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によく見られる比較的軽度の症状を呈していたり，手術後の順調な安定状態

にあったものであり，また，本件における事件性との関係では，患者の容体

急変の原因を医学的に説明することができるか否かが重要であるところ，既

に認定したとおり，本件各被害者の容体急変の原因は，筋弛緩剤の効果以外

には，およそ医学的に説明することができないことが明らかであるから，弁

護人の指摘は失当である。

なお，半田夫妻がかえって大きな社会的な批判を浴びかねない職員の重大

な犯罪行為をあえてでっちあげで作出すべき契機は見出し得ないし，このよ

うな事件作出に市立病院側や警察側がかかわるということもあり得ないとい

うべきである。

以上検討したとおり，半田夫妻及び捜査機関の思い込みによって事件がでっ

ちあげられたとの弁護人の主張に理由がないことは明らかである。

第６ 犯人性について

１ はじめに

本項においては，本件の各事件の犯人が被告人であると認められるか否かを

検討することとし，以下，被告人がマスキュラックスを不正に使用した事案が

あること(２)，各事件について，いずれも犯人が被告人であると認められる

こと（３ないし７），被告人の捜査段階における自白等の言動（８）及び動機

に関する事情（９）についてそれぞれ論ずる。

２ 被告人がマスキュラックスを不正に使用した事実

（なお，以下においては，「平成〇年度」という表記を用いることがあるが，

例えば，「平成１０年度」とは，平成１０年４月１日から平成１１年３月３１

日までの期間を意味する。また，本項では，特に断らない限り，平１２年の

事象については，「平成１２年」の表記を省略する。）

（1）北陵クリニックにおいて使途不明のマスキュラックスが存在していた事実

関係証拠（各項目見出し末尾の括弧内記載のもの）によれば，以下の事実
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が認められる。

ア 北陸クリニックにおけるマスキュラックスの在庫数，使用数，発注数等

について

(ア) 北陵クリニックにおけるマスキュラックスの在庫数（甲１２，３８な

いし４０，４８，２０９，２１０など）

北陵クリニックにおいては，事務長により，各年度末に薬剤の棚卸し

が実施されていたが，その結果判明した各年度末におけるマスキュラッ

クスの在庫数は，平成１０年３月３１日において１０アンプル，平成１

１年３月３１日において７アンプル，平成１２年３月３１日において１

３アンプルであった。

そして，平成１２年１２月３日，半田教授，郁子医師，菅澤婦長及び

鈴鴨主任により行われた在庫調査の結果，この時点でマスキュラックス

が９アンプル存在していることが判明した（その内訳は，ロット番号が

「２９８６８６９Ｙ」のもの８アンプル，「２４９７３７９４」のもの

１アンプルであった。なお，同月４日，鑑定に使用するために，マスキ

ユラックス１アンプル（ロット番号が「２４９７３７９４」のもの）が

領置されたため，同月９日に実施された実況見分の際には，マスキュラ

ックスの在庫は８アンプルであった。）。

(イ) 北陵クリニックにおけるマスキュラックスの使用数（甲１３，３８，

４７，４８，証人橋本（甲２６１）など）

マスキュラックスは，主として，全身麻酔を伴う手術において使用さ

れる薬品であるところ，北陵クリニックにおいて，マスキュラックスは

全身麻酔を伴う手術以外においては使用されていなかった（なお，被告

人も，公判廷において，同様の趣旨の供述をしている。）。

そして，北陵クリニックにおいて，正規の医療行為の―環として手術

において使用されたマスキュラックスの数は，平成１０年度に１本，平
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成１１年度に１２本，平成１２年度（ただし，平成１２年１１月３０日

まで）に１本であった（なお，上記のとおり，手術で使用された以外に，

平成１２年１２月４日に鑑定に使用するためにマスキュラックス１本が

領置されている。）。

(ウ) 北陵クリニックにおけるマスキュラックスの発注数及び納品数（甲１

２，３８，４１，４２，４５，４６，４８，３３６，３９０など）

北陵クリニックから納入業者に対して発注されたマスキュラックスは，

平成１１年５月１５日に１０アンプル１セット，同年６月２日に１０ア

ンプル１セット，同年１２月１１日に１０アンプル２セット，平成１２

年８月１７日に１０アンプル１セット，同年１１月１０日に１０アンプ

ル 1 セットであり，実際に，納入業者から北陵クリニックに納品された

マスキュラックスは，平成１１年５月１７日に１０アンプル１セット

くそのロット番号は「２１９１７４８６」），同年６月２日に１０アン

プル１セット（そのロット番号は「２１９１７４８６ 」），同年１２月

１３日に１０アンプル２セット（そのロット番号は「２４９７３７９

４」），平成１２年８月１７日に１０アンプル１セット（そのロット番

号は「２９３５４５９Ｙ」），同年１１月１０日に１０アンプル１セッ

ト（そのロット番号は「２９５６８６９Ｙ」）であった。

（エ）北陵クリニックに納品されたマスキュラックスが廃棄，返品等された

可能性（甲１２，証人鈴鴨（甲３３０））

北陵クリニックにおいて，薬剤師が常駐しなくなった平成９年暮れこ

ろから，及川元事務長の所に，看護婦などが期限切れの薬剤等を持って

くるようになったものの，及川元事務長はその廃棄の仕方等が分からな

かったため，とりあえず廃棄すべき薬剤等を段ボールに入れて保管する

ようにし，その後も，期限の切れた薬剤をその段ボールに保管していた。

結局，及川元事務長は，―度も，その段ボールの中身を廃棄することな
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く平成１２年１２月を迎え，同月４日，その中身を確認したところ，そ

の中にマスキュラックスは含まれていなかった。また，及川元事務長が，

納入業者に対して，いったん北陵クリニックに納品されたマスキュラッ

クスを返品したことはなく，及川元事務長以外に期限の切れた薬剤を保

管したり，薬剤の返品の手続を行う職員はいなかった。なお，既に認定

したとおり，鈴鴨主任が，平成１２年１２月３日にマスキュラックスの

在庫確認をした後，同年１１月１０日に納品されたマスキュラックスが

返品されているかどうかを確認したところ，返品されたゼスキュラック

スはなかった。

したがって，北陵クリニックに納入されたマスキュラックスに関して，

使用期限が切れたために廃棄されたり，納入業者に返品されたために，

その在庫数が減少したことがあったことをうかがわせる事情は認められ

ない。

なお，被告人は，全身麻酔を伴う手術の準備において，２種類の筋弛

緩剤を準備しておき，使用しなかった筋弛緩剤については廃棄していた

旨供述しているが，後に詳しく検討するように，この点に関する被告人

の供述は到底信用することができず，したがって，このような理由によ

りマスキュラックスが正規の医療行為以外に費消されたとは考えられな

い。

（オ）北陵クリニックにおいて使途が不明であるマスキュラックスの数

上記に認定した各年度末におけるマスキュラックスの在庫数，各年度

におけるマスキュラックスの使用数及び納品数に基づいて使途が不明で

あるマスキュラックスの数について検討すると，平成１０年３月３１日

の在庫数が１０アンプル，平成１０年度の納品はなく，使用数が１アン

プルで，平成１１年３月３１日の在庫数が７アンプルであったことから，

平成１１年３月３１日における同年度内の使途不明数は２アンプル，平
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成１１年３月３１日の在庫数が７アンプル，平成１１年度の納品数が４

０アンプル，使用数が１２アンプルで，平成１２年３月３１日の在庫数

が１３アンプルであったことから，平成１２年３月３１日における同年

度内の使途不明数は２２アンプル，平成１２年３月３１日の在庫数が１

３アンプル，平成１２年度の納品数が２０アンプル，使用数が１アンプ

ルで，平成１２年１２月３日の在庫数が９アンプルであったことから，

平成１２年１２月３日における問年度内の使途不明数は２３アンプルで

あったことがそれぞれ認められる。

また，マスキュラックスが北陵クリニックに納入された時期に着目し

て検討すると，平成１１年１２月１３日にロット番号「２４９７３７９

４」のマスキュラックスが２０アンプル納品されているところ，同日以

降平成１２年１２月３日までのマスキュラックスが使用された手術件数

は２件であり（甲４７，４８），平成１２年１２月３日時点における当

該ロット番号のマスキュラックスの在庫数は１アンプルであるから，少

なくとも１７アンプルが使途不明であり，平成１２年８月１７日にロッ

ト番号「２９３５４５９Ｙ」のマスキュラックスが１０アンプル納品さ

れているところ，同日以降平成１２年１２月３日までのマスキュラック

スが使用された手術数は１件であり（甲４７，４８），平成１２年１２

月３日時点の当該ロット番号のマスキュラックスの在庫数はゼロである

から，少なくとも９アンプルが使途不明である。

イ 北陵クリニックにおける薬剤の発注状況，管理状況等について

（ア）北陵クリニックにおける薬剤の発注状況（甲１１，１２，１３）

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
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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。

（イ）北陵クリニックにおける薬剤の管理状況（甲１１，１２）

北陵クリニックにおいては，前記第１の４のとおり，薬剤師が常駐し

なくなった平成９年７月ころ以降は，薬剤が保管されている薬品庫が日

中は特に施錠等されずに解放されていたため，理事長室の金庫に保管さ

れていた向精神薬を除いては，部内者であればだれでも自由に薬品庫に

立ち入って，帳簿等に記録することなく薬剤を持ち出すことができる状

態であった。また，夜間は，薬品庫に施錠がされていたものの，薬品庫

のかぎを開けることができるマスターキーがナースステーションの机の

中に保管されており，結局，夜間においても，マスターキーの場所を知

っている者であればだれでも薬品庫内に立ち入ることができた。そして，

北陵クリニックの看護職員はだれでもマスターキーの保管場所を知って

いた。その後，平成１２年１０月２５日ころに持ち出しノートが備えら

れてからは，薬剤を薬品庫から持ち出した際に，日付，薬剤名，数量等

を記載するようになったものの，実際に薬剤を持ち出した者が持ち出し

ノートに記載しなければ，持ち出された薬剤の種類や数量を把握するこ

とはできない状態であった。

また，経理処理の関係から，事務長による薬剤の棚卸しが実施されて

いたが，その内容は，事務長が毎年年度末に薬品庫内の各医薬品につい
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て在庫数を確認し，その結果を記載した在庫調査票を作成するというも

のであった。

なお，前認定のとおり，マスキュラックスは，北陵クリニックにおい

ては，薬品庫の中の手術ボックスに保管されていたが，この手術ボック

スにはかぎ（施錠設備）が取り付けられていなかった。

ウ 推認される事実

以上認定の事実及びこれから導き出される事実についてみるに，北陵ク

リニックにおいては，特に平成１１年度，１２年度に多数の使途不明のマ

スキュラックスが発生し，その数が２０を超える程度にまで及び，さらに，

平成１１年１２月１３日に納入されたマスキュラックスについては１年足

らずの間に少なくとも１７アンプルが，平成１２年８月１７日に納入され

たマスキュラックスについては４か月足らずの間に少なくとも９アンプル

が使途不明になっていることからすると，このような使途不明のマスキュ

ラックスが発生した原因は，単に看護婦等が誤って廃棄したとか，持ち出

しノートに記載するのを忘れていたことがあったなどの事情によるのでは

なく，何者かが少なくとも正規の医療目的ではない何らかの不法な目的で

あえて持ち出したことによるものと推認するのが相当である。そして，前

記認定事実のとおり，北陸クリニックにおいては薬剤の不足に気付いた看

護婦等が各々発注手続等を行っており，その薬剤を発注する必要性等に関

して吟味されることがなく，しかも，看護婦等は自由に薬品庫から薬剤を

持ち出すことができ，平成１２年１０月２５日ころからは，薬剤を持ち出

した者が原則としてその旨持ち出しノートに記載することとされたものの，

その記載は自主性に委ねられ，さらには，年度末に事務長によって薬剤の

在庫調査が行われていたが，その調査の内容は，機械的に在庫数を確認す

るのみであって，納品数，使用数と在庫数を照合したり，不要な薬剤の納

入や不自然な発注等を調査することまでを念頭においたものではなかった
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のであり，結局，北陵クリニックにおいては，薬剤に関して，長期にわた

り特に管理らしい管理はされていなかったという事情がうかがわれる。

したがって，上記のような使途不明のマスキュラックスが発生した原因

については，特段のチェックを受けることもなく薬剤を容易に発注したり

持ち出したりできる管理状況であったことを認識していた北陵クリニック

内部の人間が，そのような状態を利用して，自らの不払な意図を実現する

ためにマスキュラックスを勝手に持ち出したためであると推認できる。

(２) 被告人とマスキュラックスのかかわりについて

ア 被告人の勤務状況等

(ア) 北陵クリニック以前の病院における勤務状況等（甲３４０ないし３４

２，３４５，３４７など）

被告人は，平成４年４月から，准看護士として仙台束脳外科において

勤務するようになったが，その際に，外来・検査・手術室の担当となっ

て，手術や救急外来の介助を行っていた。被告人自身それらの仕事を好

んでおり，手術の際には，てきぱきと仕事をこなしていたため，上司な

どから正看護士の資格を取ることを勧められていた。

また，その後勤務した貝山中央病院においても，被告人は，手術の介

助等を的確に行っていたため，医師からの信頼も厚く，正看護士の資格

をとるように勧められており，同僚からも―目置かれる存在であった。

また，被告人は，急変した患者の救命措置などができると評価されてい

たことから，救命措置の勉強会において，他の職員を指導するというこ

ともあった。

（イ）北陵クリニックにおける勤務状況等（甲８，１３，４７，５０，３５

１，３６０，３６１，証人鈴鴨（甲３３０）など）

被告人は，北陵クリニックの採用面接において，手術室勤務を希望す

る旨述べていたものの，実際には，外来，病棟，夜勤のすべてを担当す
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ることを前提として，平成１１年２月，北陵クリニックに採用された。

北陵クリニックで勤務するようになると，被告人は，必ずと言ってい

い程手術への立会いを希望するようになり，実際，被告人は手術の介助

に慣れていたため，ほとんどの手術に立ち会うようになっていき，いつ

の間にか手術の担当は被告人であるというようになっていった。

実際，被告人は，北陵クリニックにおいて行われた手術のうち，少な

くとも，平成１１年には３６件中１７件，平成１２年には１５件中６件

の手術に立ち会っており，そのうち，筋弛緩剤が使用された手術につい

ては，平成１１年には１２件中１０件（このうち，マスキュラックスが

使用された手術については，１０件中８件）に，平成１２年には４件中

２件に立ち会った。

また，被告人は，救命救急の場面になると，非常にてきぱきと，かつ

生き生きと仕事をしており，北陵クリニック内部の勉強会において，被

告人の作成した急変時のマニュアルが配布されるということもあった。

（ウ）以上聞及び沼の各事実によれば，被告人は，担当職務の中で，手術の

介助や救命措置を得意としており，この点に関しては医師や同僚からも

信頼されていたこと，北陵クリニックにおいても，手術の介助を積極的

に希望しており，実際にも手術に立ち会うことが多かったこと，北陵ク

リニックにおいてマスキュラックスやサクシンといった筋弛緩剤を使用

する手術については，そのほとんどに被告人が立ち会っていたことが認

められる。

イ 薬剤の在庫状況等に関する被告人の認識

被告人は，当公判廷において，手術があると聞くと，気付いた時には，

手術ボックスの中の薬剤を確認したり点検するようにしていた旨，また，

自らが手術の担当となっている場合には，事前に手術ボックスの中のマス

キュラックスの本数等を確認していた旨，さらに，このような在庫確認を
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行った際に，多数のマスキュラックスの溶解液だけが余っていることに気

付き，それらをマスキュラックスの箱にまとめて入れ，箱の表面に「溶解

液のみ」と記載して保管したことがあった旨供述しているところ（第１０

７回），少なくとも，被告人が上記のような機会を通じてマスキュラック

スの存在，状況，本数等の認識を有していたことは疑いがない。

一方，証拠（証人鈴鴨（甲４３１），証人菅澤（甲４３２））によれば，

菅澤婦長や鈴鴨主任は，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

を菅澤婦長か鈴鴨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，菅澤婦長や鈴鴨主任は，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。）。

そして，既に認定したように，被告人が北陵クリニックにおいて実施さ

れた手術，特に，筋弛緩剤が使用される大半の手術に立ち会っていたとい

う事実を併せ考えると，被告人は，頻繁に薬品庫の薬剤について，在庫を

確認する機会があり，実際にも在庫を確認していたと考えられ，したがっ

て，被告人は手術ボックス内の薬剤の在庫の推移や不足の程度等について

十分認識していたものと推認できるし，当然，マスキュラックスについて

も，その在庫の推移や不足の程度等について把握していたと推認するのが

合理的である。
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ウ 平成１２年８月１７日及び同年１１月１０日のマスキュラックスの発注

について

前記のとおり，平成１２年８月１７日及び同年１１月１０日に，北陵ク

リニックから納入業者に対してマスキュラックスがそれぞれ１０アンプル

ずつ発注され，そや日のうちに，納入業者から北陵クリニックにマスキュ

ラックスが納入されたことが認められるところ，証拠（甲３３６，証人菅

澤（甲２５１），証人鈴鴨（甲３３０））によれば，マスキュラックスを

発注した注文ノートの筆跡は，いずれも被告人のものであることが認めら

れ（いずれについても，その記載内容や記載状況は合理的であるし，上下

の記載との連続性等に関しても，特に不自然な点は見当たらず，例えば，

何者かが被告人が発注したように見せかけるためにその記載をしたといっ

たような形跡はうかがわれない。），したがって，被告人が平成１２年８

月１７日及び同年１１月１０日に，それぞれマスキュラックス１０アンプ

ルを注文したことが認められる。

なお，被告人は，公判廷において，平成１２年１１月１０日のマスキュ

ラックスの発注に関しては自らが発注し，注文ノートに記載したと供述す

るものの，同年８月１７日のマスキュラックスの発注に関しては自ら発注

したことはなく，注文ノートに記載したこともないと供述する（第１０７

回）。しかし，同年８月１７日の注文ノートの記載について，日ごろから

被告人の筆跡を目にする機会を多数有していた菅澤婦長及び鈴鴨主任がそ

ろって明確に被告人の筆跡であると供述している上，実際，注文ノートの

８月１７日にマスキュラックスを注文した欄には，「もり」との署名がさ

れており，当時，北陵クリニックにおいて「もり」と署名してマスキュラ

ックスを発注する可能性がある職員は被告人以外には考えられないという

事情を併せ考慮すると，両名の供述の信用性は高いと評価できる。これに

対して，被告人は，８月１７日のマスキュラックスを注文した部分の筆跡
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と自己の筆跡の類似性に関しては，他の筆跡と自己の筆跡の類似性に関す

る供述と比較しても，殊更あいまいかつ不自然な供述を繰り返しているの

であって，このような被告人の供述は到底信用することができない。

そして，証拠（甲４７，４８）によれば，平成１１年１２月１３日にマ

スキュラックス２０アンプルが納品され，同日以降平成１２年８月１７日

までの間にマスキュラックスが使用された手術は１件しかなく，また，平

成１２年８月１７日以降同年１１月１０日までの間にマスキュラックスが

使用された手術は１件しかないという事実が認められるところ，この事実

に照らして考えると，平成１２年８月１７日及び同年１１月１０日に，わ

ざわざマスキュラックス１０アンプルずつを発注しなければならないほど，

それまでの間にマスキュラックスが正規の医療行為の―環として使用され

その在庫数が減少していたとは到底考えられない。

したがって，被告人は，正規の医療行為の―環としてマスキュラックス

がそれほど使用されていない時期に，２度にわたってマスキュラックスを

自ら発注していたと認められる。

エ 平成１２年１２月４日被告人が北陵クリニックから持ち出そうとした小

さい針箱の中から発見されたマスキュラックスの空アンプルについて（甲

２２）

既に認定したように，平成１１年１２月１３日に北陵クリニックに納入

された２０アンプルのロット番号「２４９７３７９４」のマスキュラック

スについては，正規の手術に用いられた可能性があるのは多くても２アン

プルであり，平成１２年１２月３日時点において，少なくとも１７アンプ

ルが使途不明となっていると認められ，後に詳しく検討するとおり，被告

人が，北陵クリニックを退職することとなった平成１２年１２月４日夜，

北陵クリニックから持ち出そうとした小さい針箱の中から，マスキュラッ

クスの粉末の空アンプル１９本が発見され，そのうち，１４本がロット番
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号「２４９７３７９４」の空アンプルであったことが認められる。

これらの事情にかんがみると，平成１１年１２月１３日に北陵クリニッ

クに納入されたマスキュラックス２０アンプルのうちの多くが，何者かに

よって正規の医療行為以外の目的で使用され，その空アンプルが被告人の

持ち出そうとした小さい針箱に廃棄されていた可能性が極めて高いといえ

る。

オ 当直勤務の仮眠時間中の薬品庫への出入りについて

証拠（証人山本紫乃（甲３８６））によれば，北陵クリニックにおいて

は，当直勤務を看護婦等と看護助手の組み合わせで行うことが多く，看護

婦等はナースステーションにおいて，看護助手はＦＥＳ診察室において仮

眠をとっていたこと，当直勤務の仮眠時間中に，被告人が薬品庫に出入り

していたことがあったことが認められる。

したがって，被告人には，当直勤務の際に，人知れず，薬品庫内の薬剤

を持ち出すことができる機会があったといえる。

（３）小括

以上によれば，(1)で認定したとおり，北陵クリニックにおいて使途不明の

マスキュラックスが多数発生しており，その一方において，(２)で認定したよ

うに，被告人が，マスキュラックスやサクシンといった筋弛緩剤を使用する

手術に多数立ち会い，少なくとも，その度に，薬品庫内の薬剤を確認してい

たため，当然，マスキュラックスについても，その在庫の推移や不足の程度

等について把握していたと考えられること，薬剤を確認する際に，マスキュ

ラックスの溶解液のみが多数余っていることを認識していたにもかかわらず

特に上司等に報告していないこと，正規の医療行為を前提とした場合，新た

なマスキュラックスを発注する必要があるとは到底考えられない時期に，２

度にわたって合計２０アンプルのマスキュラックスを発注していること，被

告人は退職が決定した当夜，使途不明であるロット番号のマスキュラックス
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の空アンプルが多数入った小さい針箱を北陵クリニックから持ち出そうとし

たこと，被告人は，薬品庫内の薬剤を持ち出す機会を十分に有していたこと

などの事情が認められる。このような，被告人の行動について考察すると，

自らの職務の中でも手術への立ち会いを希望していた被告人は，手術前に積

極的にマスキュラックスの在庫を確認するなど一定の責任感を持って手術の

介助に当たっており，マスキュラックスの使用日的，危険性等について十分

な知識を有していた一方において，およそ不自然と考えられる時期にマスキ

ュラックスを注文したり（しかも，平成１２年８月１７日に被告人が注文し

て納入されたマスキュラックスはそのほとんどが使途不明となっている。），

マスキュラックスの溶解液のみが余っている事態に直面しても婦長等に相談

しなかったりという医療従事者として極めて不合理かつ不可解といわざるを

得ない行動をとっている。しかも，被告人が北陵クリニックからの退職が決

定した日に持ち出そうとした針箱から使途が不明であるマスキュラックスの

空アンプルが多数発見されるという到底偶然の出来事とは考えられない事態

が発生していることを併せ考えると，北陵クリニックにおいて使途不明のマ

スキュラックスが発生していた原因は，そのほとんどが被告人の医療行為以

外の目的での意図的な行動によるものであると推認するのが合理的である。

なお，弁護人は，北陵クリニックにおいて行方不明となったマスキュラッ

クスは被告人とは無関係であると主張し，平成８年度に納入されたマスキュ

ラックス１０本が行方不明になっていることなどを指摘している。

しかし，北陵クリニックにおいて平成８年度に手術で使用されたマスキュ

ラックスの数は証拠上明らかとなっておらず，結局，平成９年３月３１日時

点におけるマスキュラックスの不足数は不明といわざるを得ないのであって，

弁護人の主張は，その前提に疑問がある上，仮に被告人の就職前から弁護人

指摘の事実があったとしても，上記認定の各事情（単に，マスキュラックス

多数が行方不明になっているばかりか，これと被告人を結びつける数々の客


