
告  訴  状 
 

所 沢 警 察 署長 殿 

 

 

2017年 6月 7日  

      

 

告訴人  

住所   東京都港区 

氏名   James Ryan              ㊞ 

生年月日 昭和 

職業   会社役員 

電話    

 

被告訴人  

氏名  防衛医科大学校病院 小児科医師  若松太（当時）  

    防衛医科大学校病院 小児科医師  小島令嗣（当時）   

    防衛医科大学校病院 看護師長   岩鼻まゆみ（当時） 

    防衛大学病院    看護師長   樋口（当時）  

住所  〒359-8513 埼玉県所沢市並木 3-2  

電話  04-2995-1211 

 

第１ 告訴の趣旨 

被告訴人は、控訴人の息子に対する下記記載の所為は、殺人未遂罪

（刑法 203 条）の未必の故意に該当すると考えるので、被告訴人

を厳重に処罰されたく告訴する。 

 

第２ 告訴事実 

被告訴人は、２００７年１２月２８日、告訴人の息子（当時 11歳

）に対して、インフォームドコンセントも無く、両親への承諾も無

く、無断で、厚生労働省が治療とは認めていない方法を使用して、

息子の頭にビニール袋を被せて呼吸停止をさせた。 

厚生労働省に対して、この療法の病院内での使用許可を訪ねた結果

、『厚生労働省の認めていない方法であり呼吸停止や死亡などの危

険性が伴う事も判明している治療法は、治療とは言えない。』との

見解に基づき、この行為は、治療では無い為、殺人未遂と考える。 

即ち 4 名は、殺人未遂の未必の故意を実行し、息子の身体を 1 時



は植物人間状態にし、重大な問題（人工呼吸器装着・失明・経鼻経

管栄養）を作りました。 同時に、医療カルテに記載内容により、

告訴人と告訴人の家族に対する故意（恨みや嫌悪など）が証明され

る内容の記載があり、これらの行為は、刑法 203 条殺人未遂の未

必の故意に該当すると思慮しますので、被告訴人の厳重な処罰を求

めるため、ここに告訴いたします。 

 

第３ 告訴に至る経緯 

被告訴人は、告訴人の息子 11 歳（2007 年当時）に対して、2007

年 12月 28日午前 10時 30分～午後 1 時の間に、下記の行為を実

行した。 

 

１、 頭にビニール袋を被せる。（1回目） 

 

告訴人の息子（当時 11歳）が、被告訴人らの病院に入院していた

2007年 12月 28日の師走。被告訴人らは、告訴人の夫が退室した

2007 年 12 月 28 日午前 10 時から、僅か 1 時間前後ほどで、息子

の病室に、看護婦長と看護師 1 名と医師 2 名の合計 4 名が集まり

、看護婦長が廊下で見張り（観察）をしていた中、当時、障害を持

ち、自分自身で身体を起こす事の出来ない告訴人の息子を、仰向け

に寝せた状態で、医師と看護師が頭にビニール袋を被せたが、告訴

人の息子が大声を出した為、一旦中止。頭にビニール袋を被せた時

間が、約３０秒間との告白テープ有り。 

 

２、頭にビニール袋を被せる。（２回目） 

 

再度、息子の病室に、看護婦長と医師 2名が集まり、親への承諾も

無く、催眠鎮静剤であるダイアップ（座薬）を 2回と、筋弛緩作用

の強いセルシン（点滴）を使用告訴人の息子に使用。看護婦長が廊

下で見張り（観察）をしていた中、医師 2人で、ダイアップ（座薬

）とセルシン（点滴）を使用されていたために朦朧とした意識状態

の中、身動きの取れない状態の告訴人の息子を、仰向けに寝かせた

状態で、頭にビニール袋を被せた為に、CO2 ナルコーシスになり

呼吸停止。頭にビニール袋を被せた時間が、約１０分間との告白テ

ープ有り。直後から意識レベル低下し植物人間状態。 

 意識レベル低下。 

 身体硬直。 

 鼻血。 



 血糖値３００。 

 高熱 42度。 

 深昏睡。 

 対光反射なし。 

 眼球頭反射なし。 

 瞳孔拡張。 

 光反射無し。 

 まぶたは開きっぱなし。閉じない。 

 

３、頭にビニール袋を被せた事が発覚した経緯 

 

2007年 12月 29日、告訴人の息子が変わり果てた姿で横たわって

いたが、この時、息子の首に赤い紐のような跡がある事に気が付き

、若松医師を追求。若松医師から、アメリカの論文で、癲癇を止め

る方法のひとつとして、頭に紙袋を被せる方法がある。しかし、神

袋が見つからないので、仕方なく、ビニール袋を使用した。その首

の跡は、その時、ビニール袋を首のところで結んだので、ついた。

と述べました。この言葉が、事実かどうか分かりませんが、首に赤

い紐のような跡があったので、若松医師が告白した事により発覚し

ました。 

 

４、頭にビニール袋を被せるという行為の異常性 

 

ペーパーバック療法と言う厚生労働省が『治療と認めていない。』

と、認可されていない民間療法があります。しかし、これは、紙袋

であり、ビニール袋ではありません。しかも、頭に被せるわけでは

ありません。口に袋を当てるだけです。それなのに、なぜか、被告

訴人は、仰向けに寝た状態の告訴人の息子の顔に張り付く事を知り

ながらビニール袋を使用し、更に、口に当てるのではなく、頭に被

せました。これを、殺人未遂と言わずして、なんと呼べばよいので

しょうか？異常な行為である事は、間違いがありません。 

 

５、治療放置という行為に見える故意 

被告訴人らは、告訴人の息子が植物人間状態～脳死に近い状態にな

り、脳のダメージが急速に広がって行っているにもかかわらず、治

療を放置した。 

 

告訴人の息子に必要だった治療 



① 42度の高熱を下げる為の治療。 

② 血糖値３００以上を下げる為の治療。 

③ 脳のダメージの治療。 

④ 閉じなくなった瞼の治療。 

⑤ いきんだ為に、切れた可能性があると言っていた目の血管の治

療。 

⑥ 硬直した身体の治療。 

⑦ 出なくなった尿の治療。 

⑧ 乾いた口の中の治療。 

⑨ 人工呼吸器の装着。（脳のダメージが広がって脳幹に達した場合

に呼吸停止を起こすため、必要な治療。） 

 

上記の一切の治療が行われていなかった為、息子は翌日 29日に心

臓停止を 2回起こしました。 

 

６、インフォームドコンセントも両親への事前事後報告も無く実行

された行為という異常性 

 

厚生労働省に尋ねたところ、パーパーバッグ療法に関して、以下の

回答がありました。 

① ぺーパーバック療法は、厚生労働省で、病院での使用を認めて

いません。 

② ペーパーバッグ療法は、NHKのためしてガッテンというテレビ

で、殺人行為だ。として放映されていました。 

③ 殺人行為のような行為を、厚生労働省が許可することは、絶対

にありません。 

④ もし、医師が、厚生労働省の許可していない治療方法を患者に

使用する場合は、患者、もしくは、家族へのインフォームドコン

セントをしなくては実行できません。 

⑤ もし、大学病院の中で、医療ミスや医療事件があった場合、それ

が、子供の場合は、病院は、速やかに、ご両親に伝える義務があ

ります。 

⑥ 又、ペーパーバッグ療法は、治療とは認められていませんが、聞

いた事があるのは紙袋ですし、口に当てるだけの行為だったの

ではないでしょうか？それが、ビニール袋で頭に被せる。とい

うのは、いくら何でも必要性は無いでしょう。頭に被せるとい

う行為をご両親にインフォームドコンセントなく実行するのは

、警察への届けが必要なのではないですか？ 



 

 

以上のように、厚生労働省で許可されていな方法を、11 歳の障害

を持つ子供に使用しながら、事件後も、家族に隠して伝えない。と

いう行為は、治療とは、言えません。 

 

又、厚生労働省、文部科学省、県庁など、病院内の医療行為に詳し

い課を、たらい回しに紹介されましたが、口に被せるのみで可能だ

とされているペーパーバッグ療法を、頭にビニール袋をすっぽりと

被せなくてはいけなかった行為の必要性に誰もが疑問を持ってい

ました。 

 

しかも、障害を持ち、寝たきりの状態でセルシンとダイアップを使

用されていた。しかも、植物人間後、治療を放置されていた。と伝

えると、誰もが、『警察に行った方が良い。』と答えました。 

 

即ち、これらの行為は、殺人未遂罪（刑法 203条）の未必の故意に

該当すると考えますので、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴いた

します。 

 

７、医療カルテにかかれた岩鼻まゆみから 

 

 

第４ 立証方法 

 

１、証拠 録音テープ  若松太 医師  

頭にビニール袋を被せた時間は３０秒間と告白しているテープ。 

http://www.jimmyswishproject.org/30-1 

 

２、証拠 録音テープ  小島令嗣 医師 

頭にビニール袋を被せたのは、１０分間と告白しているテープ。 

http://www.jimmyswishproject.org/3-1 

３、証拠 録音テープ  岩鼻まゆみ 看護婦長 

頭にビニール袋を被せたのは、３分間との告白テープ。 

http://www.jimmyswishproject.org/10 

 

４、証拠 録音テープ  若松太 医師  

頭にビニール袋を被せたのは、若松太と小島令嗣の２名と告白。 

http://www.jimmyswishproject.org/2-1 

http://www.jimmyswishproject.org/30-1
http://www.jimmyswishproject.org/3-1
http://www.jimmyswishproject.org/10
http://www.jimmyswishproject.org/2-1


 

５、証拠 録音テープ  岩鼻まゆみ 看護婦長 

頭にビニール袋を被せた時間は 12 月 28 日 13 時との告白テープ。 

http://www.jimmyswishproject.org/13 

 

６、証拠 録音テープ  若松太 医師  

二酸化炭素ナルコーシスで呼吸停止・瞼が閉じなくなった。との告

白テープ 

http://www.jimmyswishproject.org/carbondioxidenarcosis 

 

７、証拠  録音テープ  若松太 医師 

12月 28日の 6時 30分 回診時にも、意識障害を確認。29日の日

の朝、病院ぐるみで『何もなかった。』と言っていたのは隠蔽して

いた事を告白。 

http://www.jimmyswishproject.org/coma 

  

８、証拠 録音テープ 目の充血 

呼吸停止時に苦しさからいきんだ為、首から上の圧があがった為に

、目が充血した事を告白。 

http://www.jimmyswishproject.org/congestion 

 

９、証拠 録音テープ 植物人間状態になった為に腎臓と肝臓が同

時に悪くなった事を認めている。 

http://www.jimmyswishproject.org/organdamage 

 

１０、証拠 録音テープ 低酸素脳症になったのに、高熱を下げる

為の氷枕や医薬品を使用していなかった事を認めている。 

http://www.jimmyswishproject.org/treatment0 

 

１１、ビニールは、使用すると縮む（顔に張り付く）という事を認

知していたが使用した事を認めている。 

http://www.jimmyswishproject.org/meaningofplasticbag 

１２、証拠 医療カルテに書かれた恐ろしい指令 

【戦う事になる。（今回の件は、）根が深いので、恨みに繋がる。傷

つく事を覚悟して、一丸となってやる必要がある。】という指令を

看護師や医師に対して書いている。 

http://www.jimmyswishproject.org/medicalchart 

 

１３、証拠 病院ぐるみで証拠隠滅 

http://www.jimmyswishproject.org/13
http://www.jimmyswishproject.org/carbondioxidenarcosis
http://www.jimmyswishproject.org/coma
http://www.jimmyswishproject.org/congestion
http://www.jimmyswishproject.org/organdamage
http://www.jimmyswishproject.org/treatment0
http://www.jimmyswishproject.org/meaningofplasticbag
http://www.jimmyswishproject.org/medicalchart


若松太（医師）が、看護師が既に植物人間状態を知っていたが、病

院ぐるみで隠していた事実を認めた会話。 

http://www.jimmyswishproject.org/evidenceconcealment 

 

１４、証拠 29 日まで治療を放置していた事実を認める会話  

殺人未遂の未必の故意ではないですか？息子は治療を放置されて

いたため、高熱も血糖値も放置状態で脳のダメージが広がったのだ

そうです。息子は、28 日の事件時に、人工呼吸器を装着してもら

えなかった為に、29 日の朝 2 回心臓停止しました。これでも、殺

人未遂の未必の故意にはならない。と言うのでしょうか？ 

http://www.jimmyswishproject.org/28 

 

 

 

http://www.jimmyswishproject.org/evidenceconcealment
http://www.jimmyswishproject.org/28

