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北陵クリニック事件を

理解するために



はじめに

この資料は、私がこの事件がえん罪だと確信して、是非多くの皆様に知っていただくため

に、国民救援会が支援決定した文書、検察の論告要旨、仙台地裁・仙台高裁の判決文、

仙台市の情報公開資料、厚生労働省・東北大学・宮城県のホームページ等から得た資料

を基に、皆様に説明する資料として作成したものであります。

内容

北陵クリニック事件（筋弛緩剤点滴混入事件）とは

国民救援会が支援決定した事件の概要を説明しております。

検察の論告要旨と仙台地裁・仙台高裁の判決文の矛盾点・疑問点

論告要旨や判決文の中で明らかになった疑問点や矛盾点を明らかにしました。

北陵クリニックの実態

論告要旨や判決文、情報公開資料の中で明らかになった医療機関の実態と疑問

点や矛盾点を明らかにしました。

追加資料

１ 鑑定資料の全量消費は、証拠隠滅では

鈴木善輝 （文章責任）

２０１０・１０・４編集
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北陵クリニック事件（筋弛緩剤点滴混入事件）とは

宮城県仙台市泉区にある北陵クリニックで准看護師をしていた守大助さんが２０００年（平

成１２年）１０月３１日に当時１１歳の患者（Ａ子さん）の点滴に筋弛緩剤「マスキュラックス」

（商品名）を混入し、そのため少女が植物人間状態に陥ったとして殺人未遂事件（第１事

件）で０１年（平成１３年）１月６日に逮捕され、のちにこの事件を含む４件の殺人未遂、１件

の殺人、計５件で逮捕・起訴された事件です。

捜査の端緒は、２０００年（平成１２年）１２月２日、同クリニックの半田郁子副院長が「医学

的に原因がわからない容体急変が相次いでいて、守さんが何らかの形でかかわっている」

と、１６件の急変患者リストを宮城県警に提出したこととされています。

警察は、それを元に守さんを逮捕し、２０件の急変患者リストを作って、自白を迫りました。

守さんは、いったんは容疑を認める供述をしましたが、逮捕４日目接見に来た弁護士から

「本当にやったのか」と問われ、当日の行動などを思い出し、「本当はやっていない」と「自

白」を撤回して全面否認に転じ、以後は一貫して無実を主張しています。

マスコミは、事件発生当時「前代未聞の連続筋弛緩剤点滴魔」として守さんを犯人視した

報道を大々的に展開し、世間一般の人々に「守大助＝凶悪犯人」という印象が深く植え付

けられた事件でもあります。

「北陵クリニック」とは人体を使って臨床応用の研究を行ってお

りました

北陵クリニックは、１９９１年１０月、ＦＥＳ(機能的電気刺激)という先端医療を行う病院とし

て開業しました。ＦＥＳは東北大学の半田康延教授が中心となって開発した最先端のリハビ

リ治療法です。

Ｈ教授は、北陵クリニックの実質的な経営者であり、半田郁子副院長の夫です。

ＦＥＳは、脳卒中や交通事故、脳性麻痺などで手足の運動障害を持つ患者の障害の部

位を電気刺激で動かそうとする治療法で、北陵クリニックはＦＥＳの実施病院として開設され

ました。

ところが、この期待されたＦＥＳ治療は、筋肉に電極を植え込むため、患部の衛生管理が

困難で、取り除くことを希望する患者が出たり、大半保険適用がなく、１人２００万円もの高

額な医療費がかかるため、手術数も減少し、累積赤字が１３億円ともいわれるほど経営的に

も困難になりました。

加えてＦＥＳ以外の一般患者数も多くなく、薬剤師も置かず、人件費等の労働条件も悪
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く、一度に数人の看護師がやめる事件もありました。

そして、病院の再建のために他の病院や提携先の特別養護老人ホームから高齢患者を

受け入れるようになり、それが急変患者が増えた背景にあります。

さらに、２０００年４月、整形外科医で気管内挿管など緊急処置ができる医者がいなくなり

仙台市立病院に搬送される患者が増えた原因だ、と弁護団は指摘しています。

そして、０２（平成１４年）年４月１日「現在、裁判所による競売手続きが進行しており、再開

の見込みもたたないため平成１４年３月３１日をもって本診療所を廃止する。」という理由で

医療機関を廃止しました。

国や県などからの多額の補助金を投入して開設した病院が、多くの負債を残して閉鎖に

なったにも関わらず、関係者の責任が社会的に問われていません。

事件の争点と弁護団の主張

（１）事件の争点

事件の中心的な争点は以下の３点です。

①筋弛緩剤を点滴投与することに殺傷能力があるのか？

②筋弛緩剤の投与が患者の急変の原因か？

③守さんが犯行を行った証拠があるのか？

この事件では、守さんが筋弛緩剤を混入したとする捜査段階での一部供述（弁護団は、

供述の任意性、信用性で争っている）を除けば、守さんと犯行を直接結びつける証拠はい

っさいありません。

検察は、

① クリニック内で守さんが点滴に関わった患者が急変したとする病院関係者の

供述、

② 起訴した５件の５人の患者の血液、尿、点滴ボトルから筋弛緩剤マスキュラッ

クスの主成分であるベクロニウムが検出されたとする大阪府警科学捜査研究所

の鑑定書（弁護団は全面的に争っている）で、守さんの犯行を立証しようとし

ました。

（２）弁護団の基本的主張

弁護団は、起訴された５件を含む、当初検察が主張していた１０数件について、守さん

はもちろんのこと、何者か（医療スタッフの誰か）が筋弛緩剤を患者に投与した事実は存
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在しない。患者の容体急変は、すべて他の原因（病気、薬剤の副作用、または気管内挿

管の救急処置をとることができる医師の不在などの医療過誤）で説明できると主張してお

り、筋弛緩剤を投与したときの症状と実際の患者の症状とは多くの点で矛盾すると反証し

ています。

問題点と冤罪の確信

（１）筋弛緩剤とはどんな薬か

筋弛緩剤は、筋肉を動かす末梢神経系に作用して、筋肉を動かなくする薬です。

筋弛緩剤を投入すると肺を動かす筋肉が弛緩（ゆるむこと）して筋運動を止めるため、

呼吸が停止し、徐々に酸素不足になり、最終的には脳に酸素が回らなくなって心停止に

いたります。

しかし、人工呼吸で酸素を送り込めば問題はありません。

青酸カリのように、それ自体が直接的に人を殺傷する効力のあるものではありません。

（２）点滴のマスキュラックスの濃度、早さを検察は立証しませんでした

通常、筋弛緩剤は、手術の時などに静脈に直接注射して使用するものであり、体重差

などで効果には個体差があります。マスキュラックスの説明書には「排泄（はいせつ）半減

期は１１分±１であり、短時間で代謝または排泄されて血中から消失する」と記述されて

います。

したがって、筋弛緩剤を点滴で体内にゆっくりと入れた場合は、体内に入ると同時

に代謝されるので、その効果は少なくなる、と多くの専門家は指摘しています。

万一、検察が主張するように、点滴投与が患者の急変の原因になるとしても、犯罪を

立証するためには、具体的にどのくらいのボトルにマスキュラックスをどの程度混入したの

か、点滴の速度について証明する必要があります。

検察はこの点については、いっさい立証していません。

検察は、起訴した５件の患者の血清、尿、ボトルなどから、マスキュラックスの主成分で

あるベクロニウムが検出されたとし、それが守さんが点滴によって患者の体内にマスキュ

ラックスを混入した証拠だとしています。

しかし、検察が裁判に提出した大阪府警科学捜査研究所の鑑定には、鑑定資料の入

手、保管、鑑定方法、鑑定結果について重大な疑問があります。

（３）警察の鑑定は信用できません

①鑑定方法への疑問

鑑定は、大阪府警科学捜査研究所で行われました。
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第１の疑問 （資料の全てを消費して、再鑑定を不可能にした）

鑑定には１回あたりの分析必要量は、２０マイクロリットル程度に過ぎず、土

橋証言によれば、１ｍｌの試料から５０回分の定性分析に必要な注入量が取

れるのである。

しかし、患者の血清、尿、点滴ボトルの全ての資料が消費されたことです。

犯罪捜査規範１８６条は、「血液、精液、唾液、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識

にあたっては、なるべくその全部を用いることなく一部をもって行い、残部は保存して

おく等、再鑑定のための考慮を払わなければならない」と規定しており、今回の鑑定

は、犯罪捜査規範にも違反する方法で行われました。

公判廷で鑑定人は、資料を全部消費したことについて「他の薬物が混入している

かどうかも調べたので、結果的に全部消費した」と証言しました。

しかし、宮城県警からは他の薬物の検出についての鑑定依頼はいっさいありません

でした。

弁護団は、再鑑定が出来なければ、本当に筋弛緩剤が混入されていたかどうかは

もちろんのこと、証拠物とされている資料が本当に５件の患者のものかどうかについて

の検証も不可能となり、鑑定結果の信用性を否定するものと厳しく批判しています。

Ａ子 Ｓ子 Ｍ子 Ｏ男 Ｋ男
血清 約６ｍｌ 約１ｍｌ 約２ｍｌ
尿 約８ｍｌ
点滴ボトル 約３０ｍｌ 約７ｍｌ 約５０ｍｌ

第 ２ の 疑 問 （いったい誰の鑑定資料を使ったのか）

本当に患者の体内に筋弛緩剤が入ったのか明らかではありません。

法医学の専門家は、筋弛緩剤マスキュラックスが体内に混入されたかどうかは、その

主成分であるベクロニウム（未変化体）の検出だけでなく、それが体内に入って分解さ

れ変化した代謝物があるかどうかを分析するのが重要だ、と指摘しています。

しかし、このマスキュラックスの代謝物は分析されていません。しかも、鑑定資料とな

った血清や尿が本人のものであるかどうかのＤＮＡ鑑定、血液検査さえ行われていま

せん。

②信じられない鑑定結果

第１事件では、１０月３１日に急変３時間後に採取されたとされる血清のベクロニウム濃

度が２５・９ｎｇ／ｍ ｌ(ナノグラム／ミリリットル）、急変から１週間後の１１月７日に採取された
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尿の濃度が２０・８ｎｇ／ｍ ｌ との鑑定結果が出ています。

マスキュラックスの血中濃度は約１１分で半減する、と指摘されています。

１週間後の尿から急変３時間後の血清と同じ濃度の成分が検出されたことについ

ては、多くの麻酔専門家がありえないことだと指摘しています。

日本医科大医学部長の小川龍教授は、このマスキュラックスの濃度問題につい

て、「とても考えられない値だ」と証言。その理由について、「女児に投与されたとみられ

る筋弛緩剤は、最長２時間（個体差など様々な条件を最大限に考慮したとしても）で血液

中の濃度が半減する。尿中の筋弛緩剤濃度は、排出直前の血液中の同濃度と近いた

め、検察側が検出した尿中の筋弛緩剤の濃度から計算すると、女児に投与されたとみら

れる筋弛緩剤の量は天文学的な数字になってしまう」と述べました。

（４）警察の鑑定には重大な誤りがありました

一審有罪判決の唯一の証拠とされた大坂府警科学捜査研究所の「鑑定書」には重大

な誤りがありました。

弁護団は、仙台高裁に対して、福岡大学医学部法医学教室影浦光義教授の「鑑定意

見書」を提出しました。

鑑定意見書では、大坂府警科学捜査研究所の「鑑定書」の検出したものは、ベクロニ

ウム（筋弛緩剤マスキュラックスの主成分）ではないことを明らかにしました。

鑑定意見書より抜粋

鑑定書および鑑定人が定量したものはベクロニウムそのものであると記載している

が、ベクロニウムであれば m/z ５５７（１価の分子イオン）および/あるいは m/z ２７９（分子

イオンにプロトンが付加した２価の分子イオン）に分子イオンが出現しなければならない

にもかかわらず、鑑定人が m/z ２５８のイオンおよびそのプロダクトイオンの出現から、こ

れをベクロニウムとしたのは間違いである。

すなわち、鑑定人が確認し、定量したという化合物は、文献上からも、我々の試験結

果からもベクロニウムそのものではないといえる。

起訴５件の容体急変の原因

弁護団は、起訴された５件の患者の容体急変は筋弛緩剤マスキュラックスによるものでな

く、すべてが他の原因（病気、薬剤の副作用、また挿管の救急処置をとることができる医師

の不在などの医療過誤）で説明できる、と主張しています。

【第１事件】
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Ａ子さん（当時１１歳）のケースは、腸管蠕動（ぜんどう）促進剤プリンぺラン（吐き気止め）

の副作用である悪性症候群などが原因

更に最高裁に対する上告趣意書では、Ａ子さんに発現した病状について、発症から容

体の変化について医学的に検討した結果、症状は、神経の障害により十分説明できると

し、神経障害の原因として「急性ポルフィリン症」があることを明らかにしました。

半田郁子副院長は、第１事件をきっかけに急変患者の原因に疑問を持った、としていま

す。この事件では、Ａ子さんの容体が急変し呼吸困難になりましたが、半田副院長は気管

挿入をするなどの緊急処置を行わず、Ａ子さんは意識不明になりました。

Ａ子さんの両親は、半田副院長が適切な救急処置を行わなかったことによる医療過誤事

件としてその責任を求めて、守（もり）大助さんの逮捕以後平成１３年２月に損害賠償裁判を

提訴していました。

Ａ子さんの両親の損害賠償訴訟の訴状では、Ａ子さんは、「目をぱちぱちしているので、

『どうしたの』と母親が聞くと、Ａ子さんは『物が二重に見えるというか……』と訴え、『あぁ、の

どが渇いた』と言い出した。Ａ子さんは、しきりに頭を左右に振って『のどが渇いた』と言って

いたが、最後は言葉にならない言葉を発し、右半身をびくつかせ、何も言わなくなった」と、

容体急変の状況が記述されています。

筋弛緩剤が原因だとすれば、意識がなくなる前に呼吸困難に陥るはずなのに、Ａ子さん

は「息苦しい」とは訴えていません。

この点について、第１３０回公判で日本医科大医学部長の小川龍教授は、「筋弛緩剤の

効果とは矛盾している」と証言しました。

筋弛緩剤を投与された結果、呼吸が抑制されて心臓が停止した、とする検察側の主張に

対し、「女児の血中の酸素濃度から見ても、指の先まで酸素が確認できるので、呼吸はしっ

かりしている」と証言。「けいれんが起きていることは筋弛緩剤が効いていないことと同じだ」

とした上で、「脳の中で何かの病変が起きて、呼吸に障害が現れた結果、心臓が停止したと

考えるのが普通ではないか」との見解を示しました。

第１３４回公判で、角田和彦・小児科医は、Ａ子さんは急変時に(1)白血球が増加(2)体が

けいれんした(3)意識レベルが下がっており、急変の原因は、吐き気止めの薬であるプリン

ぺラン投与による副作用である、と証言しました。

弁護団は、Ａ子さんの容体急変の原因は、プリンぺランの副作用である悪性症候群など

で合理的に説明できる、と主張しています。

さらに、Ａ子さんに発現した症状の順序は、次の通りであったことを、改めて検討しまし

た。

ア 腹痛・嘔吐



- 7 -

イ 複視、眼瞼下垂、口渇感、呂律が回らないなど

ウ 右腕などのピクツキ

エ 「Ⅲー３００」の意識障害

オ 自発呼吸の低下

カ 血圧の上昇

キ 末梢チアノーゼと冷感

ク 瞳孔散大と対光反射の消失

ケ 心拍低下と心停止

以上の症状の経過を詳細に検討した結果、症状は、神経の傷害により十分に説明が出

来るとし、神経障害の原因として「急性ポルフィリン症」であることを前提にすると、一貫した

無理のない説明が可能となることがあきらかにしました。

したがって、最高裁に対する上告趣意書では、「急性ポルフィリン症」は現時点でも客観

的な診断が可能であり、しかもそのための検査は極めて容易であることから、是非とも行うこ

とを、求めております。

【第２事件】

Ｓ子さん（当時８９歳）のケースは、心筋梗塞（こうそく）が原因です

主治医である二階堂院長は、Ｓ子さんの病変の原因は典型的な心筋梗塞による病死で

ある、と証言しました。Ｓ子さんは、容体急変の際に「左側の胸がくるしい」と訴えました。急

変を受けてＳ子さんには、心電図モニターもとりつけられ、二階堂医師の他、守さん以外に

も２人の看護師がいましたが、誰もが心筋梗塞以外の原因であることを疑いませんでした。

【第３事件】

Ｍ子さん（当時１歳）のケースは、フラッシュによる脳虚血症発作などが原因です

前記公判で、角田・小児科医は、Ｍ子さんは点滴中に点滴が落ちなくなっているとカル

テに記載があることなどから、以下の証言を行いました。

幼児の場合は、まだ右心室、左心室との壁が完全に出来上がっていないケースがある。

Ｍ子さんの場合は、点滴している針先に血餅（けっぺい）（血のかたまり）が出来た可能性が

あり、それを処理するためにカルテや看護師らの証言によればヘパリン（抗凝固薬・血液の

凝固を阻害する薬物です。）という薬を三方活栓からフラッシュ（瞬間的に一気に注入する

こと）したことになっています。

このフラッシュした際に、針先の血のかたまり（血餅）が剥（は）がれて、それが血液と一緒

に循環して最終的には脳まで達し、血のかたまりが脳動脈でつまり、急変の原因になった

可能性が高い、と証言しました。
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【第４事件】

Ｏ男さん（当時４５歳）のケースは、抗菌剤ミノマイシンの副作用が原因です

Ｏ男さんは、「息苦しい、めまいがする」と訴え、二階堂院長が診察して、容体急変の原

因は抗菌剤ミノマイシンによる副作用によるものと判断し、処置しています。 Ｏ男さんは、

午後６時頃回復し、半田副院長からは入院をすすめられましたが、「大丈夫」と言って自宅

に帰っています。その際に半田副院長は、「ミノマイシンの投与は危険」との書面をＯ男さん

に渡しています。

Ｏ男さんは診察の際に会話ができ、自分で上半身を起こすなど、明らかに筋弛緩剤の投

与による症状とは矛盾する点が見られます。

【第５事件】

Ｋ男さん（当時５歳）のケースは、ＦＥＳ手術の負担、てんかん性発作が原因です

Ｋ男さんはてんかん性発作を過去にも起こしていました。両親は、４歳ということとあわせ

て、てんかん性発作を心配して全身麻酔をかけるＦＥＳ手術に耐えられるかと心配していま

したが、半田康延教授はＦＥＳ手術の大手術を行いました。

当然、Ｈ教授は、全身麻酔手術前に、てんかん発作の誘発を防止する必要がありました

が、防止のための処置をいっさいとっておらず、それが原因で容体急変になった、と弁護団

は主張しています。

違法な取調べでウソの「自白」を

違法な取調べに対し弁護士会が警告をしました

２００１（平成１３年）年１月６日午前８時頃、守さんが恋人のＫ子さん（同僚の看護師）と住

んでいたアパートにＳ看護婦長と刑事数名が来て、「北陵クリニックのＡ子さんの急変につ

いて、話を聞きたいので、警察まで一緒に来てほしい」と言われ、守さんとＫ子さんは「任意

出頭」に応じました。

守さんとＫ子さんは、別々の車で宮城県警に連れて行かれ、「なんで呼ばれたかは知っ

ているな、Ａ子ちゃんの件、急変した理由知っているだろう、君が一番知っているんだ」と、

警察は守さんを厳しく取調べました。守さんが「急変したのは憶えていますが、なぜ急変し

たのかはわかりません」などと答えると、「Ａ子ちゃんを急変させたのは君しかいない」と責め

立てました。

守さんは、警察の罵（ば）声（せい）や強引な取調べに動揺するとともに、一緒に警察に
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来たＫ子さんのことが心配になりました。

Ａ子さんの急変に対応したのは自分と彼女の２人しかいない。自分がやっていないと頑

張ったら、彼女が犯人にされないだろうか、現職の警察官である父へ迷惑をかけるのでは、

など精神状態が混乱するなかで、その日（１月６日）に、Ａ子さんの点滴ボトルにマスキュラッ

クス１アンプル４ｍｌを混入したという「自白」をさせられました。

そして、翌７日には、半田副院長の処置や判断に対する不満などの動機を供述した検面

調書が作成されています。

しかし、逮捕から３日後には、接見した弁護士から犯行について具体的に聞かれるなか

で、警察の取調べでのマインド・コントロールから解かれ、Ａ子さんの急変時の当日の行動

を思い出し、自分はやっていないとの確信を深め、以後一貫して無実を主張しています。

警察での取調べは、守さんを犯人とした厳しい取調べでしたが、「自白」を撤回して全面

否認に転じてからの取調べは、さらに過酷を極めました。

守さんと弁護団は、仙台弁護士会に対して人権救済申立を行いました。仙台弁護士会

は、調査の結果、その事実を認めて、検察や警察官の違法な取調べに対して「警告・勧告

および要望書」（２００２年９月２４日付）を提出しています。

「自白」 は客観的な事実と矛盾し信用できません

守さんの「自白」といわれたものは、その内容が極めて抽象的で簡単なものです。

その内容も客観的な事実とも矛盾し、真犯人しか知り得ない事実（秘密の暴露）もありま

せん。

例えば、第１事件のＡ子さんの場合には、５００ ml の点滴ボトルにマスキュラックス１アン

プル４ｍｌを混入し、点滴を開始して５分後に急変したことになっています。

しかし、守さんの「自白」での混入方法では医学的に５分後の急変は起こりえないことが

裁判で明らかにされました。

そこで検察官も、第５４回公判で橋本保彦・東北大名誉教授により、「点滴ボトルではな

く、三方活栓から点滴ボトル側からのチューブに直接混入されたと考えるのが合理的だ」と

証言をさせています。

このように検察官も、これまでの主張を変更し、守さんの「自白」を否定する主張を行って

います。

検察・警察により作られた冤罪

以上の通り、検察が急変患者の血清、尿、点滴ボトルからマスキュラックスが検出されたと
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いう鑑定結果、鑑定資料の入手、保管に重大な疑問があります。

しかも、鑑定資料を合理的な理由もなく全消費し、反証を不可能にした大阪府警科学捜

査研究所の鑑定書を証拠として採用することは許されません。

さらに、福岡大学の影浦教授の「鑑定意見書」で大坂府警科学捜査研究所の「鑑定書」

の検出したものは、ベクロニウム（筋弛緩剤マスキュラックスの主成分）ではないことも明らか

にしました。

また、急変患者の原因について、マスキュラックスによるものとするには矛盾する症状が

あることが専門医からも指摘され、専門医によって合理的な説明がなされています。

これらの事実は、患者には点滴を通じてマスキュラックスが投与されていないことを示して

います。

守さんの「自白」は、客観的事実とも矛盾し、信用できません。

また、北陵クリニック関係者の証言は、警察や病院経営者などによる誘導や証言の「すり

合わせ」の可能性も高く、慎重に判断すべきです。

急変患者の増加は、病院経営悪化を理由に、重篤患者を積極的に受け入れたにもかか

わらず、急変患者に対して救急処置ができる医師がいなかったことなどに原因がありまし

た。

こう した、医療過誤、薬品のずさんな管理などが、背景にありました。

ところが、警察は「凶器筋弛緩剤」、「犯人守大助」という前提から見込み捜査が開始さ

れ、無理矢理事件にされて逮捕されたものです。

したがって、守大助さんは無実です。
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検察の論告要旨と仙台地裁・仙台高裁判決文の矛盾点・疑問

点

筋弛緩剤は、点滴で薬効が有るのでしょうか

（判決文１頁から２頁）

主 文

被告人を無期懲役に処する。

理 由

（罪となるべき事実）

第１ 被告人は，平成１２年２月２日午後５時２０分過ぎころ，仙台市泉区高森四丁目２番

地の５３６所在の医療法人社団陵泉会北陵クリニック内において，点滴中のＭ（当時

１歳）に対し，同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら，あえて，呼吸

抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックスを混入した溶液を，三方活栓から同人

の左足に刺したサーフロー針を介して体内に注入し，間もなく同人を呼吸困難ない

し呼吸停止の状態に陥らせたが，同クリニック医師，救急救命士及び転送先病院の

医師らが救命措置を行ったため，殺害するに至らなかった。

第２ 被告人は，同年１０月３１日午後６時３０分ころから同日午後７時ころまでの間，前

記北陵クリニック内において，Ａ子（当時１１歳）に対し，同人が死亡するに至るかも

しれないことを認識しながら，あえて，同人に注入する点滴溶液に，呼吸抑制を引き

起こす筋弛緩剤マスキュラックスを混入した上，同人の左手に刺したサーフロー針

から同溶液を体内に注入し，間もなく同人を呼吸困難ないし呼吸停止の状態に陥ら

せたが，同クリニック医師，救急救命士及び転送先病院の医師らが救命措置を行っ

たため，同人に全治不明の低酸素性脳症の傷害を負わせたものの，殺害するに至

らなかった。

第３ 被告人は，同年１１月１３日午後９時ころから同日午後９時４０分ころまでの間，前

記北陵クリニック内において，Ｋ（当時４歳）に対し，同人が死亡するに至るかもしれ

ないことを認識しながら，あえて，呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックスを

あらかじめ混入した点滴溶液を，その情を知らない同クリニック看護婦Ｓをして，上記

Ｋの左手に刺したサーフロ―針から体内に注入させ，間もなく同人を呼吸困難ない

し呼吸停止の状態に陥らせたが，同クリニック医師らが救命措置を行ったため，殺



- 12 -

害するに至らなかった。

第４ 被告人は，同年１１月２４日午前９時１５分ころから同日午前１０時ころまでの間，前

記北陸クリニック内において，Ｓ子（当時８９歳）に対し，同人が死亡するに至るかも

しれないことを認識しながら，あえて，呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラック

スをあらかじめ混入した点滴溶液を，同人の右足に刺したサーフロー針から体内に

注入し，よって，同日午前１０時３０分ころ，同所において，同人を呼吸不全に陥ら

せ，窒息させて殺害した。

第５ 被告人は，同日午後４時１０分ころから同日午後４時５０分ころまでの間，前記北陵

クリニック内において，Ａ（当時４５歳）に対し，同人が死亡するに至るかもしれないこ

とを認識しながら，あえて，呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックスをあらか

じめ混入した点滴溶液を，その情を知らない同クリニック看護婦Ｓをして，上記Ａの

左腕に刺した翼状針から体内に注入させ，間もなく同人を呼吸困難の状態に陥ら

せたが，同人が同クリニック看護婦らに助けを求め，同看護婦らが救命措置を行っ

たため，殺害するに至らなかった。

判決文では、いずれもマスキュラックスを混入あるいは点滴溶液に混入したとして罪とな

る理由を冒頭述べていますが、全く見当違いというよりマスキュラックスを知らないで、Ｈ元

東北大医学部教授の証言を鵜呑みにして罪にしたのです。

マスキュラックスは、判決文に有るような点滴液に混入した場合、薬効が出ないということ

は、日本オルガノン株式会社のマスキュラックスについての説明資料から明かであると思い

ます。

１、マスキュラックスは、２～４ mg/ｍＬの溶解液を直接一気に静脈に注射して使用するもの

です。従って０.０２～０.０４ mg/ｍＬと濃度が１００分の１になったものを点滴の速度で静脈

に入れても効果が出ません。

２、効果発現時間及び持続時間は、初回量０.０８ mg/kg での発現時間は２～３分、持続時

間(単収縮が対照の２５%まで回復する時間)は約３０分前後であるとしていることから点滴

液で濃度が薄められた場合、効果が発現しないばかりか代謝して行くことから持続も不

可能です。

この様に明らかに事実を歪曲した判決であると思います。
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マスキュラックスの販売もとである日本オルガノン株式会社の資料より抜萃

（用法及び用量）

通常、成人には初回量臭化ベクロニウムとして０.０８～０.１ mg/kg を静脈内投与し、術中

必要に応じて０.０２～０.０４ mg/kgを追加投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

注射液の調整法

１. マスキュラックス靜注用４ mg （４ mg/管）

静脈内投与に際しては、１管を添付溶解液（日局注射用蒸留水１ｍＬ/管）に用時溶解

して用いる。（溶解後の臭化ベクロニウム含有量：４ mg/ｍＬ）

２. マスキュラックス靜注用１０ mg （１０ mg/バイアル）

静脈内投与に際しては、１バイアルを日局注射用蒸留水５ｍＬに用時溶解して用る。

（溶解後の臭化ベクロニウム含有量：２ mg/ｍＬ）

（薬理動態）

１.血中濃度

手術患者４例に臭化ベクロニウム 0.08mg/kg 、３例にパンクロニウム臭化物 0.08mg/kg を

各々静脈内に一回投与し両剤を比較したところ、分布半減期(ｔ１/２α)は各々 1.2 分、 2.4

分と差はみられなかったが、排泄半減期(ｔ１/２β)は各々 11 分、 76 分と臭化ベクロニウム

が有意に短く、パンクロニウム臭化物に比して短時間で代謝又は排泄されて血中から消失

することが示された。

２.代謝、排泄

手術患者５例に臭化ベクロニウム 0.15mg/kg を静脈内投与した場合、投与後 24 時間ま

での尿中排泄率は投与量の約 30 ％であり、その約 10%は３α―脱アセチル体であった。

また、手術患者６例に同量を静脈内投与した場合、投与後２４時間までに肝胆系を介し

て主に未変化体(排泄量の約 5%が３α一脱アセチル体)として排泄され、投与量の約 40

～ 50％が胆汁中へ排泄された。(参考:外国人―オルガノン社研究所)

(参考：動物)

ラットの全身オートラジオグラフィーの実験から、静脈内投与後、主として肝臓、腎臓、気

管等に分布し、中枢神経系、脂肪 組織にはほとんど移行しないことが認められている。

（臨床成績）

本剤の臨床試験は、麻酔時の筋弛緩並びに気管内挿管時の筋弛緩を目的として、国内
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２１施設で各科領域手術患者１１９２例を対象に実施された。その結果、各種麻酔条件下で

の種々の手術患者において、いずれも満足すべき筋弛緩効果と高い安全性が認められ

た。臨床試験の概略は以下のとおりである。

１. 初回投与量

本薬の初回投与量は 0.08～ 0.1mg/kgが大部分であった。

２. 効果発現時間及び持続時間

麻酔法、投与量等により異なるが、初回量 0.08mg/kg での発現時間は 2 ～ 3 分、持

続時間(単収縮が対照の 25%まで回復する時間)は約 30分前後であった。

３. 追加投与量忍び持続時間

0.02 ～ 0.04mg/kgが大部分であり、その持続時間は約 20分前後であった。

４. 回復時間

拮抗剤投与後の回復時間(単収縮が対照の 25％から 75％まで回復する時間)は約 5

分であった。

５. 蓄積性

本剤の反復投与による蓄積作用はほとんと認められなかった。

裁判官は分析科学を否定するのでしょうか

仙台高裁の判決文６頁から

しかしながら，土橋吏員の証言（第２３回）によれば， LC ／ MS ／ MS においては，

分析の過程で電圧，カラムなどの分析条件や使用器具に関し同じ条件で分析すれば，

検出されるイオンの種類，発現時間は同一になるが，条件が変われば結果も変わるとい

うのであるから，分析条件に関わらず分子量関連イオンが必ず検出されるといえない。

土橋吏員らの分析方法は所論指摘の日本法中毒学会の雑誌「法中毒」１９９９年５月

号に，「パンクロニウムとベクロニウムの分析方法」（＝西川・土橋論文）（当審弁５１）として

掲載，発表されているのであり，本件各鑑定もこの手法によるものであるが，影浦鑑定意

見書が指摘するまで，これが誤りであるとの指摘がなされてきたことがうかがわれず，その

再現性，有効性が承認されてきたことがうかがわれる。

そして，土橋吏員らは，薬毒物の鑑定は年間１５０件くらい行い，これまで筋弛緩剤の

鑑定は１５件，資料の点数にして５０点くらいの経験があり，うち生体資料の鑑定は１０件く

らいで，筋弛緩剤が検出された例は３件くらいあるというのであり，その薬毒物分析の実

務経験を通し， LC ／ＭＳ／ＭＳの特性を踏まえた最良の分析条件と思われる条件を把

握しており，これを生かしながら，分析装置及び分析条件を同一にして，鑑定資料を分
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析する郁度標品のベクロニウムについても分析をする必要性を強調した上，同一条件下

で，標品のベクロニウムで検出されたイオンの種類，発現時間と試料のそれとを対照して

同一性の判定をしているのであり，ベクロニウムからｍ／ｚ２５８のイオンが出現しているこ

とを疑う理由はない。

なお，土橋吏員の証言（第２４回，第２５回）によれば，本件各鑑定において，各鑑定

資料からベクロニウムの未変化体が分離・検出されていることが認められるから，ｍ／ｚ２５

８のプリカーサイオンが，本件各鑑定資料中に存在したベクロニウムの脱アセチル化した

変化体に由来するものでないことは明らかである。

これに対し，影浦鑑定意見書は，前記のとおりの意見を提出しているのであるが，影浦

教授がこれまでどの程度ベクロニウムの分析経験を有するのか不明であるばかりでなく，

添付資料から見て，その試験条件について，その装置が西川・土橋論文ないし本件各

鑑定書と同様の装置を用いたか不明であり，分析条件が異なることは明らかである。影浦

教授が，構造の類似したベクロニウムとパンクロニウムが異なった機序でイオン化するの

を納得し得る科学的根拠が見いだせないからといって，西川・土橋論文が分析条件を呈

示し，ベクロニウムであることが疑いようがないベクロニウム標本からｍ／ｚ２５８のプリカー

サイオンを得ているのに，同様の装置及び分析条件を用いてその再現性を確認しない

で，自己の分析試験から西川・土橋論文の手法，結果を非難するのは一面的であり，本

件各鑑定の信用性を損なうものとはいえない。

この様に、土橋証言を鵜呑みにして分析条件が違えば違う指数値が出るなどと科学を全

く理解しない判決をしているのです。

私は、この裁判官の判決文は、「太陽は東から昇るが、条件が変われば西からも昇る」と

いうような判決で、現在到達している科学を否定した非科学的判決と考えます。

検察官の論告の矛盾は冒頭からありました

論告要旨（３頁から５頁）

１ Ｉ医師及びＨ教授が北陵クリニックにおける容体急変患者の発生に不審を抱いた経

過等及びその後の対応

当時北陸クリニックの副院長兼小児科医師であったＩ医師は，平成１２年１０月３１

日，北陵クリニックで自ら処方した薬剤をＡ子に点滴投与中，同児が容体を急変させ

て呼吸停止状態に陥ったため，同クリニックでの対処が困難であると判断し，同児を仙

台市立病院に救急転送させるに至った。

Ｉ医師は，同児が容体を急変させた原因を検討したが，医学的に原因を解明できな
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かった。そこで，Ｉ医師は，同年１１月７日，救急転送先の仙台市立病院の小児科Ｙに

電話し，Ａ子の症状及び想定し得る容体急変原因を尋ねたところ，同医師から，同児

の症状について，重篤で意識が戻らない状態で，意識が戻ったとしても重大な後遺症

が残る旨を伝えられるとともに同児の容体急変原因は，仙台市立病院における諸検査

等によっても，その原因疾患が発見されず，容体を急変させ呼吸停止状態に陥った原

因を解明できない旨の説明を受けた。そのため，Ｉ医師は，同児が北陵クリニックで診

療を受けている間に何らかの毒物を投与された可能性があるとの不安を抱き，さらに

北陵クリニックでは同児が容体急変する以前にも多くの患者が同様の容体急変を起こ

しており，特に平成１２年１月以降，容体急変患者が増加していることに気付き，それら

の患者にも何らかの毒物が投与されたとの疑念を抱いた。

そこで，Ｉ医師は，同日，北陵クリニックで保管中の診療録のうち，診療中に死亡した

患者１０名及びその時点で把握していた死亡には至らなかったものの容体を急変させ

た患者４名の各診療録を自宅に持ち帰り，以後，それら患者が死亡，あるいは容体を

急変させた状況やその際に当該患者の看護に関与した職員などを検討し，その結果

を書面に記載するようになった。

Ｉ医師は，その検討過程で，北陵クリニックで診療中に死亡，あるいは容体を急変さ

せた患者は， 1名の死亡患者を除き，いずれも，点滴投与中又は点滴投与直後，ある

いは点滴投与のための血管確保中のいずれかで容体を急変させ，それらの患者の容

体急変と点滴処置との間に関係があるとうかがえる状況である上，それらの患者の容

体急変原因は医学的に説明困難で，大半の患者の容体急変時の症状に突然の呼吸

停止あるいは顔面チアノーゼの発現という共通点があり，Ａ子の容体急変以前に死

亡，あるいは容体急変した患者の看護に被告人だけが共通して関与していたことが判

明し，しかも，Ａ子の容体急変も点滴投与中で，その処置を行ったのは，当日の当直

勤務であった被告人であることから，Ａ子，あるいはそれ以前に北陵クリニックで診療

中に容体を急変させた患者に関し，その容体急変の原因は被告人が患者に毒物を投

与したことによるものとの疑念を抱き，夫で，当時北陵クリニックの非常勤医師でもあっ

た東北大学未来科学技術共同研究センターＨ教授に，被告人が患者に何らかの毒

物を授与した疑いがある旨打ち明け，その対応等を警察に相談する提案をした。

ところが，Ｈ教授は，当時被告人を看護職員として信頼していたことに加え，被告人

が患者に何らかの毒物を投与した明白な証拠がないことから，警察への相談は時期

尚早と考え，反対したが，他方，Ｉ医師の疑念を放置することもできず，法医学の専門

家に相談することにし，同月９日，東京に赴いた際前東北大学医学部法医学教室教

授でかねて知り合いのＫ医師が院長であった東京都監察医務院を訪れ，同医師に，Ｉ

医師が作成した書面を見せ，Ｉ医師の疑念を説明し，善後策を相談したところ，同医師
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から，患者の容体急変が人為的なものである証拠がないとの指摘を受けた上，今後容

体急変患者が発生した場合，その患者の血液等の生体資料及びその患者に投与さ

れた点滴溶液のボトルを保管し，被告人の行動に十分注意するよう助言を得た。

そこで，半田教授は，Ｉ医師にそれを伝え，被告人が患者に何らかの毒物を投与し

た明白な証拠がない時点で警察に相談に行くことは時期尚早である旨告げて，すぐに

でも警察に相談することを希望していた同医師を翻意させた。

その後も，Ｉ医師は，容体急変患者の診療象を精査し，その原因等の再調査結果を

まとめた書面を改訂し，それら患者の容体急変原因を医学的に説明できるか検討し

た。しかし，Ｉ医師は，その原因解明が難しいまま，被告人への疑念も打ち消せず，被

告人をこのまま北陵クリニックで稼働させれば，今後も患者の容体急変が発生するとの

不安を募らせていたところ，同月１３日，同日ＦＥＳ（ Functional Electrical Stimulation ，

機能的電気刺激）手術を受け，その術後の経過も良好であった高橋健太が点滴投与

中に容体を急変させ呼吸停止に陥った。

そこで，Ｉ医師及びＨ教授は，Ｋ医師の助言に従い，容体を急変した際に健太に投

与されていた薬剤在中の点滴ボトル及びその救命措置中に採取した同児の血清を保

管した。そして，Ｉ医師は，健太が点液中に容体を急変させ，Ａ子同様に呼吸停止の状

態に陥ったことから，被告人に対する疑念を一層深め，翌１４日，仙台市立病院の Y

医師に連絡し，Ａ子の容体急変について面会して相談したい旨を申し出たところ，そ

のころ仙台市立病院でも，Ｙ医師らが北陵クリニックからの転送患者の容体急変原因

に不審を抱き，北陵クリニックの医師から事情説明を受けようと考えていたことから，同

月３０日，Ｉ医師が仙台市立病院に行きＹ医師と面談することになった。

この論告を整理すると

平成１２年１０月３１日 Ａ子ちゃん急変した。

平成１２年１１月 ７日 市立病院へＡ子ちゃん急変の原因について電話照会した。

平成１２年１１月 ７日 Ｉ医師急変患者死亡した患者の診療録を書面に記載したした。

容体急変した患者に被告人だけが共通して関与していたことが判

明し，・・・その容体急変の原因は被告人が患者に毒物を投与した

ことによりものと疑念を抱き

日時不明 夫の半田教授に被告人が何らかの毒物を投与した疑いがある旨

打ち明けた。

平成１２年１１月 ９日 半田教授が、東京都監察医務院の勾坂医師に相談した。

今後容体急変患者が発生した場合，その患者の血液等の生体資

料及びその患者に投与された点滴溶液のボトルを保管し，被告人

の行動に十分注意するよう助言を得た。
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日時不明 Ｉ医師被告人への疑念も打ち消せず，今後も患者の容体急変が

発生するとの不安を募らせていたところ

平成１２年１１月１３日 Ｋくん容体急変。

平成１２年１１月１４日 市立病院へＹ医師にＡ子ちゃんのことで面会を申し入れた。

平成１２年１１月３０日 市立病院でＹ医師とＩ医師面会。

この間に起こったとされる検察の述べる事件

平成１２年１１月１３日 Ｋくん被告人が混入した点滴溶液を看護婦のＳさんをして左手に刺

したサーフロー針から体内へ注入させ呼吸困難の状態に陥らせた。

平成１２年１１月２４日 Ｓさん被告人により筋弛緩剤の混入した点滴溶液を右足に刺した

サーフロー針から体内に注入し、急変死亡させた。

平成１２年１１月２４日 Ａさんに被告人が混入した点滴溶液を看護婦のＭさんをして左腕

に刺した 翼状針から体内へ注入させ呼吸困難の状態に陥らせた。

論告要旨(９６頁)

その後，Ｋくんは，同日（１３日）午後１時１０分ころ，電極埋込手術を受けるため，手術

室に入室し，同日午後１時１５分ころから同日午後４時５分ころまでの間，執刀医Ｈ教授，

助手Ｓ医師及びＯ医師，麻酔医Ｓ医師，直接介助被告人 ，間接介助Ｓ主任，Ｓ看護婦と

いうスタッフによってＫくんに対する電極埋込手術が行われた。・・・・

（１） １１月７日に被告人が毒物を投与したという重大なことを疑念にもったなら、なぜその

後１３日にＫくんの手術の直接介助をさせたり点滴を行わせたのか。しかもその後も通

常通り勤務に従事させていたのはなぜなのか。

（２） 更に、１３日Ｋくんの容体急変があったにも関わらず、毒物を投与した疑いをもちなが

ら、１１月２４日被告人に点滴溶液を準備させていたことは明らかに矛盾するのではな

いのか。

追加

これは、守 大助さんから来た手紙で連絡があったもので、看護記録に記載してあること

から、追加するものです。

１１月１４日 午前６時４９分 Ｉ医師来院、午前７時Ｉ医師Ｋくんを診察後、守大助さんに点

滴を指示する。（看護記録あり）

１１月１５日から１６日まで、守大助さん当直勤務、夜間に注射、点滴をさせている。１６日の

点滴、注射指示を守大助さんに出している。(医師指示・看護記
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録あり）

この様に、１１月７日に毒物を投与したと疑い始めた被告人を、手術の直接介助をさせた

り、１３日急変したＫくんに対し、１４日に点滴をさせたり、１５日から１６日まで当直勤務をさ

せ注射・点滴を指示することは、あり得ないのではないか。

しかも、１２月４日に退職させられるまで、通常の勤務をしていたし、夜間の当直勤務もし

ていたのです。

検察官は、毒物を投与したと疑った被告人を、通常の勤務に従事させていた医療現場

の矛盾を、全く理解していなかったことを露呈していると言わざるを得ません。

検察官は、警察が「推理・推理で推論した。」ことを検証したのでしょうか

（論告要旨１７２・１７３）

そこで，宮城県警では，Ｓ子事件について，同月２３日に翌日投与すべき生理食塩

液ボトル２本が黒色カラーボックスの中のＳ子の名前を記載した紙片が貼付された空き

箱に取りそろえられた後，同月２４日朝そのうちの１本に抗生剤が調合されるよりも前の

段階で，その取りそろえられた生理食塩液ボトルがあらかじめマスキュラックス溶液を

混入した別の生理食塩液ボトル（以下，「マスキュラックス混入済み生理食塩液ボトル」

ともいう。）にすり替えられたと推理するとともに，犯人が同日午前中にＳ子に対して確

実にマスキュラックスを投与しようと考えていたならば，その取りそろえられた生理食塩

液ボトル２本ともがマスキュラックス混入済みの生理食塩液ボトルにすり替えられた可

能性が高く，その場合，そのマスキュラックス混入済み生理食塩液ボトル２本は，同一

製造番号の蓋然性が高いと推理した。そこで，Ｓ子に対する犯行に使用されずに残っ

たマスキュラックス混入済み生理食塩液がその後他の患者に投与された可能性も高い

と考え，Ｓ子の死亡後，同じ日に外来患者として北陵クリニックで診療を受けたＯさん

が，ミノマイシンを調合した生理食塩液の点滴投与を受けている間に，容体を急変させ

ておりその症状がマスキュラックスの効果による症状と符合していたことから，Ｓ子に対

する犯行に使用されずに残ったマスキュラックス混入済み生理食塩液ボトルがＯさん

の点滴に用いられたと推論した。

このとおり、宮城県警が「推論した。」という前に「同一製造番号の蓋然性が高いと推理し

た。そこで，・・・」と進行させているが、推論に至るまで同一製造番号の蓋然性が高いと推

理したなら、その結果について、明らかにすべきであるのに何ら触れないのは、何故でしょ

うか。

検察官は、唯一の物的証拠「針箱と空アンプル」を法廷に提出出来ないの
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は何故なのでしょうか

被告人が筋弛緩剤を発注したということも、事実を誤認しております

Ｍ子ちゃん、Ａ子ちゃん、Ｋちゃん、Ｓ子さん、Ｏさんの事件の犯人である根拠として、最

後に共通して述べていることに、①空アンプルの入った針箱と、②不必要なマスキュラックス

を発注していたから、守さんを犯人だとしているが、針箱と空アンプルを、写真だけで現物

を法廷に提出していないのです。

提出すれば、困ることが有るからではないでしょうか。

（論告要旨２５６）

・・・加えて，被告人が平成１２年１２月４日夜多数のマスキュラックスの空アンプルが

入っていた針箱を北陵クリニックから密かに持ち出そうとしたこと，被告人が不必要に

マスキュラックスを発注していたことなどの各事実を総合すれば，被告人がＭちゃん事

件の犯人であることは，優に認められ，毫も疑念の余地がない。

（論告要旨２７８）

・・・加えて，被告人が，不要不急なマスキュラックスの発注を依頼し，そのマスキュ

ラックスを管理していたこと，北陵クリニックを退職することが決まるや，マスキュラックス

の使用済み空アンプルが１９本も入った針箱を院外に持ち出そうとしたことなどの事実

を総合すれば，被告人がＡ子ちゃん事件の犯人であることが十分に認められ，毫も疑

いの余地はない。

（論告要旨３１３）

・・・，北陵クリニックを退職した日の夜に被告人が多数のマスキュラックスの空アンプ

ルが入った針箱を北陵クリニックから持ち出そうとしたこと，北陵クリニックの在職中被

告人が注文ノートに発注依頼を記入する方法で不要不急な多数のマスキュラックスを

発注していたことなどの事情，さらに，被告人がＫちゃん事件において，明らかな虚偽

の供述に終始しているなどを総合すれば，Ｋちゃん事件の犯人が被告人であることに

毫も疑念を入れる余地はない。

（論告要旨３４７）

被告人が平成１２年１２月４日夜いったん帰宅しながら北陵クリニックに戻り，多数の

マスキュラックス空アンプルが入った針箱を持ち出そうとしたこと，被告人は北陵クリニ

ック在職中不要不急なマスキュラックスの発注を行い，納品されたマスキュラックスを実

質的に管理していたこと，北陵クリニックでは正規の医療行為として使用されず使途不

明となっているマスキュラックスが存在すること，さらに，被告人が被告人質問で虚偽の

供述に終始していることなどを総合するならば，Ｓ子事件の犯人が被告人であること

は，毫も疑念の余地がない。
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（論告要旨３６４）

・・・，被告人が平成１２年１２月４日夜いったん帰宅しながら北陵クリニックに戻り，多

数のマスキュラックス空アンプルが入った針箱を持ち出そうとしたこと，被告人は北陵ク

リニック在職中不要不急なマスキュラックスの発注を行い，納品されたマスキュラックス

を実質的に管理していたこと，北陵クリニックでは正規の医療行為に使用されず使途

不明となっているマスキュラックスが存在すること，さらに，被告人が公判廷において虚

偽の供述に終始していることなどを総合するならば，Ｏさん事件の犯人が被告人であ

ることについて何らの疑念の余地がない。

また、この様に守さんが不要不急のマスキュラックスを発注したとしておりますが、事実を

誤認しております。

薬事法による譲渡手続を行わなければ購入は不可能で、判決文に有るようなことでは、

マスキュラックスの購入は出来ません。

薬事法より （譲渡手続）

第４６条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者（第３

項及び第４項において「薬局開設者等」という。）は、毒薬又は劇薬について

は、譲受人から、その品名、数量、使用目的、譲渡人の氏名、住所及び職業が

記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けな

ければ、これを販売し、又は授与してはならない。

（判決文２７・２８）

北陵クリニックでは，平成９年７月ころまでは，常駐の薬剤師が薬剤の管理を行って

いたが，その後は，薬剤師を置かなくなったことから，薬剤を正規に管理する者がいな

くなり，看護婦が，薬剤の在庫状況を適宜確認し，不足している薬剤があった場合に

は，前記薬品庫備え付けの「注射薬注文ノート」，「注文ノート」又は「発注ノート」と呼

ばれていたノート（甲３３６以下「注文ノート」という。）に，その薬剤の名称及び必要数

量等を記載し，事務職員等がその記載に基づき薬剤販売業者に発注してその納入を

受けていた。

商取引上発注とは、購入する側が、販売業者に対し、購入をする品目、数量等を伝え、

それに基づき販売業者に対し、発注者が必要とする品目数量等を、納入を促す行為であり

ます。

つまり、被告人は発注したのではなく、注文もしくは、発注ノートに記載しただけで、販売

業者に対し何ら意思表示はしていません。

従って、発注したのは被告人ではなく、注文・発注ノートを見た事務職員等がその記載に

基づき、購入の必要性を判断して薬剤販売業者に発注してその納入を受けていたのです。
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捜査員は、重要証拠を深夜は領置しないという、警察官として職務上あり

得ない、異常な行動を取ったのでした

さらに、証拠を事件の関係者に保管を依頼する等ということが許されるの

でしょうか

（論告要旨１９・２０）

Ｔ警部は，Ｙ警部補から，それまでの状況について改めて報告を受け，机上に置か

れた２つの針箱の在中物を確認するため，その開口から針箱内をのぞき込むと，Ｓサイ

ズの針箱内に，針様の物のほかに薬剤の空アンプルがあり，しかも，その空アンプル

の中に筋弛緩剤であるマスキュラックスやサクシンの空アンプル，更には催眠鎮静剤

であるドルミカムの空アンプルが入っているのを確認した。

（論告要旨２０）

そこで，Ｔ警部は，翌５日午前零時３０分ころ北陵クリニックに呼んだＳ婦長に確認

し，針箱，通常手術室前室に置かれていることはなく，使用済注射針を捨てる医療廃

棄物容器であり，通常針箱に空の薬剤アンプルを捨てない旨の説明を受け，被告人

が罪証隠滅の目的で当夜針箱を持ち出そうとしたとの疑いを深め，それまでＩ医師から

相談を受けていた患者の容体急変を捜査すべきと判断し，筋弛緩剤等の空アンプル

が入れられた針箱は重要な証拠となるので，これを証拠化しようと考えたが，既に深夜

であったことから，その証拠化手続きは翌日行うこととし，Ｈ教授及びＩ医師にその２つ

の針箱の保管依頼をして県警本部に戻った。

証拠隠滅の目的で当夜針箱を持ち出そうとしたとの疑いを深めたほど重要な証拠を「深

夜である」という理由で当事者に保管を依頼するというは、警察官として全くあり得ない不可

解な行動であります。

正に証拠の捏造をしてくださいと依頼したと考えることが出来る行為であります。

また、針箱の中の空アンプルの中に筋弛緩剤であるマスキュラックスやサクシンの空アン

プル，更には催眠鎮静剤であるドルミカムの空アンプルが入っていたなら本数も確認せず

に、保管を依頼するなどという行為も、警察官としてあり得ないことです。

さらに、捜査の基本として、内容物を確認するなら、電極や、針類等も全て本数等を確認

するのが当然でありますが、「犯人守大助」「筋弛緩剤」と見込み捜査を行っていたから、空

アンプルにだけに拘っていたことは、次の記載からも明らかです。

（論告要旨２０）

そして， O警部補は，同月５日，その２つの針箱の任意提出を受け領置し，県警本部

でその在中物を確認した結果， M サイズの針箱には，電極，探査針，縫合針，注射針

ケース等の針類等， S サイズの針箱には，針類等のほかに，マスキュラックスの空アン
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プル１９本，サクシンの空アンプル８本，ドルミカムの空アンプル４本等薬剤のアンプル

が多数在中しているの確認した。

鑑定に使用するため、マスキュラックスを「１アンプル」領置したのは事実な

のでしょうか

（判決文２３０）

・・・。なお，同月４日，鑑定に使用するために，マスキュラックス１アンプル（ロット番号

「２４９７３７９４」のもの）が領置されたため，・・・

① 領置調書が、法廷に提出されていないのに、裁判官は、この領置を何をもって確

認したのでしょうか。

誰がどの様な状況で領置したのか全く明らかにしていません。

また、裁判官は、いったい何を根拠に１本と決めたのでしょうか。

② 検察による論告要旨では、１２月４日の警察官の行動を詳細に述べており、まえ

の「捜査員は、重要証拠を深夜は領置しないという、警察官として職務上あり得

ない、異常な行動を取ったのでした」 の論告要旨にあるとおり「筋弛緩剤等の空

アンプルが入れられた針箱は重要な証拠となるので，これを証拠化しようと考えた

が，既に深夜であったことから，その証拠化手続きは翌日行うこととし，Ｈ教授及びＩ

医師にその２つの針箱の保管依頼をして県警本部に戻った。」 と言った状況で、

鑑定に使用するためにマスキュラックスだけ領置したとは、不自然であり得ない行動

ではないでしょうか。

論告要旨にはマスキュラックスの領置は、全く述べておりません。

鑑定資料Ｋちゃんの血清は本物なのでしょうか

（判決文４４～４６頁）

ウ Ｋちゃん事件の点滴溶液及び血清について

省略

（ア）当初の採取，回収及び保管の状況

・・・・・・

併せて，Ｈ教授は，上記のとおり，Ｉ医師とすれ違いざまにボトルを受け取る際，Ｉ医

師に小声で「ブルート」と告げて，Ｋちゃんの血液をも採取，保管するように指示した。

Ｉ医師は，これを受けて，Ｋちゃんの血液を採取，保管しようとした。１回日の少量の採

血は，既にＩ医師が行っていたが，アイスタットでの検査に全量消費していたので，改

めて，２回目の採血をしようとしたが，手が震えてうまくいかないと感じ，同室してＫち
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ゃんの救命措置に当たっていたＳ医師に採血を依頼した。Ｉ医師は，保存のことも考

え，多めに採取するよう依頼し，これに従い，関医師は，同日午後１１時１５分ころ，Ｋ

ちゃんから七，八ミリリットルくらいの血液を採取した。Ｉ医師は，これを注射器ごと受け

取り，ごく―部をアイスタットの検査に使い，残りをそばにいた看護婦に手渡し，血清

分離し保存するよう指示した。

その後，看護婦において，血清分離した後のＫちゃんの血清がスポイト（「Ｋちゃ

ん」と記載のあるもの）に入れられて，北陵クリニック内の小児科診察室前の外来中

通路にある小型冷蔵庫内の冷凍室に保管された。Ｉ医師は，これを同月１４日午前

２時少し前ころ，同冷蔵庫内から取り出し，Ｈ教授に手渡し，同人は，上記のとおり

既に医師当直室内冷蔵庫冷凍室に保管されていたボトルと共に，上記血清入りのス

ポイトも，同冷蔵庫冷凍室内に―緒に保管した。

その後，Ｈ教授は，上記のボトル及びスポイトを北陵クリニック内のリハ室内にある

ディープフリーザーに移して引き続き保管していたところ，１２月３日これらを取り出

し，県警本部に持参し，Ｓ刑事に対し提出した。

（判決文５２～５４頁）

ａ Ｋちゃん事件の血清

弁護人は，Ｉ医師がＫちゃんからの採血時にその血清保管を予定していたとは考えら

れず，実際にも，採取された当該血液は，すべて外部の検査に回されたものであるこ

と，また，当該血液の血清処理に関与したとされるＯ看護婦のこの点に関する供述内

容は，極めて断片的，あいまいであり，その他の証拠関係を見ても，当該血液の血清

化されたものが鑑定に付された対象物であるとの立証が欠けているのは明白であるこ

となどを指摘する。

しかし，まず，Ｉ医師がＫちゃんからの採血時，後日のために，少なくともその―部の

保存，確保を念頭においていたことは，Ｉ医師の多めに血液を採取してほしいとの依頼

により，実際に，Ｓ医師が七，八ミリリットルくらいの動脈血を採取したことによっても，客

観的に裏付けられているというべきである。

もっとも，Ｉ医師が，実際はあらかじめ他の血清と資料のすり替えを図る意図で，これ

を隠ぺいする手段として，いかにも血液保存を図るような外観を作出したとでも考える

のであれば別であるが，仮にそうであるとすれば，むしろ，Ｉ医師において，捜査段階

から，当初から保存を考えて多めの採血を依頼した旨強調するはずであって，かえっ

て，その検面調書にあるように，後になって血清入りスポイトを見つけて初めて保存を

思いついたなどという供述をするとは解し難い。

そして，上記の点が裏付けられるとすれば，必然的に，少なくとも， Ｉ医師におい

て，「Ｋちゃん」との記載のあるスポイト入り血清を見た際，これをＳ医師により採取され
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たＫちゃんの血液の血清化されたものと考えて，以後保管をしていたという点も，格別

疑うべき事情はないと解される。

もっとも，上記記名のあるスポイトに入っていた血清が，実際にＫちゃんから採取さ

れた血液から抽出されたものであったかどうかの点については，確かに，直接これを裏

付ける証拠がない上，その過程について触れるＯ看護婦の供述内容も，特に，その検

面調書の内容との食い違いの程度をも考慮に入れると，少なくとも ，それのみで上

記の点を積極的に推認させるだけの証拠価値があるものとはたやすく認め難い。

しかし，一方において，上記のとおりＫちゃんから採取された血液の量とスポイト内

に存した血清の量（約２ミリリットル）との比較においても，この血清が最終的に３種（生

化学，血糖，末梢血）の外部検査用に回されたＫちゃんの血液に係る資料とは別に存

在した物理的可能性は否定されないこと，他方，当日の同じ時間帯に別の患者から同

様の採血やその処理が行われたとうかがわれる事情は全くなく，したがって，他の患者

の血液資料との混同が生じるような状況はなかったと解されること，併せて，Ｏ看護婦

の供述中，同人が当該スポイトに「Ｋちゃん」と記名したとの点，それが少なくともＫちゃ

んの血液を血清化する準備行為として行われたとの点は，その限度では十分信用し

得ることをも併せ考慮すれば，結局，上記スポイトに入っていた血清は，Ｋちゃんから

採取された血液から分離されたものと認めるのが相当である。

Ｋちゃんの血清について、明確にＫちゃんから採取されたことを断定するのではなく

「解される」 「推認させるだけの証拠価値があるものとはたやすく認め難い。」 「別に

存在した物理的可能性は否定されないこと」 「混同が生じるような状況はなかったと

解されること」 「 ・・・・結局，上記スポイトに入っていた血清は，Ｋちゃんから採取され

た血液から分離されたものと認めるのが相当である。」と、状況から推定しており本当に

Ｋちゃんから採取された血清か明確ではありません。

鑑定資料Ｋちゃんの点滴ボトルは本物なのでしょうか

（判決文４４～４６頁）

ウ Ｋちゃん事件の点滴溶液及び血清について

省略

（ア）当初の採取，回収及び保管の状況

Ｋちゃんは１１月１３日，北陵クリニック内で，いわゆるＦＥＳ手術を受けた後引き

続きＮ２病室に入院中のところ，同日夜に入り，容体を急変させた。

Ｈ教授の妻で北陵クリニックにおいて常勤で小児科を担当し副院長でもあった

Ｉ医師は，救命措置を受けていた健太が，外見上意識の回復が確認できるように
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なった，同日午後１０時４５分ころ，Ｎ２病室内にいた半田教授と目が合い，ボトル

を確保するようにとの意味に受け取り，容体急変時に健太に授与され，当時も点

滴スタンドに吊り下げられていたフィシザルツＰＬ１００ミリリットルのボトル（「Ｋち

ゃん２１°１１／１３ ｏｐｅ后」と記載のあるもの）を手で取り，いったん自分の白

衣のポケットに入れた後，Ｈ教授とすれ違いざまに同人に手渡した。Ｈ教授は，

間もなく，このボトルを北陵クリニック２階の医師当直室にある冷蔵庫冷凍室内に

保管した。

・・・・・，同人は，上記のとおり既に医師当直室内冷蔵庫冷凍室に保管されて

いたボトルと共に，上記血清入りのスポイトも，同冷蔵庫冷凍室内に―緒に保管し

た。

その後，Ｈ教授は，上記のボトル及びスポイトを北陵クリニック内のリハ室内に

あるディープフリーザーに移して引き続き保管していたところ，１２月３日これらを

取り出し，県警本部に持参し，Ｓ刑事に対し提出した。

（判決文５４～５５頁）

ｂ Ｋちゃん事件のボトル

弁護人は，特にＨ教授，Ｉ医師が他の被告人を含む看護婦ら多数がいたＮ２病室に

おいて，他の者に気付かれずに点滴スタンドからボトルを取って持ち出すことが不自

然であることや，Ｈ教授，Ｉ医師の各検面調書の内容が公判供述と大きく食い違うこと

などを指摘する。

しかし，他の者に気付かれずにボトルを持ち出したとの点については，当時，看護

婦らが急変から回復しつつあるＫちゃんの容体とこれに対する対応の方に意識が向い

ていたという状況を前提にすれば，必ずしも不自然とはいえない。また，Ｈ教授，Ｉ医師

の公判供述の内容について，各検面調書の内容とかなり異なる部分が存することは確

かであるが，その食い違う部分は，ささいなものとはいい難いものの，供述の根幹にか

かわる部分とまではいえず，Ｈ教授，Ｉ医師が上記の食い違いが生じた理由について

述べるところも，少なくとも，検面調書作成当時，Ｉ医師の身体，精神状況が平生と異な

っていたとする限度では，一応具体的で首肯し得ないではなく，上記の食い違いがあ

ることにより，―概にＨ教授，Ｉ医師の公判供述の信用性が減じられるとはいえない。

そして，何よりも，当該ボトルがＫちゃんの急変時点滴されていたボトルであること

は，その「Ｋちゃん ２１°１１／１３ ｏｐｅ后」との記載の存在により明らかでありこの

ことを念頭におけば，翻ってＨ教授，Ｉ医師のボトル確保，保存に関する供述内容も，

結局，その信用性を否定する理由はないというべきである。

点滴ボトルを他の者に気付かれず持ち出した説明を「看護婦らが急変から回復しつつあ
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るＫちゃんの容体とこれに対する対応の方に意識が向いていたという状況を前提にすれ

ば，必ずしも不自然とはいえない」としております。

しかし、医療従事者は、患者の容体に対応している場合、患者に対してどの様な処置が

されているか周囲の状況を確認しながら自分の分担や役割を理解し治療に当たる事を考

えるなら、点滴ボトルの交換や差し替えに注意が行かなかったとは、あり得ない事ではない

でしょうか。

鑑定資料Ｓさんの点滴ボトルは本物なのでしょうか

（判決文５４・５５頁）

ｃ Ｓさん事件のボトル

弁護人は，Ｉ医師がＮ１０病室に赴き，点滴スタンドからボトルを取り外して持ち出した

ことについて，Ｉ医師のこれに関する供述には，種々不自然な点，客観的な事実に反す

る点，他の関係者の供述と異なる点などが存し，信用できず，そもそも，Ｉ医師は，Ｓさん

の急変時―度もＮ１０病室に赴いていない旨主張する。

しかし，弁護人がＩ医師の供述を信用できない理由として指摘する各点は，いずれもＩ

医師がＳ主任の言動を通じてＳさんの急変を知った後，小児科外来診察の合間を縫っ

てＮ１０病室に赴き，少なくとも被告人のいないところを見計らって，他の在室者に気付

かれないように点滴ボトルを点滴スタンドから取り外して確保したという基本的な部分の

信用性を決定的に失わせるほどの事情とはいい難い。

そして，当該ボトルがＳの急変時点滴されたボトルであることは，その「Ｓさん パンス

ポ １ｇ」との記載の存在により明らかであり，このことを念頭におけば，翻って， Ｉ医師

の上記供述内容を含むボトルの採取，確保に関する供述部分は，基本的に信用するこ

とができるというべきである。

これは、１１月２４日にＳさんの様態急変時にＩ医師が取った行動である。

① １１月９日直後半田教授からＩ医師に、患者に投与した点滴ボトル等を保管し被告人

の行動に十分注意するよう助言されていたなら、小児科外来の合間を縫って、更に被

告人のいないところを見計らって、更に他の職員や付き添いの人の目にふれずに素

早く点滴ボトルを取り外す行動をはたして行えるでしょうか。

② Ｓさんが死亡した時、二階堂院長が心筋梗塞と死亡診断しているにもかかわらず、

もし疑念が有れば、当然二階堂院長に対し何らかの意思表示をするか、不自然な死

亡であれば、関係機関に届け出を行う必要があるにもかかわらず何ら行動を取らない

でいたのは、なぜなのでしょうか。
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鑑定資料Ａさんの点滴ボトルは本物なのでしょうか

（判決文５５・５６頁）

d Ａ事件のボトル

弁護人は，鑑定に付された無記名のボトル（製造番号「００Ｈ１１Ｃ」のボトルのうち，

番号１の荷札が付けられたもの。以下「Ａボトル」という。）がＡへの点滴に用いられたも

のであるとの点の立証がない旨指摘する。

この点，まず，Ａボトルが北陵クリニック内にあった廃棄物の中に存したものであるこ

とは，同事件に関する前掲各証拠により明らかというべきである（弁護人は，「００Ｈ１１

Ｃ」の製造番号のボトルのうち，記名のあるものの個数につき，検察官の主張とのそご

を指摘するところ，確かに，証拠上，記名のあるボトルにつき検察官が冒頭陳述で主

張した個数が存在したと認めるに足りる証拠はないが，この点が直ちに無記名のボト

ルの存在及び個数の不明確さに結びつくとは解されない。）。

ところで，Ａボトルには記名がないので，既に検討したＫちゃん事件やＳ事件のボト

ルと異なり，それ自体から，それがＡに対する点滴に用いられたボトルであるとの推認

は働かない。しかし，まず，Ａボトルからミノマイシンの主成分であるミノサイクリン及び

マスキュラックスの成分であるベクロニウムが検出されたことは後記のとおりであり，こ

の点は，Ａに授与された薬剤及びＡのマスキュラックスによるものと認められる症状と符

合している。

そして，少なくとも，Ａへの点滴投与に用いられたボトルが１２月６日現在北陵クリニ

ック内に存した廃棄物中に含まれていた可能性は，他の廃棄物中の各ボトルの存在

及びその記載内容等（記名のある患者の入院期間，点滴状況等を含む 。 ） によって

も十分認められる（例えば，１１月２２日から同月２５日まで入院していたＫ（以下「Ｋ」と

いう 。 ）に対するものの少なくとも大部分が存在するし，１１月１５日に入院し，同月２

４日に死亡したＳに対するものが多数存在する。）。他方，１１月２４日の前後の時期に

おいて，外来患者の中で，点滴投与（厳密には，ミノマイシンの投与）を受けた際，容

体を急変させた患者がＡとは別に存したことをうかがわせる証拠は全くない（かえっ

て，Ｋちゃん刑事の証言によれば，そのような急変患者は，Ａ以外にはいなかったと

の捜査結果が得られたことが認められる。）。以上の証拠状況を総合すると，Ａボトル

がＡへの点滴に用いられたものであることは，優に認定し得るというべきである。

① Ａボトルが北陵クリニック内にあった廃棄物の中に存したものである。

② Ａボトルからミノマイシンの主成分であるミノサイクリン及びマスキュラックスの

成分であるベクロニウムが検出されたこと。

③ Ａへの点滴投与に用いられたボトルが１２月６日現在北陵クリニック内に存した
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廃棄物中に含まれていた可能性は，他の廃棄物中の各ボトルの存在及びその

記載内容等によっても十分認められる。

④ 外来患者の中で，点滴投与（厳密には，ミノマイシンの投与）を受けた際，容

体を急変させた患者がＡとは別に存したことをうかがわせる証拠は全くない。

「以上の証拠状況を総合すると優に認定し得るというべきである。」としておりますが、この

点滴ボトルが、指紋採取した結果が不明な点滴ボトルなのです。

指紋採取の結果、誰の指紋が出たのでしょうか

論告要旨、判決文で生理食塩液ボトルの指紋を採取した結果、誰の指紋が出たのか何

もふれていないのは、不自然ではないでしょうか。

また、医療機関では、採血や点滴を行うとき通常は素手で行っていることを考慮するな

ら、点滴ボトルには指紋が残るのは明らかであります。

（論告要旨１７４）

Ｋ巡査部長は，同日，その３本の生理食塩液ボトルを宮城県警察本部鑑識課指紋

係実験室まで搬送し，同室において，鑑識課員が，その３本の生理食塩液ボトルの計

測や指紋採取等を行った。その後，・・・

（判決文５０）

Ｋ研自巡査部長（以下「Ｋ刑事」という。）に依頼し，Ｋ刑事は同月１０日，河村刑事か

ら上記各ボトルを受け取り，泉署から県警本部鑑識課へ搬送した。搬送後，指紋係実

験室内でボトルから指紋採取がされたが，その際，各ボトルのスタンドに引っかける部分

に１ないし３の番号が記載された荷札が付けられた。

このように、「指紋が採取されたが、・・・・荷札が付けられた。」等と判決文としては極めて

お粗末な文章で、指紋の検出結果を曖昧にしているのです。

指紋が採取されたなら、誰の指紋か明らかにすることを隠しているのではないでしょうか。

鑑定資料全量消費は、当時多忙であったことと矛盾しております

（論告要旨１５２頁）

ところで，大阪府警科捜研のＴ技術吏員は，Ａ子の血清等の鑑定嘱託を受け，これ

らの鑑定資料を受領したが，鑑定資料が同時に４点も持ち込まれたため，宮城県警科

捜研に対し，その後の鑑定嘱託に当たっては，ベクロニウム等鑑定対象薬物が含有さ

れている可能性があるものを選別した上で鑑定嘱託をしてほしい旨を要請し，これを

受けて，宮城県警科捜研では，Ｙさんに投与された点滴溶液の残溶液に臭化ベクロニ

ウムが混入されていれば，同溶液中から臭素が検出されることになるから，同溶液につ
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いて，臭素含有の有無の予備試験を行った上，臭素の含有が認められた場合に同溶

液を大阪府警科捜研に鑑定嘱託することとした

（判決文４７・４８頁）

・・・・・ところで、大阪府警科捜研は、当時多忙であったところ、前記のとおり１２月１２日

に一度にＯ事件及びＴ事件の各資料が持ち込まれたことから、宮城県警科捜研に対

し、今後鑑定試料を持ち込む場合には、臭化ベロニウムの含有する可能性が高いもの

を選別してからにしてほしい旨依頼し、これを受けた宮城県警科捜研において、上記

点滴ボトル内の溶液につき臭素含有の有無の予備試験を実施することとした。・・・

（判決文７４頁）

（ ３）鑑定資料が全量消費されたことについて

弁護人は，本件各鑑定により各鑑定資料がいずれも全量消費されたことをとらえ，

そもそも，真実，前記 (1)イ(エ)の よ うな鑑定嘱託書で嘱託されていない他

毒物の検査が実施されたか自体疑わしいし，仮に実際に他の薬毒物の検査が行わ

れた事実があったとしても，それは，再鑑定による追試を妨げる目的で，殊更に鑑

定資料を全量消費したものであるから，いずれにしても，各鑑定書の証拠能力及び

信用性は否定されるべきであると主張する。

しかし，吏員の証言によれば，本件各鑑定において他の薬毒物分析をすることに

なった経緯は，同人は，従前から，本件各鑑定のような事件性を有する事例におい

ては，単に目的成分が検出されたというだけでは，被害結果が他の薬毒物により引

き起こされた可能性を否定できず，後々他の薬毒物が検出されて因果関係が問題

とされた事例も多々あるため，薬毒物による事件の鑑定において，薬毒物の含有の

有無全般の分析を行わないことは致命的な欠点になり得るとの認識を有し，日ごろ

から大阪府警察からの鑑定嘱託に基づく鑑定においては，目的成分を限定しない

「薬毒物含有の有無」との嘱託事項で鑑定を行っており，大阪府警科捜研の他の技

術吏員にもそのような指導をしていたところ，本件各鑑定の嘱託書では鑑定事項が

限定されていたため，宮城県警科技研のＹ吏員に問い合わせた結果，他の薬毒物

の鑑定が未了であることが判明したため，鑑定事項を「薬毒物含有の有無」とするこ

とを提案したが，その後Ｙ吏員から，宮城県警側で相談した結果として，鑑定事項

はそのままにしておいて，他の薬毒物分析も行って欲しいとの依頼を受けたことか

ら，他の薬毒物分析を行うことになったことが認められるのであり，その経緯には―

応の合理性が認められ，首肯し得るのであり，特段不自然な点は認められない。

また，本件各鑑定において鑑定資料が全量消費された経過についても，土橋吏

員は，前記のとおりメモ及びデータの記載も踏まえた上で，相当具体的かつ詳細

に，明確で―貫した証言をしており，これも信用することができ，本件各鑑定におい
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て真実他の薬毒物の分析が行われたことが認められる。この点，確かに各鑑定資料

により鑑定に付された量には差があり，例えば，少量しかなかった生体資料はともか

く，点滴溶液のうち相当量のあったものについては，他の点漸溶液と同量程度の消

費にとどめるなどして，各鑑定資料の残部を追試が必要となる場合に備えて保存し

ておく措置を採ることも考慮すべき余地はあったものと思われる。

しかし，―方において，吏員の証言によれば，同人は，上記のとおり薬毒物分析

が重要であるとの認識から，各鑑定資料の性質及び残量に応じて可能な限り徹底

的に分析を行う意図で，上記の鑑定を行ったもので，そのような薬毒物分析の必要

性自体は首肯でき，また，薬毒物分析の方法も合理的なものであったと認められる

から，上記のような経過と判断から，その結果各鑑定資料が全量消費されたことをあ

ながち不当と断ずることはできず，そのことをもって本件各鑑定書の証拠能力や信

用性を否定すべき事情があるとはいえない。

Ｔ技術吏員は、宮城県警科捜研に対し，その後の鑑定嘱託に当たっては，ベクロニウム

等鑑定対象薬物が含有されている可能性があるものを選別した上で鑑定嘱託をしてほしい

旨を要請しているのです。

しかも、判決文でも大阪府警科捜研では、当時多忙であったところを明らかにしておりな

がら一方で、 「従前から，本件各鑑定のような事件性を有する事例においては，単に目的

成分が検出されたというだけでは，被害結果が他の薬毒物により引き起こされた可能性を

否定できず，・・・・・・他の薬毒物分析を行うことになったことが認められるのであり，その経

緯には―応の合理性が認められ，首肯し得るのであり，特段不自然な点は認められない。」

この様に、判決文でも矛盾した記載をしているにもかかわらず、全量消費を擁護したので

す。

Ｍちゃんの点滴の滴下不良に対応したのは、誰なのでしょうか

Ｍちゃんの点滴の滴下不良を起こした時、対応した状況は、論告要旨ではＳ主任が一人

で対応したとなっているが、判決文では、Ｓ主任とＳ看護婦が対応したと、状況が違っている

のです。

（論告要旨２３８・２３９）

他方，ナースステーションでは，同日午後４時３０分ころから，日勤の病棟担当者Ｓ

看護婦から当直者被告人に申し送りが行われた。なおこの日，Ｓ看護婦はN病棟の担

当で，Ｓ病棟の担当はＮ看護婦であったが，遅番のＮ看護婦は外来介助に入る必要

があったため，Ｓ看護婦は，あらかじめＳ病棟の事項についてＮ看護婦から引き継ぎを
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受け，Ｓ病棟の事項も併せて被告人に申し送りを行い，その中で，Ｓ病室に入院した

Ｍちゃんに関する事項も，被告人に申し送った。

ところで，この申し送り中にも，Ｍちゃんに投与されていた点滴が滴下不良となり，母

親からのナースコール等があったが，Ｓ看護婦は被告人への申し送り中でこれに対応

できず，Ｓ主任が代わって対応した。

（判決文８７）

被告人は，同日は当直勤務で当時の勤務開始時刻は午後４時であったため，午後３

時１６分ころ出勤し，平生どおり，同日午後４時３０分ころから，ナースステーションにお

いて，病棟担当の日勤勤務者であったＳ看護婦から，病棟入院患者に関する申し送り

事項等の引継ぎを受けた。

（判決文８６・８７）

・・・，同日午後４時４０分ないし５０分ころ，それまでＭちゃんが点滴投与を受けてい

た前記処方②の薬剤在中のソリタＴ１入りのボトルをびん針から外して，上記生食入り

のボトルに交換して，前記処方①の薬剤の点滴処置を開始した。

・・・Ｍちゃんに施行された点滴は，上記血管確保後，点滴ボトルの交換の前後を通

じて，しばしば点滴の滴下状態が不良となって，これを知らせる輸液ポンプのアラーム

が鳴ったが，母親からナースコールを受けたＳ主任やＳ看護婦がその郁度Ｓ１病室へ

赴き，Ｍちゃんの左足首やそこに刺入されているサーフロー針を動かして両者の角度

を変えるなどして，正常に滴下するよう調整しており，その後再びアラームが鳴るまで

の間は改善されて滴下が続き，点滴ボトル内の溶液も減少していた。

市立病院では、１１月に筋弛緩剤の投与を疑っていながら、何故検査もせず

検体を１２月５日まで保存していたのはなぜなのでしょうか

（論告要旨６・７）

Ｆ医師は，それらの診療録等を検討した結果，・・・・

・・・これら小児患者に筋弛緩剤が投与された疑いがある旨，Ｎ医師に意見を述べた。

Ｎ医師は，Ｆ医師の意見を聴き，仙台市立病院院長にその内容を報告し，その後の

対応を協議し，北陵クリニックの医師と面談して事実関係を確認すべきとの結論に達

し，前述したとおり，同月３０日，中川医師及びＹ医師がＩ医師と面談することになった。

この様な経過からすれば，医師は筋弛緩剤という薬物投与の疑いがあると話すなら、当

然，Ａ子ちゃんから採取した血清・尿を分析して確認したうえで話すのが、医師としての当

然の役割ではないでしょうか。

また、次のように容態急変原因には見当がつかなかったと言うこととも矛盾しているので
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す。

（論告要旨８９）

Ｙ医師らは，その後もＡ子ちゃんの容態急変原因には見当がつかなかったため、保

存したＡ子ちゃんの血清及び尿を具体的な病名を想定した精密検査に付することが

できず、結局、その血清及び尿は１２年１２月５日に至るまで、中央検査室の冷蔵庫か

ら取り出されず保存され続けられた。

さらに検察では、次の様に市立病院が検査をしなかったことを、弁護していますが、検査

が必要な急変原因たる病名が判明したとき，その病名に関連して行うものなら、当然筋弛緩

剤を疑った時点で、その検査分析を行うことが、医師として患者の急変の原因を探求するこ

とは当然なことではないでしょうか。

（論告要旨９２）

・・・また，確かに，仙台市立病院では，採取したＡ子ちゃんの血清及び尿について

検査を行っていないが，そもそも，保存した生体資料の検査は，検査が必要な急変原

因たる病名が判明してきた時にその病名に関連して行うものであったところ，Ａ子ちゃ

んについては急変原因となった病名が思い当たらなかったため検査をする必要性が

生じなかったのであって，検査をしなかったことに何ら不自然な点はなく，その後，検

査をせずに警察官に提出したのも，Ａ子ちゃんの急変原因が判然とせず，検査の必

要性を見いだせない状況の中で，警察からの提出要請があったことから，犯罪捜査に

協力することを優先してその求めに応じたに過ぎず，何ら不自然ではない。

１２月１日深夜には無かったマスキュラックスが、３日夜に発見されたこととは

なぜなのでしょうか

（論告要旨８）

一方，Ｉ医師は，・・・・同月 1日夜，北陵クリニックの筋弛緩剤の在庫調査を行った。

・・・翌２日未明にかけて，薬品庫内及び手術室内を無作為に探した結果，マスキュ

ラックスについて，その溶解液２０アンプルを手術室で発見したものの，マスキュラック

スそのものを発見できず，また，サクシンについては，手術室の保冷庫に４０ミリグラム

のもの２アンプル，２０ミリグラムのもの３アンプルが保管されているのしか発見できなか

ったため，初めて正規の手術による使用量を上回る大量の筋弛緩剤が所在不明とな

っていることに気付いた。Ｉ医師は，筋弛緩剤の一応の在庫調査を終え，発見したサク

シンをそのまま放置するのは危険と考えて自宅に持ち帰り，冷蔵庫に保管した。

（論告要旨１０・１１）

・・・Ｈ教授は，被告人の退職に際し，他の看護職員に混乱を生じさせないよう，看護
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職員のＳ婦長及びＳ主任に事情を説明しようと考え，同日夜，帰宅していた両名を北

陵クリニックに呼び出し，両名に対し，北陵クリニックで発生している患者の容体急変

原因は筋弛緩剤を投与された疑いがあり，患者に同剤を投与しているのが被告人で

ある疑いがある旨説明し，被告人を退職させるつもりであると告げた。しかし両名は，Ｈ

教授の説明をすぐには信じられなかったので，筋弛緩剤の在庫数を確認することにし

た。

そこで，Ｓ婦長及びＳ主任が，薬品庫に行くと，既にＩ医師が同所で薬品の在庫数の

確認等をしており，両名も加わり，保管中の筋弛緩剤を探した 結果，薬品庫内の棚に

置かれた手術ボックス内にマスキュラックス９アンプル及びマスキュラックス溶解液１１ア

ンプルを発見した。その後，Ｓ主任及びＳ婦長は，手術室で，マスキュラックス溶解液２

０アンプルを発見し，Ｓ主任が，その溶解液を持って薬品庫に戻った。

つまり、１日には無かった「マスキュラックス９アンプル」及び「マスキュラックス溶解液１１ア

ンプル」は、何故なのでしょうか。

在庫数量の確認を署名・押印・指印までした目的は何なのでしょうか

（論告要旨１２）

半田康延教授の発案で、マスキュラックスの在庫数量を確認したことを記録するた

め、メモの写しに４名が署名した上、押印ないし指印した。

深夜に在庫調査した結果、マスキュラックスが発見されたとして、署名・押印しかも指印ま

で押させたことは、通常常識では考えられない何かを意図的に行った行為ではないでしょう

か。

誰かが、不正に持ち出していたものを、発見を恐れ元に戻したので、その本数を確認さ

せる目的で、行った行為と考えると納得できるのではないでしょうか。

検察官は間違った論告をしていたのでした

（論告要旨９・１０頁）

・・・・・それで、半田教授は，出張から戻った１２月２日午後５時過ぎころＩ医師を伴って

県警本部に出頭した。・・・・・

・・・・なお，Ｔ警部は、その際に領置した点滴ボトル等のうち，Ｋちゃんの血清及び容態

急変時のＫちゃんに投与された点滴ボトルは、１１月１３日に採取したとＨ教授から聞

き、筋弛緩剤が投与されたとしても、それは早期に分解され鑑定しても検出されないと

の誤った先入観をもっていたので、直ちに鑑定には付さず当面保管することにしたが，Ｉ

ちゃんから採取した血液及び同児に投与された点滴ボトルは、採取してから間もない
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上、Ｉちゃんの症状が筋弛緩剤の薬理効果と異なり、仮に処方外の薬物が投与されてい

たとしても筋弛緩剤以外の薬物であろうから、鑑定に付せば医療過誤事件の証拠となる

可能性もあると考え、翌日，宮城県警察本部科学捜査研究所に鑑定嘱託することにし

た。

これは、明らかに間違いで、既にＴ警部は１２月１日東北大学医学部法医学教室のＦ教

授から、宮城県警本部刑事部捜査第一課長に連絡があった時に、Ｔ警部はＦ教授から筋

弛緩剤についてきいているのであります。

従って、Ｋちゃんが急変した時刻が午後９時３０分ころで、採血したのが午後１１時１５分

であれば、効果発現時間、持続時間、回復時間、蓄積性から、鑑定に付しても検出されな

いと思い、鑑定に付さなかったのが事実ではないでしょうか。

これをいみじくも、判決文で証明しているのです。

（判決文２２０）

なお、Ｔ刑事は、・・・・・・・・・・Ｋちゃんに関する資料については、Ｆ教授から鑑定して

も薬剤等が検出されにくいなどという話を聞いていたため，直ちに鑑定に付することは

考えていなかった。

この様に、検察官は「誤った先入観」と間違った論告をしていたのでした。

このことからも筋弛緩剤について正しい知識がなかったためか、杜撰な論告であることが

明らかであります。

この事件の捜査の開始は、１２月２日ではなく１２月１日ではないでしょうか

（論告要旨２４）

以上のとおり、本件捜査の端緒は、平成１２年１２月２日、Ｉ医師が県警本部刑事部

捜査第一課のＴ警部らにした相談であった。

（論告要旨７・８）

Ｈ教授は、平成１２年１２月１日、北陵クリニックの容体急変患者の診療録等の検討

結果を記載した書面を持参して，東北大学医学部法医学教のＦ教授に会い、それま

での経緯を説明し，宮城県警察の警察官の紹介を依頼した。

その後，Ｆ教授から事情を聴いた宮城県警本部刑事部捜査第一課長が半田教授

に電話連絡し、翌日にＩ医師が宮城県警本部に出頭して、事情を説明することになっ

た。

１２月１日東北大学医学部法医学教室のＦ教授から、宮城県警本部刑事部捜査第一課

長に事情を話したとき、「患者の急変」「そこに被告人だけが共通して関与していた」「筋弛

緩剤」を聞いて、思い込みから捜査を開始したのではないでしょうか。
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さらに

（論告要旨２５）

１２月４日、Ｔ警部らは、依然として被告人が北陵クリニックの患者に筋弛緩剤を投与

したとの確信をもつことができず、・・・・・

とありますが、

（論告要旨１４）

１２月４日、Ｙ警部補及び O 警部補を、被告人の本籍鹿島台町に派遣して被告人の

戸籍附票により被告人の住所を特定することとし、さらに、それまで郁子医師から聞い

た事実関係及び北陵クリニックからの生体資料の保存の有無を確認のためＳ警部補

及び村上警部補を仙台市立病院に派遣した。

この様に、すでに捜査は開始されていたのが事実です。

最初から守大助さんを犯人として見込み捜査を開始したのではないで

しょうか

（論告要旨４）

Ｉ医師は，その検討過程で，北陵クリニックで診療中に死亡，あるいは容体を急変さ

せた患者は， 1名の死亡患者を除き，いずれも，点滴投与中又は点滴投与直後，ある

いは点滴投与のための血管確保中のいずれかで容体を急変させ，それらの患者の容

体急変と点滴処置との間に関係があるとうかがえる状況である上，それらの患者の容

体急変原因は医学的に説明困難で，大半の患者の容体急変時の症状に突然の呼吸

停止あるいは顔面チアノーゼの発現という共通点があり，Ａ子ちゃんの容体急変以前

に死亡，あるいは容体急変した患者の看護に被告人だけが共通して関与していたこと

が判明し，しかも，子の容体急変も点滴投与中で，その処置を行ったのは，当日の当

直勤務であった被告人であることから，Ａ子ちゃん，あるいはそれ以前に北陵クリニック

で診療中に容体を急変させた患者に関し，その容体急変の原因は被告人が患者に毒

物を投与したことによるものとの疑念を抱き，夫で，当時北陵クリニックの非常勤医

師でもあった東北大学未来科学技術共同研究センター教授半田康延（以下，「Ｈ教

授」ともいう。）に，被告人が患者に何らかの毒物を授与した疑いがある旨打ち明け，そ

の対応等を警察に相談する提案をした。

ところが，Ｈ教授は，当時被告人を看護職員として信頼していたことに加え，被告人

が患者に何らかの毒物を投与した明白な証拠がないことから，警察への相談は時期

尚早と考え，反対したが，他方，Ｉ医師の疑念を放置することもできず，法医学の専門

家に相談することにし，同月９日，東京に赴いた際，前東北大学医学部法医学教室教
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授でかねて知り合いのＫ医師（以下，「Ｋ坂医師」ともいう。）が院長であった東京都監

察医務院を訪れ，同医師に，Ｉ医師が作成した書面を見せＩ医師の疑念を説明し，善

後策を相談したところ，同医師から，患者の容体急変が人為的なものである証拠がな

いとの指摘を受けた上，今後容体急変患者が発生した場合，その患者の血液等の生

体資料及びその患者に投与された点滴溶液のボトルを保管し，被告人の行動に十分

注意するよう助言を得た。

（論告要旨７）

Ｈ教授は、平成１２年１２月１日，北陵クリニックの容体急変患の診療録等の検討結

果を記載した書面を持参して，東北大医学部法医学教室のＦ教授に会い，それまで

の経緯を説明し，宮城県警察の警察官の紹介を依頼した。

この様に、１１月の時点で守さんを疑っていたとすれば、Ｈ教授は１２月１日Ｆ教授に対し

守さんについても説明しているのが自然であり、警察は、最初から守さんを被疑者としてで

はなく、犯人として捜査を開始したのが事実です。

（論告要旨１４）

１２月４日、Ｙ警部補及び O 警部補を、被告人の本籍鹿島台町に派遣して被告人の

戸籍附票により被告人の住所を特定することとし、さらに、それまで郁子医師から聞い

た事実関係及び北陵クリニックからの生体資料の保存の有無を確認のためＳ警部補

及び村上警部補を仙台市立病院に派遣した。

つまり、参考人としているなら、居住地は北陵クリニックから聞けば解ることを、本籍地ま

で、しかも捜査員２名まで派遣したことは、この時既に守大助さんを犯人とした前提で、逮捕

状の請求を念頭に、本籍住所の確認をして捜査行動が開始されていたことをものがたって

いるのです。

検察官の推認（感染性廃棄物の認識）は偏見でした

（針と空アンプルは同じ容器に廃棄することは正しいのです）

検察官の間違った認識のため、「針箱にマスキュラックスの使用済み空アンプルが投棄さ

れていたこと自体，正規使用以外に使用されたことを強く推認させる。」として犯行が行われ

た様に論告していることは、偏見であることを指摘します。

（論告要旨２１８）

さらに，そもそも，針箱は，使用済みの針やメスの刃等を捨てるための容器であっ

て，看護婦が，業務の中で，正規に使用した薬剤の空アンプルを針箱に入れること

は，通常あり得ない。

すなわち，医療提供施設，あるいは医療従事者にとって，医療廃棄物の分別は当
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然のことであり，北陵クリニックでも，針を捨てるための針箱以外に，空アンプル及び空

ボトルを捨てるための容器，ガーゼなど血液の付着したものを捨てるための容器及び

そり他一般のゴミを捨てるための容器が各所に設置され，分別が義務づけられてい

た。

したがって，針箱にマスキュラックスの使用済み空アンプルが投棄されていたこと自

体，正規使用以外に使用されたことを強く推認させる。

感染性廃棄物の適正処理について（平成４年８月１３日厚生省生活衛生局水道環境部

衛第２３４号）の通知の別紙「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」によれ

ば

第１章 総則

１．４ 感染性廃棄物の範囲

感染性廃棄物を６種類に分類している。

区 分 感染性一般廃棄物 感染性産業廃棄物
１ 血液等 血液、血清、血漿、体液（精

液を含む。）、血液製剤
２ 手術等により排出される 臓器、組織
病理廃棄物
３ 血液等が付着した鋭利な 注射針、メス、試験管、シャ
もの ーレ、ガラスくず等
４ 病原微生物に関連した 実験、検査等に使用し 実験、検査等に使用した試
試験、検査等に用いられたも た培地、実験動物の死 験管、シャーレ等
の 体等
５ その他血液等の付着した 血液等が付着した紙く 血液等が付着した実験・手
もの ず、繊維くず（脱脂綿、 術用の手袋等

ガーゼ、包帯等）等
６ 汚染物若しくはこれらが 汚染物が付着した紙く 汚染物が付着した廃プラス
付着した又はそのおそれが ず、繊維くず チック類等

あるもので１～５に該当しな

いもの

第４章 医療機関の施設内における感染性廃棄物の処理

４．１ 分別

感染性廃棄物は他の廃棄物と分別して排出するものとする。

１ 医療関係機関等から発生する廃棄物は、一般に次のように区分できる。

（１）感染性廃棄物

（２）非感染性廃棄物（医療行為等に伴って生ずる廃棄物のうち感染性廃棄物以外

の廃棄物）

（３）上記以外の廃棄物（紙くず、厨芥等）

４．４ 梱包

解説１で梱包は、「鋭利なもの」「固形状のもの」「液状又は泥状のもの」の
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３種類に区分して次のように行うことを原則とするが、・・・・・としている。

４．５ 表示

感染性廃棄物を収納した運搬容器には、感染性廃棄物である旨及び取り

扱う際に注意すべき事項を表示するものとする。

この解説の中で、バイオハザードマークを推奨しており、その種類は、

（１）液状又は泥状のもの（血液等）赤色

（２）固形状のもの（血液が付着したガーゼ等）橙色

（３）鋭利なもの（注射針等）黄色

したがって、鋭利なもの（注射針等の中にはメス、試験管、シャーレ、ガラスくず等）つまり

針箱の中に空アンプルが入っていても医療廃棄物の処理区分上何ら問題がないのです。

裁判官は医療廃棄物の区分を知らなかったため、間違った判決を行

ったのでした

（判決文３４）

北陵クリニックでは，医療行為に伴って生じる廃棄物を，感染症廃棄物（ガーゼ，酒

精綿，包帯などの血液等が付着した廃棄物），感染症扱い廃棄物（使用済み注射針，

縫合針，メスの刃など），非感染症廃棄物（薬剤の空アンプル，使用済み点滴ボトルな

ど），一般廃棄物（薬剤の空き箱などのもえるごみ）に分別することとし，職員は，廃棄

物が生じるとその分別に従い，それぞれ専用のごみ箱等に投棄していた。

北陵クリニックでは、次のように分別していたとしておりますが、

※ 感染症廃棄物（ガーゼ，酒精綿，包帯などの血液等が付着した廃棄物），

※ 感染症扱い廃棄物（使用済み注射針，縫合針，メスの刃など），

※ 非感染症廃棄物（薬剤の空アンプル，使用済み点滴ボトルなど），

※ 一般廃棄物（薬剤の空き箱などのもえるごみ）

正しい区分で容器に収納しなければ産業廃棄物処理業者は引き受けないことを裁判官

は知らないため、検察官の言い分をそのまま受け入れているのです。

正しい区分は次の通りです。

※ 感染性廃棄物①液状又は泥状のもの（血液等）

※ 感染性廃棄物②固形状のもの（血液等が付着したガーゼ等）

※ 感染性廃棄物③鋭利なもの（使用済み注射針、メス、試験管、ガラスくず（空ア

ンプル））

※ 非感染性廃棄物（医療行為等に伴って生ずる廃棄物のうち感染性廃棄物以外

の廃棄物、プラスチック（点滴ボトル）、
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※ 一般廃棄物（紙くず、厨芥等）

（判決文２２８）

また，既に認定したとおり，北陵クリニックにおいては医療廃棄物の分別が厳格に行

われていたのであるから，これらの事情に照らすと，そもそも手術で使用されたマスキ

ュラックスの空アンプルが針箱に廃棄されていたとは容易に想定し難く，したがって，

針箱内に手術で使用したりあるいは手術のために準備した筋弛緩剤のアンプルのみ

が入っていたという弁護人の主張はその前提において不合理である。

（判決文２５９）

しかし，まず，既に認定したように，医療廃棄物の分別が厳格に行われていた北陵ク

リニックにおいて，本来空アンプルを捨てることが予定されていない針箱に筋弛緩剤の

空アンプルを廃棄していたとの被告人の供述は極めて不合理である。

「感染性廃棄物の適正処理について」の通知の別紙「廃棄物処理法に基づく感染性廃

棄物処理マニュアル」によれば、感染性廃棄物を６種類に分類しているのです。

つまり、血液が付着した鋭利なものとして、感染性廃棄物の中で，注射針、メス、試験管、

シャーレ、ガラスくず等を包括している。

従って、注射針とアンプル（ガラスくず）を同じ容器に廃棄することは、正しい処理でありま

す。

（判決文２２８頁）

・・・ なお，証拠によれば，助成金の対象となる手術において用いられたマスキュラッ

クスの空アンプルは，ひと研究費明細書を記載するためナースステーションに運び込

まれ，ナースステーションのプラボトル・アンプル入れのごみ箱に廃棄されることが多い

ことが認められ，・・・・

ここでも、プラボトル・アンプル入れのごみ箱と、明らかに医療廃棄物の区分を知らなか

った間違った処理が行われていたことを、証明しております。

裁判官は、薬剤の管理，保管状況等も間違った認識をしました

（判決文２７）

北陵クリニックでは，平成９年７月ころまでは，常駐の薬剤師が薬剤の管理を行って

いたが，その後は，薬剤師を置かなくなったことから，薬剤を正規に管理する者がいな

くなり，・・・・・

（判決文２８・２９）

なお、マスキュラックスについては，北陵クリニック看護婦が「手術ボックス」と呼んで
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いた，引き出しがあり，かぎ（施錠設備）はついていない，灰色のプラスチックケース（以

下「手術ボックス」という。に保管することとされ，手術の際手術室持ち込まれる以外の

通常時は，薬品庫内に置かれていた。

（判決文２９）

なお，薬剤師がいなくなってからは、事務長が薬剤の管理を行うようになり，各年度

末に実地棚卸しを行って，毎年３月３１日時点でのマスキュラックスを含む各薬剤の在

庫を確認していた。

判決では、薬剤師がいなくなってから薬剤を正規に管理する者がいなくなった。 また、

薬剤師がいなくなってからは事務長が薬剤管理を行うようになったとしておりますが、厚生

労働省が平成１３年１月１７日に北陵クリニックへ立ち入り検査を行った結果を見ると、明ら

かに次の事実を誤認しております。

（１）毒薬等の管理責任者は、薬剤師でなく院長であった。

（２）事件前は、毒薬等の定期的な在庫数量等の管理も行われていなかった。

平成１３年４月２３日付け、厚生労働省医薬局長通知「毒薬等の適正な保管管理の徹底

について」に添付された参考資料によれば、

（厚生労働省ホームページより）

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0423-1.html

北陵クリニックに対する薬事法に基づく立入検査結果の概要

１ 立入検査日 平成１３年１月１７日（水）１３：３０～１７：００

２ 対象診療所 名 称 北陵クリニック

所在地 宮城県仙台市泉区高森４丁目２番５３６

３ 根拠 薬事法第６９条

４ 目的

准看護士が毒薬である筋弛緩剤を輸液に混入させたとする事件に関連して、薬

事法上の観点から、報道等でなされている毒薬の管理について、事実確認及び改

善状況の確認のため、仙台市、宮城県とともに立入検査を行ったもの。

５ 検査結果

（１）毒薬等の保管状況について

(1)毒薬と他の物との区別

事件前は、毒薬と劇薬について、特段の区別を行っていなかったとのことで

あったが、立入検査の実施時点においては、毒薬と劇薬の区分がなされてい

た。

(2)施錠状態
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事件前は、毒薬について、施錠の認識がなく施錠施設のない場所において

保管していたとのことであったが、立入検査の実施時点においては、毒薬は、

施錠施設のある場所において保管されていた。

（２）管理体制について

事件前の毒薬等の管理責任者は院長であるとのことであったが、院長は非常

勤であったため、内部での管理分担等について取決めておらず、少なくとも実質

的な管理は不十分であったと考えられる。また事件前は毒薬等の定期的な在庫

数量等の管理も行われていなかった。

なお、事件後は、常勤の院長が毒薬等の管理にあたっているとのことであっ

た。

薬剤の発注状況と在庫状況の婦長の証言に整合性がないのでした

（判決文２３３・２３４）

北陵クリニックにおいては，薬剤師が常駐しなくなった後である平成９年８月ころか

ら，薬剤が少なくなってきたことに気付いた看護婦や准看護婦が注文ノートに必要と思

われる薬剤の品名，数量等を記載し，事務職員がそれに基づいて発注手続を行い，

遅くとも数日後にはその薬剤が納入されていた。また，被告人が北陵クリニックに勤務

するようになった後においては，准看護士も注文ノートに必要と思われる薬剤を記載

するようになった。なお，当初は，発注手続を行う事務職員がある程度決まっていたた

め，注文ノートに発注者の氏名が記載されていなかったが，平成１１年６月ころからは，

実際に発注手続を行った者の氏名が注文ノートに記載されるようになった。

そして，このような発注手続を行う過程において，院長，婦長等一定の責任を有する

者によってその内容が吟味されることはなかった。

この様に、薬剤の発注は院長，婦長等一定の責任を有する者によってその内容が吟味

されることはなかった。つまり何もしなかったとしている一方で、

（判決文２３８）

一方，証拠（証人Ｓ（甲４３１），証人Ｓ（甲４３２））によれば，Ｓ婦長やＳ主任は，被告

人から，マスキュラックスの溶解液のみ多数余っているのを発見したことや，それらをま

とめて保管することにしたこと等に関する報告を受けたことはなかったものと認められる

なお，被告人は，この点に関して，マスキュラックスの溶解液のみが余っている事実を

Ｓ婦長かＳ主任かのどちらかに報告した旨供述するが，その一方において，その事実

に気付いた時は不思議に思ったものの，特にその原因を調査したり納品状況を確認

することはなかったなどと医療従事者として極めて不自然，不合理な供述しており，こ
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のような被告人の供述は容易に信用することができない。これに対し，Ｓ婦長やＳ主任

は，仮に被告人から報告を受けていたならばその原因や在庫等について調査をして

いたはずであるなどと合理的な供述をしており，両者の証言はその信用性が高いとい

える。）。

被告人を、医療従事者として極めて不自然，不合理な供述しておりとして信用することが

できない。としている一方「被告人から報告を受けたら在庫等の調査をしたはずなどと言うこ

とを合理的な供述をしており，両者の証言はその信用性が高いといえる。」のでしょうか。

Ｓ婦長やＳ主任は，発注では、何もせず放置していたのに、在庫に不自然なことは、調査

をしたはず等と言うことは、一貫性が無い供述ではないでしょうか。

同時に、Ｓ婦長やＳ主任は，発注では何も吟味しないほうが、医療従事者として極めて不

自然、不合理なことであると考えます。

検察官の推認は邪推でした

（論告要旨２７７）

さらに，以下の諸事情も，それぞれ，被告人がＡ子ちゃん事件の犯人であることを雄

弁に物語っている。

すなわち，第１に，被告人は，点滴スタンドをＮ２病室に運び入れて恵理子に声を掛

けるまでは，肝心のＡ子ちゃんを全く放置する一方で，Ｋ看護婦にＡ子ちゃんの点滴

準備は自分がすると声を掛けるわけでもなく，ましてや同看護婦から頼まれたわけでも

ないのに，勝手にＡ子ちゃんの点滴準備作業を自分一人で行っている。被告人のこの

一連の行動は極めて不自然な行動であり，被告人がこのような行動をとったことは，そ

の行動の中に，Ｋ看護婦ら他の者に気がつかれずに輸液セットのチューブにマスキュ

ラックス溶液を注入する意図があったことを十分に推認させる。

論告要旨では、①Ａ子ちゃんを全く放置した。②勝手に点滴の準備をした。③他の者に

気づかれずマスキュラックスを注入する意図があった。と推認しているが、判決文をから当

時の状況を再現するなら、推認は全く邪推にすぎないことが、明らかです。

Ａ子ちゃんが北陵クリニックに来てからの経過

（判決文１１０から１１９）

時 刻 内 容

17時5分ころ Ａ子ちゃん北陵クリニック到着

17時40分ころ この日の日勤者はいずれも退勤していた。看護職員は、遅番勤務者・Ｋ看護婦、

当直勤務者・被告人と坂本助手のみであった。

18時少し前 小児科診察室においてＩ医師の診察

18時ころ Ａ子ちゃんのレントゲン検査、尿検査実施

Ｉ医師は、上記検査を踏まえ入院を勧め、入院することになり、Ａ子ちゃんと理恵子

は談話室に移動して入院の準備の出来るのをまった。
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18時30分ころ Ｉ医師はＡ子ちゃんの入院が決まり指示箋に採血と点滴の指示を記載した。

①生食100ミリリットルに抗生剤ホスミシン１グラム調合したものを１時間あたり100ミリ

リットル

②ソリタＴ１の500ミリリットルに20％のブドウ糖２アンプル及び吐き気止めプリンペラ

ン約１．３ミリリットル１時間あたり100ミリリットル ③ソリタＴ３を１時間あたり50ミリリッ

トル

被告人は指示箋に従って、外来中通路カウンターの小児科内科処置室前付近で

点滴の準備を行った。

この時、Ｋ看護婦は、小児科や内科の後片づけや戸締まりなどをしていたが、被

告人が外来中通路カウンターの小児科内科処置室前付近で点滴の準備をしてい

る姿を見かけて、自らが後片づけをする前に準備してあげればよかったと感じてい

た。

坂本助手は、ナースステーション出入口付近でＡ子ちゃんの母親の簡易ベットの

準備を行った。

18時40分ころ 被告人から準備ができたので談話室で待っていたＡ子ちゃんをＮ２病室へ移動

18時45分ころ 小児科内科カウンターの流しの辺りで後片づけなどをしていたＫ看護婦の所へ被

告人が針が刺せないと言ってきた

18時50分ころ Ｋ看護婦と被告人は一緒にＮ２病室に行き、血管確保を試みた。Ａ子ちゃんにソリ

タＴ１、点滴開始 その後間もなく生食ボトルに切り替え

18時55分ころ Ａ子ちゃん容体急変

18時55分ころ Ｉ医師が、ナースステーションで被告人からＡ子ちゃんの症状を聴く

18時55分直後 Ｉ医師がＮ２病室へ 被告人にソリタＴ１に点滴交換を指示

19時ころ Ｉ医師が市立病院へ電話

１９時ころ Ｋ看護婦 Ｎ２病室へ

１９時ころ Ｋ看護婦ナースステーションへ戻り救急カートをＮ２病室へ

19時ころ Ｋ看護婦がＮ２病室で被告人にソリタＴ１に切り替えることを提案ボトルを交換する

19時5，6分ころ Ｉ医師Ｎ２病室へ戻る。 Ｋ看護婦がアンビューバッグを手に持ちバッグアンドマ

スクの人工呼吸を行っていた

Ｉ医師はボスミン１アンプルを三方活栓から静脈注射、また被告人にイノバンを点

滴に入れるよう指示、更にイノバン２アンプルが追加投与

19時15分ころ 救急隊到着、Ａ子ちゃんは心肺停止状態に陥ってた。

19時22分ころ 心拍が再開

（判決文３２）

また，点滴薬剤の調合は，外来患者に対する点滴については，通常，外来中通路カ

ウンタ―上で行われ，入院患者に対する点滴については，通常，ナ―スステ―ション内

に設置されたワゴンの上で行われていた。

また，外来受診を経て，同日中にそのまま入院することになった患者に対する，入院

当日の点滴については，医師からの指示は外来担当看護婦に対してされ，これを受け

た外来担当看護婦は，通常はそのまま指示書だけを病棟担当看護婦に渡し，病棟担

当看護婦がナ―スステ―ションにおいて準備行為を行っていたが，病棟担当看護婦が

忙しい場合には，外来担当看護婦が外来診療区域において調合等の準備行為を行っ

た上で指示書と共に渡すこともあった。
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① Ａ子ちゃんはレントゲン検査、尿検査が終わったあと、Ｉ医師から早めに入院させ

て経過を観察するのが適切で有ると判断し、入院を打診したところ、母親が同意した

ため、入院することになり、入院の準備が出来るまで、談話室で待っていたので、放

置されていたのではありません。

② 午後５時４０分に日勤者が退勤した後残っていた看護職員は、遅番勤務者Ｋ看護

婦、当直勤務者被告人と坂本助手のみであったのであれば、この時で点滴準備 を

出来る人間は、Ｋ看護婦と被告人の二人しかいないのです。

従って、入院が決まった後に点滴するのは、病棟の看護師が点滴をすることにな

り、被告人が点滴の準備をすることは何ら問題はないことを、医療現場を知らない検

察官は、不自然な行動と邪推しているのです。

③ 外来中通路カウンターの小児科内科処置室前付近は、他の者に気づかれない

場所なのか、検察官は北陵クリニックの建物の構造を現地で確認したのか、隔離さ

れて人の目に付かない様な場所なのか確認もせずに、「マスキュラックス溶液を注入

する意図があったことを十分に推認させる。」等と邪推しているのです。
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北陵クリニックの実態

１ 機能的電気刺激（ＦＥＳ）の、人体を使った研究開発が目的でした

１９９１年１０月開業した北陵クリニックの事実上のオーナーは、ＦＥＳ治療※（機能的電気

刺激）で名をはせた半田康延・東北大教授（現在も）でした。

北陵クリニックはＦＥＳ研究における東北大学のサテライト研究室として位置づけられ、東

北大学工学部・医学部の最先端技術をつかった治療・研究を行うため設立されました。

北陵クリニックは、当時、科学技術庁が進めていた「地域結集型研究事業」の認定を受

け、国から２０億円、県や関係機関も含めて３０億円も投入した巨大研究プロジェクト「宮城

県地域結集型研究事業」としてすすめられました。

この研究事業が成果を上げれば新産業が創設されるとして、ベット数１９の小さな北陵ク

リニックに、地元電力会社、宮城県と仙台市の医師会、地元銀行、新聞社などの地元の名

だたる名士が病院の経営母体である医療法人の理事に名を連ねておりました。

また、厚生官僚出身の前宮城県知事浅野史郎氏も、みずからＨ教授と雑誌などで対談

し、「これは科学技術庁から５年間で２０億円のお金をいただいてやっているのですけど、イ

ニシアチブはわれわれ地元です。地域の医学や工学などの分野が一緒になって、加えて

産業界が一緒になって、このＦＥＳという研究を産業かしようという、非常に画期的な事業で

す」と絶賛していた。

ところが、この期待されたＦＥＳ治療は、筋肉に電極を埋め込むため、患者の衛生管理が

困難で、抜去を希望する患者が出たり、もともと保険適用もなく、一人２００万円もの高額な

医療費が掛かるため患者数も減少し、病院は累積赤字が１３億円にもなっていました。

その後、経営改善のために他の病院や高齢者施設から高齢患者を受け入れるようになり

ました。

そして、２００１年３月１０日、北陵クリニックは、この事件が「原因」であるとして病院を休止

しました。

その後、診療再開をめざしたが、平成１４年３月３１日再開の見込みがたたないため廃止

しました。

（判決文２３頁）

北陵クリニックは、患者の手足の麻痺等の運動機能障害を改善するための機能的

電気刺激による治療法であるＦＥＳを研究していた東北大学医学部教授半田康延が

中心となって，同治療法の研究開発を行うための母体となる医療機関としてとして，宮

城県知事の認可を受け設立された医療法人社団稜泉会が，平成３年１０月に開設した

医療施設であり，平成１０年には同所でのＦＥＳ治療に関する研究が科学技術庁が主
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催する地域結集型共同研究事業に認定され，ＦＥＳ治療を提供するほか，小児科，内

科等を診療科目として医療を提供していたが，平成１３年３月に休止状態となり閉鎖さ

れた。・・・

この様に、ＦＥＳ治療法の研究開発を行うために、開設された医療機関であります。

つまり、治療法が確立されたのではなく、人体を使って臨床応用して研究開発を行うため

の母体となる医療機関でありました。

（論告要旨２１７頁）

・・・・しかも，平成１１年５月１７日以降マスキュラックスを使用した手術７件中６件（使用

数量合計６アンプル）は，ＦＥＳ手術への助成金を請求するために「ひと研究費明細」と

題する書類が作成され，そこには手術で使用した薬剤の種類，数量等が記録されて

いるが・・・・

ＦＥＳ手術が研究開発途上で、国の補助金の対象になったことから、「ひと研究明細書」と

いう書類が作成されるようになりました。

２ 半田康延教授は、どの様な研究を行っていたのでしょうか

Ｈ教授が、平成３年北陵クリニックを開設してから現在まで、ＦＥＳ研究を行ってきた経過

は次の通りです。

（東北大学のホームページより）

平成３年【 1991 】１０月、北陵クリニック開設
平成６年【 1994 】
機能的電気刺激（ＦＥＳ）システムの制御命令としての耳介動作の検討

【医用電子と生体工学， 32 （ 2 ），（ 1994 ）， 121－ 128 】
真狩弘夫，村上肇，渡辺高志，皇宮望，半田康延

平成７年【 1995 】
機能的電気刺激（ＦＥＳ）システムの制御命令としての舌動作の検討

【医用電子と生体工学， 33 （ 4 ），（ 1995 ）， 365－ 369 】
村上肇，森田健司，渡辺高志，皇宮望，半田康延

平成８年【 1996 】
速筋・遅筋特性を考慮したＦＥＳ制御のための刺激周波数－張力特性の計測

【医用電子と生休工学， 34 （ 1 ），（ 1996 ）， 47－ 51 】
渡辺高志，森田健司，村上肇，皇宮望，半田康延

ＦＥＳにおける刺激パターン修正方式に関する検討

【医用電子と生体工学， 34 （ 2 ），（ 1996 ）， 103－ 110 】
黒沢健至，村上肇，渡辺高志，二見亮弘，皇宮望，半田康延

平成９年【 1997 】
ＦＥＳ用経皮電極の埋め込み後の評価法

【医用電子と生体工学， 35 （ 3 ），（ 1997 ）， 320－ 324 】
大庭茂男，渡辺高志，二見亮弘，皇宮 望，半田康延

機能的電気刺激のための人工神経回路を用いた刺激パターン生成に関する基礎研究



- 48 -

【医用電子と生体工学， 35 （ 4 ），（ 1997 ）， 407－ 413 】
村上肇，町野保，渡辺高志，二見亮弘，皇宮望，半田康延

平成１０年【 1998 】
ＦＥＳによる起立のための計算機モデルと刺激データ作成法の基礎検討

【医用電子と生体工学， 36 （ 1 ），（ 1998 ）， 22－ 31 】
巌光文，渡辺高志，二見亮弘，皇宮望，半田康延

平成１１年【 1999 】
An Approach to a Mhscle Model with a Stimulus Frequency-Force Relationship for ＦＥＳ
Applications.

【 IEEE Trans ． Rehab ． Engng ．， 7 （ 1 ），（ 1999 ）， 12－ 18 】
T ．Watanabe ， R ． Futami ． N ． Hoshimiya ． Y ． Handa

運動機能麻痺者の残存運動機能を用いた制御命令入力システム

【医用電子と生体工学， 37 （ 2 ），（ 1999 ）， 152－ 160 】
古瀬則夫，渡辺高志，二見亮弘，皇宮望，半田康延

平成１２年【 2000 】
ＦＥＳ制御のための筋疲労評価におけるダブルパルスに関連するＭ波の利用可能性

【医用電子と生体工学， 38 （ 1 ），（ 2000 ）， 42－ 48 】
渡辺高志，三浦尚人，皇宮望，半田康延

Computer-aided generation of stimulation data and model identification for functional electrical
Stimulation （ＦＥＳ） control of lower extremities

【 Frontiers of Medical and Biological Engineering ， 10 （ 3 ），
（ 2000 ）， 213－ 231 】

G.Eom ， T.Watanabe ， R.Futami ， N.Hoshimiya and Y.Handa
平成１４年【 2002 】
Development of a Closed-loop ＦＥＳ System Using3-D Magnetic Position and Orientation
Measurement System

【 JOURNAL OF AUTOMATIC CONTROL ， 12 ，（ 2002 ）， 23－ 30 】
Kenji Kurosawa ， Takashi Watanabe ， Ryoko Futami ，

Nozomu Hoshimlya ， Yasunobu Handa

３ 機能的電気刺激（ＦＥＳ）は、研究開発途上でした

平成１０年９月２３日、名古屋市において開催された、第７回日本交通医学工学研究会

学術総会で半田康延教授が特別講演を行ったものの要旨であります。

(日本交通医学工学研究会ホームページより)

http://www.jatme.jp/sokai_07.html

運動障害と機能的電気刺激（ＦＥＳ）による運動機能再建の研究

東北大学大学院 障害科学 半田 康延

l ：はじめに
交通事故は、しばしば、脳や脊髄、末梢神経などを損傷し、人体の運動機能に重篤な障害を

もたらす。このような運動障害は不可逆的であることが多く、交通事故被害者は一生不自由な生

活を余儀なくされる。

このような中枢性および末梢性運動機能障害に対し、近年電気刺激療法が有効であることが報
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告されてきている。すなわち、少しでも随意的な運動が可能な不全麻痺では、治療的電気刺激

（ＴＥＳ）によって随意性の向上が認められ、完全麻痺例では、末梢神経障害を除き、機能的電

気刺激（ＦＥＳ）による筋収縮制御によって、麻痺部位の運動機能再建が可能となってきている。

今回は、脳、脊髄、末梢神経障害による運動麻痺に対するＴＥＳおよびＦＥＳについて概説した

い。

２：ＴＦＳ

脳挫傷や脊髄損傷による中枢性運動ニューロン障害による不全麻痺においては、四肢の随

意性の低下が、筋力低下のみならず、痙性や固縮などの筋緊張異常によっても生じる。ＴＥＳは

筋に分布する神経（これを筋枝という）を刺激する。筋枝の中には筋収縮を引き起こす運動神経

と、筋や腱の感覚情報を脳や脊髄に送る知覚神経とがある。運動神経へのＴＥＳによって筋収縮

訓練を長期的に行うと、筋萎縮の改善と筋力の増強効果を期待することができる（遠心性効果）。

また、筋の良さを検知する筋紡錘からくる知覚神経刺激によって、筋の痙性を軽減し、運動の随

意性の向上を図ることができる（求心性効果）。この求心性効果は、ＴＥＳ開始後比較的早期に現

れるもので、しばしば劇的な運動機能回復効果をもたらすことがある。

３：ＦＥＳ

四肢ＦＥＳは、失われた手足の機能をコンピューター制御の電気刺激装置で再建しようとする

もので、主として、脳血管障害や脊髄損傷などによる麻痺肢に対して適応される。我々は、皮膚

を通して目的とする神経・筋近傍に留置する貫皮的埋込み電極と３０チャンネルの刺激出力を有

するＦＥＳ装置を開発し、医療機器として認可を得、臨床応用している。ここでは、代表として脊髄

損傷に対するＦＥＳについて述べる。

脊髄損傷では、頸髄レベルで脊髄が障害されると、四肢麻痺となり、ＦＥＳでは麻痺上肢がそ

の対象となる。ここでは、第４頸髄（Ｃ４）から第６頚髄（Ｃ６）までのレベルでの障害がＦＥＳの適応

となるが、制御対象部位は、損傷レベルが高位となればなるほど増加し、その制御方式も複雑な

ものとなる。例えば、Ｃ４ 四肢麻痺は人工呼吸器を用いないで生存しうる最も高位の頚髄損傷

であるが、肩の上下程度の運動以外ほとんど上肢を動かすことのできない重篤な四肢麻痺であ

る。

このような麻痺上肢では、肩を含め、肘、手関節、手指の全ての関節の制御が必要となる。

Ｃ５ 四肢麻痺では、肩の動きと肘の屈曲ができるようになるため、座った状態では、手関節と

手のＦＥＳ制御で、食事やひげ剃り、歯磨きなどの簡単な日常生活動作を行うことができるように

なる。Ｃ５ 四肢麻痺では、さらに手関節が動くようになるため、手の指のみの制御で上肢機能の

再建が可能となる。

胸髄レベルで脊髄が損傷されると、下半身が麻痺する対麻痺となる。この場合でも、 ＦＥＳに

よって起立・歩行機能を再建することが可能である。ことに、車椅子からの起立とその保持は、杖

などの支持具は必要なものの、実用性が高く、対麻痺者は立位を保持した姿勢で片手あるいは

両手を使うことができるようになっている。このような立位ＦＥＳを今後多くの対麻痺者が利用でき

るように整備したいと考えている。

歩行のＦＥＳ制御は、装具を併用する場合には（ハイブリットＦＥＳ）、比較的実用性の高いレベ

ルまでに達している。しかし、装具を拒否する患者が、本邦には比較的多く、臨床応用がなかな

か難しいのが実状である。

しかし、ＦＥＳだけでの歩行制御は、疲労や消費エネルギーの問題が大きく、まだまだ実用的

段階には達していない。今後の更なる研究が必要である。

４：おわりに

近年世界的にＦＥＳへの関心が高まっており、そのための研究予算も増えてきている。 ２１世

紀の障害克服のための新しい治療法として、大いなる発展が期待される分野であり、そのための

努力を続けていきたい。
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このように、まだまだ実用段階にはたっしていなかった、技術であったのです。

4 執刀医の半田康延教授は、気管内挿管が出来なかったのでした

（論告要旨９６頁）

その後，Ｋくんは，同日午後１時１０分ころ，電極埋込手術を受けるため，手術室に

入室し，同月午線１時１５分こうから同日午後４時５分ころまでの間，執刀医Ｈ教授，助

手Ｓ医師及びＯ医師，麻酔医Ｓ医師、直接介助被告人・間接介助Ｓ主任及びＳ看護婦

という手術スタッフによって，Ｋくんに対する電極埋込手術が行われた。

（論告要旨１００頁）

Ｈ教授が、同日午後１０時５分ないし１０分ころ同病室に到着し，２度にわたってＫく

んに気管内挿管を試みたが，いずれも気道を確保することが出来なかった。

手術した患者が急変するということはあり得ることであり、呼吸困難な場合に気管内挿管

は、必要な救命措置であるが、それが出来なかったということは、常識では考えられないこと

で、これは、執刀医としてあり得ない事実を露呈したものです。

5 副院長のＩ医師も気道確保を出来なかったのでした

（判決文１１８頁）

その後もＡ子ちゃんに対してバックアンドマスクの人工呼吸が続けられてたが、Ｉ医

師が人工呼吸を行っている最中に、被告人によってＡ子ちゃんの顔から酸素マスク

が外され、被告人が、喉頭鏡でＡ子ちゃんの口の中を見て、Ｉ医師に対して、「ああ、

気管孔が見える。これなら入りますよ。」などと言って、気道確保の処置を促してきたこ

とがあった。これを聞いてＩ医師は、被告人から渡された喉頭鏡を使ってＡ子ちゃんの

口の中をのぞいてみたものの、気道確保の手技を的確に行う自信が無く、また適切

に行うことができない場合には、Ａ子ちゃんの状態を更に悪化させる可能性があると

判断したため、Ａ子ちゃんに対して気道確保の処置を試みることはなく、Ａ子ちゃに

対してバッグアンドマスクによる人工呼吸が再開された。

入院設備を持っている医療機関であれば、入院中に患者が急変することはあり得ること

で、当然急変時の患者に対応出来る技術を持った医師が必要不可欠であるのが当然であ

るにもかかわらず、「気道確保の処置を試みることなく」とは、あり得ない状況であったので

す。

６ Ｉ医師は、患者が心臓も自発呼吸も停止したとき何をしていたの

でしょうか
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（論告要旨６３頁）

その後，被告人が，喉頭鏡でＡ子ちゃんの口の中をのぞくなどし，Ｉ医師も同様に喉

頭鏡でＡ子ちゃんの口の中をのぞくなどしていたため，一定時間Ａ子ちゃんに装着さ

れていた酸素マスクが取り外された状態になり，その間Ａ子ちゃんに対する補助呼吸

は中断された。なお，Ｉ医師が，喉頭鏡でＡ子ちゃんの口の中をのぞいた際，Ａ子ちゃ

んの気管孔には動きが見られなかった。

被告人及びＩ医師が喉頭鏡でＡ子ちゃんの口の中をのぞくなどした後，Ａ子ちゃん

の心拍数が毎分３０ないし４０回程度に低下してきたことから，Ａ子ちゃんに昇圧剤ボス

ミン１アンプルが三方活栓から注入され，さらに，昇圧剤イノバン合計３アンプルが，Ａ

子ちゃんに点滴投与されていたソリタＴ１のボトル内に混注する方法で投与された。

同日午後７時１５分ころ，救急隊が同クリニックに到着したが，その時点でＡ子ちゃん

は，心臓も自発呼吸も停止していた。そこで，救急救命士が直ちに蘇生処置を開始

し，Ａ子ちゃんに心臓マッサージを行うとともに，同日午後７時１８分ころ，Ｉ医師の指示

を受ける形でＡ子ちゃんにラリンゲルマスクを挿入してアンビューバッグを接続し，アン

ビューバッグによる人工呼吸を行ったところ，同日午後７時２２分ころ，心拍が再開し，

同日午後７時３０分ころ，自発呼吸が確認され，同日午後７時３２分ころ，Ａ子ちゃん

は，人工呼吸を受け続けた状態で，救急車により仙台市立病院に向けて出発した。し

かし，搬送途中の午後７時４８分ころ，Ａ子ちゃんの自発呼吸は再び停止した。

この様に、午後７時１５分ころＡ子ちゃんは、心臓も自発呼吸も停止していた時にＩ医師は

何をしていたのでしょうか。

到着した救急隊の救急救命士が直ちに蘇生処置を開始し，Ａ子ちゃんに心臓マッサー

ジを行ったのです。

また、Ｉ医師が救急隊員に指示して、ラリンゲルマスクを挿入してアンビューバッグを接続

し，人工呼吸を行っておりますが、医師が自ら行うのではなく救急救命士に処置をしてもらう

等ということは、医師としての資格を問われるような状況であったのです。

７ Ｈ教授・Ｉ医師は、医療廃棄物の処分方法を知らなかったのでした

（論告要旨２０頁）

Ｔ警部は、・・・・・Ｈ教授に呼ばれて既に同室に来ていたＩ医師とＨ教授に，Ｓサイズ

の針箱が手術室前室に置かれていることがあるか，針箱に薬剤の空アンプルを投棄

するかについて尋ねたが，両名とも確答できなかった。

この様に、病院の実質的経営者である医師が医療廃棄物の処理について、基本的なこ

とも知らないということは、医療従事者としてあり得ないことであり、いかにずさんな医療廃棄
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物の管理がなされていたか明らかのです。

更にＴ警部は、Ｈ教授・Ｉ医師が知らなければ、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃

棄物管理責任者」は誰で、その管理者から聞くべきであるのに、それも行われた様子があり

ません。

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」によれば、特別管理産業廃棄物

管理責任者を置くことになっているのです。

３章 医療関係機関等における感染性廃棄物の管理

３．１感染性廃棄物の管理体制

医療関係機関等の管理者等は、施設内で感染性廃棄物を適正に処理する

為に、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、管理体制の充実を図るものと

する。

特別管理産業廃棄物管理責任者は、次の資格を有する者であること。

（１） 厚生大臣が認定する講習を終了した者

（２） （１）と同等以上の知識を有すると認められる者（次の資格を有する者：医師、

歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、臨床検査技師、衛生検査技師（衛生検

査所に勤務する者に限る。）及び獣医師

８ Ｉ医師は、適切な指示を出せなかったのでした

（論告要旨２８１頁）

Ｉ医師は，硫酸アトロピンを授与した後，ナースステーションで，被告人やＳ主任に，

Ｋくんの点滴に用いられている延長チューブを１００センチメートルのものから５０セン

チメートルのものに交換する指示をした。しかし，被告人やＳ主任は，手術中は１００

センチメートルの延長チューブを用いた方が良いと考えており，被告人は，むっとした

態度を示したが，それに気付いたＳ主任が，Ｉ医師に聞こえないよう，被告人に「とりあ

えずエクステンションチューブを５０センチのものに交換して，手術室に入ってから長くす

ればいいよ。」と言って被告人を宥め，その場を穏便に収めた。被告人は，都子医師

がナースステーションからいなくなると，怒った口調で，「何も分かってないんだから。」な

どと不満を述べた。

なお，Ｓ主任は，その後，Ｉ医師の指示どおり，延長チューブをいったん５０センチメ

ートルのものに交換し，Ｋくんを手術室に入室させてから，５０センチメートルの延長チ

ューブをもう１本追加して，１００センチメートルの長さにした。

このように、医師として指示をだしたが、看護主任に変えられたということは、臨床医師と

して適切な医療の処置を知らなかったことをも露呈しているのです。
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９ Ｉ医師は、「手が震えてうまくゆかないと感じ」採血を行わなかった

のでした

（判決文４５頁）

・・・Ｈ教授は，上記の通り，Ｉ医師とすれ違いざまにボトルを受け取る際，Ｉ医師に「ブ

ルート」と告げて，Ｋくんの血液をも採取，保管するよう指示した。Ｉ医師は，これを受け

て，Ｋくんの血液を採取，保管しようとした。１回目の少量の採血は、既にＩ医師が行っ

ていたが，アイスタットでの検査に全量消費していたので，改めて，２回目の採血をしよ

うとしたが，手が震えてうまくいかないと感じ，同室してＫくんの救命措置に当たってい

たＳ医師に採血を依頼した。Ｉ医師は，保存のことも考え，多めに採取するよう依頼し，

これに従い，Ｓ医師は，同日午後１１時１５分ころ，Ｋくんから七，八ミリリットルくらいの

血液を採取した。・・・・

医師が、「手が震えて採血をうまくゆかないと感じる」ことは、あり得るのか。あるとすれば、

どの様な場合なのでしょうか。

しかも、１回目はＩ医師が採血していて、２回目で手が震えると感じたのは、その間に何か

が有ったからではないでしょうか。

それは、次の様なことから、読み取ることが出来るのではないでしょうか。

（判決文５２・５３頁）

もっとも，Ｉ医師が，実際はあらかじめ他の血清と資料のすり替えを図る意図で，これ

を隠ぺいする手段として，いかにも血液保存を図るような外観を作出したとでも考える

のであれば別であるが，仮にそうであるとすれば，むしろ，郁子医師において，捜査段

階から，当初から保存を考えて多めの採血を依頼した旨強調するはずであって，かえ

って，その検面調書（弁６９，７０）にあるように，後になって血清入りスポイトを見つけて

初めて保存を思いついたなどという供述をするとは解し難い。

このように、判決文は、「・・・・・考えるのであれば別であるが、仮にそうであるとすれば・・・

・・・思いついたなどという供述をするとは解し難い。」と裁判官の想像で見解を述べて、Ｉ医

師を弁護しておりますが、手が震えて採血できないと感じたことは、すり替える意図、隠ぺい

する意図等、何らかの意図があったから、手が震えて採血が出来なかったのでないでしょう

か。

10 Ｉ医師は、筋弛緩剤を知らなかったのでしょうか

（判決文２１７頁）

・・・当初，筋弛緩剤のことを直接に尋ねるつもりはなかったものの，Ｉ医師に対して，
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筋弛緩剤を北陵クリニックにおいて使用してるかどうか尋ねた。これに対して，Ｉ医師が

一瞬ピンと来ず，「えっ筋弛緩剤と言いますと。」と聞き返したため，Ｎ医師が「例えば

サクシンとかミオブロックとか。」と商品名を挙げて説明したところ，Ｉ医師は「サクシンな

らあります。手術のときに使っています。」と答えた。・・・・・・

副院長であるＩ医師が、「えっ筋弛緩剤と言いますと。」と発した言葉は何を意味するので

しょうか。

さらに、「サクシン」という薬品名を言われて、「サクシンならあります。手術のときに使って

います。」と答えておりますが、サクシンが筋弛緩剤であること、どの様な薬理作用があり、ど

の様な目的で使用されているか理解していないことをも、露呈したものですが、次のことから

本当に筋弛緩剤を知らなかったのか明らかに矛盾しております。

（論告要旨２１７頁）

・・・・しかも，平成１１年５月１７日以降マスキュラックスを使用した手術７件中６件（使用

数量合計６アンプル）は，ＦＥＳ手術への助成金を請求するために「ひと研究費明細」と

題する種類が作成され，そこには手術で使用した薬剤の種類，数量等が記録されて

いるが・・・・

この様に、北陵クリニックでＦＥＳ手術が行われていて、助成金を得て研究が行われてお

り、筋弛緩剤を使用した場合は、助成金を請求するため「ひと研究費明細」が作成されてい

たことから、筋弛緩剤を知らなかったことはあり得ないはずです。

また、日本ＡＬＳ協会が行っている「ＡＬＳ（難病筋萎縮性側索硬化症）基金」研究奨励金

交付対象研究の成果報告を次のように行っていることからも、筋弛緩剤を知らないということ

は、あり得ないのでしょうか。

筋萎縮性側索硬化症に対する治療的電気刺激の効果

Effets of Therapeutic Electrical Stimulation on Amyotrophic La teral Sclerosis

半田 郁子（北陵クリニック）

はじめに

筋萎縮性側索硬化症（ AmyotrophicLateral Sclerosis ： ALS ）は、通常中年以降に筋萎縮・
筋力低下により発症し、脳・脊髄にある中枢性運動ニューロンと、脊髄前角にある末梢性運動

ニューロンが選択的に障害される。症状はつねに進行性であり、全身の骨格筋が障害され、さ

らに球麻痺・呼吸障害を合併する。その成因に関しては、種々の研究がなされているがいまだ

定説はない。

ALS に対して、これまでにビタミン剤、 ATS 製剤をはじめとして、蛋白同化ホルモン・ステロ
イドなど多岐にわたる治療法が試みられており、現在も Riluzol １）

、神経栄養因子
２），４）
などの治

験が行われているが、有効な治療法が確立していないのが現状である。

我々はこれまで、脳血管障害や脊髄損傷などの中枢性運動ニューロン障害による萎縮筋に

対して、貫皮的筋内埋め込み電極を用いて治療的電気刺激（ Therapeutic Electrical
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Stimulation ： TES ）を行い、痘性の軽減や筋萎縮の改善、関節可動域の拡大、随意性の向
上などの効果を認め、報告してきた

５），６）
。また、末梢性運動ニューロン障害である腕神経引き

抜き損傷における不全麻痺例でも、 TESにより筋萎縮の改善と筋力の増強を認めた例を経験
し、報告している

６），８）
。しかし、 ALS は神経変性疾患であり、その筋萎縮はつねに進行性で不

可逆的であるため、電気刺激の有効性については全く論議されておらず、 ALS に対する電
気刺激治療に関する報告はこれまでのところ見あたらなかった。

今回我々は、 26 例の ALS 患者の四肢の筋に対して、その筋萎縮の進行抑制を目的とし
て TESを行い、その効果を評価・検討したので報告する。

対象

対象は ALS 患者 26 例で、うち男性 19 例、女性 7 例であった。年齢は 37 ～ 87 才（ 55.7
± 9.8才）、
平均罹病期間は 3年 4 カ月（ 9 カ月～ 12年 4 カ月）、厚生省特定疾患調査研究班による重
症度分類では stage ３～７であった。 TES を行った期間は 3 カ月～最長 2年 6 カ月で平均 1
年 4カ月であった。
患者およびその家族ともＡＬＳであることを告知されており、その予後についても説明を受け

ていた。さらに患者・家族には、電気刺激治療に関して、手術に伴う危険性、 TES 療法を行う
上での利点や問題点、および患者によって TES の有効性が異なり前もって予測できないこと
について詳しく説明を行い、同意を得た。

方法

表 1 に示す四肢の筋および神経に、我々の開発した貫皮的筋内埋め込み電極（ sus316L
ステンレス電極，日本精線，大阪）を、刺激電極として用いた

９）
。これは 25 μのステンレス・ス

チールワイアーを 19 本撚りのロープにし、テフロン被覆後コイル状にしたものである。刺激装
置には、我々の開発したコンピュータ制御多チャンネル刺激装置（ FESMATE １０００， NEC メ
ディカルシステムズ，東京）を用いた

１０）
。刺激波形は、パルス幅 0.2ms の負性矩形波であり、

刺激周波数は 20Hz に固定され、電圧振幅を０～１５ V の間で変化させることにより、筋の収
縮力を変えることができる

１１）
。また刺激は、２５秒刺激 10 秒休止の周期性の刺激で、筋収縮が

自動的に惹起されるようにした。

刺激電極の刺入留置は、全身麻酔あるいは局所麻酔下で施行した。術後一定期間の安静

ののち、 1回 5分 1日 3回から刺激を開始、徐々に刺激時間・刺激回数を増加し、 1回 5～
10分 1日 6回 TES訓練を行った。
電気刺激治療を行う前後に、筋力・握力・二次元および三次元動作解析・筋電図・骨格筋

CT などにより評価を行った。筋力は、 Daniels による徒手筋力評価（ manual muscle test ：
MMT ）および徒手筋力測定評価器（MICRO－ FET ， Hoggan Heakhlnd ． USA ）にて測定
した

12)
。動作解析および痙性評価のための膝関節振り子試験（ pendulum test ）には、二次元

動作解析装置（ QUICKMAC ，応用電気計測所，東京）および三次元動作解析装置（ APAS
Ariel ， Trabuco Canyon ， CA ， USA ）を用いた。 TES開始後 1 カ月間は入院にて経過観
察し、その後は外来で評価を行った。

筋力および骨格筋 CT 断面積に関しては、検査機器および測定上の誤差を考慮に入れ、
ＴＥＳ前の値を１００％として１０５％以上を増加、９５％以上１０５％未満を維持、９５％以下を減

少とした。

２６例中４例が経過観察中に呼吸不全にて死亡し、また 6 カ月以上長期観察した症例は 11
例であった。
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結果

①短期効果

２６例中１３例で、治療開始 1 カ月以内の早期から、随意運動の改善とそれに伴う日常生活
動作の改善が認められた。

図 1に、一症例における TES開始前後の起立動作の二次元動作解析結果を示す。この症
例では、下肢の筋力低下のために、上肢の支えなしでは起立動作が不可能であった。しか

し、殿筋および両下肢の筋に電極を埋め込み、１日６回 TES 訓練を行ったところ、 TES 訓練
開始数日後から上肢の支えなしで起立動作が可能となった。

図２は、別の症例の左膝の pendulum testにおける変化を示している。 TES施行前と TES
開始 1 カ月後後を比較すると、振り子運動の初期振幅が大きくなり、持続時間の延長が認め
られた。これは、 TESによる痙性の軽減効果によるものと思われた。
骨格筋 CT においても、 TES 開始後早期から断面積の変化が認められる症例が観察され

た。 TES 開始 1 カ月後の 14 例 35 筋を検討したところ、 28.6 ％で増加、 57.1 ％が維持を示
し、増加ないし維持を認めた症例は 11 例であった。うち 2 例 2 筋においては、 20 ％以上の
増加を認めた。逆に断面積が減少した症例も認められ、 2 例 2 筋で 15 ％以上の減少を認め
た。

また、 TES 開始 1 カ月後の筋力変化を 16 例 87 筋について調べた結果、 25.3 ％の筋で
増加、 17.2 ％で維持、 57.5 ％で減少していた。 1 カ月後の筋力は、 TES 開始前と比較して
平均 94.2％の値を示した。
このように、 TES 開始 1 カ月以内の早期に、随意運動の改善や筋力あるいは筋断面積の

維持ないし増加を認めた症例が 13例認められた。
短期効果が認められた症例に関して、発症年齢・初発部位・罹病期間・性別・重症度・上位

ニューロン徴侯の有無（腱反射の亢進・病的反射）・ TES に対する反応性などの要因につい
て検討したところ、 TES に対する反応性の良好な症例では、随意性の改善および筋力の増
加を示すことが認められた。

②長期効果

６カ月以上の長期間にわたって TESを続けた症例で、筋力や筋容量に関し検討を行った。
図３は、長期間 TES を行った症例の大腿四頭筋・大殿筋・上腕の筋の断面積を CT にて測

定した結果を示す。心では、筋断面積は疾患の進行に伴い次第に減少していくが、 6 カ月後
に観察しえた７例 20 筋のうち、 10 ％において断面積は増加し、 35 ％において維持、 55 ％
において減少しているのが認められた。 TES 前と比較すると、 6 カ月後の平均断面積は 91.8
％とある程度維持されていた。

長期間の観察中には、次第に筋力が低下している症例が多く認められるが、筋力が比較的

維持されている症例も認められた。 TES 開始後４～８カ月の筋力を、７例３７筋につき開始前と
比較したところ、筋力が増加した筋は１０.８％、維持されている筋は２１.６％、減少した筋は６７.
６％であった。平均すると、 TES開始前と比較して７６.７％の筋力を示した（図 4 ）。なお、同一
症例でも、筋力が増加した筋や減少した筋が混在している症例が多く認められた。

長期間経過観察を行った症例の中には、電気刺激で誘発される筋力が随意筋力を上回る

症例が数例認められた。このような症例では、随意筋力が次第に低下していくにもかかわら

ず、電気刺激による筋力は維持されていた。

長期効果を示した例に関しても、発症年齢・初発部位・罹病期間・性別・重症度などの要因

につき検討したが、有意な関連を示す要因は認められなかった。

考察
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末梢運動神経への電気刺激の効果には、筋紡錘・腱器官・筋膜などからくる知覚枝を刺激

することにより生じる求心性効果、および筋を支配する運動枝を刺激することによる遠心性効

果によるものがある
６），７）
。すなわち、電気刺激は脊髄に求心性に働くことにより、痙性を軽減し

筋の随意性を改善する。これは、筋紡錘からのが gia 線維を刺激することにより、その括抗筋
を相反性に抑制することが一因であると考えられている。また求心性効果には促通効果もあ

り、電気刺激による被刺激筋の収縮と協調して、共同筋が収縮する効果が得られる。

また、運動枝すなわちα運動ニューロンの刺激によって、神経末端よりアセチルコリンが放

出され、筋が収縮する。同時に筋栄養物質の放出も神経末端で生じるとされている。このため

電気刺激を長期間続けると、筋の容量と収縮力の増加がもたらされると考えられる
１３）
。このよう

な遠心性効果は、中枢性運動ニューロン障害のみならず、腕神経叢の引き抜き損傷による不

全麻痺例でも認められている
８），９）
。一般に求心性効果は早期から認められ、遠心性効果はそ

れより遅れて認められる。

TES を適用したＡＬＳ患者の半数で、早期から筋力の増強および随意性の向上が認められ
た。これは、第一に、 TES の求心性効果による痙性の軽減に起因するものと思われる。ＡＬＳ
では、一般的に筋萎縮のために筋の痙性があまり明確でないことが多いが、上位運動ニュー

ロン障害の症状として、痙性は多かれ少なかれ存在する。前述したように、深部腱反射などの

亢進もなく臨床症状としも痙性はほとんど認められない症例でも、 pendulum test ではじめて
TESによる痙性の軽減効果が判明することが多い。
一方、比較的早期から筋断面積が増加する例が、 CT を検索した症例の半数で認められて

いる。中枢性運動ニューロン障害による麻痺筋では、 TESが廃用性筋萎縮の改善あるいは予
防に効果があることが示されている

６）
。ＡＬＳにおいては、前角細胞障害による筋萎縮に加え

て、側索の変性による中枢性運動麻痺によって、廃用性萎縮が生じていると思われる。したが

って、ＡＬＳにおいても、 TES によって廃用性の筋萎縮が改善した可能性があり、痙性の軽減
とともに、早期の筋力の改善や随意性の向上の一因となっていると思われる。

さらに、６カ月以上の長期の TES 施行後、筋力や筋断面積の増加および維持を示す症例
が認められた。これは、長期間の TES によって筋に遠心性効果が働き、上位および下位運動
ニューロン障害における萎縮筋への TES と同様に、筋力の改善・維持および筋容量の増加が
おこった可能性を示唆している。ＡＬＳは常に進行性の経過をたどるとされており、このように少

数例にしろ維持・改善効果が得られたことはきわめて重要な所見として捉えられる。しかしなが

ら、ＡＬＳにおける病状の進行の程度には個人差があり、かつ個々の患者においても進行速度

が変化するため、これら少数の長期観察例から、ＴＥＳの効果として結論付けるには時期尚早

であり、さらに症例を重ねる必要があろう。

TES に対する反応性は、症例により、また同一症例でも筋により異なり、筋の反応の良好な
ものでは早期の随意性や筋力の改善が認められた。反対に、反応の不良な筋では、短期・長

期ともに明らかな効果は認められず、筋力・筋断面積の減少が認められた。 TES に対する反
応の良・不良は、末梢運動ニューロン障害の程度と大きな関係があり、ここにＡＬＳに対する

TESの適応を左右する大きな要因があるのかもしれない。
症例によっては、随意筋力より電気刺激による筋力のほうが上回る現象が認められたこと

は、非常に興味深い。これらの症例では、機能的電気刺激（ FES ）の応用が可能であり、それ
により動作を再建できる可能性が示唆される。我々は、すでにこれらの症例中３例で、介助者

の負担の軽減を目的として、起立補助動作の再建を行っている。したがって、症例によって

は、病状の進行により随意性が失われても、 FES の応用により、介助者の負担の軽減や、呼
吸ペーシングなどをはかることも可能であると思われる。

末期にいたるまで感覚・意識ともまったく正常なＡＬＳ患者にとっては、生命の維持ももちろ

んであるが、 QOL の向上は、きわめて重要かつ切実な問題である。今のところ、 TES ・ FES
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などの電気刺激療法がすべてのＡＬＳ患者に適応可能とはいえない。しかし、今後さらに研究

を重ねることにより、電気刺激療法がＡＬＳ患者にとって、さまざまな点で有効な手段となりうる

可能性があると考えられる。
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Electrode for Multichannel FES System.IEEE Trans.Biomed.Eng.,36,705-710
10)N.Hoshimiya,A.Naito.,M.Yajima,et al.(1989)： A Multichannel FES System for the
Restoration of Motor Functions in High Spinal Cord Injury Patients ： A
Respiration-Controlled System for Multgoint Upper Extremity ・ IEEE
Trans.Biomed.Eng,.36,754-760
11) Y.Handa,T.Handa,M.Ichie,et al.(1992)： Functional electrical stimulation (FES) systems
for restoration of motor function of paralyzed musclesversatile systems and portable
system.Front.Med.Eng.,4,241-255
12)L.Daniels＆ C.Worthingham(1986)：Muscle Testing 5th ed.,Saunders.
13) 加賀谷斉：対麻痺に対する治療的ならびに機能的電気刺激に関する研究(1994)。日整会
誌 68 ， 751761

※ なお、図、表等については添付を省略しました。

11 薬品管理も、ずさんなものでありました

（判決文２７頁）

北陵クリニックでは，平成９年７月ころまでは，常駐の薬剤師が薬剤の管理を行って

いたが，その後は，薬剤師を置かなくなったことから，薬剤を正規に管理する者がいな

くなり，・・・

（判決文２８・２９頁）
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なお、マスキュラックスについては，北陵クリニック看護婦が「手術ボックス」と呼んで

いた，引き出しがあり，かぎ（施錠設備）はついていない，灰色のプラスチックケース（以

下「手術ボックス」という。に保管することとされ，手術の際手術室持ち込まれる以外の

通常時は，薬品庫内に置かれていた。

（判決文２９頁）

なお，薬剤師がいなくなってからは、事務長が薬剤の管理を行うようになり，各年度

末に実地棚卸しを行って，毎年３月３１日時点でのマスキュラックスを含む各薬剤の在

庫を確認していた。

判決文では、薬剤師がいなくなってから薬剤を正規に管理する者がいなくなったとしてお

ります。

また、薬剤師がいなくなってからは事務長が薬剤管理を行うようになったとしております

が、厚生労働省が平成１３年１月１７日に北陵クリニックへ立ち入り検査を行った結果を見る

と、判決文は事実と違う、誤った認識であるのです。

平成１３年４月２３日付け、厚生労働省医薬局長通知「毒薬等の適正な保管管理の徹底

について」に添付された参考資料によれば、

（厚生労働省ホームページより）

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0423-1.html

北陵クリニックに対する薬事法に基づく立入検査結果の概要

１ 立入検査日 平成１３年１月１７日（水）１３：３０～１７：００

２ 対象診療所 名 称 北陵クリニック

所在地 宮城県仙台市泉区高森４丁目２番５３６

３ 根拠 薬事法第６９条

４ 目的

准看護士が毒薬である筋弛緩剤を輸液に混入させたとする事件に関連して、薬

事法上の観点から、報道等でなされている毒薬の管理について、事実確認及び改

善状況の確認のため、仙台市、宮城県とともに立入検査を行ったもの。

５ 検査結果

（１）毒薬等の保管状況について

(1)毒薬と他の物との区別

事件前は、毒薬と劇薬について、特段の区別を行っていなかったとのことで

あったが、立入検査の実施時点においては、毒薬と劇薬の区分がなされてい

た。

(2)施錠状態
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事件前は、毒薬について、施錠の認識がなく施錠施設のない場所において

保管していたとのことであったが、立入検査の実施時点においては、毒薬は、

施錠施設のある場所において保管されていた。

（２）管理体制について

事件前の毒薬等の管理責任者は院長であるとのことであったが、院長は非常

勤であったため、内部での管理分担等について取決めておらず、少なくとも実質

的な管理は不十分であったと考えられる。また事件前は毒薬等の定期的な在庫

数量等の管理も行われていなかった。

なお、事件後は、常勤の院長が毒薬等の管理にあたっているとのことであっ

た。

この様に、立ち入り検査の結果では、

（１）毒薬等の管理責任者は、薬剤師でなく院長でありました。

更に、歴代管理者は、仙台市に届けた書類から次のように就任しているのです。

平成 ３年９月１９日届け出 市江 雅芳

※ この間の変更届は、仙台市の情報公開では無かった。

平成 ９年９月１９日届け出 二階堂 昇から半田 郁子に変更

平成１１年１１月３０日届け出 半田 郁子から二階堂 昇に変更

平成１３年 １月１２日届け出 二階堂 昇から半田 郁子に変更

（２）事件前は、毒薬等の定期的な在庫数量等の管理も行われておりませんでした。

以上のことから、明らかに判決文に誤りがあります。

12 薬剤の発注と在庫管理について、Ｓ婦長の証言は矛盾していた

のでした

（判決文２３３・２３４頁）

北陵クリニックにおいては，薬剤師が常駐しなくなった後である平成９年８月ころか

ら，薬剤が少なくなってきたことに気付いた看護婦や准看護婦が注文ノートに必要と思

われる薬剤の品名，数量等を記載し，事務職員がそれに基づいて発注手続を行い，

遅くとも数日後にはその薬剤が納入されていた。また，被告人が北陵クリニックに勤務

するようになった後においては，准看護士も注文ノートに必要と思われる薬剤を記載

するようになった。なお，当初は，発注手続を行う事務職員がある程度決まっていたた

め，注文ノートに発注者の氏名が記載されていなかったが，平成１１年６月ころからは，

実際に発注手続を行った者の氏名が注文ノートに記載されるようになった。

そして，このような発注手続を行う過程において，院長，婦長等一定の責任を有する
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者によってその内容が吟味されることはなかった。

この様に、薬剤の発注は院長，婦長等一定の責任を有する者によってその内容が吟味

されることはなかった。つまり何もしなかったとしている一方で、

（判決文２３８頁）

一方，証拠（証人Ｓ主任（甲４３１），証人Ｓ婦長（甲４３２））によれば，Ｓ婦長やＳ主任

は，被告人から，マスキュラックスの溶解液のみ多数余っているのを発見したことや，そ

れらをまとめて保管することにしたこと等に関する報告を受けたことはなかったものと認

められる（なお，被告人は，この点に関して，マスキュラックスの溶解液のみが余ってい

る事実をＳ婦長かＳ主任かのどちらかに報告した旨供述するが，その一方において，そ

の事実に気付いた時は不思議に思ったものの，特にその原因を調査したり納品状況を

確認することはなかったなどと医療従事者として極めて不自然，不合理な供述してお

り，このような被告人の供述は容易に信用することができない。これに対し，Ｓ婦長やＳ

主任は，仮に被告人から報告を受けていたならばその原因や在庫等について調査をし

ていたはずであるなどと合理的な供述をしており，両者の証言はその信用性が高いとい

える。）。

Ｓ婦長やＳ主任は，発注では、何もせず放置していたのに、在庫に不自然なことは、調査

をしたはず等と言うことは、看護現場の責任者として、一貫性が無い供述ではないでしょう

か。

それを、裁判官が合理的で信用性が高いと言っている一方で、守大助さんを、医療従事

者として極めて不自然，不合理な供述しており信用することができないと決めつけておりま

す。

むしろ、Ｓ婦長やＳ主任は，発注では何も吟味しないで、報告を受けていたならばその原

因や在庫等について調査をしていたはず等と言っていることこそ、医療従事者として極めて

不自然、不合理なことです。

ここでも、裁判官は守大助さんに偏見を持っていることを、明らかにしております。

13 Ｓ婦長は、医療廃棄物の処理について、間違った知識で説明しま

した

（論告要旨２０頁）

そこで，Ｔ警部は，１２月５日午前零時３０分ころ北陵クリニックに呼んだＳ婦長に確認

し，針箱、通常手術室前室に置かれていることはなく、使用済注射針を捨てる医療廃棄

物容器であり、通常針箱に空の薬剤アンプルを捨てない旨の説明をうけ，被告人が罪

証隠滅の目的で当夜針箱を持ち出そうとしたとの疑いを深め，・・・・・
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とＴ警部に説明しておりますが、

「検察官の推認（感染性廃棄物の認識）は誤認でした」のところで引用している

「感染性廃棄物の適正処理について」の通知の別紙「廃棄物処理法に基づく感染性廃

棄物処理マニュアル」によれば、注射針とアンプルを同じ容器に入れておくことは、何ら矛

盾はないのです。

つまり、Ｓ婦長は、医療廃棄物の処理について正確な知識を持っていなかったため間違

った回答をしたのです。

また、次のように医療廃棄物等を一つのビニール袋にまとめて入れたことからも、Ｓ婦長・

Ｓ主任は、分別区分して管理することを理解していなかったことを証明しているのです。

（論告要旨１６９頁）

Ｔ警部は，平成１２年１２月５日，県警本部において，その前夜被告人が北陵クリニック

から持ち出そうとした針箱を含む２つの針箱について，Ｓ婦長及びＯ事務長を立会人とし

て，実況見分を行った際，Ｓ婦長から，北陵クリニックに医療廃棄物回収業者が回収して

いない医療廃棄物が残っていると聞き，Ｓ婦長に，それら未回収の医療廃棄物のうち非

感染性医療廃棄物及び針箱の収集と保管を依頼した。

そこで，Ｓ婦長は，同日夜，県警本部から北陵クリニックに戻り，外来診療区域の汚物

室にあった非感染性医療廃棄物用の２つのゴミ箱の中に入っていた医療廃棄物を一つ

の医療廃棄物用ビニール袋にまとめて入れ，そのビニール袋に「／５」と記載した上，汚

物室に置いた。またＳ婦長は，帰宅する間際に，プレハブ造りのゴミ集積所の中をガラス

越しにのぞき，同ゴミ集積所内に医療廃棄物が入った段ボール箱３箱及び針箱３箱が置

いてあるのを確認した。

Ｓ婦長は，翌６日，Ｓ主任に対し，Ｔ警部からの依頼内容を伝え，ナースステーション内

にある非感染性医療廃棄物（プラボトル・アンプル）を汚物室に置いた「／５」と記載した

ビニール袋の中に加え入れ，さらに，ナースステーションに置かれた針箱内の医療廃棄

物を外来診療区域の汚物室に置かれた針箱内に加え入れ，そのビニール袋と針箱をゴ

ミ集積所内の医療廃棄物と一緒にすべて別棟のコア研究室の建物内に運び込んで保

管するよう指示した。

非感染性医療廃棄物（プラボトル・アンプル）としておりますが、

プラボトルとアンプルは分離して廃棄するのが正しいことを、理解していなかったのです。

14 Ｉ医師は、Ｍ子ちゃんを適正な診断から必要な投薬治療を

行ったのでしょうか
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（論告要旨３２頁）

・・・・母親は，１月３１日，Ｍ子ちゃんに発熱や咳などの症状があったので，・・・・Ｉ医

師は，診察の結果，胸部肺雑音及び心雑音はなく，腹部は柔らかく平坦であったもの

の，咽頭にやや発赤が認められたことなどから，喘息様気管支炎，脱水症と診断し・・・

・

１月３１日 病院内での点滴投与・吸入と処方薬

指・要 抗生剤ミノマイシンを調合した生理食塩液とブドウ糖、

ビタミン剤ビスコン及び気管支拡張剤ネオフィリンを調合した輪液用

病 電解質液ソリタＴ１

院 指・要 吸入用メプチン及び吸入用ピソルポンを調合した生理食塩液

投 指・要 内服用抗生剤クラリシッドドライシロップ

与 劇・指 解熱剤カロナール

鎮咳剤アスベリン

指 去痰剤ムコサールドライシロップ

処 指 気管支拡張剤ベラチンドライシロップ

方 指 下痢止め薬ロペミン

薬 調整剤ラックピー

劇・指 気管支拡張剤テオドールドライシロップ

解熱座薬アンヒバ１００

※ 劇＝劇薬 指＝指定医薬品 要＝要指示医薬品

２月１日 通院

前日と同じ吸入を受けた

指・要 吸入用メプチン及び吸入用ビソルボンを調合した生理食塩液

２月２日 入院

1 5 Ｉ医師は、Ｍ子ちゃんの入院は病状から勧めたのではなかったの

でした

（論告要旨３２頁）

Ｉ医師は，Ｍ子ちゃんは同様咽頭にやや発赤が認められたのに加え，母親が看病

に疲れた様子だったのでＭ子ちゃんの入院を勧め、母親もこれに応じたので、Ｍ子

ちゃんの入院が決まった。

この様に、Ｍ子ちゃんの病状からではなく母親が看病に疲れたから入院をすすめたので
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す。

（判決文１０３頁）

Ｉ医師も、Ｍ子ちゃんは、喘息性気管支炎、脱水症の症状がみとめられたものの、

喘息性気管支炎は、呼吸困難がほとんどないか、あっても極めて軽い物であり、これ

により呼吸停止を起こすことはないと考えられ、また、脱水症についても、Ｍ子ちゃん

に見られたのは軽度なもので、それから呼吸停止になることは考えられないし、極度

の脱水症があっても呼吸停止するのは全身状態が非常に衰弱して死に至るような場

合であって脱水症から直ちに呼吸停止することはない旨証言しており、同証言につ

いても、小児科医としての専門的知見と自らＭ子ちゃんを診察した経験に基づきなさ

れたもので、疑いを差し挟むべき事情は認められない。

つまり喘息性気管支炎は、呼吸困難がほとんどないか、あっても極めて軽い物であり，脱

水症についても、Ｍ子ちゃんに見られたのは軽度なものであるなら、入院をさせる必要は無

かったのではないでしょうか。

また、その様な症状に次のような点滴投与は必要だったのでしょうか。

①パンスポリン０．５グラムを調合した生理食塩液１００ミリリットル

※パンスポリンの一般的注意

本剤によるショック、アナフィラキシー様症状の発生を確実に予知

できる方法がないので、次の措置を講ずること。

（１）事前に既往歴等について十分な問診を行うこと。

なお抗生物質等によるアレルギー歴は必ず確認すること。

（２）投与に際しては、必ずショック等に対する救急処置のとれる準

備をしておくこと。

（３）投与開始から投与終了後まで、患者を安静の状態に保たせ、

十分な観察を行うこと。特に投与開始直後は注意深く観察する

こと。

② ２０パーセントのブドウ糖２アンプル及びビスコン１アンプルを調合した５００ミリリ

ットルのソリタＴ１

③５００ミリリットルのソリタＴ３

1 6 幼児の体に、５０分にわたり、十数カ所に針を刺す行為は医療なの

でしょうか

（論告要旨２３７頁）

母親にＭ子ちゃん（１才１ヶ月の乳幼児）の身体を押さえさせながら検査用の採血
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を試み、何度か失敗しながら、Ｍ子ちゃんの血液を採取した。

Ｎ看護婦は，採血に続き，Ｍ子ちゃんに点滴のためサーフロー針を刺入を試みた

が，泣いて暴れるＭ子ちゃんに約２０分ほどかけて左右の手に合計４ないし５回サー

フロー針を刺したものの，結局，自力でＭ子ちゃんの血管を確保することを断念し，

Ｍ子ちゃんから採血した血液などを持っていったん同病室から退出し，外来診療の

介助をしていたＳ主任に，Ｍ子ちゃんの血管確保を頼んだ。

そこで，Ｓ主任が同病室に赴いたが，Ｍ子ちゃんの血管が元々細かった上，Ｎ看

護婦が針を刺した痕が内出血していたため，作業に手間取り，蒸しタオルで血管の

膨張を図ったり，Ｋ総婦長の援助を得た末，約３０分ほどかかってようやく，Ｍ子ちゃ

んの左足首の静脈にサーフロー針を刺し，・・・・

（判決文８４）

・・・そこで，Ｎ看護婦はＳ主任に応援を求め，Ｓ主任がＫ総婦長の援助も得て何回

かＭ子ちゃんの左足首の静脈にサーフロー針の刺入を試みた結果，同日午後４時２

０分ころ，血管を確保することができたので，・・・

（１） 採血のために何度か失敗し、つまり何度か針を刺し、

（２） その後約２０分にわたり左右の手に合計４ないし５回サーフロー針を刺し、

（３） 更に針を刺した痕が内出血していたため，蒸しタオルで血管の膨張を図ったり，

Ｋ総婦長の援助を得た末，約３０分ほどかかって、何回かＭ子ちゃんの左足首の静

脈にサーフロー針を刺し点滴を開始しておりますが、この様なことは、医療なのでし

ょうか。

1 7 経営悪化で差押えも受けていたのでした

（論告要旨２０１頁）

さらに, Ｈ教授及びＩ医師の証言によれば, 確かに，北陵クリニックの経営状態は，

平成１２年当時，必ずしも良好ではなかったものの，当時メインバンクであった足利銀

行，同銀行から紹介された財務コンサルタン会社，あるいは東北医療福祉会の協力を

得て経営改善案が策定され，泌尿器科等一部標榜科目の診療中止とそれに伴う非常

勤医師の削減等の経費削減策等を実施したことにより，同年１０月ないし１１月ころに

は，単月黒字にまで経営改善され，さらに，通所リハビリテーションの実施や，院長を

高給のＮ医師から別の若い医師に変更するなど経営方針が固まりつつあった。

（論告要旨２０２頁）

・・・・。平成１１年１０月に仙台市の差押えを受けた点も，同年１２月には差押えが，解

除されているから，平成１２年１１月当時の経営状態を示す証拠にはならないし，・・・・
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医療機関が滞納により差押えを受けたほど経営が悪化していたことは、国や県等から約

５０億円という巨額な投入があったことを考慮すれば、倒産寸前ともいえる状況であった事

を示しており、１２年１０月ないし１１月ころ単月黒字になったとして経営改善されたと言って

おりますが、基本的にＦＥＳ治療（機能的電気刺激）を目的として設立された医療機関であ

り、ＦＥＳ治療が赤字を生む根本原因であったとするなら、経営が改善される可能性は無か

ったのです。

1 8 北陵クリニックの廃止理由は、裁判所による競売でありました

廃止までの足取りを仙台市泉保健所長に提出した書類から検証しました。

（１）平成１３年３月１２日付けの休止届け理由

元准看護士による刑事事件発生のため診療継続が困難となったため休止する。

休止期間 平成１３年３月１０日から平成１３年５月３１日まで

（２）平成１３年５月２８日付けの休止届け理由

筋弛緩剤による刑事事件発生後診療継続が困難となり平成１３年５月３１日まで休

止届を出していたが、再開目的とした活動を行うためさらに２ヶ月休止する

休止期間 平成１３年６月１日から平成１３年７月３１日まで

（３）平成１３年７月３０日付けの休止届け理由

現在診療再開を目的として具体的活動を展開中であり、診療科目を含む診療形態

の策定 資金調達、人員の確保等々の調整のためさらに５ヶ月休止する

休止期間 平成１３年８月１日から平成１３年１２月３１日まで

（４）平成１３年１２月２６日付けの休止届け理由

筋弛緩剤による刑事事件発生後診療継続が困難となり、平成１２年１２月３１日まで

休止届を出していたが、診療所の再開に向け、関係者と協議、調整中のため、３ヶ

月休止するもの

休止期間 平成１４年１月１日から平成１４年３月３１日まで

この様に、事件後再開に向け努力してきたが、平成１４年４月１日付けをもって廃

止届けを提出しました。

現在、裁判所による競売手続きが進行しており、再開の見込みも立たないため平成

１４年３月３１日をもって本診療所を廃しする。

廃止の理由は、裁判所による競売手続きが進行していたことは、平成１１年仙台市から差

押えを受け差押えが解除されたとはいえ、その後も経営は一向に改善されていなかったこ

とが、明らかであります。



- 67 -

追加資料

１ 鑑定資料の全量消費は、証拠隠滅では

（大阪府警科捜研Ｔ技官の証言より）

鑑定試料を全量消費したことは、Ｔ技官だけでなく大阪府警、宮城県警による証拠隠滅

ではないだろうか。

これから、大阪府警の科学捜査研究所のＴ技官の法廷での証言を検証してゆきます。

まずＴ技官は、大阪府警の警察職員として採用され、科学捜査研究所に所属する職員

であること。また、犯罪捜査規範を遵守する義務があることを理解するため、関連法規の抜

粋を掲載します。

○大阪府警察職員定員条例抜粋

(定員)

第一条 大阪府警察職員の定員は、休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する

条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれら

に準ずる者を除き、次の表のとおりとする。

区分 定員

警察官 警視

警部

警部補及び巡査部長

巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中の者を含む。)

警察官を除く警察職員(臨時に雇用される者を除く。)

○大阪府警察本部組織条例抜粋

(各部の分掌事務)

第二条第５項 刑事部の分掌事務は、次のとおりとする。

一 刑事警察(少年犯罪の捜査を除く。)に関すること。

二 犯罪鑑識に関すること。

三 犯罪統計に関すること。

四 暴力団対策に関すること。

五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

六 国際捜査共助に関すること。
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○大阪府警察組織規則抜粋

(科学捜査研究所)

第 57条 刑事部に、科学捜査研究所を附置する。

2 科学捜査研究所は、大阪市中央区本町一丁目に置く。

3 科学捜査研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪捜査に関連する鑑定及び検査に関すること。

(2) 法医学の研究及び実験に関すること。

(3) 犯罪の捜査に関連する化学、物理学、光学、心理学等の研究及び実験に関すること。

(4) 鑑定及び検査に必要な技術の研究に関すること。

犯罪捜査規範抜粋 （昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号）

（この規則の目的）

第一条 この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方

法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（捜査の組織的運営）

第十五条 捜査を行うに当つては、捜査に従事する者の団結と統制を図り、他の警察諸

部門および関係警察と緊密に連絡し、警察の組織的機能を最高度に発揮するように努

めなければならない。

（警察本部長）

第十六条 警察本部長（警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。）は、捜査

の合理的な運営と公正な実施を期するため、犯罪の捜査について、全般の指揮監督に

当るとともに、職員の合理的配置、その指導教養の徹底、資材施設の整備等捜査態勢

の確立を図り、もつてその責に任ずるものとする。

（捜査員）

第二十一条 警察官は、上司の命を受け、犯罪の捜査に従事する。

２ 警察官以外の捜査関係職員が、警察官を助けて職務を行う場合には、この規則の規

定に従わなければならない。

（注 ※この条文から、Ｔ技官は犯罪捜査規範に従うことが明らかである。）

第九章 鑑識

（鑑識の心構え）

第百八十三条 鑑識は、予断を排除し、先入観に影響されることなく、あくまでも客観的

に事実を明確にすることを目的としなければならない。

２ 鑑識を行うに当たつては、前項の目的を達するため、周密を旨とし、微細な点に至る
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まで看過することのないように努めるとともに、鑑識の対象となつた捜査資料が、公判審

理において証明力を保持し得るように処置しておかなければならない。

（鑑識基礎資料の収集）

第百八十四条 捜査資料について迅速正確な鑑識を行うことができるようにするため、あ

らかじめ、自動車塗膜、農薬、医薬品その他品質、形状、商標等によつて分類することので

きる物件で必要なものを収集し、鑑識基礎資料として分類保存しておくように努めなければ

ならない。

（鑑識資料送付上の注意）

第百八十五条 鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散

逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につ

き細心の注意を払わなければならない。特に必要があるときは、直接持参する等の方法を

とらなければならない。

２ 重要な鑑識資料の受渡しに当たつては、相互に、資料の名称、個数、受渡年月日及

び受渡人氏名を明確にしておかなければならない。

（再鑑識のための考慮）

第百八十六条 血液、精液、だ液、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識に当たつては、

なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行い、残部は保存しておく等再鑑識のため

の考慮を払わなければならない。

（鑑定の嘱託）

第百八十七条 捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織

及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所その他の犯罪鑑識

機関又は適当な学識経験者に嘱託するに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮

を受けなければならない。

Ｔ証人の法廷証言抜粋

問 ところで，先ほどの証人の御証言の中で，Ｓさんの点滴ボトルにシールが巻

き付けられてあったということを御証言されましたが，証人は現在，Ｓさんの点滴

ボトルの上部に，シールが巻き付けられるように貼られていた理由を，御存じで

すか。

Ｔ証人 知っております。宮城の科学捜査研究所で，臭化物，臭素の予備検査をした

と聞いております。

問 では，大阪府警科学捜査研究所のだれかが，宮城県警科学捜査研究所の

方に、鑑定嘱託をする試料について，臭素含有の有無について予備試験をや

ってほしい旨の依頼をしたことがありましたか。
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Ｔ証人 いや，ありません。

問 では，大阪府警科捜研が宮城県警察科学捜査研究所に対し，鑑定試料を

しぼってほしいという依願をしたことがありましたか。

Ｔ証人 次から次に試料を持ち込まれそうなので，しぼってほしいと言ったことはある

かも分かりません。

問 今，証人は鑑定試料についてしぼってほしいというようなことを言ったかもし

れないと，そういう趣旨の御証言をされましたが，どうしてそういった依頼をした

かもしれないと言えるのですか。

Ｔ証人 平成１２年の１２月のころというのは，私どもの科学捜査研究所の毒物の鑑定

というのは，非常に忙しかったわけです。それで，そういう忙しい時期に宮城県

の科捜研から筋弛緩薬の鑑定嘱託がきました。当初，私は鑑定嘱託，鑑定試

料が１点だと思っていたのが，４点も持ってこられたので，今後，試料があるなら

ばしぼってほしいと，そのようなことを，多分，忙しかったから，言っていると思う

からです。

問 では，本件各鑑定の対象となった鑑定試料のうち，Ｓさんの点滴ボトルの次

に，宮城県警察から受け取った鑑定試料は，何でしたか。

Ｔ証人 Ｍちゃんから採取されたという血清です。

問 Ｍちゃんから採取されたという血清については，これからは便宜上Ｍちゃん

の血清と言ってお尋ねすることにしますが，Ｍちゃんの血清を大阪府警科捜研

が受け取ったのは，いつでしたか。

Ｔ証人 平成１３年の１月の２４日でした。

疑問１，臭素含有の予備試験をやってほしいという依頼はしたことが無い。と証言している

が、仙台地裁判決文４７・４８頁では、大阪府警から依頼したと記載されておることは明らか

に矛盾している。

疑問２、当時、毒物の鑑定は非常に忙しかった、しかも１点だと思っていたのが４点も持って

こられたという状況の中でなぜ依頼もされない、しかも特定されていない毒物の分析までお

こなったのか。これも矛盾している。

問 ではさらにその GC／ MSは，それが 1回だけの量としてお聞きすればいい

のか， GC ／ MS として複数回やったトータル量をまとめておっしゃったのか，

これはいずれですか。

Ｔ証人 GC／MS としてトータル量です。

問 複数回 GC／MSの分析としてもなさっているわけですね。

Ｔ証人 いや。 GC／MSは１回です。
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問 １回に注入した量，とお聞きすればいいわけですか。

Ｔ証人 いや。１回は数マイクロしか注入しません。

問 残りはどうなりますか。

Ｔ証人 残りは，ですから数マイクロありますけれど，誘導出したもの残しておいてもし

ょうがないから，いっも分析終わったら放りますけど。薄層はもう全量使用してま

す。

問 今，放ります，とおっしゃったのは，余りは捨てるという意味ですか。

Ｔ証人 そうです。

問 それを取っておいて，再鑑定のために使う試料にしよう，ということは考えな

いわけですか。

Ｔ証人 分解等しますので，置いておいても，正確な検査ができるとは考えられません

ので，そういう考えはあまりしません。

問 そこまで手を掛けてしまったものは，保存しておく意味があまりないということ

ですね。

Ｔ証人 はい。

疑問３、Ｔ技官は、再鑑定に試料を取っておくという考えは無く捨てると言うことを証言して

いるが、科捜研の職員しかも「日本鑑識科学技術学会」に所属しているが、犯罪捜査規範

を無視して本当に捨てていたのか、むしろ証拠を隠滅したのではないのか。

問 昨日の御証言で，他の薬毒物の分析についても，証人としては宮城のほうで

当然やっておって，ベクロニウム，スキサメトニウムについての分析の依頼が来

たんだと，常識的にそうだろうと思っていたところ，薬物毒物の分析は特に宮城

では行なわずに，即大阪のほうに依頼されてきたんだということが分かった，と

いう話がありましたね。このことが分かったのは１２月１４日，Ａちゃん，Ｋ君等の

試料については１２月１４日の段階だったということでよろしいですか。

Ｔ証人 そうですね。そのぐらいだったと思います。

問 そうしますと，１２日に受け取られて，１４日にそういった，宮城では他の薬毒

物の分析を特にやっていないということをお知りになるまでの間は，試料，その

ベクロニウム等の筋弛緩薬の分析に使った残りはどうするつもりでしたか。

Ｔ証人 ・・・それは，残れば宮城に返すこともできますし。電話して相談することに

なります。

問 通常証人がなさる鑑定作業の中で，依頼された嘱託事項に答えるのに必要

な量を使って分析をした後，試料の残量が出れば，これをどうするかということ
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をその依頼元に確認するわけですか。

Ｔ証人 いや。我々通常行なっているような署との，大阪の中では警察署との鑑定嘱

託の関係ですけれど，宮城の場合はよその県でもありますので，確認したという

ことです。

問 よその県なので確認したであろう，ということですね。

Ｔ証人 はい。

問 １２月１４日の段階では，まだＫ君とあさんの鑑定試料しか証人の手元には届

いていない時期だったと思うんですけれども，その後，Ｓさんの関係，Ｋさんの

関係，Ａさんの関係と，さらなる嘱託がなされる際には，今証人がおっしゃって

いた薬毒物の分析というのを，その部分は宮城のほうでもできるだろうからやっ

てくれないかと，こちらはベクロニウム等の分析だけをやるからと，こういう話に

はならなかったんですか。

Ｔ証人 ならなかったと思います。

問 それはなぜですか。

Ｔ証人 やはりこちらのはうがいろんな装置持ってるからではないですか。こちらのほう

がきっちりした分析ができると判断したと思います。

問 そうすると，これも昨日の御証言では，鑑定嘱託事項にはうたってはいない

けれども，その他の薬毒物の鑑定も大阪のほうでお願いするというようなことが

宮城のＹさんのほうから言われた，という話がありましたが，これは今のその時

系列でいいますと，その３点目の１２月２０日にＳさんの関係のボトルを受け取る

よりも前のことですか，それとも後のことですか。

Ｔ証人 前のことです。

問 それなので，その後届いたものもすべて大阪のほうで薬毒物の鑑定をなさっ

たと。

Ｔ証人 そうです。

問 さて，で，薬毒物の鑑定も併せてやることになったというのはよく分かったん

ですが，一方で，その鑑定においては，そもそも，鑑定試料がすべて量が尽き

るまでできる限りの他の薬毒物の分析を行なう，という方針が最初から立てられ

ていたんでしょうか。

Ｔ証人 我々が普通いわゆる薬毒分析をするものを十分に，分析デザインという言葉

昨日使いましたですけれど，それで考えたところ，全量使ったということです。

問 分析デザインについては，細かい確認で恐縮ですが，その宮城のほうで他

の薬毒物の分析やってなくて，これも大阪で併せてやらなければいかんという

話になった後でそのデザインは確定するわけですわね。
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Ｔ証人 はい。

問 で，そのデザインを描く段階で，これは全量使うことを前提に割り付けをして

いったというふうにお聞きしていいわけですか。

Ｔ証人 ええ。全量使うのに割り付けしたんじゃなしに，こういう装置でこういうことをし

ようとすればなくなった，ということです。ですから，まだやりたい検査というのは

たくさんあるわけです。しかし，優先順位で付けていくと，今回の分析になった，

ということです。

問 それは，鑑定試料ごとにデザインを個別に検討なさってるということですね。

Ｔ証人 そうです。

問 そうしますと，今の御説明だと，結果的に全量がそれで消費されることになっ

た，という説明になるかと思うんですが，そうなる，つまり大阪のほうで引き受け

た分析をやっていくと鑑定試料は残らないことになる，というそのデザインが決

まった段階で，そのこと自体は宮城の科捜研，あるいはＹさん，だれでもいいで

すけど宮城のほうの担当者のほうに伝えておりますか。

Ｔ証人 伝えております。

問 それに対して，宮城のほうの担当者はどのような意見を述べましたか。

Ｔ証人 やむを得ないでしょう，ということです。

問 そうすると，一部残してほしいというような要望は宮城のほうからなかった，と

いうことですね。

Ｔ証人 はい。

疑問４，全量消費は、宮城県警と話し合ったということは、協同して証拠隠滅を行ったことが

明らかではないか。

問 そうしますと，これも理屈の話かもしれませんが，最終的にいろんな分析をし

ていくと鑑定試料が残らなくなるということは，まず証人，あるいはＮさんのその

デザインを設計する段階で決まり，で，宮城のほうにも確認をして了承を得たと

いうことで最終的に決まった，とお聞きしていいですか。

Ｔ証人 はい。

問 大阪府警の科捜研の証人の上司等の了解というのは特に求めないで進ん

だわけですね。

Ｔ証人 そうです。

問 ちなみに，その宮城の担当者に確認をなさった際に，元々の鑑定試料を宮

城県警に任意に提出なさった提出者の方が，その試料の処分についてどのよ

うな意見を述べておられたか，こういった情報は併せてお聞きになってますか。
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Ｔ証人 いや。聞いていないです。

問 証人のほうから確認もなさってないですか。

Ｔ証人 していません。

問 そうすると，宮城の依頼元のほうは，１２月１４日ころには大阪のほうにお願い

する，少なくともＡちゃん，Ｋ君の試料については，残りが出ないことを知り得

た，ということになりますね。

Ｔ証人 宮城の。

問 宮城の担当者の方は。

Ｔ証人 はい。そうです。

問 で，その後のＳさん，Ｋさん，Ａさんの試料についても，それぞれもう受け取る

段階で，残りは出ないということをその都度宮城のほうには伝えたんでしょうか。

Ｔ証人 いや。それは覚えてないです。

問 ただ，当初に受け取ったものがそうであったので，その後も当然，残りは出な

いという前提で，宮城のほうからそのことについての疑問の問い合わせ等はな

かった，ということでいいですか。

Ｔ証人 はい。

問 証人が通常なさる，大阪府警からの嘱託に基づく鑑定においてなさるその消

費の仕方と，今回の他府県である宮城県からの依頼とでの違いは，薬毒物の

分析について行なうことが決まる前は，残れば残ったものをどうしますかと聞く

つもりだった，というお話でしたが，大阪府警の中ではそういうことは特になさら

ないんですか。

Ｔ証人 しないですね。残れば黙って返しますし。相談なんかしないです。

問 そうすると，宮城の場合に相談するというのは，黙って返すんではないという

の は，何か特別な意味はありますか。

Ｔ証人 いや。相談するというんでなしに，毒物分析をこちらでやると，それで全量消

費になるということを，相談でなしに，そういうような電話でのやり取りですので。

問 結果的になされたやり取りはそうだったということですかね。

Ｔ証人 はい。ただ，宮城の捜査本部からじゃなしに科捜研について来ておりますの

で，科捜研のほうにそのように話をしたということです。

疑問５、大阪府警の毒物分析で残ったものは黙って返すと言っていながら、宮城県警は毒

物分析をやると全量消費になるということも矛盾している。

問 直接話なさったのは科捜研の担当者ですね。

Ｔ証人 我々のところはもう，そういう真ん中に何も入らないで直，警察署とか捜査本
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部とかそういうところから来ますので。

問 証人のもとに届く様々な試料の中には，再度入手することが比較的容易な，

いわゆる対照用の試料というものもあるかと恩うんですが，そういったものと，そ

れから再度入手することが恐らく不可能，困難な，現場で採られた試料とで，そ

の一部を残すべきかどうかということの判断が違うかどうか，この点はいかがでし

ょうか。

Ｔ証人 どういうことですか。

問 再度入手することが容易な試料であれば，ある人の血液とかですね，またも

らいに行けばいい，というようなことであれば，それは全量消費してもまた手に

入るかと思うんですけども，そういった入手が可能な，容易な試料と，現場で１

回限り採取された現場試料とで，試料の一部を残すべきか，それともそういうこ

とを考えずに全部使っていいかという判断に違いはありますか。

Ｔ証人 あまりないんですけれど。再度入手できても，そのときに採った血液というの

は，もうその血液だけですから。２回目のときは状態も変わってますし，それは

同じ試料とは言えないと思います。

問 化学的にはね。そうすると，昨日から何度かお聞きしているんですが，証人

は再鑑定の可能性への配慮は特にはなさらなかった，ということでいいんです

ね。

Ｔ証人 そうです。

問 犯罪捜査規範の１８６条というのを御存じですか。

Ｔ証人 聞いたことあります。

疑問６，「聞いたことがあります。」ではなく知っているということではないでしょうか。Ｔ技官が

大阪府警に採用されたのは、分析等の科学者であることから採用されたもので、当然科学

捜査研究所に勤務するようになれば、最初の教育で犯罪捜査規範を教育されることは基本

的なことであることから、聞いたことがあるとは、しらじらしい証言としか言いようがないのでは

ないか。

※ 現在の経歴（日本鑑識科学技術学会・日本法中毒学会・日本医用マススペクトル学会

・日本薬学会環境・衛生部会等）

問 そこには，なるべくその全部を用いることなく，一部をもって行ない，残部は

保存しておくなど，再鑑識のための考慮を払わなければならない，というふうに

うたってあるわけなんですが，このルールとその証人の鑑定におけるスタンスと

は。

検察官 裁判長，犯罪捜査機関の効力が証人に及ぶのかどうか，その点についてま
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ず論証しなければ，今の質問は不適当と考えます。少なくとも犯罪捜査機関の

主体は警察官となっております。

裁判長 御意見があれば。

主任弁護人

問 質問変えます。そのようなルールがあることは御存じですね。

Ｔ証人 はい。

疑問７， ここで検察官は、Ｔ証人を弁護する発言を行ったのではないでしょうか。

検察官は、犯罪捜査規範第２１条第２項を知っていて上記の発言を行ったなら、

鑑定試料の全量消費を弁護しようとしか言いようがありません。

※ 犯罪捜査規範

第２１条 警察官は、上司の命を受け、犯罪の捜査に従事する。

第２項 警察官以外の捜査関係職員が、警察官を助けて職務を行う場合には、こ

の規則の規定に従わなければならない。

問 それにもかかわらず，再鑑識のための可能性は証人の立場ではまった配慮

なさらなかった，ということでよろしいんですね。

Ｔ証人 はい。やはり分析に必要だったからやっただけ，分析して，それがやはりそれ

だけの量がいるのでしただけで，十分な量があれば，これは返却はするべきだ

と思いますし。ただ十分な量がなかったということですね。例えば，Ｍちゃんの

血清中の濃度は 6 ．何ナノグラムだと思ったんですけれど，それでスキャンで

の検出限界というのが，昨日選択反応の検出限界言いましたですけれど，大

体３本ぐらい確認できるのが５ナノグラム。そのぐらいが検出限界だと我々は考

えております。そうすると，その血液を半分に割って鑑定すれば，ベクロニウム

は検出されないということになります。ですから，保存してあったものからも検出

されない，というのは，今我々が持っているそういう LC／ MS／MS というのが

最も感度の良い同定法であると，それで検出されないということは，どの装置を

使っても検出されないということです。ですから，たまたまこういうも甲は結果論

ですけれど，１ミリリッター使ったから出てきたのであって，それが半分であれば

出てこないということであります。するとＭちゃんのベクロニウムは永遠に証明さ

れないことになります。たまたま結果論ですが，そういうことになっていくわけで

す。ですから，やはり全量使って，生体性は全部使ってするということは非常

に，私は重要なことだと思います。

問 今証人は結果論というふうにおっしゃったんですけれども，試料の一部を使

って分析をした段階で目的が達せられれば，少なくともベクロニウム等の筋弛
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緩薬の含有の有無という鑑定嘱託事項に答える目的は達するわけですよね。

Ｔ証人 はい。

問 で，その余りを残しておいて再鑑定に提供するか，それとも証人が先ほど来

おっしゃっている，他の薬毒物の鑑定を行なうか，どちらがより目的として重要

か，ということになるかと恩うんですが，証人は後者を優先するというお考えなわ

けですね。

Ｔ証人 そうです。

問 他の薬毒物が混在していたのではないかということが後で争われると，またそ

れもやっかいなことになるので，やはり考えられるものを尽くして調べるんだとい

う趣旨のご証言，昨日ありましたよね。

Ｔ証人 はい。

問 しかし，再鑑定等で後に分析できるような試料を残しておいても，その目的

は達せられるんではないですか。

Ｔ証人 例えば，弁護人さんが鑑定するときに，自分の鑑定に出てこなかったものが

何箇月かたってはかの人から鑑定で出てきた場合，やはりあんまり鑑定人とし

てやはり，大きな事件であればあるほど，社会的な風当たりとか，ミスであると

か，そういうことで突き上げられると思うんですよ。

問 今おっしゃった点は，鑑定嘱託事項に書いてあることを行なわなかったりす

れば当たる批判かな，とは思うんですが，そうではなくて，鑑定嘱託事項は最

低限きちっとした鑑定を行なっておれば，そういった批判自体がそれは不当な

のではないですか。

Ｔ証人 いや。そういうことではないと思います。やはり科学者として，やっぱりほかの

ところにどうして目が行かなかったんだ，ということは必ず批判されると思いま

す。それで，例えばベクロニウムだけやっていて，分析していても，昨日も証言

しましたですけれど，なぜそうするとベクロニウム以外はしなかったんだという，

こういう場で必ずそういう争いが毎回あるんです。必ず，優秀な弁護人であれば

弁護人であるほど，ベクロニウム以外にはなかったのか，というような争いになっ

てくると思います。ですから，他の薬毒物分析というのは必ず必要なんです。

問 ちょっと言葉を変えてその趣旨をお聞きしますと，そうすると，証人の鑑定の

信びょう性なり，あるいは証人の鑑定人としての社会的な評価なりのためにこの

薬毒物を鑑定したということですか。

Ｔ証人 そういう意味ではないです。そういう意味ではないですけど，そういうことあると

いうことを言っていたんです。



- 78 -

疑問８，Ｔ証人は、全量消費の理由を「ベクロニウム以外にはなかったのか，というような争

いになってくると思います。ですから，他の薬毒物分析というのは必ず必要なんです。」と証

言しているが、宮城県警で依頼した鑑定の目的を無視し、Ｔ技官の個人的理由を使って全

量消費を説明しているが、この様な証言を大阪府警、宮城県警が黙認したとすれば、大阪

府警、宮城県警が組織的に証拠隠滅を黙認したと言うことではないでしょうか。


