下茂の子分と言われる人物で、共同著書も出版している

。 

先端医療振興財団の中島佳子と理化学研究所は、木下茂を唆し、告訴人の誹謗

中傷をし、木下茂・笠原基広は、アルブラスト社を無断で破産申請し、捏造書

面・身分詐称をし、アルブラスト USA 社の特許を乗っ取った。という事実が

ある。 

 

証拠 

笠原基広の身分詐称・捏造書面 

https://www.jimmysthemis.com/blank-16 

 

 

この時、告訴人の妻は、2011 年 06 月には、木下茂から、そして、08 月には

木下茂の代理人から、『木下茂が決めたんじゃない。アルブラスト社の特許は

、一時先端医療振興財団に入り、そこからソフトバンクの関係者のベンチャー

企業に入る事が決定している。先端医療振興財団は大学病院の院長を決定す

るほどのコネがある。逆らわない方が身の為だ。』と言われていました。 

ただの脅かしだと考えていましたが、事実、告訴人の会社であったアルブラス

ト USA 社の特許は、笠原基広・木下茂グループに捏造書面・身分詐称により

詐欺され乗っ取られ、其の後、一時、ガンホーの弁護士と言われ、特許乗っ取

り専門の弁護士と言う噂のある笠原基広（弁護士）経由で、先端医療振興財団

に入り、そこから、ソフトバンクの元社長であった人間が会長をする理化学研

究所と関係するベンチャー会社であるレジエンスに譲渡されましたが、2016

年４月に、なぜか、この特許は、又、神戸の先端医療振興財団に戻されていま

す。 

 

https://www.jimmysthemis.com/blank-16


証拠 

アルブラスト USA 社の特許の名義人 

 

 

証拠 

北川全が木下茂に書いた確認書 

https://www.jimmysthemis.com/about1-c1ndj 

 

証拠 

代表代行が、ドイツの特許庁に対して書いた木下・北川・笠原の捏造書面に関

する書面。 

https://www.jimmysthemis.com/patent1 

 

証拠 

特許は、すべてアルブラスト USA（告訴人の会社）に譲渡済みと書かれた陳

述書 

https://www.jimmysthemis.com/blank 

 

他、証拠多数。 

 

2016 年 5 月には、笠原基広と乗っ取り専門のグループと言われる貝原グルー

プが関与？しているといわれた富田真由ストーカー事件がありましたが、そ

の 1 か月前に、笠原基広が木下茂を使い、乗っ取った告訴人の会社の特許が

先端医療振興財団に戻っているという事実には薄気味悪さを感じました。 

 

このように、木下茂が、2011 年 06 月に告訴人の妻に言った警告が、まるで、

予言のように、その通利になっているわけですが、同時に木下茂が、予言して

いた、大学病院の院長を決定するほどのコネを持っている。というのは、2011

年 11 月に、日本大学病院の湯澤美都子が院長に就任した事を言っていたのだ

と思いました。 

 

この湯澤美都子について、被告訴人である齋藤宏は、『院長に指示された。僕

はアレンジャーでありコーディネートしただけ。』と、何度も言っています。 

 

証拠 

証拠録音テープ院長の指示 

https://www.jimmysproject.com/instruction 

 

 

因みに、この 2011 年 11 月には、アルブラスト社は、笠原基広・木下茂・北

川全のグループにより、捏造破産申請をされた為、告訴人は、急に忙しくなっ

ています。 

 

『このような偶然があるわけない。計画的犯行としか考えられない。』と、ア

メリカの弁護士や支持者に言われています。 

 

https://www.jimmysthemis.com/about1-c1ndj
https://www.jimmysthemis.com/patent1
https://www.jimmysthemis.com/blank
https://www.jimmysproject.com/instruction


このように、告訴人と木下茂は、理化学研究所・神戸先端医療振興財団を含め

て、大掛かりに反発しあっている状態でしたが、湯澤美都子は、この木下茂の

グループになりますので、告訴人に対する恨みや殺意は、湯澤美都子であれば

、確かにあると思います。 

 

証拠 

アルブラスト USA 社について 

https://www.jimmysthemis.com/ 

 

 

 

２、個人情報の漏洩と誹謗中傷 

 

又、齋藤宏の故意（殺意）についての証明をさせていただきます。 

 

大学病院の小児科の医師が、患者の個人情報（住所）などを、面識のないアメ

―バーブロガーに漏洩し、告訴人の住所や電話番号や家族構成などの個人情

報や誹謗中傷を、ブログに書くようにブロガーに頼む。という卑劣な行為を繰

り返し、自分自身でも＜ライアン美紀は詐欺師＞などの書きこみを理化学研

究所のダグラス・シップと共同で実行するという行為は、名誉棄損に各当する

と同時に、個人情報の漏洩に違反する違法であり、このような恐ろしい行為を

医師が実行するという事は、異常な行為である事は明確であり、例えば、殺人

未遂などの場合の『故意（殺意）がある。』という状況に各当すると思われま

す。 

 

即ち、被告訴人である齋藤宏が、大学病院の違反行為である、患者や家族の個

人情報の漏洩や誹謗中傷をする。という事は、告訴人に対する強い恨みなどが

ある証拠であり、即ち、被告訴人である齋藤宏のみは、殺人未遂の未必の故意

にかくとうする。事になります。 

 

即ち、告訴人の息子は、何かしらの恨みや殺意により、誹謗中傷や個人情報の

漏洩をしていた被告訴人である齋藤宏により、『この儘では、身長停止や体重

停止や、骨の異常形成の為、必ず死ぬことを知りながら、それでも構わない。

もしくは、そうなってほしい。という計画的殺人。もしくは、計画的虐待を続

けていた。』事になり、被告人の息子が、お腹を空かせて、苦しんでいるのを

見ながら、其の儘であれば、必ず亡くなる事を熟知していながら続けていた。

という事になりますが、そのサディストのような異常性には、恐ろしさを感じ

ます。 

 

同時に、息子がどれほど、苦しかっただろうと考えるとき、かわいそうで仕方

がありません。 

 

 

 

3,介護放置の褥瘡や敗血症は、医療放置・殺意・そして保護責任者遺棄罪の証

https://www.jimmysthemis.com/


拠 

 

証拠 

不適切介護、褥瘡から敗血症で死亡 ワタミ子会社 裁判 

http://52480.diarynote.jp/201203241922529356/ 

 

 

 

第４、組織犯罪 

 

１、 被告訴人らは、組織ぐるみで、保護責任者遺棄を続けていました。 

実際、日本大学病院にいた時、当初は、マットレスも褥瘡除けマットもありま

せんでしたが、告訴人が強く要望すると、使用してくれました。 

しかし、日光浴とカロリーに関する要望は、一切、拒否されました。 

計画的であった証拠です。 

 

以下は、800 キロカロリーを増やしてほしい。と頼んでいるメールになります 

https://www.jimmysproject.com/80 

 

又、以下は、退院近くに、800 キロカロリーから 100 キロカロリー増やしても

らった事が書かれたメール。 

 

又、以下は、退院間際に 

1000 キロカロリーに増やしてもらったカロリーを日大板橋に移ったので、『

さっそく 200 キロカロリー上げて 1200 キロカロリーにした。』と書かれた齋

藤宏からのメールです。200 キロカロリー上げた。と言う事は、それまで、

1000 キロカロリーしか上げて居なかった事を認めていることになります。 

https://www.jimmysproject.com/1000 

 

このメールで分かるように、駿河台病院では、組織ぐるみで、息子のカロリー

を上げる事を反対されました。 

 

今回、被告訴人として名前をあげた人以外にも、看護婦長に、息子の日光浴を

頼んだ時やカロリーを上げる事を頼んだ時に、『そんなことできません。先生

の許可がありません。』と怒鳴られた事があります。 

 

どうして、常識的な質問なのに、どうして、ここまで、興奮して大声をだして

反対するのだろう？と不思議で仕方がありませんでした。 

 

証拠 

証拠メール 

身長停止や骨の異常形成の原因がわからず、困惑しているメール 

https://www.jimmysproject.com/growthstop 

 

 

２、 組織ぐるみであった証拠は、医師達や看護婦長が、年に数回は、『警察 

http://52480.diarynote.jp/201203241922529356/
https://www.jimmysproject.com/80
https://www.jimmysproject.com/1000
https://www.jimmysproject.com/growthstop


のおとり捜査』という言葉を使用する事からもわかります。 

 

以下は、医師が『おとり捜査の可能性があるので、リハビリの医師の名前を教

えられない。と答えている録音テープです。通常、病院の医師や看護婦長が、

リハビリの医師の名前を聞かれて、『警察のおとり捜査の可能性がある。』など

という言葉を使用する事はありませんので、異常な言動と言う事になります。 

 

証拠 

証拠録音テープ 警察のおとり捜査を心配している会話 

https://www.jimmysproject.com/undercover 

 

 

 

第５ 因果関係 

 

１、保護責任者遺棄罪 

保護責任者遺棄罪が成立するためには、『その行為がなければ低身長や低体重にな

るはずがなかった。』、若しくは、『その行為が無ければ、褥瘡や敗血症などに関する心

臓停止が起こらなかった。』という因果関係の存在することが必要であるので、因果関

係について下記に記載しました。 

イ) 現在、体重は 38 キロ前後であり、齋藤宏の『障害者だから太れない。』という言葉

が捏造されたものであったことは、明白になっている。 

ロ) 低体重・低身長だった理由が、低カロリー・日光不足が原因であるという事実は既

に立証されている。 

ハ) 低カロリーによる低身長・骨の形成不全・成長障害は、被告訴人自身の論文で、

既に立証されている。 

ニ) 即ち、告訴人の息子の低身長・骨の形成不全・成長障害は、低カロリーが原因で

ある事実は立証されている。 

ホ) 被告訴人は、上記の内容を熟知していたが、犯行を 6 年 3 か月間続けた。 

 

即ち、基礎代謝カロリー以下のカロリーが低身長の原因である事は明確であるので、

因果関係が存在する。と言える。 

 

２、業務上過失致傷罪 

業務上過失致傷罪とは、他人の生命や身体に危害を加えるおそれのある行為を反復・

継続して行う際に、必要とされる注意を怠ること。業務上過失致死傷罪は、一般の過失

致傷罪・過失致死罪よりも重く罰せられる。 

 

ただ、告訴人の息子の場合、6 年 3 か月間（板橋の褥瘡の件もいれれば、約 7 年 6 か

月間）という長期間の犯行であり、過失と言う言葉が、各当 s るかどうかと言う問題が

ある。認容の有無によって故意と過失とを区別する一般的見解に対して，故意の成立

https://www.jimmysproject.com/undercover


要件として認容を不要とする説もあり，それによれば，〈認識ある過失〉というものはな

いことになる。長期間による過失は、認識ある過失になる為、今回の告訴人の息子の

ケースは、｛長期間の認識ある過失｝と言う事になる為、業務上過失致傷罪ではなく、

殺人未遂の未必の故意がかくとうする。という弁護士さんもいました。 

どちらが、各当するかを神田警察にご判断いただきたいと思います。 

 

業務上過失致傷罪が成立するためには、『その行為がなければ低身長や低体重にな

るはずがなかった。』、若しくは、『その行為が無ければ、褥瘡や敗血症などに関する心

臓停止が起こらなかった。』という因果関係の存在することが必要であるので、因果関

係について下記に記載しました。 

 

ヘ) 現在、体重は 38 キロ前後であり、齋藤宏の『障害者だから太れない。』という言葉

が捏造されたものであったことは、明白であり、11 歳時から、長期間の過失？もし

くは未必の故意により、実行された、適応の基礎代謝カロリー以上のカロリーを与

えなかった罪の事実は立証されている。 

ト) 低体重・低身長だった理由が、長期間の過失？もしくは未必の故意により、実行さ

れた低カロリー・日光不足が原因であるという事実は既に立証されている。 

チ) 低カロリーによる低身長・骨の形成不全・成長障害は、被告訴人自身の論文で、

既に立証されている。 

リ) 即ち、告訴人の息子の低身長・骨の形成不全・成長障害は、長期間の過失？もし

くは未必の故意により、実行された罪による低カロリーが原因である事実は立証さ

れている。 

ヌ) 被告訴人は、この儘カロリーを上げなければ、このまま日光にあたらせなければ、

必ず、低身長・低体重・骨の異常形成（せむし状態・骨の形成不全など）・褥瘡が発

生することは、医学的常識として認知していた。認知していたが、褥瘡になっても構

わない。と、考え低カロリーを続けた。その為、告訴人の息子は、身長停止・低体

重・骨の異常形成・褥瘡をおこした。因果関係は明白である。 

ル) 被告訴人は、この儘カロリーを上げなければ、このまま日光にあたらせなければ、

必ず、低身長・低体重・骨の異常形成（せむし状態・骨の形成不全など）・褥瘡・敗

血症・心臓停止・死亡という症状を起こす事は、医学的常識として認知していた。

認知していたが、死んでも構わない。と、考え低カロリーを続けた。その為、告訴人

の息子は、身長停止・低体重・骨の異常形成・褥瘡・敗血症・心臓停止をおこした。

因果関係は明白である。 

ヲ) 被告訴人は、低身長・低体重・骨の異常形成（せむし状態・骨の形成不全など）・褥

瘡・敗血症・心臓停止・死亡という症状を起こす事を熟知していた為、病院内で死

なれては、日本大学病院の責任になってしまうため、治療をしないまま、集中治療

室の無い足利病院の森病院へ転院をさせれば、医学的常識として亡くなるのは時

間の問題だろうと認識していたが、『集中治療室のない病院で死んでも構わない。

と、考え他病院に移転させようと画策した。これは、殺人未遂の未必の故意にかく

とうするため、因果関係は明白である。 

 



ワ) 上記の内容を熟知していたが、犯行を 6 年 3 か月間続けた。 

 

カ) 即ち、栄養管理とくる病のエキスパートである被告訴人らは、基礎代謝カロリー以

下のカロリーを続ける事により、低身長・低体重・骨の異常形成（せむし状態・骨の

形成不全など）・褥瘡・敗血症・心臓停止・死亡という症状を起こす事は、医学的常

識として認知していた。認知していたが、『死んでも構わない。』と、考え低カロリー

を続けた。その為、告訴人の息子は、身長停止・低体重・骨の異常形成・褥瘡・敗

血症・心臓停止をおこした。これらは、殺人未遂の未必の故意、もしくは計画的殺

人の未遂にかくとうする。因果関係は明白である。 

 

第５ 立証方法 

 

１、 証拠  齋藤宏医師に対して、カロリーを上げてくれるように頼ん

でいるメール。 

https://www.jimmysproject.com/80 

 

２、 証拠 基礎代謝カロリー以下のカロリーでは、人間は命を落とす事

が書かれたホームページ 

http://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch1-2/keyword2/ 

http://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch1-2/keyword3/ 

 

３、 上腸間膜動脈（SMA）症候群が、急激に痩せる事が原因で発生する

と書かれたホームページ 

https://hapila.jp/superior-mesenteric-artery-syndrome 

 

４、 証拠  齋藤宏医師が、日大の院長からの指示で実行した事を告白

した録音テープ（日大駿河台病院 被告訴人 齋藤宏の会話） 

https://www.jimmysproject.com/instruction 

 

５、 証拠 齋藤宏が、日大の院長が、『日大が新築になる前に、ジミーに

死なれて、問題になったら、困ると言っていた。』と言っていた時の

会話内容。 

https://www.jimmysproject.com/incho 

 

６、 証拠  身体が異常に痩せた為に褥瘡ができた事を隠蔽していた

録音テープ（日大板橋病院 小児科 村井医師の会話） 

https://www.jimmysproject.com/bedsore 

 

７、 証拠  身体が異常に痩せた為に、上腸間膜動脈症候群を患った事

を認めている録音テープ（日大板橋病院 河村医師の会話） 

     https://www.jimmysproject.com/sma 

 

８、 証拠  身体が異常に痩せた為に、高カロリー輸液を首から与える。

と話している録音テープ（日大板橋病院 河村医師の会話） 

       https://www.jimmysproject.com/highcalorie 

https://www.jimmysproject.com/80
http://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch1-2/keyword2/
http://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch1-2/keyword3/
https://hapila.jp/superior-mesenteric-artery-syndrome
https://www.jimmysproject.com/instruction
https://www.jimmysproject.com/incho
https://www.jimmysproject.com/bedsore
https://www.jimmysproject.com/sma
https://www.jimmysproject.com/highcalorie


 

９、 証拠   身体が異常に痩せた為に免疫力が低下し褥瘡から敗血症に

なった事を話している録音テープ。（日大板橋病院 河村医師の会話） 

       https://www.jimmysproject.com/sepsis 

 

１０、 証拠  2008 年の入院時は、身体が硬直していなかった事実を話して

いる録音テープ（日大板橋病院 齋藤宏） 

https://www.jimmysproject.com/stiffness 

 

１１、 証拠 6 年間、一度も日光浴をさせた事が無い。と認めている会話。 

（日本大学病院 齋藤宏） 

https://www.jimmysproject.com/rachitis 

 

１２、 証拠 身長がどうして停止したのか理由が分からない。と書いているメ

ール 

https://www.jimmysproject.com/growthstop 

 

１３、 褥瘡除けのクッションを使用してほしい。と頼んでいるメール 

https://www.jimmysproject.com/bedsore-1 

 

１４、 証拠  被告訴人らの栄養管理の重要性に関する論文 

＊論文  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＊ 

著者 吉田彩子、石毛（和田）美夏、鈴木潤一、齋藤宏、浦上達彦、 

高橋昌里、麦島秀雄． 

 

１０、   証拠  被告訴人らのビタミン D 欠乏性くる病に関する論文 

論文  下肢の変形を契機に診断されるビタミン D 欠乏性くる病の実 

態，小児科臨床，64 : 1146−1152,2011. 

著者：小川えりか，浦上達彦，羽生政子，神山八弓，吉田彩子，鈴木

潤一，齋藤宏，石毛美夏，高橋昌里，麦島秀 雄，加賀一兄： 
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郵送での告訴状の有効性について 

 

 

ご存知のように、告訴の方式としては，「書面又は口頭で検察官又は司法警察

員にこれをしなければならない」(刑事訴訟法 240 条 1 項)と規定されている

のみで，郵送による告訴も有効だと聞いています。 

 

第 241 条 

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければ

ならない。 

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作

らなければならない。 

 

 

とありますので、郵送にさせていただきましたので、宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

又、息子の、今回の事件については、3 度も人体実験のような医療事件に遭

遇したアメリカ人の子供として、日本よりも海外での支持者・応援者が多く

、大変、心配なさってくださっております。アメリカでは、教会での署名運

動もされております。 

その為、こちらの告訴状は、Jimmy’s Project の英語版と日本語版にてホーム

ページで掲載させていただきますので、ご了承くださいますよう、お願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保護責任者遺棄致死罪の参考資料 

 

 

 

 

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。 

 

１、 殺人の未必の故意。 

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


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、終わるはずがありません。 

 

まして、これが医療関係者・医師や看護師であった場合は、どうでしょうか？ 

 

『勿論、カロリーが足りない事を知らなかった。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。 

 

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。 

 

その異常性は、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。 

 

息子は、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、カロリー不足とは、 

 

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。 

 


