
差し替えられたとかじゃなくて, 自分が受け取つているものは,障害基礎年

金を受け取っているとい うことで,あ なたは納得されてたんではないんです

か 。

それはもう,障害厚生年金の申請資料が返ってきませんでしたから,

資料そのもの自体に国民年金,厚生年金,船員保険となつてますよね。

ですから私は, もうそれで審査されたものとばかり思つてました。

あなたは,支給決定の内容を理解した上で,それに納得していたから不服申

立てをしなかつたということじゃないんですか。

いいえ,そ うじゃないんです。私は年金が下りたのが,も うそれで安

心してたというのが 1つ と,やっばり,厚生年金の資料が返ってきて

なくて,そ のときの説明もなかつたから,全然そうい う疑間とい うか

何て言 うんですかね,私はもうてつきり障害厚生年金の裁定請求書で

審査されたものだと思つていました。

でも,てつきりそ う思つてたと言 うけれども,あ なたが受け取つていたのは

障害基礎年金だということを,あ なたは分かつたわけですよね。

年金証書で分かりました。

原告代理人

今,御質問いただいた年金の違いなんですけども,年金が申請 したものと出

たものが違 うとい うことは,お分かりだつたんですよね。

は い 。

それでなぜ,不服申立てをしなかったかというところなんですが,も う1度

答えてもらえますか。

年金が下りたということが,ま ず第一。自分にとつては,人 に迷惑を

掛けることはないということで安心でしたから,そ うい うことですね。

そして障害基礎年金には障害基礎年金用の裁定請求書が必要というこ

とは,私はそのとき全然知らなかったですから。分かりませんでした。
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厚生年金を申し込んだのに国民年金で下 りてるので,不思議には思いま した

か 。

ええ,不思議に思いました。思いましたけども, どう言つたらいいん

でしょうか,資料そのものが戻つてきていないからそれでいいんだと

いう,自 分でもうそ うい うふ うに思つてしまってたんですね。

差し替えられたとい う認識はないんですよね,当 時。

そういうことは全然分かりませんでした。

だから,不思議な感 じはしたけど,あ えて行動しなかつたというようなこと

でいいですかね。できれば,御 自身のお言葉で。

ですから,替えられたということを知つていたら,私は直ちにそのと

きに反論はしてたとは思います。それがなかつたために,今 , こうぃ

う状態になつています。

被告指定代理人 (川 崎)

甲第 8号証 (原本)を示す

11枚 目の原本を示 します。 「厚生年金保険障害給付裁定請求にかかる照会

事項について」という書面なんですけれども,あ なたが先ほどアンケー トと

おっしゃつたのは,こ の書面のことでよろしいでしょうか。

これではないんですね。

裁 判 長

あなたがアンケー トと言われている書面は, この裁判では出てきてないとい

うことなんでしょうかね。

甲1号証には出してます。それをちょつと比較していただいたら分か

ると思います。網膜色素変性症,先天性障害,眼用という用紙です。

原告代理人

甲第 1号証を示す

8枚 目,こ れで間違いないですか。

に
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これですね,こ うい うアンケー トです。

裁 判 長

その書面そのものだということでよろしいのですか。

私が出したのはこれなんですね。

それは,平成 15年に出したんですか。

そうです。

この書面を見ると,平成 23年 という日付があるんですけども。

ごめんなさい,こ れは今回,請求した分のものなんですね。それを 1

4年のときというか, 15年 のそのときに社会保険事務所から送られ

てきて持っていつたんですけども,なぜかこれが,そ の甲16号証に,

今,(被告指定代理人を指して)示 されたように別紙にとい うことに

なっているんです。

書式としては, この書式を平成 15年のときに出したけれども,なぜか残つ

ている書面は今,甲 16号証として提出している書面とい うことで,記憶と

違つているとい うことですね。

は い 。

裁 判 官 (中野)

昭和45年 6月 に長山眼科で診断を受けたときのことをお聞きします。この

とき,縁談相手の方と一緒に病院に行かれたとい うことでしたけども,そ の

方と縁談がなしになった理由とい うのは,長 山眼科で病気の診断を受けたの

で,それを理由に縁談がなしになったと。

そ うです。その方は運送業をしていたので,やっぱり仕事を手伝つて

ほしいということだつたんです。そしてお母さんが亡くなつていて,

お姉さんに迷惑を掛けてはいけないということで,駄 目になつたんで

す 。

そうい う病気のこともあつて縁談がなしになって,それでもう1件の縁談の
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相手が今の旦那様ということで,そ の旦那様は病気のことを受け入れてくれ

たとい うことですね。

はい,そ のとおり話 して知ってます。

あなたは,最初に,昭和 37年に小泉製麻という会社に入社されて働いてい

たとい うことなんですけども,そ の頃は目を使 う仕事はしていたということ

ですかね。

|ま い。

その頃から夜, 目が見にくいという症状はずっとあったとい うことですかね。

ええ,も う夜,暗い夜道なんかは駄 目でしたけども,ネオンが,明 か

りとかそ うい うのでは多少は大文夫でしたけども,も う暗いところは

全然,駄 目でしたね。

仕事に支障はない程度であったけれ ども,症状はあったとい うことですか。

夜 だ け は , は い 。

その小泉製麻を退社されて岡崎医院という高知市の医院に就職 されてますね。

|ま い。

そこで働いているときとい うのは,特に日の症状とかで何か支障とかはあっ

たんですかね。

いいえ,病院で働いているときは,全然ありません。昼間は不自由な

かつたですから。

岡崎医院を退職されて,次 に働いた場所が,明治生命の保険会社に入社され

たと。

は い 。

その頃は,働 く上で日の症状 というのはどうだつたんですか。

やっばり夜は駄目でした。

夜は駄 目で, 日常は大丈夫だと。

はい,体は至って元気ですから。

ワ
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そ うしますと,あ なたは,中学 3年のときに高稜病院に行かれてカタル性結

膜炎と診断された後,昭和 45年 6月 に長山眼科で今回の網膜色素変性症と

い うのを診断された以降は,特に日常生活で夜,見えにくいとい う症状はあ

るにしても,特に問題なく過ごされていたと。

は い 。

それで,今言つた高稜病院と長山眼科以外は,特に病院には行つてないとい

うことですか。

私,神戸で働いていたときに,め ぼうができて,それと流行性の結膜

炎になって部屋を隔離されたことはあるんです。 うつる病気だとい う

ことで。それは小泉製麻で働いているときだつたんですけども,そ の

ときに行つた神戸の古川眼科という,女医さんでしたけども,そ この

先生にも網膜色素変性症とい うことは指摘されたことはありませんで

した。

小泉製麻で働いているときに掛かつた病院はあつたと。

はい。ですけども,網膜色素変性症と言われたことはなかったから,

受診状況等申立書,そ ういうものは取っていませんでした。

ちょっと違 うことを聞きますけども,今回,平成 14年にあなたは障害基礎

年金と障害厚生年金の裁定請求をされているんですけども,そ の後,実際に

年金が支給されるまでかなり時間が掛かつていると思 うんですけども, あな

たが請求した年金と実際に支給された年金が異なつていたとい うことは,理

解 されていたんですね。

はい,年金証書で分かりました。

障害基礎年金しか支給されないとい うことについて,障害厚生年金であれば

もうちょつと金額が増えるんじゃないかとか,そ ういうことは思わなかつた

んですか。

いえ,私は年金のことはほとんど知 りませんでしたから,それだけし
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かもう,全然,頭にはなかったですね。

障害基礎年金と障害厚生年金はどういう違いがあると思つていたんですか。

加入 したときに入つてた保険ですよね,それで年金が決まるんじゃな

いかなと私は理解してました。

障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされて支給されるとい うこととかは,

特に思つてなかつたということですか。

ええ,全然知 りませんでした,そ うい うことはc

では,障害基礎年金が支給された頃に,あ なたは障害厚生年金の資料が返っ

てこなかったので障害厚生年金で審査が受けられたと思つていたというふ う

に先ほどおつしゃってたんですけども,それは障害厚生年金がまた別途,受

けられる,支給されると思つてたんですか。

いいえ,私は障害厚生年金のその裁定請求書で審査されたものだと,

それで審査されたものと思つてたんです。障害基礎年金の裁定請求書

が別に必要だということは,全然知らなかつたんです。ですから,出

されていることさえ知らなかつたです。

裁 判 官 (横 田)

先ほどのお話の続きですけれども,障害厚生年金の裁定請求をされたという

認識だつたんですよね。

は い 。

それで審査をされた結果,障害基礎年金の支給決定がされたと,そ うい う理

解だったんですか。

そうですね,障害厚生年金の裁定請求書にも国民年金とい うあれが入

ってますから,私はそれで審査されたものと思つてました。

じゃあ,申 請が全部通つたものという理解だったんですか。

全部通つたつて,ま あ, とにかく障害年金が下りるとい うことで安心

してました。

19



障害年金しか下りなかつた,すなわち障害厚生年金のほうが支給されなかつ

たことがおかしいとは思わなかったんですねc

どうして基礎年金になつたのかなとい うぐらいで,はい。

それを誰かに相談したりはしなかつたですか。

私はしていません。

今回,訴訟になっているんですけれども,やつばり決定がおかしいんじゃな

いかということに気が付いたのは,いつ頃になるんですか。

平成 19年 6月 に,私が60歳になつた頃ですね,郵便局の方が年金

の手続をしませんかと来られて,そ して,も う60歳 になったから老

齢年金を受けられますよと突然来られたんですね。そして,そ の方に

委任状を書いて手続をお願いしていた段階で,そ の方が,今 , 3級の

状態なら障害特例が受けられます とい うことで,診断書を取つてくだ

さいと持つてこられたんです。そして,その診断書を持って町田病院

に行つたときに私が,カ タル性結膜炎 とか仮性近視とい うのは網膜色

素変性症と因果関係があるんですかと聞いたんです。そしたら先生が ,

そういう病気は誰でもなるから因果関係がないと言われたんですね。

ちょっといいですか。そのときに,カ タル性結膜炎が網膜色素変性症と因果

関係があるんですかと聞いたのは,なぜなんですか。

それは私が障害基礎年金に・・・,来たときに,仮性近視 というのが

網膜色素変性症ということかなと,頭の隅にはそれがあつたんですね。

どうぞ続けてください。

あったから先生に聞いたら,全然関係がないということだつたので ,

そしたら,あのときに障害基礎年金になったのは何だろうかなと思っ

て社会保険事務所に行つて開示請求をして初めて,私が出していない ,

私が覚えのない障害基礎年金の資料とか白紙の「病歴・就労状況等申

立書」とかそういうものが出てきたので,私はもうそこで,こ れはど

20



うい うことかなと思つて, もう何度も何度も行政相談にも行きました。

厚生労働省のほうにも質問とか,調べてくださいということで何度も

お願いはしていますけども,回答は一度もありませんでした。

そしたら,平成 19年 6月 になつて初めて,障害基礎年金の裁定請求を自分

がしているんだということを認識 したということですかね。

そうですね,そ のとき初めて基礎年金とい うものということをはつき

り分かりました。

ちょっと時期が前になるんですけれども,昭和45年 6月 に長山眼科を受診

されてますけれども,長 山眼科を受診 しようというふ うに最初に言い出した

のは,誰なんですか。

それは私です。私が夜, 目が見えにくいことを,そ の結婚をもしする

となつた場合に相手が迷惑が掛かつてはいけないということで相手に

お話 ししたんです。そしたらその方が,一緒に行つてあげるとい うこ

とで同行 して,初 めてそのとき診断されたんです。

夜, 目が見えにくいことが結婚相手に迷惑を掛けるかもしれないと思つたの

は, どうしてなんですか。

結局,黙つておいてもそういうことは分かることですよね,隠 してお

ることは。

何かやつぱり病気なんじやないかとい う思いがあつたとい うことですかね。

ええ,そ うです。はい。それはもう,き ちつと調べてもらったほうが

いいんじゃないかなということで。どうい う病気かも分かりませんか

ら。

裁 判 長

今回,平成 15年 6月 に障害基礎年金の支給処分が出たんですが,次の平成

16年 12月 にはそれを停止するということになつたわけですよね。

は い 。

０
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そ うい うお知らせが来たんだろうと思 うんですけども,そ のときに,なぜ停

止するのですかとい うような説明は受けたんでしょうか, どなたかから。

いや,それもしていません。私は,それもやつぱり行政任せ というか
,

その書類でそういうふ うになったんだったら,も う仕方がないなとい

う気持ちでした。

日の等級の認定が 2級から3級になったので,国民年金では障害給付を受け

られないということになったのだということをそのときに理解したけれども,

それは仕方がないかなと思つてしまったということなんですか。

ええ6

もし,厚生年金で年金が支給されていれば, 3級でも支給されたのではない

だろうかとい うようなことは,御存じなかつたんですか。

そういうことも全然知 りませんでした。

それは知らなかったの。

知 りませんでした,はい。

そういうことを知ったのは,いつですか。

それもやつぱり19年 8月 に開示してからです。

開示になってからですか。

|ま い。

先ほど,カ タル性結膜炎のことが考慮されたのではないかとい うことが頭の

片隅にあつたというような話をされてましたですかね。

|まい。

それは平成 19年の後で,いろいろ相談していろいろ調べてもらつたときに

ということで言われてましたけども,そ の頭の片隅というのはいつ頃からあ

つたんですか。もつと前から,例 えば平成 16年の,例 えば今聞きました年

金が打切 りになつてしまつた頃にも,そんなような思いがあったんですかね。

いいえ,そのときもやつばり仮性近視,カ タル性結膜炎で病院に行つ

０
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たときに先生から,仮性近視だねってちらっと言われたことはあるん

ですね。治療は何もしてないんですけども。そのとき,あれ,視力も

あるのにどうしてそういうことを言 うのかなとは思つたんですけども,

そのときのことがやっばり気になっていたので,そ の 19年のときに

病院の先生に,私はカタル性結膜炎というのはみんななると思つてた

んですね。でも,仮性近視とい うことがよく分からなくてそれで病院

の先生に聞いたときに,それは関係ないと言われたんです。そこで初

めて,はい。

昭和 36年夏頃に高稜病院に行つたら,仮性近視だとかいうふ うに言われた

ようなこと,そ のことが平成 14年 , 15年 , 16年辺 りの年金の裁定請求

の関係の手続の中で, どこかで話題になったとい うような記憶はないんでし

ょうか。

全然ありません。

それはないんですか。

はい,あ りません。ただ,ア ンケー トを持っていったときにアンケー

トに高稜病院で,カ タル性結膜炎で行つたときに仮性近視と言われた

ことを書いてますので,そ こでその方が,医証が取れない理由書を書

いてくださいと言われて,そのとき,だから何て言 うんですかね,そ

の病名 とかそういうことが気になったり,そ うい うことを言われたこ

とは全然ないんです。

じゃあ,あ なたの記憶で言 うアンケー トではそのことを書いただろうという

ことなんですね。

はい,そ うです。

そういう意味では,そ のことが年金の事務所に伝わっていただろうとい うこ

とは想像できたわけですか。

どういう意味ですか。
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昭和 36年頃にあなたが高稜病院に行ったというようなことをアンケー トに

書いたので,それが社会保険事務所に伝わっているだろうとい うことは想像

できたわけですかね。

そうじゃないかなと,はい,私,解釈 したんです。

そういう意味では,そ のことが 14年 , 15年辺 りの手続の過程の中で,何

の問題にもならなかったというわけではないわけですかね。あなたの認識で

も,ア ンケー トで書いたということはあるんですかな。

ただ,私は正直に, 自分に起こったことを正直に全て書いたのがそれ

なんです。

少しまた違 う話ですけども,初診 日がいつかということで,国民年金になる

か厚生年金になるか,違 うことになるということは,いつ頃から知ってたん

ですか。それは最初から知ってたんですか。

私の初診 日は, もう45年 6月 とい う

そうであれば,厚生年金になるだろうという

すか。

ことをずっと言い通して・・・。

ふうなことは分かつていたんで

そうですね,厚生年金加入がそのときで初診 日でしたから,はい。

平成 14年に申請 したときには,初診 日が厚生年金の加入期間中だから厚生

年金になるだろうと分かってたわけなんですか。

ええ,そ う思って出しました,はい。

もし,それより前であれば,要するに厚生年金に加入するよりも前であれば ,

それは国民年金として支給 されるだろうということは,御存 じなかったんで

すか。

全然,そ ういうことを知 りませんでした。

それは知らなかったんですか。

知 りませんでした。

厚生年金に加入 しているより前の時期にお医者さんに掛かってこの病気が診
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断 されているとすると,それは厚生年金ではないこ

とが分かったのは,何かきっかけがぁるんですか。

それは開示 してか ら,私 もいろんなところ,

さんに聞いた りとか,自 分な りに勉強 して知

平成 19年以降 とい ぅことなんですかね。

|ま い。

とになりますねとい ぅこ

方に相談 したり,社労士

りました。

東京地方裁判所民事第 38部

裁判所速記官  沓 沢 美 幸
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