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乳腺外科医によるわいせつ事件で逆転有罪判
決 医療従事者に知ってほしい被告⼈側の不
思議な供述

（写真:⻄村尚⼰/アフロ）
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 ⼀審の東京地裁で無罪判決が出た乳腺外科医による準強制わいせつ事件について、7⽉

13⽇の東京⾼裁で逆転の有罪判決が⾔い渡されました。

乳腺外科医の準強制わいせつ事件、逆転有罪「懲役2年」 東京⾼裁（弁護⼠ドットコム

／2020年7⽉13⽇）

 判決は原審を破棄、懲役2年。量刑の理由について裁判⻑は「⿇酔から覚めきっていな

い患者に対して、診察と誤解させる態様で犯⾏が⾏われた」ことや、「被告⼈は⼀貫して

犯⾏を否認し、反省を⽰していない」ことと述べました。

 ⼀審では、被害者が⿇酔後に性的幻覚を⾒た（いわゆるせん妄状態だった）可能性があ

るとされ、鑑定で被害者の左胸から被告⼈のDNAが検出された結果について、医師が被

害者の胸を舐めたことが最有⼒の仮説と⾔えるかもしれないが、それでも⼿術時の会話や

触診の際に唾液の⾶沫が⾶んだことによる可能性を否定できないとされました。

 控訴審では、検察・弁護側双⽅から、せん妄に関する専⾨家が証⾔者として出廷。検察

側証⼈は「Aさんの証⾔は信⽤でき、幻覚があったとは⾔えない」「（医療者によるわい

せつ事件は稀かのように⾔われているが）稀ではない」などと証⾔したのに対し、弁護側

証⼈は「せん妄の典型例」と証⾔。

 判決では、検察側証⼈の証⾔が、弁護側証⼈より信頼できると判断されました。

医療従事者に考えてほしい、被告⼈側の供述

 この事件について、控訴審の1回⽬から判決まで全て傍聴してきました。⼀審の裁判時

から、被害者にとっては⼤変酷な時間だったと思います。毎回、傍聴の抽選に並ぶ⼈の多

くは被告⼈側（医師側）の⽀援者。
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乳腺外科医が準強制わいせつに
問われた事件で、⾼裁が逆転有
罪判決の衝撃
江川紹⼦ 7/13(⽉) 20:57

＜朝ドラ「エール」と史実＞
「裕ちゃんはダンスばかりやっ
て」との証⾔も。“踊り⼦と初
恋”は史実どおり︖
辻⽥真佐憲 7/15(⽔) 8:30

乳腺外科医によるわいせつ事件
で逆転有罪判決 医療従事者に
知ってほしい被告⼈側の不思議
な供述
⼩川たまか 7/13(⽉) 16:54

来年の⽇⽶軍事演習に英最新鋭
空⺟クイーン・エリザベスが参
加か 空⺟打撃群のインド太平
洋常駐も
⽊村正⼈ 7/14(⽕) 16:45

防衛⽩書が指摘した、中国によ
る宣伝⼯作の「偽情報の流布」
とはいったい何か
⾼橋浩祐 7/14(⽕) 16:22

【退学しないで︕急げ⼤学
⽣︕】現⾦給付⼆次募集締切は
7⽉中旬︕【コロナ・豪⾬被災
者・⾃宅⽣も利⽤可】
末冨芳 7/15(⽔) 12:44

時代錯誤の愚策、「GO TOキャ
ンペーン」をやってはいけない
本当の理由
⼭⽥順 7/15(⽔) 18:33

もっと⾒る

「敵基地攻撃」はあり得るのか︖ 想定される
「⽇朝交戦」４つのケース

今最も熱いアジアストリーミング市場を舞台に
サミット開催

「超⻑期債にも買いが⼊る」⽜さん熊さんの本
⽇の債券（引け後）2020年7⽉16⽇

 裁判所前では「冤罪を許してはいけない」というスピーチが繰り返されていました。

 今⽇も、裁判所前では、被告⼈側の⽀援者が「満床で、カーテンで⼀枚仕切られている

だけ、看護師が⼊れ替わり⽴ち替わり訪れる場所で、わいせつ⾏為が⾏われることは現実

的ではない」といった内容を訴えていました。

 被告⼈側の⽀持者には医療関係者も多かったと思われます。私は、この事件を機に、医

療関係者が考えた⽅が良いことは、「これでは男性医師は⼥性患者を診察できなくなる」

といった内容ではないと思っています。

 実は⼀審でも「被告⼈の供述の信⽤性は慎重に判断する必要がある」とされた部分があ

りました。

 なぜ被害者の胸にDNAが付着したかについて、被告⼈側の主張は次のようなものでし

た。

⼿術の当⽇、起床時の⾝⽀度以降は⼿術の直前まで⼿を洗わなかった

ニキビを潰したり、ひげを触ったりする癖がある

 ⼿術当⽇の午前中には多数の患者を診察し、触診もあったのに、⼿術の直前まで⼿を洗

わなかったというのは、ちょっと信じられません。⼀審判決でも当然「医療従事者の⾏動

としてにわかに信じ難い内容」と断じられています。

 ⾼裁判決では、⼿術中に唾液が⾶散した可能性について、⼿術中に左胸の側にいたのは

別の医師であり、この医師のDNAは検出されていないことも指摘されました。

なぜ顔⼊りの患部写真を撮る必要があったのか

 また、通常であれば患部のみを撮影する⼿術前写真について、被害者⼥性の場合は顔も

⼊れた写真を複数枚撮影されていたことや、撮影記録を捜査前に消した痕跡があったこ

と。これを被告⼈を⽀援する医療従事者は、どのように捉えているのでしょうか。

【参考】乳腺外科医が準強制わいせつに問われた公判、無罪判決を臨床の医師たちはどう

⾒たか（ハフポスト／2019年3⽉22⽇）

 さらに⾔えば、⼿術直後の⿇酔が覚めきっていない⼥性患者の病床に、1⼈で2回訪れ

たことについては、医師側も認めています。被害者の証⾔では、1回は「看護師と⼊れ替

わりで⼊ってきた」とされています。

 たとえば乳がん検診などの際に男性医師が触診を⾏うとき、看護師が⽴ち会うことが推

奨されています。これは患者の不安を払拭することはもちろん、冤罪を防ぐためにも必要

な措置です。

 医師が⼿術後の状況を⾒るためだったとしても、看護師を伴うことはできなかったので

しょうか。繁忙のためにそれが叶わなかったとするなら、医療界が考えなければならない

のは、その状況ではないかと思います。

カルテでは「術後覚醒良好」

 被告⼈側の弁護⼠は、被害者が⼿術後に「ふざけんな、ぶっ殺す」と⾔ったという看護

師の証⾔を法廷で繰り返しました。「病棟に響き渡るような声で」とも⾔っていました。

 これまでの報道では、この印象的な発⾔が注⽬を集め、被害者がせん妄だったと信じる

⼈が多かったように思います。被害者はこの発⾔について「記憶にない」と⾔っていま

す。

 ⾼裁判決では、「ふざけんな、ぶっ殺す」という発⾔の記録がカルテには残っていない

こと、さらにカルテでは被害者がせん妄状態だったとする記述もなく、むしろ「術後覚醒

「男のシミって意外と簡単」イケ
メン暴露。
pollanche
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⼩川たまか
ライター

初の単著『「ほとんどない」ことにされている側から⾒た社会の話を』（タバブックス）発売中。ライ
ターです。主に性暴⼒、働き⽅、教育などの取材・執筆をしています。カウンセラーではないので、ケ
アを受けていない⽅からの被害相談は基本的に対応できません。お仕事、講演のご依頼は、
info.mapt7@gmail.com ※スタッフが対応します。NAVERまとめへの転載お断り。

有料ニュースの定期購読

トナカイさんへ伝える話（サンプル記事）

⽉額550円（初⽉無料）

⽉4回程度

これまで、性犯罪の無罪判決、伊藤詩織さんの⺠事裁判、その他の性暴⼒事件、ジェンダー問題での炎
上案件などを取材してきました。性暴⼒の被害者視点での問題提起や、最新の裁判傍聴情報など、無料
公開では発信しづらい内容も更新していきます。

 ツイート  シェア  ブックマーク

良好」という記載があったことを指摘しています。

 カルテに「術後覚醒良好」と書いていた看護師が、その後弁護⼠や病院スタッフと話し

たあとで「半覚醒状態だったと思う」と証⾔を変えたことについても、⼀貫した証⾔とは

⾔えないと判断されました。

ネット上では「再鑑定不可能」の誤解も拡散していた

 今⽇の法廷では、被害者のA⼦さんもついたてで区切られた場所で判決を聞いていまし

た。有罪の⾔い渡しの後、被告⼈側⽀援者からは軽い抗議のような声が上がり、ついたて

の向こうからはすすり泣きが聞こえてきました。

 A⼦さんにとってみれば、「⼿術後に担当医からわいせつ⾏為をされ、⾃分だけの証⾔

では信⽤されないと思ったから通報し、証拠採取をしてもらったところDNAが検出され

た」という事件です。

 ⼀審の裁判中に、弁護側はA⼦さんの裸の胸の写真を法廷で傍聴席からも⾒える場所に

映そうとし、裁判⻑が⽌めたことがあったと聞きます。また、ネット上では鑑定資料が廃

棄され、再鑑定が不可能であるという誤解も拡散されていました。

 被害者側を⽀援する弁護⼠が「鑑定資料を再鑑定できないかのように報道されているが

それは間違い」と会⾒で⾔及するほどでした。

 被害者側にとっては、⼀審判決前から⼀部の報道は医師側に不利な情報を載せないなど

⾮常に⼀⽅的であり、酷なものに感じていたことと思います。

 控訴審の間も、A⼦さんにとって、とてもツラい時間だったと思います。本当にお疲れ

様でしたと伝えたいです。

※控訴審を審理したのは朝⼭芳史裁判⻑。朝⼭裁判⻑が退官したため、読み上げを引き継

ぎの細⽥啓介裁判⻑が⾏った。新型コロナウイルス感染症の影響により、4⽉の予定だっ

た判決⾔い渡しが延期されていた。【訂正のお詫び】審理した裁判⻑のお名前に誤りがあ

りました。お詫びして訂正します（18時40分）。

【関連】

コロナで判決が延期「乳腺外科医わいせつ事件」の問題点（クイックジャーナル）

逆転有罪判決 ⼥性患者の胸を舐めたのか……「⼿術後わいせつ事件」報道が伝えない不

可解な事実（諸岡宏樹／⽂春オンライン）

ogawatam

⼩川たまかの最近の記事
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