
年頃に網膜色素変性症を発症 していたとはいえない。

また,網膜色素変性症は,一定の検査を経て診断されるものであると

ころ,原告は,中学生であった昭和 36年 4月 頃,カ タル性結膜炎にか

かり,眼科に数回通院し,仮性近視 とも診断されたが,通常,結膜炎や

仮性近視の治療において網膜色素変性症の検査は行われないから,当 時 ,

網膜色素変性症と診断された事実はない。

ウ 小括

以上によれば,本件傷病の初診 日は昭和45年 6月 であり,原告は ,

当時厚生年金保険の被保険者であり,障害厚生年金の受給要件を満たし

ていたから,本件裁定請求を却下した本件却下処分は違法であり,取 り

消されるべきである。

(被告の主張の要旨)

ア
~初

診 日の認定について

初診 日とは,障害の原因となった請求傷病について,初 めて医師又は

歯科医師 (以 下「医師等」とい う。)の診療を受けた 日をい う。初診 日

は,具体的には,請求傷病により症状が出現し受診した日であり,初め

て請求傷病に係る病名について医師等の確定診断を受けた日をいうもの

ではない。

障害厚生年金の裁定請求に当たっては,初診日の認定を客観的かつ医

学的な資料に基づいて行 うため,裁定請求書の添付資料として,医証の

提出を求めることとされている。ただし,診療録の保存期間経過等の理

由から医証を入手することができないといった場合は,医証に代えて,

身体障害者手帳や身体障害者手帳作成時の診断書,交通事故証明書,労

災の事故証明書,健康保険の給付記録等の資料の提出を求め, これ と請

求傷病の特性等を総合的に検討 して,初診 日の認定を行 うこととされて

いる。そして,請求人が提出した医証等の資料によっても裁定請求書に
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記載された初診 日を認定することができない場合には,当該裁定請求は,

受給要件を満たさないものとして,却下されることになる。

イ 本件傷病の初診 日について

И 本件傷病の初診日は昭和 45年 6月 とは認められないこと

原告は,長 山眼科の北代医師作成の平成 14年 9月 10日 付け診断

書 (甲 14)の 「②傷病の発生年月 日」欄等に「昭和45年 6月 」と

記載されていることをもつて,本件傷病に係る初診日が昭和 45年 6

月であることにつき,客観的かつ医学的な資料が存在する旨主張する

が,上記診断書の「昭和45年 6月 」とい う記載は,本人の申立てに

よるものか,診療録に基づくものかは明らかではなく,初診時の所見

も記載されていないことや,北代医師が作成 した受診状況等証明書 (

甲 9・ 9枚 日)には,本件傷病の発病年月 日及び初診年月 日が 「昭和

45年 6月 頃」と記載されているが,こ れ らの記載は,「平成 14年

9月 10日 の本人申立によるもの」であるとされていることからすれ

ば,北代医師は原告の申立てによつて本件傷病の塑診日を認定 したも

のと考えられるから,上記診断書は,本件傷病の初診旦が昭和 45年

6月 であることを明らかにする医証とは認められない。そして,本件

傷病の初診 日に係る原告の申立てに沿つて作成された上記診断書を裏

付ける客観的な資料は何ら提出されていない。

m 本件傷病の初診 日は,昭和 36年夏頃である可能性が否定できない

こと

20歳前障害基礎年金は,国民年金の被保険者資格を取得する年齢

である20歳に達する前に疾病にかかり又は負傷し,こ れによつて重

い障害の状態にあることとなった者については,そ の後の稼得能力の

回復がほとんど期待できず,所得保障の必要性が高いが,保険原則の

下では,こ のような者は,原則として給付を受けることができない。
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20歳前障害基礎年金は,こ のような者にも一定の範囲で国民年金制

度の保障する利益を享受させるべく,同制度が基本 とする拠出制の年

金を補完する趣旨で設けられた無拠出制の年金給付である (最高裁平

成 19年 9月 28日 判決・民集 61巻 6号 2345頁 )。 このような

制度創設の趣旨に鑑み, 20歳前障害基礎年金については,国民年金

や厚生年金保険の被保険者に給付する保険料負担を前提とした拠出制

の年金給付に比して,初診 日を緩やかに認める運用がされてきた。

本件傷病は遺伝性の疾患であるところ,原告が提出した「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」 (甲 16)には,

昭和 32年頃に「この頃から症状が出始めたような気がする。夜は外

に 1人 で出て歩くことができなかつたJと 記載され;ま た,「病歴・

日常生活状況等申立書」 (甲 15)に は,「小学校 6年頃に夜盲があ

り夜は外に出られなかつた。道が見えずに田んぼの中に入つていつた

事がある。いつ頃かがはつきりはわからないし原因もわからない。」,

「子供の頃とり目にきくという事でかん油を学校から買つて飲んでい

た。中学校の 1年か 2年の頃学校の検査で仮性近視 といわれて眼科ヘ

通つた事がある。夜は見えなくても昼間は不自由を感 じなかった。」

と記載がされていることからすれば,原告は,小学生当時既に本件傷

病の典型症状の一つである夜盲の症状が出現していたことがうかがわ

れる。そ して,「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」 (甲 16)に は,「昭和 36年夏,高陵病院眼科 (中 学生の

頃健康診断で仮性近視と言われ数回通 う。)」 と記載 され,本件裁定

請求で提出された 「先天性障害 (網膜色素変性症等):眼用」と題す

る書面 (甲 1・ 8枚 日)に も,昭和 36年夏頃,高陵病院眼科を受診

したことが記載されていることなどから,原告が,視力等の異常につ

いて,眼科医の診察を受け,通院を指示されていたことが推測され ,

-13-



その際に,既に出現 していた本件傷病の症状についても診療を受けて

いた可能性は否定できない。

ウ 小括

以上によれば,本件傷病の初診 日が昭和 45年 6月 であるとは認めら

れない。よつて,本件裁定請求は,本件傷病の初診 日において,厚生年

金保険の被保険者であるとの障害厚生年金の受給要件を満たしていない

から,同裁定請求を却下した本件却下処分は結論において正当であり,

取 り消されるべきものではない。

第 3 当裁判所の判断

1 認定事実

前提事実,争いのない事実,文 中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以

下の事実が認められる。

(1) 小中学校当時の視力の状態及び病院の受診状況等

ア 原告 (昭和 22年 2月 15日 生まれ)は,小学校 5, 6年生の頃から夜

盲の症状 (暗い場所で,物が見えにくくなる症状)が あり,夜は外に出ら

れず,道が見えずに暗い口んぼ道で田んぼの中に入つていくなどしたこと

があつたが, 日中の生活には支障はなかった。原告は,子供の頃, とり

目 (夜盲症)に効くとい うことで,かん油を学校から買つて飲んでいたこ

とがあった。 (甲 1・ 11枚 目, 甲 8・ 3枚 目, 甲 15, 16)

イ 原告は,昭和 36年 4月 11日 ,中学校 3年生時の学校の健康診断でカ

タル性結膜炎 (細菌の感染によつておこる結膜炎)を指摘され,同年夏頃 ,

その治療のために高知県須崎市所在の高陵病院に2, 3回通院し,同病院

の医師から仮性近視 (一時的に近視のような状態になること)と 言われた

ことがあった。 (甲 1・ 8枚 日,甲 16,甲 17)

(2) 厚生年金保険受給資格の取得と稼働状況

ア 原告は,中学校を卒業後,集団就職で神戸に行き,昭和 37年 3月 24
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日か ら昭和 44年 8月 31日 まで,神戸市灘区所在の紡績会社である小泉

製麻株式会社 に勤務 し,上記期間中,厚生年金保険に加入 していた。原告

は,同社の工場で,麻糸を紡 ぐ作業を,午前 5時か ら午後 1時 30分まで

と,午後 1時 30分 か ら午後 10時までの 2交代制で行つていた。 (甲 1

・ 5, 11枚 目,甲 9・ 3枚 目,甲 23,原 告本人 2頁 )

イ 原告は,その後帰郷 し,昭和 45年 6月 2日 か ら同年 9月 26日 まで ,

高知県高岡郡所在の岡崎医院において,看護婦の見習い として勤務 してお

り,上記期間中,厚生年金保険に加入 していた。

原告は,帰郷後の同年 6月 頃か ら順次 2人の見合相手を紹介 され, 1人

か らは縁談を断 られたが,同年 11月 16日 , もう 1人 の見合相手の右鬱

eと 婚姻 した。 (甲 1・ 5,11,22枚 目,甲 9・ 3枚 目,甲 20,2

3)

ウ 原告は,昭和 58年 3月 1日 か ら昭和 59年 8月 9日 まで,鳥取県倉吉

市所在の明治生命保険相互会社において,外交員 として勤務 してお り,上

記期間中,厚生年金保険に加入 していた。原告は,他にスーパーの レジ係 ,

洋品店,宝石店等でパ‐ トタイムとして勤務 していた。 (甲 1・ 5, 11

枚 日,甲 9・ 3枚 日)

中学校卒業後の視力の状態及び病院の受診状況等

原告は,そ の裸眼視力が,中学校卒業時から昭和 45年頃までは,左右

ともに1_2であったが,平成 8年頃から視力の低下を自覚するようにな

つた。その後の原告の視力は,平成 14年 9月 10日 時点で,裸眼視力が

左右ともに0 2(矯 正視力は右眼0.4,左 眼0.5),平 成 15年 5

月 6日 時点で,裸眼視力が右眼0 15,左 眼0 2(矯 正視力は右眼 0

3,左眼 0 2),平 成 23年 9月 12日 時点では,裸眼視力は右眼 0

05,左 眼0 04(矯 正視力は左右ともに0.15)で あつた。 (甲 1

・ 8, 17,126枚 目,甲 10・ 8枚 日, 甲16)

(3)

ア
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イ 原告は,平成 11, 12年頃から夜に見えないだけでなく,昼 も見えに

くいと感じるようになり,段差が見えなくて転ぶ,人 とぶつかる,車止め

によくつまづく等の症状がみられるようになつた。

原告は,平成 12年 11月 20日 ,大阪府門真市所在の渡辺医院を受診

し,網膜色素変性症 と診断され,同月 24日 ,大阪府守国市所在の関西医

科大学附属病院眼科を受診 し,両眼網膜色素変性症と診断された。

同病院眼科の福島伊知郎医師作成の平成 12年 12月 7日 付け身体障害

者診断書・意見書 (甲 1・ 21枚 目)に は,障害名 「視野障害」,原因と

なつた疾病・外傷名 「両眼網膜色素変性症」,「先天性J,参考となる経過

。現症 「30年程前夜盲を自覚,高知県の眼科医に網膜色素変性症を指摘

されたが,そ の後,眼科受診なし。」等の記載があり,原告は,平成 12

年 12月 ,身体障害者手帳を取得した。 (甲 1・ 9, 19, 21枚 目)

ウ 原告は,平成 14年 8月 ,高知市に転居し,同年 9月 10日 ,同市所在

の長山眼科を受診 し,両眼網膜色素変性症と診断された。長山眼科は,そ

の後,平成 15年 12月 15日 に廃院になった。 (甲 1・ 9, 17, 24

枚 目,甲 4・ 17枚 目,甲 14)

工 原告は,平成 15年 5月 6日 ,高知市所在の町田病院を受診 し,網膜色

素変性症と診断された。 (甲 10・ 8枚 目)

(4)網膜色素変性症の症状及び診断等

ア 網膜色素変性症は,夜盲,視野狭窄などの症状を呈する遺伝性の疾患で

ある。一般的には, 20歳ないし40歳代に気付くことが多く,初期には

夜盲を自覚し,進行 とともに周辺部の視野異常を呈する。やがて,視野狭

窄は中心部約 10° を残してほとんど変化しなくなるが,次第に視力の低

下が始まる。進行は多くの症例で非常に遅く,何十年もかけて症状が進

む。 (乙 6)

イ 診断については,眼底所見により,骨小体様色素沈着を網膜広範囲に認
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めた場合に網膜色素変性症 を疑い,視野検査,暗順応検査な どを行 う。骨

小体様色素沈着は炎症性網膜疾患でも生 じることがあるため,血清梅毒検

査 ,ア ミノ酸分析 , βリボ蛋 白などの検査を行い,他の疾患 を除外す る必

要があるとされている。現時点では,病気の進行を止めるよ うな有効な治

療法はないため,薬物による対症療法等が行われている。 (乙 6)

(5)平成 14年裁定請求及び平成 15年裁定請求

ア 原告は,Iメュニ年ユユと口聰ゴ幹霧藝彗裟退ご壼 害厚生年全2裁定

請求 (平成 14年裁定請求)を し,「病歴・ 日常生活状況等 申立書」に ,

初診 日を 「昭和45年 6月 頃」とし,「 45年 10月 に結婚を前に相手に

隠 しておけないので診察を受け網膜色素変性症と診断される」と記載 し

た。 (甲 8・ 1, 3枚 目, 甲 10・ 5枚 目)

イ 原告は,平成 14年裁定請求の添付資料として,①長山眼科の北代医師

作成の平成 14年 9月 10日 付け診断書 (甲 14),② 同医師及び長山茂

之医師作成の同日付け受診状況等証明書 (甲 8・ 9枚 日)を提出した。

上記①の診断書には,傷病の原因又は誘因は「先天性」,傷病の発生年

月 日及び傷病のため初めて医師の診療を受けた日はいずれも「昭和45年

6月 」,現在までの治療の内容,期 間,経過,そ の他の参考 となる事項と

して,「 S45年 6月 当科にて網膜色素変性症と診断されたが自ら放置 し

ていたJと の記載がある。

上記②の受診状況等証明書には,発病年月 日「昭和45年 6月 頃」,初

診年月 日「昭和45年 6月 頃」,上記記載については 「平成 14年 9月 1

0日 の本人の申立によるもの」であるとの記載がある。 (甲 8・ 1, 7,

9枚 日,甲 14)

ウ 社会保険業務センターは,平成 14年 11月 7日 ,高知東事務所に対し
,

平成 14年裁定請求につき不備事由があるとして,医証が取れる医療機関

― のうち最も過去に受診した医療機関のものを添付し,医証が取れた医療機
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関よりも前に受診 した医療機 関がある場合は,医証が取れない 旨の理 由書

を添付するよう指示 し,平成 14年裁定請求書を返戻 した。 (甲 8。 13,

14枚 目)

工 高知東事務所は,原告に対 して書類の追完 を求め,平成 14年 11月 2

5日 ,社会保険業務センターに対し,原告から提出された,③昭和36年

夏頃受診した高陵病院についてはカルえか上い上め曇証バ取五止し≧量が記

(甲 8・ 8枚 日),④ 「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J(甲 16)を 添付し,平成 14年裁定請求

書を再進達 した。 (甲 4・ 14な いし16枚 日,甲 8・ 1, 8枚 目,甲 9

,1枚 目,甲 16)

オ 社会保険業務センターは,平成 14年 12月 5日 ,高知東事務所に対し,

平成 14年裁定請求につき不備事由があるとして,長山眼科の受診後に治

療を受けたとする渡辺医院の受診状況等証明書を添付するよう指示し,平

成 14年裁定請求書を再度返戻した。 (甲 8・ 15, 16枚 目)

力 高知東事務所は,原告に対 して書類の追完を求め,平成 14年 12月
,

社会保険業務センターに対 し,原告から提出された,⑤渡辺医院の渡邊和

夫医師作成の平成 14年 12月 13日 付け受診状況等証明書 (甲 9・ 10

枚目)を添付して,平成 14年裁定請求書を再々進達した。上記⑤の受診

状況等証明書には,傷病名は 「両進行性網膜色素変性症,両 白内障」,発

病年月日は 「不明」,傷病の原因又は誘因は 「不詳」,初診年月 日は 「平

成 12年 11月 20日 」 と記載 され てい る。 (甲 8・ 1,

・ 1, 10枚 目)

10枚 目,甲 9

キ 社会保険業務センター所長は,平成 15年 2月 27日 ,高知東事務所長

に対し,再々進達された平成 14年裁定請求につき,「傷病名 (両 眼網膜

色素変性症)については,初診 日が昭和 37年 3月 24日 前であり, 20

歳前障害となるので,国民年金において取 り扱われたい。」として,返戻
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b

した。 (甲 8・ 17枚 目,乙 1)

ク 原告は,平成 1                定轟求
=菜

成 15年

裁定董求)を し,その資料と                  平成

15生丘週重』 付け診断書 (甲 10・ 数隆ユニ≧提出した。

上記⑥の診断書には,傷病の発生年月日「昭和45年 6月 ,診療録で確

認」,傷病のため初めて医師の診療を受けた日「昭和 45年 6月 ,本人の

申立て」,現在までの治療の内容,期 間,経過,そ の他の参考 となる事項

「小学校の 5, 6年頃より見えにくくなるも, どこのHPに もかからず ,

初めて, S45 6月 ,長山眼科にかかる。一H15 5.6当 院来院す

る。」と記載されている。 (甲 10・ 1, 8枚 日)

ケ 原告は,平成 15年 5月 30日 ,両眼網膜色素変性症により,障害等級

2級 17号 (身体の機能の障害若 しくは病状又は精神の障害が重複する場

合であつて,そ の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの)に

当たる旨の国民年金障害認定を受けた。 (甲 11)

コ 社会保険庁長官は,平成 15年 6月 12日 ,原告に対し,本件傷病の初

診 日を昭和 36年 7月 1日 ,受給権発生日を平成 14年裁定請求の日であ

る平成 14年 9‐

―

等級 2級の障害基礎年金を平成 14年

10月 から支給する旨の裁定 (本件支給処分)を した。 (乙 2)

(6) 障害基礎年金の支給停止処分

ア 原告は,平成 16年 8月 27日 ,網膜色素変性症について,国年法 30

条 2項所定の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないとの認定

を受けた。 (甲 12)

イ 原告の障害等級が 2級から3級に変更されたことに伴い,社会保険庁長

官は,平成 16年 12月 15日 ,障害基礎年金の支給停止処分をした。 (

乙 3)

ウ 原告は,平成 14年 10月 分か ら平成 16年 12月 分 (同 月 15日 ま
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で)ま での間,異議な く障害基礎年金を受給 した。 (乙 3,原告本人 13

ないし15頁 )

(7) 本件裁定請求

ア 原告は,平成 23年 11月 4日 ,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定

請求 (本件裁 定請求)を し,「病歴・就労状況等 申立書」に,初診 日「昭

和 45年 6月 頃」,「結婚相手 に夜盲の事 を隠 しておけないので健康保 険

証が出来てか ら長 山眼科に受診する。網膜変性症 と診断され,治療法もな

く進行すれば失明するといわれ る。」 と記載 した。 (甲 1・ 11枚 日)

イ 原告は,本件裁定請求の添付資料 として,①長山眼科につき受診状況等

証明書が添付 できない理由書 (甲 1・ 16枚 目。長山眼科の北代医師作成

の平成 14年 9月 10日 付け診断書 (甲 14)添付),②渡辺医院につき

受診状況等証明書が添付できない理由書 (甲 1・ 18枚 目。渡辺医院の渡

邊和夫医師作成の平成 14年 12月 13日 付け受診状況等証明書 (甲 9・

10枚 日)添付),③関西医科大学附属滝井病院眼科の二間由美子医師作

成の平成 23年 9月 16日 付け受診状況等証明書 (甲 1・ 20枚 目),④

関西医科大学附属病院眼科の福島伊知郎医師作成の平成 12年 12月 7日

付け身体障害者診断書・意見書 (甲 1・ 21枚 日),⑤町田病院の 卜部公

章医師作成の平成 23年 9月 12日 付け診断書 (甲 1・ 26枚 目)等 を提

出した。

上記①の理由書には,長 山眼科が廃業 していること,上記②の理由書に

は,平成 18年に代替わりをしているのでカルテ等の診療録が残つていな

いことが記載 されている。

上記③の受診状況等証明書には,傷病名 「両網膜色素変性」,発病年月

日「不詳」,傷病の原因又は誘因「不明」,初診年月 日「平成 12年 11

月 24日 」,上記の記載は「当時の診療記録より記載 したもの。」との記

載がある。
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