
証拠資料 72ｃ（毒物注入：改定版）

告訴人に対する「権力による弾圧ストーキング」攻撃の中で、命を脅かすという点では最

も危険性の高い攻撃であり、現在もますますエスカレートする形で続けられているものに

毒物注入というものがある。これは「権力による弾圧ストーキング」被害者の中にも被害

を訴えている例は見られるが、告訴人に対するほどひどい例はほとんど見られない。

告訴人に対して毒物注入がなされていることの証拠を示す上で、最も客観性の高い方法は、

毒物を注入されたと思われるサプリメントや食品の毒物検査により、毒物の発見を行えば

よいということであるが、現在の告訴人の立場ではこの方法で毒物を発見することは極め

て難しい。告訴人は幾つかの毒物検査の可能な機関に毒物検査について問い合わせたが、

個人では受け付けてもらえない、毒物が何かをこちらが指定しないといけない、検査のた

めの資料の量が不十分など、個人では毒物検査は難しいということが分かった。

告訴人がサプリメントや食品、あるいは最近では医薬品に（他に毒物を取っ手に塗布した

り、ガス状の毒物が使われたりしている可能性も極めて高い）、毒物の注入がなされている

かどうかを判断する手がかりは告訴人自身の体調反応によっている。ここで体調反応とい

う言葉は、告訴人の通常の体調状態に加えて、肝臓腫瘍の状況改善のために摂取している

サプリメント、あるいは受けている治療についてのプラス、マイナスの反応症状や毒物に

対する反応症状などを加えたものである。

この体調反応ということは、医師が問診時に患者の自覚症状を重視することから分かるよ

うに、患者の状況を知る上で重要なものであることは間違いないが、後から示すように告

訴人が肝臓にある癌腫瘍を基本的にサプリメントを使った対処法で、腫瘍増大を 10年以上

抑制することにある程度成功してきたのは、サプリメントなどの癌に対する抑制効果を体

調反応で感じながら対応できたからこそ可能になったことであり、告訴人の体調反応は告

訴人の生理状況を正確に把握するものであったということがこれで示されていると考える。

すなわち告訴人に対する毒物注入については、基本的に告訴人の体調反応による判断が客

観性を持つということである。

なお毒物注入という殺人罪あるいは殺人未遂罪につながるような重大犯罪の証拠として、

より客観性が必要とも思われるので、毒物注入が行われたことの証拠としては、告訴人の

体調反応に加えて、医療機関における診断あるいは検査結果で、体調反応を裏付けるもの

が得られた場合について、毒物注入の確実な証拠がある場合として、まとめて示す。

このような毒物注入の証拠を示す前に、告訴人の体調反応に基いて、毒物注入がなされた



と思われる事例を時系列的に順を追って示し、さらに攻撃側が主な攻撃対象とする告訴人

の肝臓腫瘍に関しての経緯を示した後に、毒物注入がなされたことが、体調反応に加えて

医療機関の診断や検査結果によって裏づけられたものについて、毒物注入がなされた確実

な証拠のある場合としてまとめる。

なお体調反応における異常が医療機関の診断や検査結果によって裏づけられたものが存在

するということは、告訴人の体調反応が告訴人の身体的、生理的変化を正確に捉えている

ことをも示すものでもある。

1．毒物注入の経緯

告訴人への毒物攻撃が最初になされたのは、平成 20年の 10月であり、急に眠気が来なく

なるという形で始まった。昼間でも居眠りする告訴人が全然眠気が来ず、夜床について目

を瞑ると、まぶたの裏にネオンサインのようなカラーのイメージが点滅を繰り返し続け、

眠気がくると筋肉が痙攣して息苦しさが来て朝まで眠れないという状況が、二日、三日と

続き、肉体的に限界と心療内科に行くと睡眠薬を処方されて、それを飲むと何とか眠れる

ようになった。

しかし睡眠剤を飲まないと眠れないという状況が続くので、何故このようなことが続くの

かということで自宅に何者かに侵入されているのではないかという疑問から、デジタルレ

コーダを留守時に置いておくと、不自然な音が録音されているということが分かり、さら

に詳しく調べるためにテレビカメラと録画装置を設置したところ、自宅侵入された上に、

録画データを削除されるという事態が生じた。（証拠資料 6参照）

このことから自宅侵入されていることが判明したので、自分が独自に摂取するサプリメン

トや玄米（その当時告訴人だけが玄米を食べていた）などの摂取を止めてみたところ、眠

気が来ないという状況がなくなったので、自宅侵入によって告訴人の独自の摂取物への毒

物混入がなされていたと判断した。

これは告訴人の妻には体調反応において異常が生じずに、告訴人だけに生じたことからそ

のように判断したが、このことから、被告訴人と推定される攻撃側は、告訴人の独自の摂

取物を把握していたということであり、自宅内盗聴などもなされていたと考えられる。

この眠気が来ないという異常反応は平成 20年の 10月・ 11月に数度、そして 21年の 2月・

3月に数度の経験がある。前者については自宅侵入による毒物混入あるいは毒物入りのもの

との差し替えによるものと思われるが、自宅侵入以外にインターネットで購入して自宅に

保存していたサプリメントが原因と思われることもあった。

また後者では、前者で自宅侵入されての毒物混入を経験していたので、サプリメントを常



に持ち歩くようにしていたのだが、学校でカバンを研究室において授業などで部屋を空け

た隙に、侵入されて差し替えられたとか、あるいは販売店で直接購入したサプリメントに

毒物が混入していたという経験もしている。

この眠気の来ない体調反応を示すことについて、平成 21年 2月に O大学付属病院で診察を

受けた際に、担当医師は告訴人の症状を聞いたうえで神経興奮剤によるものと考えられる

とし、受診が症状発生から数日たっていたために、検出は困難であろうといいながら尿検

査を実施してくれたが未検出であった。しかし症状から神経興奮剤であろうとの判断が示

されていて、毒物の種類の類推がなされていて、これは毒物混入の証明に資するものと考

える。（毒物証拠 4）

次に毒物によるものと考えられる経験をしたのは、自動車による外出から帰宅して、体調

反応に異常が出てくるという場合である。告訴人は妻の運転する車に同乗する形で外出す

ることがほとんどであるのだが、どこかの販売店などに出かけて、自宅に帰ってくると異

常症状、多くの場合には心悸亢進状態になり、不整脈などが生じ始めて、それが長く 2日、

3日と続くものであり、このために夜眠れなくなる状況となることを何度か経験した。

これは販売店などの駐車場に車を置いて、買い物をしている最中に、告訴人が乗る助手席

のドアの取っ手に毒物を塗布させ、告訴人が車に乗る際に、そこを握ることで毒物を手に

つけて吸収させることで毒物を注入する方法である。車の取っ手に何か塗布された跡が残

っていたことがあり、それが長い間そのままの状態になっていた。

平成 21年の末からは、肝臓部にもたれ感を伴う重苦しさをもたらす体調反応が現れるよう

になり、サプリメントは安全に調達できていると考えていたので、むしろ肝臓腫瘍の状況

悪化による体調反応ではないかと考えて対応策を実施するなどしてみたが、改善せず、サ

プリメントの点検で、アメリカから購入していたサプリメントに毒物混入の可能性がある

ことが判明した。

毒物が混入されているかどうかは、それらの毒物混入されたと思われるサプリメントを摂

取しないと、体調反応の異常は見られなくなり、同じものを飲むと症状が発生する場合に、

それらが毒物混入されていたと見なした。これらのサプリメントが飲めなくなり、またイ

ンターネット購入のサプリメントが毒物混入される危険性が出てきたために、これまでの

サプリメント供給方法では安全なサプリメントが得られなくなった。そこで直接購入のサ

プリメントで対応しようと、近隣のドラッグストアなどでサプリメントの購入をすると、

購入してきたサプリメントを摂取すると、以前に経験した神経興奮剤様の反応や肝臓部に

もたれ感を伴う重苦しさの反応が出てくることがたびたび発生した。（毒物証拠 5）



これらは告訴人の購入サプリメントの履歴を調べ、購入する可能性の高いサプリメントの

毒物入りのものを用意し、告訴人自宅盗聴から告訴人がサプリメント購入に動けば、立ち

入り可能なドラッグストアに人を配置して、告訴人がドラッグストアに接近することを監

視しておいて、近づくと該当サプリメントを差し替えて、毒物入りを購入させていると類

推できるものである。

通常ドラッグストアのサプリメントのコーナーで人を見かけることはほとんどないといえ

るのだが、告訴人が購入して毒物入りを買わされたと後で知るときには、監視役的と思わ

れる人物の存在があったと思われる。

また 22年夏ころには、自宅侵入も 2度ほど経験して、このときには棚に置いていたサプリ

メントがことごとく毒物入りになっていたり（毒物証拠 6）、あるいは持ち歩いているカバ

ンのものを差し替えられたりしている。このときの主な体調反応は、肝臓部にもたれ感を

伴う重苦しさを感じさせるものや、他には心臓神経に異常を感じさせるもので、夜寝ると

きに息苦しさが発生して、眠れないというような体調反応が現れるものがあった。

このように平成 21年末から 22年の夏にかけて、肝臓部にもたれ感を伴う重苦しさを感じ

させる体調反応がたびたび発生しており、このときの毒物混入が肝臓腫瘍の増殖をもたら

していたことが平成 23年の 6月に判明してくる。

平成 23年 5月になると急に心臓に亢進感が発生し、不整脈が生じる症状が発生し、かつそ

の症状が 1週間以上続くという、それまでだと 2,3日程度で収まる症状が取れない異常が

生じて、T病院を受診したところ大動脈弁閉鎖不全という診断を受けた。それまでは体調反

応に異常が出現して、何度も病院受診を行っているが、検査結果において異常が現れたこ

とはなく、大動脈弁閉鎖不全という病名がついたのは初めてのことであり、これは体調反

応の異常と医療機関の検査結果が一致するという意味で、毒物混入の証拠としてあげられ

るものである。

さらにこの経験に続いて平成 23年 6月には、肝臓部に強いもたれ感と重苦しさが生じ、食

欲不振も強く、食事がままならないという、これまでの中でもこれほど強い不調を感じる

ことがあまりないレベルの体調反応の異常が発生した。（毒物証拠 1）

このときには既に先に示した心臓に関する異常を感じて受診して、病名がつく状態を経験

していたので、このたびも何らかの異常が発生している可能性があると、直ぐに T病院の

消化器内科を受診した。その結果肝臓腫瘍が 50ｍｍに達していることが判明した。そして

担当の医師からは、平成 21年の 7月に 35ｍｍであったことを踏まえて考えると、血管腫で

は 2年間でこれほど大きくなることは考えられず、これは肝臓癌である可能性が極めて高

いので、手術切除を薦めるという診断結果であった。



このように平成 23年 5月、6月には実際に体が傷害を受けて、医療機関での検査結果に異

常が見つかるような、毒物のレベルの高いものが投入されてきたと思われる事例が発生し

ているが、これらの原因については、前者は先に触れたような自動車の取っ手に毒物が塗

布されていた可能性が高いと思われることに対して、後者はボランティアで出かけていた

学校において、サプリメントの差し替えがなされた結果ではないかと推測している。

23年夏ころまでは、毒物投入はサプリメントによる場合がほとんどであり、時に自動車の

取っ手への毒物塗布というものであったのだが、23年の夏ころから、一般食品への毒物混

入の経験が始まっている。

最初に経験したのは、平成 23年 8月で、強いもたれ感や膨満感が急速に現れてきた。平成

21年末から現れたもたれ感を伴う重苦しさより強い症状で、肝臓腫瘍の増殖が始まったの

ではないかと感じる強いものであり、平成 13年度に膨満感や強い食欲不振が現れて、食事

がなかなか取れなかったとき以来のものと感じる強い反応であった。

これはこれまでであれば、サプリメントに原因があることが多いために、サプリメントの

摂取を止めるなどすると、体調反応の異常が収まることが多く、連続して毒物が混入され

ていると思われるものを連続して摂取することがあまりないということも影響していると

思われる。

このときには、サプリメントの摂取を止めてみても体調反応の異常が収まらないという状

況で、そのこともあって、先に示したように、肝臓腫瘍の増殖が始まったのではないかと

思われるレベルの反応になった。通常では毒物混入品を比較的早く発見できるのだが、こ

のときには毒物混入品が発見しにくく、連続摂取になったということである。

そこで、サプリメントだけでなく、そのほかのものも含めて異常な体調反応が現れた日よ

りもさかのぼって、何か新規なものを購入し、摂食していないかを点検してみたところ、

異常が生じた前日に K道の駅で告訴人の朝食用にフリカケを購入していて、翌日から毎朝

摂取していることが判明した。

そこでこのフリカケの摂取を止めてみたところ、もたれ感が薄れてきて異常な体調反応を

示さなくなったので、このフリカケに強い肝臓毒が入っていたとみなすことができると考

えた。

ドラッグストアなどで購入してきたサプリメントで体調反応の異常をたびたび経験してき

ているので、サプリメントだけでなく一般食品に毒物混入を拡大してきていることがわか

ったが、サプリメント購入者はかなり限定的であるが、一般食品は消費者も多く、これへ

の毒物混入を仕掛けてきていることに驚いたし、被告訴人が行っている毒物攻撃が際限な

く行われ、一般消費者を巻き込む可能性を強く感じた。



このときの食品への毒物混入は、告訴人宅で告訴人だけが摂取する食品への毒物混入であ

ったわけで、被告訴人が主導する攻撃側が、告訴人の食事内容も把握していることを示す

ものである。自宅内の盗聴などは間違いなくなされていることが明らかである。

このような経験から、告訴人は食品については告訴人独自のものを摂取するのは、危険と

考えて、告訴人の妻と同じ食事をするようにこのときから心がけるようにした。

ところがそれでも毒物混入が仕掛けられている。その後 23年末から、心臓の心悸亢進感が

現れ、不整脈が出てくるというような体調反応が現れ始めた。心悸亢進や不整脈の体調反

応は、既に示したように、これまでは車での外出後に現れることはあったが、それ以外に

は経験してこなかった。

それが頻繁に発生するようになり、車での外出時には車のドアの取っ手には触らないよう

にしているので、そこからの接触吸収は考えられないので、毒物混入の可能性のあるもの

としてサプリメントのチェックを行うに該当のものが見つからなかった。

またこのときの体調反応の異常は、毎日連続で現れるものではなく、どうも食事の後に、

現れたり現れなったりするものであることが次第に分かってきた。そこで食事の内容と体

調反応の異常の発生との関係を調べてみたところ、どうやら味噌料理と関係があることが

分かってきた。

味噌汁や味噌を使った料理を食べた後に、心悸亢進や不整脈の発生があるらしいというこ

とが分かってきて、そこで使用中の味噌の購入先を尋ねたところ、集団購入で常に調味料

は購入しているとのことであった。

そこで味噌抜きの料理にしてみると、体調反応の異常は出てこなかった。また味噌を一般

のスーパーで購入してきたものに変えて、味噌汁などを作ってみると、同じく体調反応の

異常はなく食事ができることがわかって、これは集団購入ルートに攻撃側が工作して、毒

物入りの味噌を購入させていると考えざるを得ないと思った。（この味噌は保存しているが、

腐敗するので証拠としての提出は行わないが、必要に応じて提供可能である）

こうして集団購入ルートの調味料を止めることでの体調反応異常は防げたのだが、それだ

けで体調反応異常は終わらなかった。パン、ソバ、スパゲッテｨーと異常反応を示す食品が

拡大していくので、とうとう長く使ってきた集団購入での食品購入は止めざるを得なくな

った。

これはサプリメントの購入においてインターネットでの購入は、宅配便業者が確実に告訴

人宅に届けるのと同じく集団購入での購入においては、配達区域における最終段階で工作



すれば、確実に告訴人宅の注文食品を特定できるので、確実に告訴人宅に毒物入り食品が

届けられるということである。

これだけで食品による体調反応異常は終わらなかった。次には告訴人の妻がいつも食品購

入に使っているスーパーからの購入品でも同じような体調異常が発生するようになった。

生協のときと同じように、スーパー購入品でも同じような体調反応異常が生じるようにな

ってきて、告訴人の妻が購入行動の詳細を把握され、ドラッグストアでの毒物入りサプリ

メントの差し替えと同じ行動が、告訴人の妻の食品購入においてもなされていると考えざ

るを得なくなってきている。

これらの一般食品への毒物混入において、告訴人のみならず告訴人の妻も毒物入りの食品

を摂取していることになるが、告訴人の妻は告訴人と同じ体調反応を感じているかという

と感じていない。一般食品への毒物混入は、先に示したように心悸亢進感と不整脈のよう

な体調反応を生じるものであるのだが、告訴人の妻は治療を必要とするレベルの不整脈を

症状として持っており、多少の心悸亢進感や不整脈が生じても、感じないのだと思われる

し、告訴人は普段不整脈や心悸亢進感はないので、少しでも症状として出れば、意識する

ということである。

攻撃側はそのような事情を承知して、告訴人のみが症状として自覚するような毒物を選択

して混入させてきていると考えられる。

このように平成 23年暮れからは、一般食品への毒物混入がなされ、告訴人がその問題の対

応に追われる状況の中で、実は告訴人の肝臓腫瘍を再び増大させる毒物混入が気付かれに

くい方法でなされていた。

後で肝臓腫瘍の経緯でも再度示されるが、23年 6月に肝臓腫瘍が 50ｍｍの大きさに達して

いることが検査結果で判明し、検査を行ったＴ病院の消化器内科の医者からは、肝臓癌で

あるので手術切除を薦めるという診断を受けた。

告訴人は肝臓腫瘍に対して、基本的にサプリメントでその癌症状を抑制する方法で 10年以

上対応してきていて、手術→抗癌剤という治療方法に不信感を持っていたので、改めて代

替療法での対応で、腫瘍縮小を図りたいと考えて、Ｔ病院の医師には経過観察をしてもら

うように依頼して、同意を得ていた。

そこで 23年 6月からはこれまでのサプリメントに加えて鍼治療などの統合医療を実践する

医師の治療を受け始め、6月に 50ｍｍだった腫瘍が 8月には同じく 50ｍｍ、そして 12月に

は 45ｍｍと縮小傾向に向かっていた。

このような腫瘍の縮小傾向にあるときの治療やサプリメントの腫瘍に対する体調反応は、



肝臓部に重苦しさを感じるというもので、毒物混入の際の体調反応と似たものとなる。こ

れは何故かというと、腫瘍も患者の体の一部を構成するものであるので、それが免疫作用

により攻撃を受けるということは、体の一部が攻撃を受けるわけであるから、そのような

反応として重苦しさが生じるのである。

ただ発癌性の物質が投入されて生じる肝臓部の重苦しさとは基本的に違いがあり、癌腫瘍

が活発化するときの重苦しさは、正常な臓器への圧迫に伴うものであるので、たとえば肝

臓部の重苦しさと同時に、もたれ感が生じたり、食欲不振が生じたりする。一方の肝臓腫

瘍が免疫で攻撃されるときには、肝臓部の重苦しさはあるが、もたれ感や食欲不振などは

あまり生じず、肝臓部が重苦しくとも食欲は維持できるというような違いがあるので、区

別ができるのである。

ということで、平成 23年 6月から平成 24年 2月までは、肝臓部の重苦しさを感じていた

が、免疫作用による腫瘍の攻撃というプラスの反応が基本的には維持されていた。

ところが平成 24年 2月からは、治療やサプリメントの摂取に対して、このような体調反応

があまり生じなくなっていた。何となくもやもやとした感じがあるが、明確な免疫反応の

ようなものを感じず、なぜかなとは思っていたが、これまでの毒物混入時の、強い肝臓部

に対する重苦しさを感じるほどのものではなかったので、はっきりマイナス反応とも感じ

ずに、どちらかというと先に示した心臓不調のほうに意識が移っていて、強いマイナス反

応のときのような原因探索もあまりせずにいた。

ところが平成 24年 4月に腹部エコーの検査を受けた際に（これはＴ病院での検査ではなく、

鍼治療をしてもらっている医師によるものであり、平成 24年 2月にも検査を受けていた）、

平成 24年 2月の検査結果と照らし合わせてみると、腫瘍は小さくなってはおらず、むしろ

増大傾向という検査結果となった。

平成 24年 2月の検査結果は、Ｔ病院での計測方法とは若干違いがあり単純な比較ができな

いが、ここでも平成 23年 12月のものよりは小さくなっている可能性があるものであった

が、平成 24年 4月のものは、明確にそれまでの傾向とは違っているということが判明した。

この検査結果を受けて、やはり何か免疫作用が阻害されている可能性があると感じて、原

因物質の探索活動を始めたのだが、その段階で食品への毒物混入も平行して発生していて、

これとの関係はないかとか、あるいは新たに自宅侵入を受けて、新たな毒物混入がなされ

ていないかというようなところに意識がいき、それらのチェックをしてみていたが、その

ようなところに原因が見出されない状態が続いた。

このような探索活動の中でも、免疫の積極的な反応が得られないまま、原因究明を続けて



いて、体調反応の異常が継続して生じていることから、告訴人が継続的に摂取しているも

のを考えると、これまで探索の範囲に入れていなかった、医薬品について検討せざるをえ

ないと考えるようになった。そこで告訴人の肝臓腫瘍の治療とはまったく関係なく、かつ

管理の厳しい薬局から調剤されているものとして、疑いを持っていなかった前立腺の治療

薬に目を向けざるをえなくなった。

そこで前立腺の治療薬として調剤されているＹとＡについての点検を行うことにした。は

じめにＹは摂取してＡを飲まずにいたところ、体調反応は異常状態が続いた。そこで次の

日にはＹを飲まずに過ごしたところ、肝臓部の重苦しさが現れてきたが、これは先に示し

たようなプラスの反応と思われるものであった。そこでさらにはっきりさせようと、次の

日にもＹを飲まずにいると肝臓部の重苦しさ（プラスの反応）がより強く現れてきた。（Ｙ

を 2日続けて飲まなかったので排尿障害も明確に出たが）

さらに確認の意味も込めて次の日にはＹを飲んでみると、体調反応の異常が出現してきた

ので、これらの体調反応の結果、Ｙに免疫の作用を抑えて腫瘍増殖方向に作用する毒物が

混入されていると判断せざるを得ないと考えられた。

ただこの毒物の量は、これまで肝臓部に重苦しさをもたらし、もたれ感を与えるようなレ

ベルではなく、告訴人に毒物混入を悟らせずに、少しずつ腫瘍増殖を行わせるように仕向

けるために、混入量をこれまでよりも抑えた反応上わかりにくくされたものであったと考

えられるものである。

また先にも示したように平成 23年末から始まった、食品への心臓毒の混入が頻繁になされ

ていたことが先行して行われていたわけであるが、これは医薬品への毒物混入を悟らせな

いためのカムフラージュとしてなされていたと考えられるわけであり、攻撃側が非常に巧

妙な毒物作戦を実施してきていることが強く推測されるところである。

なおＹに毒物混入がなされていたと判断されるわけであるが、Ｙそのものは 23年 8月ころ

から飲み始めていて、平成 24年 2月ころまでは問題なく飲んでいたのであるから、Ｙその

ものに原因がないことは明らかである。

そして 24年 2月の中旬ころから、体調反応に異常を感じ始めており、Ｙの毒物のチェック

を行った 5月中旬まで体調異常が続いていたから、Ｋ薬局で 2月 2日と 3月 29日に調剤さ

れたＹに毒物混入がなされていたと判断できる。（毒物証拠 2）

このように 23年 6月以降代替療法とサプリメントによって縮小傾向にあった腫瘍が 24年 2

月以降縮小傾向にはなくむしろ増大方向に転じたという検査結果は、告訴人の治療やサプ

リメントに対する体調反応における異常が同じく平成 24年 2月中旬以降に生じていたこと

と一致するものであり、この体調反応をもたらしている、前立腺治療薬のＹに、発癌物質



と思われる毒物混入がなされていることの証拠となると考える。

先にも示したようにＹによる毒物攻撃を 3ヶ月近くも告訴人が気付くことができなかった

のは、一つには対面販売の薬局が毒物混入をしてくることはないという薬剤への信頼がチ

ェックを遅らせてしまったことと、攻撃側が医薬品への毒物混入を始める前から告訴人に

医薬品への毒物混入に気付かせないためのカムフラージュではないかと考えられる、食品

への心臓毒の混入をはじめていたこと、さらに混入量を従来よりも減らして気付きにくく

するようなものにしていたということがあげられるわけだが、このことが判明して直ちに、

同じように告訴人に気付かれずに毒物混入を実行するような仕掛けがなされていることが

再び明らかになった。

Ｙに関する点検を行い、Ｙが告訴人の体調反応における異常をもたらしている原因という

ことを発見して数日後に、再び体調反応の異常が生じた。それは代替療法やサプリメント

に対する体調反応がまったく感じられないという異常であった。2月中旬から体調反応にお

いて先にも示したように、治療やサプリメントへの反応があまり感じられず、もやもや感

が生じるような異常を感じていたが、反応がないということではなかった。

告訴人はこれまで、10年以上サプリメントを飲み、そのほかの腫瘍抑制策を取り入れてき

て、腫瘍をある程度抑制することに成功してきているが、これらは、それらの腫瘍対応策

に対する体調反応を見ながら、効果のあるなしを判断してやってきたことが、告訴人の生

理状況を正確に捉えてきた故に可能となったことだと考えられるわけである。ところがこ

のときに感じたのは、体調反応を感じないということであり、これはこれまで経験したこ

とのないもので、まるで無重力空間に放り出された気持となった。

治療やサプリメントに対して、ほとんど反応を感じないという経験はこれまで経験したこ

とのないものであったが、このような反応を感じ始めて数日後には、肝臓のもたれ感が出

てきたり、歯の歯周病がこれまでにないくらいはれてかつ痛みが生じるようなことが発生

してきた。

このような中で、この反応異常は、よい反応ではなく、何か免疫作用を抑えるような何か

が混入してきている可能性があるのではないかと、免疫抑制剤に関する情報をインターネ

ットで調べてみると、免疫抑制剤は投入開始から効果が出てくるまで 2週間から 4週間か

かるということが判明した。

そこで体調反応が感じられなくなったときから、2週間から 4週間さかのぼって新規に摂取

始めたり、新しく調剤されたものや、新たなボトルになったサプリメントや医薬品を点検

した。



そして 5月の初旬から、それまでに生じていた体調反応であまり反応を感じ取れなくなっ

ている現状を改善したいという意味で、新しくＰを投入し始めていたことが分かり、この

Ｐの投入を中止してみた。直ぐには反応が戻らなかったが、1日、2日とすると肝臓にプラ

スの重苦しさが戻ってくるのが分かり、このＰに免疫抑制剤が混入されている可能性が極

めて高いと思われた。

そしてこのことは血液検査でも裏付けられている。すなわち体調反応が感じられなくなっ

たときに、ちょうど代替療法の治療日になり、医師に相談すると、血液検査をやってみよ

うということになり、血液検査を行った。その結果炎症反応がプラスになり、かつ白血球

が増加しリンパ球が減少するという結果となった。

これは免疫の低下によって、告訴人がもともと持っていた歯周病が悪化して炎症を起こし、

そのために白血球の増加やリンパ球の減少という状況をもたらしたと考えられるもので、

歯周病でこれほどひどい状態はほとんど経験したことのないものであり、免疫抑制剤によ

る人為的な免疫低下によってもたらされたものと考えられるものである。

この場合にも、体調反応の異常と、血液検査の結果が一意するものであり毒物混入がなさ

れたことを示す証拠とみなされるものである。（証拠資料 13（血液検査結果）参照）。（毒物

証拠 3）

以上が毒物混入に関する主な経緯であるが、ここに記述しなかったが、封書を開封して頭

痛が始まり何日も継続したとか、自宅の便所に行き、その後に体調異常を発生したとか、

あるいはこれまで経験したことのないような鼻、喉の異常が生じて、受診したところ風邪

の症状といわれたものの、熱もなく風邪なのかと疑問を感じる事例とか、これもこれまで

経験したことのない多形滲出性紅斑というアレルギー反応のようなことからもたらされる

ものとか、不審な出来事は数多く発生していて、これらにも毒物の混入の可能性があると

考えている。

2．肝臓腫瘍の経過

告訴人に肝臓腫瘍が発見されたのは平成 10年のことで、当初 20ｍｍの大きさがあるとされ

たが、告訴人の体質的なことから造影剤検査が受けられず、確定的にはいえないが、血液

検査の結果も異常なく、血管腫であろうとの診断を受けた。（エコーとＣＴによる）

その後平成 13年には、急速に膨満感、食欲不振の症状が現れるようになり、告訴人は先の

血管腫とされたものが、実は肝臓癌であった可能性が極めて高いと判断したが、癌に対す

る西洋医学的な対応方法としての手術→抗癌剤というコースは有効でないとの考えにより

医者には行かずに、サプリメントを中心として対応することとして、各種サプリメントを

摂取して、これらの症状抑制を目指した取り組みを始めた。



そして何かのサプリメントの摂取により症状抑制に成功するのだが、しばらくすると抑制

ができなくなり、サプリメントの種類を増やしたり、摂取量を増やしたりする対応を繰り

返し、サプリメントだけでは対応が難しくなっていった。そこで遠赤外線腹巻や低周波治

療器などの他の手段を取り入れていくことで、平成 18年には症状抑制を安定的に行えるよ

うになった。

しかし平成 18年から「権力による弾圧ストーキング」攻撃を受けはじめ、平成 20年の 10

月・ 11月には、自宅侵入をされたり、宅配便で届いたサプリメントに毒物混入がされるな

どの数度の毒物混入の攻撃を受け、平成 21年 2月・ 3月には学校に持っていっていたサプ

リメントを毒物入りのものと差し替えられることで、数度の毒物攻撃を経験した。これは

大学病院の医師が神経興奮剤と診断したものであったが、身体的には多大なダメージを受

けるものであったので、平成 21年 7月には、血管腫と診断した医者で検査を受けた。

その結果、腫瘍の大きさ 35ｍｍ、他に 10ｍｍ程度の腫瘍が 2,3個存在するが、同じく血管

腫との診断を受けた。

その後、平成 21年の後半から平成 22年夏にかけて、告訴人への毒物攻撃が激化して、肝

臓部分にもたれ感を伴う強い重苦しさが発生するような体調異常を何度も経験したり、告

訴人は 40年前に心臓手術を経験しているが、その心臓に異常を感じる事柄などが数多く発

生する経験をした。

とくに平成 23年の 5月には心臓に心悸亢進をもたらして、不整脈が発生する体調反応が 1

週間以上継続するという事柄が発生し、Ｔ病院で検査の結果、大動脈弁閉鎖不全という病

名を診断された。これは明らかに体調反応の異常と診断結果が一致するもので、心臓毒の

投入がなされた結果と考えられるものである。

さらに平成 23年の 6月には、肝臓部分に強いもたれ感と重苦しさを感じさせるものが発生

したために、現在も受診中であるＴ病院消化器内科を受診したところ、腫瘍の大きさが 50

ｍｍに達しているとのことで、2年前に 35ｍｍであったものが、50ｍｍに達しているのは、

血管腫ではありえないことであり、悪性腫瘍の疑いが高いので手術切除を薦めるとの診断

を受けた。

ここで告訴人の肝臓に存在する腫瘍が血管腫なのか癌なのかという点を考えておきたい。

告訴人が造影剤が体質的に合わないので、造影剤を使ったＣＴ検査などができていないの

で、確定診断がなされていない点がある。

西洋医学の立場に立つ医師は、血管腫はゆっくり大きくなりうるが、小さくなることはな



いということと、癌は急激に大きくなり、抗癌剤などの治療を受けない限り大きさが変わ

らないとか小さくなることはないという観点から、確定診断がない場合には判断を下して

いると思われる。

しかし現実には、癌の治療を積極的に受けていないが、自己免疫力を強化することで、癌

の自然退縮をなしえている癌患者は実際に存在している状況があるのだが、西洋医学の立

場に立つ医師は、このことを認めようとしていない。したがって、現実に起こっているこ

とが説明できず、血管腫か癌かという点での判断が揺れ動くことになる。

平成 23年 6月に肝臓腫瘍が急激に大きくなっていて、これは肝臓癌であろうとしていた医

師も、告訴人が手術→抗癌剤の治療を受けたくないとの観点から経過観察を申し出たこと

を受け入れ、8月に検査をしたところ、腫瘍の大きさが変わらないという結果が出ると、癌

であろうとの判断から血管腫であろうとの判断に変わっている。これについて告訴人が代

替療法やサプリメントなどの方法によって、免疫力強化を図ったためである可能性がない

かとの認識を伝えたにもかかわらず、癌が血管腫に変わることがないのに、判断を変える

しか対処方法がないという矛盾を生じている。

告訴人は肝臓に存在する腫瘍は癌であると当初から考えている。それは平成 10年 7月に腫

瘍が発見されて血管腫という判断が出された後、平成 13年に強い膨満感と食欲不振という

肝臓癌に伴って現れる症状が出てきたことと、これまでの経過の中でも、サプリメントや

症状抑制方法を止めてしまうと、場合によって期間の長さが異なるが、1日、2日で症状が

出ることもあれば、数日間症状が出ない場合もあるが、間違いなく膨満感や食欲不振が現

れてくるということで、サプリメントなどによって症状抑制がなされているだけで、それ

がなければ肝臓癌の症状が現れるので、肝臓癌であると考えている。

それと平成 23年 6月にＴ病院での検査で腫瘍の大きさが 50ｍｍに達していて、血管腫では

これほど急激な増大はなく、腫瘍は癌だとした医師の判断は正しいと考えている。

以上の点から告訴人は、肝臓に存在する腫瘍は癌と考えているのだが、被告訴人などの攻

撃側も発癌性物質を投入するなど、告訴人の腫瘍は癌との考えに立って、毒物投入を行い、

告訴人を肝臓癌死させようとしていて、肝臓癌との判断を示していると考えられる。

そこで告訴人の肝臓に存在する腫瘍は癌であり、かつ告訴人が取り組む腫瘍抑制策である

サプリメントや代替療法は、自己免疫力を高めて、腫瘍抑制の効果を持つという立場から、

腫瘍の大きさの変化から分かることを示してみる。

平成 10年 7月に大きさ 20ｍｍだった腫瘍が平成 21年 7月の 11年後には 35ｍｍになると

いうように変化したわけだが、癌であればこのような遅い増殖は、普通はありえないもの



である。したがって西洋医学の立場からは血管腫なら可能ということになろうが、ただし

その場合には、次に平成 23年 6月のおよそ 2年間で 50ｍｍに達しているという状況を血管

腫と考えたのでは説明できないことになる。

そこでこの間の変化を説明するには、告訴人の肝臓に存在したのは癌腫瘍であったのだが、

サプリメントや他の抑制手段により増殖速度が押さえられた結果、11年間で 20ｍｍ→35ｍ

ｍという低い増大速度に押さえられたと解釈すべきということになる。そしてこの考え方

を西洋医学の立場の医師は受け入れることはできないであろうが、告訴人に鍼などの代替

治療を施術してくれる医師はありうる事と言っていて、同じ医師でも立場によって見解が

異なることになる。そして平成 10年 7月から平成 21年 7月までの間の腫瘍体積の増大速

度は年間 15％ということになる。（腫瘍が球状であると考えた場合）

次に平成 21年 7月から平成 23年 6月までの、2年間で腫瘍の大きさが 35ｍｍ→50ｍｍと

急激に大きくなっているが、この間の腫瘍体積増加率は年間 70％ということで、この 2年

間での腫瘍体積増加率が、その前の 11年間とは大きく異なることが分かる。

サプリメントを中心として、その他の抑制策を用いて腫瘍の増大を抑える取り組みを行っ

てきたことは、二つの期間において基本的には変わらないわけで、それから行けば、後の 2

年間には、サプリメントやその他の抑制策を打ち消し、腫瘍増大を積極的に促す要素が加

わっていることが強く推定されるということである。

そしてこのことは、平成 21年末から平成 22年夏にかけてサプリメントの摂取により肝臓

部にもたれ感を伴う重苦しさを感じる体調反応が何度も発生したことと結びつくものであ

り、体調反応の異常と医療機関における検査結果の一致が見られるという意味で、このと

きに腫瘍増大を促す発癌性物質の混入がなされた証拠と考えられる。

このように平成 23年 6月には肝臓腫瘍が急激に大きさを増していることが判明し、Ｔ病院

の医師からは肝臓腫瘍は癌であるからと手術切除を薦められることになった。このことで

これまでの告訴人の取り組みだけでは、腫瘍を縮小させることができないことと、被告訴

人の攻撃側が告訴人の肝臓癌を増大させて肝臓癌死を狙いとした攻撃を行ってきているこ

とがはっきりしてきた。

告訴人は癌における手術→抗癌剤という治療方法は有効ではなく、受け入れにくいと考え、

自己免疫の強化方法を採用して対応しようと考え、Ｔ病院の医師には経過観察を申し出、

経過観察を受けている。

そこでこれまでのサプリメントや腫瘍抑制策に加えて、鍼治療などの代替療法をＫ内科で

施術してもらうこととして、このような対応策で腫瘍の抑制、縮小を狙いとした取り組み

を進めている。



なおＴ病院での検査の間隔期間が長くなってきて、毒物混入などの攻撃を受ける立場とし

ては、途中の検査も必要と、2ヶ月間隔でＫ医師にもエコー検査を実施してもらうように依

頼して検査を受けながら腫瘍の大きさのチェックをする態勢にしている。

そこでこれまでの検査結果であるが、23年 6月に 50ｍｍ（Ｔ）であった腫瘍の大きさが、

8月には変わらず 50ｍｍ（Ｔ）、そして 12月には 45ｍｍ（Ｔ）となり、24年 2月には 35

×35ｍｍで長さ 47ｍｍ（Ｋ）と変形縮小傾向にあることが分かった。しかし平成 24年 2月

以降、体調反応の異常が生じ、同時に結果も腫瘍の大きさの縮小傾向が止まり、平成 24年

4月には、2月に比較して縮小は見られず、わずかながら増大傾向という結果（Ｋ）であり、

かつ平成 24年 5月にも、同じく 2月に比較して縮小は見られず、やや増大傾向という結果

（Ｋ）となった。数値の後ろの（）の中がＴはＴ病院、ＫはＫ医師によるものである

この平成 24年 2月から 4月、5月にかけての腫瘍の縮小傾向が見られず、むしろ増大傾向

というものは、それまでの平成 23年 6月から平成 23年 12月までの縮小傾向とは明らかに

異なる傾向を示すもので、先に示したように、代替治療やサプリメントに対する体調反応

において、それまでの肝臓の重苦しさ（プラス反応）があまり感じられず、もやもや感を

生じるという異常な反応状態にあったことと一致するものである。

そしてその異常をもたらしていたのは、薬局調剤の前立腺治療薬Ｙであり、このＹに肝臓

癌腫瘍を増大させる物質が混入されている証拠であるとみなせるものである。

さらにＹに毒物混入がされていることが発見されたすぐ後に、治療やサプリメントに対す

る体調反応がほとんど感じられないという、これまで経験したことのない体調反応状況と

なり、歯周病がこれまでになく悪化した。そして免疫抑制剤の疑いがあると判断して、免

疫抑制剤が効果を発揮するまで 2週間から 4週間かかるという記述を見つけて、この症状

発生から 2週間から 4週間前にさかのぼって点検した結果、Ｐが可能性があると判断し、

この摂取を止めてみたところ、体調反応がもとに戻る状況となり、Ｐに免疫抑制剤の混入

がされたと考えたが、このときに行った血液検査の結果、免疫低下で炎症が発生している

ことが判明した。

これも体調反応の異常と、検査結果が一致する、毒物混入がなされた証拠となるものと考

えられる。

なおＴ病院での平成 24年 6月の検査結果は腫瘍の大きさが 42ｍｍとなり、平成 23年 12月

までの縮小傾向が維持されているという検査結果になっている。平成 24年 2月から 4月、

5月にかけての縮小傾向はなくむしろ大きくなっているという検査結果を受けて、先に示し

たＹやＰなどの毒物混入の要素が取り除かれた結果、治療やサプリメントへの体調反応も 5



月の下旬以降は、通常状態に戻り、プラス反応が感じられる状態が 3週間程度は維持され

た結果、縮小傾向に戻ったと考えられるものである。

ただ被告訴人の攻撃側の執拗で徹底的な毒物攻撃が続行されていると思われるので、この

縮小傾向がどこまで持続できるかは分からない。

3．毒物混入の証拠が明確にあると考えられる事例まとめ

告訴人が毒物混入に気付くのは体調反応によるものであり、この体調反応が告訴人の生理

現象を正確に捉えるものであることは、この体調反応によって腫瘍の状況やサプリメント・

治療の効果を判断しながら、腫瘍の増殖抑制にある程度成功してきたことで示されるとこ

ろであるが、より客観性のある判断を示すために、体調反応の異常に加えて、医療機関に

おける診断や検査結果において体調反応の異常を裏付けるものが存在する場合を毒物混入

が間違いない場合として、まとめて示してみる。

①平成 20年 10月・ 11月及び平成 21年 2月・ 3月にそれぞれ数度ずつ経験した、眠気が

来ずに眠りそうになると筋肉が痙攣して息苦しくなり眠れないという体調反応の異常をき

たした例では、この症状を聞いたＯ大学付属病院の医師が神経興奮剤によるものとの診断

を行い、尿検査を実施している。

これは体調反応の異常と医師の診断が一致するもので、神経興奮剤という毒物が混入され

た証拠といえる。

②平成 23年 5月に心悸亢進感と不整脈が発生する体調反応の異常が 1週間以上持続したも

のでは、Ｔ病院の循環器内科における検査で、大動脈弁閉鎖不全との診断を受けている。

この場合にも心臓に関する体調反応の異常と病院での検査による診断とが一致し、毒物混

入がなされた事例と考えられる。

③平成 21年末から平成 22年夏ころまでの間に、サプリメントの摂取により肝臓部にもた

れ感を伴う重苦しさをもたらす体調反応の異常を多数回経験した。また平成 23年 6月には

肝臓部にもたれ感と重苦しさが来ると同時に、食事ができないレベルの体調反応の異常を

経験し、Ｔ病院消化器内科を受診し、肝臓腫瘍が 50ｍｍに達していて、平成 21年 7月に

35ｍｍであった腫瘍が急速に増大しており、これは従来言われてきたように血管腫ではな

く、癌であると思われるので手術切除を薦めるといわれた。

告訴人の抱える腫瘍は平成 10年 7月に発見され、そのとき 20ｍｍの大きさといわれていて、

21年 7月に 35ｍｍといわれているので、その増大速度は年 15％となる。これは告訴人が取

り組んだサプリメントを中心とした腫瘍抑制策がある程度効果を有していたからと考えら

れる。ところが平成 21年から 22年にかけて肝臓部に重苦しさを感じる体調反応を多数回

経験したあとの平成 23年 6月までの肝臓腫瘍の増大速度は年 70％に達していて、これは平



成 21年 7月までの 15％とははっきり異なる増大速度である。

腫瘍の抑制策が基本的に変化のない状況下でこのように腫瘍の増大速度に差が見られるの

は、平成 21年末以降の肝臓部に重苦しさを感じていた時期に、肝臓腫瘍を増大させる要素

が混入されていたものとみなせるものである。

このようにこの場合にも体調反応における異常と、医療機関における検査結果とが一致す

るもので、肝臓腫瘍を積極的に増大させる毒物、発癌物質の混入がなされた証拠と考えら

れる。

④平成 23年 6月以降には、代替療法やサプリメントの効果により腫瘍が縮小傾向にあり、

代替療法やサプリメントに対する体調反応があったが、平成 23年 2月になるとこの体調反

応をあまり感じることができずにもやもや感が生じる体調反応の異常が発生して持続して

いた。この 2月から 4月、5月とＫ医師による腫瘍の検査（エコー及びＣＴ）を受けている

が、2月の腫瘍の大きさに比較して、4月、5月のいずれにおいても腫瘍の縮小は起こって

おらす、むしろ増大傾向にあるとの検査結果となった。

そしてこの体調反応の異常をもたらすものの原因を探索した結果、Ｋ薬局調剤の前立腺治

療薬のＹにあることが判明したが、この事例も体調反応の異常と医療機関の検査結果が一

致するということで、Ｙに告訴人に気付かれないように調整した毒物が混入されている証

拠とみなせるものである。

⑤平成 24年の 5月に先に示した医薬品への毒物混入の事例が発見された直後、体調反応が

正常に戻ったすぐ後に、今度は体調反応がほとんど感じられない状況が出現した。免疫が

正常に働いていないと感じ、同時に歯周病の強い悪化も経験し、免疫抑制剤の混入の可能

性があるとの判断から、免疫抑制剤が効果を発揮するまで 2週間から 4週間かかるとの記

述を見つけたので、症状出現から 2週間から 4週間さかのぼって新規に投入を始めたサプ

リメント、医薬品などを検索すると、免疫強化のためにＰを 5月初旬から投入しているこ

とが判明したので、このＰの投入を止めたところ、体調反応としてプラスの重苦しさが生

じるようになり、このＰに毒物混入がされたと考えた。

そしてこのことは体調反応に異常が生じたときにＫ医院で行った血液検査に裏付けられる

ところとなった。すなわち免疫抑制の結果、歯周病と思われるが炎症反応が高くなり、白

血球が増大し、リンパ球が減少するという検査結果となり、免疫抑制が働き、炎症が生じ

ていることが示された。

この場合も体調反応の異常と医療機関における検査結果に一致が見られるもので、毒物混

入の証拠のある事例とみなせるものである。

以上のように告訴人のように個人の力では証拠を示しにくい毒物の注入という犯罪行為を、

告訴人の体調反応の異常ということに加えて医療機関における診断及び検査結果において



裏付けられる事例を挙げてみても、上に示すように五つの事例が存在する。

このような毒物を用いた犯罪行為の一つでも明るみに出ると、大変な事件として取り扱わ

れるものであろうが、加害者が犯罪行為の捜査権を一手に引き受ける警察のような場合に

は、被害の訴えそのものを、被害者の妄想というように事件を被害者の側の問題として跳

ね返し、訴える被害者を精神病患者と決め付ける働きかけを被害者の周囲に流すことで、

被害者の訴えを抑え込むやり方が、警察が自身の犯罪を隠蔽する方法となっている。

事実告訴人の場合にも、県知事に救命要請をした際に、救命要請の窓口になった県役人が、

山口県警に相談に行き、告訴人の所轄署の周南警察が事情を聞きたいと電話してきた際に

は、「何事かあるといけないので」と告訴人に不安を与えるような発言をしたうえに、説明

に行った際には、自宅侵入のうえ眠気が来なくなるような毒物混入の疑いがあるとの訴え

に対しては、告訴人が暴走車による被害を受けたことから、過剰な被害意識を持っている

からと、告訴人の精神的な問題という反応で、被害の訴えを聞く耳を持たない対応をして

きた。

さらには県役人が告訴人の自宅に電話してきて、告訴人本人に対しても精神病院に行けと

いったり、告訴人の妻にも告訴人を精神病院などに連れて行けという誘導を行うというよ

うに、告訴人本人や告訴人の周囲の人間に意識的な誘導を行っている。またこのたびの告

訴状には詳しくは触れていないが、告訴人の勤務していたＴ高専では、告訴人への被告訴

人による攻撃を指令したり、指令する人間に協力する教職員がいると思われるが、そのよ

うな人的なルートを通してと思われる、告訴人が被害妄想に陥っているという噂を意識的

に流す動きがあり、勤務先でも告訴人に問題があるとする、攻撃自体を告訴人の精神的な

問題に帰するような誘導が行われている。



毒物証拠について

毒物混入されていると思われるサプリメントや薬品を提示するが、代表的なものにとど

める。提示するものの簡単な説明をつけておく。

毒物証拠 1

平成 23年 6月 11,12日に摂取して肝臓部に重苦しさともたれ感が強く生じ、6月 12日の

夕食がほとんど食べられない状況となったサプリメントと同じ袋にあったもの（ＩＭ：ア

メリカから購入したサプリメント）。学校に持っていっていたものを、差し替えられた可能

性がある。（発癌性の強い物質の混入の可能性高い）

毒物証拠 2

平成 24年 3月 29日にＫ薬局で調剤されたＹ錠。この摂取で、代替治療やサプリメント

に対する体調反応があまり感じられず、もやもや感が続き、肝臓腫瘍のエコー検査では腫

瘍の大きさが小さくならず、どちらかというと増大傾向をもたらしたと思われる。肝臓癌

腫瘍を増大させる要素、発癌物質の混入の可能性が高い。

毒物証拠 3

平成 24年 4月にＳで購入し、日通航空から日本郵便によって宅配されたもの。5月 3日か

ら摂取はじめ、5月 16日ころに体調反応に異常を感じ始め、代替治療やサプリメントに対

する反応が感じられなくなると同時に、もたれ感やむかむか感的な肝臓腫瘍の増殖的な反

応が現れた。5月 21日の血液検査で、炎症反応が高くなり、白血球が増加し、リンパ球が

減少するというような免疫低下による炎症反応と思われる結果が出ており、免疫抑制剤の

混入が強く疑われる。アメリカのサプリメント、Ｐ。

毒物証拠 4

平成 21年 2月 9日にＡで直接購入し、摂取によってＯ大学病院の医師が神経興奮剤だろ

うといった症状が発生するサプリメント。同時購入したもの 3種類。Ｍe、Ａｈ、Ｆ。この

うちＭeは平成 23年に摂取して、平成 21年と同じような症状が発生している。

毒物証拠 5

平成 21年 3月ころ Iチェーン店で購入したサプリメントで、摂取すると眠気が来ず、欠

伸もでないという神経興奮剤と同じような体調反応が発生する。Kj

毒物証拠 6

平成 22年 7月に、告訴人宅の自室棚においていたサプリメントを摂取すると、肝臓部にも



たれ感を伴う重苦しさを生じるようになったもの。それまでは異常なく摂取できていた。

このときには、これ以外のものでも、体調反応に異常が生じたものがあった。F。


