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主張について

1

‐
・
A
4年
ら
5月
10日 付答弁書 (以 下「被告 A￨ら 答弁書」とい う)
被告 ハ 令和
ハ
に つ い て A

(1)被 告 Aら
A 答弁書 3ペ ージ、上 か ら 6な い し 7行 日、「被告 ハA

らは、原

告 らに対 して丁寧 に話合 いの機会 を求 めたが、無視 された」 との主張は否認
す る。被告 ハ
A らは、最初か ら原 告将登 のタバ コが体調不良 の原因で あると
決 めつ けてきたもので あって、被告」
AAら には話 し合 うも何 も原 因を声 明 し

ヽ

事実確認 しよ うとす る姿勢 は、最初 か ら全 くなかった。平成 29年 8月 には

A
の通報 を受 けて青葉警察署 の警官 が原告 ら宅 に来訪、任意で取 り
被告 Aら
調 べ られた。
(2‐

A :ら 答弁書 4ペ ー ジ、■ から 2な い し 4行 日は否認す る。被告
)被 告:ス
・A

ハ

らは、甲 10号 証 を別件訴訟 にお いて、 甲 46号 証 の 6、 標 目をJ診 断書」 と
し、立証趣 旨を「 甲 3(本 件訴訟 にお ける甲 9号 証)と 同一の もの」 と証拠
説明書 (甲 31)に 記載 して提出 した ものであ って、「単 なる訂正前 の手控 え
…
に過 ぎない」 との証拠説明はなされて いない し、被告 A
A̲ら の別件訴訟証拠
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説明書 の記載 が訂正 された との記録 も残 っていない。被告=メ
A らの主張 は別
件訴訟 の記録 に明 らか に反 している。

A ニら答弁書 4ペ ージ、lo項 第 2文 について、別件訴訟控訴審 が第 1
(3)被 告 ハ
回期 日で終結 した こ とは認 め、その余 は不知ない し否認す る。
同 11項 第 2段 落 はいずれ も不知ない しは否認す る。被告 A :ら は、別件
ハ
訴訟 について主張 を裏付 ける客観的証拠 がない 旨、別件訴訟 一審判決、控訴
審判決 で も厳 しく指摘 されたに もかかわ らず、 い まだに「原告 らの喫煙 によ
って重大な健康被害 を被 ってい る」「 (控 訴審 の

1回 結審、その後 の判決 は)

被告 AA^ら にとって は到底承服 し難 い」 と頑な に主張 してお り、客観的な現
実 を受 け入れ ることがで きないでいる。 この ような被告 ハ
A

らの頑 なな主張

は、別件訴訟 を提起 した当時 か ら、被 告 Aハ らは、体調不良 の原因 は原告将
登 の喫煙 であるとい う何 ら客観的な根拠 の ない一方的な思 い込みをしていた
こ とを伺 わせ るものである。

(4)被 告 A
パ

ら答弁書 4ペ ージ、下 から 1行 目ない し 5ペ ージ 7行 日までは、

全て否認す る。

A が、
「原告 らの喫煙 によって今なお重大 な健 康被害 を被 ってい る」
被告 Aら
との主張 は、別件訴訟判決 と明 らか に矛盾す る内容 であ り、事実 に反す るこ
とは明確 である。そもそ も原 告将登 は喫煙者 で あるが、原告敦子 は喫煙者 で
はな く、別件訴訟 で も被告 とされていない。
また、別 件訴訟 では、原告将登 の喫煙 に よる副流煙 が被告 A
Aら 宅 に流入
す るとは認 められ ない 旨、詳細 な証拠 関係 の検討 の結果、認定 された もので

あつた
(1)」

(甲 6・

5な い し 7ベ ージ「争点①

(不 法行為責任 の有無)に ついて

の部分)。 別件訴訟で被告 Aハ らの請求が退 けられたのは、単 に「因果

関係 がない」 とい うレベルの判断ではな く、そもそも被告 ハ
A ,.ら は、原告将
登 の喫煙 から生 じた副流煙 に曝露 して いない、 とい う理由からであった。

2

A ￨ら 令和 4年 6月 9日 付準備書面 (1)(以 下「被告 A 準備書面
被告:ハ
Aら
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(1)と い う」 について

(1)被 告 ハA

ら準備書面

(1)、

第 1「 は じめに」 について、
「本件訴訟 こそが、

不当訴訟 で ある」 との部分 は争 う。その余 は認否 の限 りではない。

(2)被 告=AIら
A 準備書面

(1)、

第 2「 訴額 について」 について、被告 A
Jら が

別件訴訟控訴審 で請求を一部減縮 した ことは認 め、その余 は否認ない し争 う。
後 に控訴審 で請求 を減縮 した として も当初 の提訴行為 の違法性が阻却 され る
こ とにはならないことは言 うまで もな い。 また減縮 した とい えども 2300万
円余 りの請求 が、一般通常人 にとって は極 めて高額 であ って、万一全額認容
された場合 には容易 に支払 える金額 ではないこ とに変 わ りはな く、一般通常
人 を萎縮 させ るに十分 な請求金額 で あるとい える。

(3)被 告 ハA

ら準備書面 (1)第 3「 医学的実態 について」 について、被告:A
A

ら主張のような医師 ら作成 にかか る診断書等 が存在す る こ とは認 め、その余
は不知ない し否認す る。
別件訴訟 の判決理由は、前記 の通 り、被告′ノ
A
代 らが、原告将登 の喫煙 によ
る副流煙 に曝 されて いたか否 かを証拠 によ り検討 し、 これ を否定 した。すな
わち別件訴訟 の最大 の論点は、そ もそも原告将登 の喫煙 による副流煙が階上
斜 め上に位置する被告 Aら
A 宅 に到達、流入 したか否 か、 とい う事実 ρ問題
である。
まずは、事実問題 として、副流煙 へ の曝露 の有無 が問題 とな り、曝露 が認
定 される場合 に初 めてさらに医学的な問題 として、副流煙 と身体症状 の発生
との因果関係 の有無 が問題 となる。
本来、医師 はあ くまで も診察 した患者 の心身の状態 について所見 を述 べ、
あ るいは一般 的な医学的知見 を述 べ るに過 ぎず、医師 の意見 にま って副流煙
が流入 して い るか どうか とい う客観的事実 を確定 で きるものではない。 よっ
て、被告 AA ら が指摘す る診断書等 が存在す る ことをもつて して、被告 A
7特
らの訴訟提起行為 を正 当化 で きるものではない。
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この点 について、別件訴訟 一審判決 はそれ ぞれ の診断書 について詳 しく検
・
討 し、診断 が受動喫煙 自体 を被告 A らの主訴 のみ に依拠 してい るなどと指
メ
摘 して、診断書 によって受動喫煙 の事実 を認定す る こ とはできない とした(甲

4012ペ ージ

)。

また別件控訴審判決 も、「診断 の前提 となっている受動喫煙

に関す る事実 について は、あ くまで も患者 の供述 にとどまるもの」 (甲

6。

9

ペ ージ)と 指摘 し、医師 らの診断書 か ら受動喫煙 の事実 まで認定す ることは
で きない と明快 に指摘 して い る

(甲 6。

7な い し 9ペ ージ)

A の主張は、副流煙 への曝露 の有無 とい う事実問題 を、医学的な
被告 ,Aら
論争 にす り替 えて、本件訴訟 での議論 を混乱 させ るもので しかない。

3

の別件訴訟提起 が不法行為 を構成す る こ と
被告 Aら
A

(1)訴 訟 の提起 が不法行為 を構成す るか否 かの判断基準 について
ア

最高裁昭和 63年 1月 26日 判決 (民 集 42巻 1号 1頁 )は 、訴訟 の提起

が いか なる場合 に不法行為 となるかにつ き、以下 のよ うに判示 している。
「訴 えの提起 が相手方 に対する違法な行為 とい えるのは、当該訴訟 にお
いて提訴者 の主 張 した権利又 は法律関係 (以 下「権利等 」 とい う。 )が 事実
的、法律的根拠 を欠 くもので あるうえ、提訴者 が、そ のことを知 りなが ら
又 は通常人 であれ ば容易 にそ の ことを知 りえた とい えるのにあえて訴 え
を提起 したなど、訴 えの提起 が裁判制度 の趣 旨目的 に照 らして著 しく相当
性 を欠 くと認 め られ るときに限 られ る」
上記昭和 63年 最高裁判決 の判断基準 に基 づ き、最高裁平成 22年 7月 9
日判決 (集 民 234号 207頁 )は 、Yが 横領行為 を理 由 として Xに 対 して提
起 した訴 えについて、当該訴訟 で Yが 主張 した横領行為等 に係 る小切手等
の振出 しや預貯金 の払戻 し等 のほとん どについて Yが 自ら指示 し、小切手
金 や払戻 し等 に係 る金 員 の多 くを Y自 身が受領 してい ることに着 目 し、自
らが行 った事実 に相反 する事実 に基 づ く主張 を したことになるので あって、

Yに おいて記憶違 いや通 常人 に もあ り得 る思 い違 い を して いた ことの事情
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がない限 り、Yは 、本訴 で主張 した権利が事実的根拠を欠 くものであるこ
とを知っていたか、又 は通常人であれば容易 に知 り得 る状況 にあった蓋然
性 が高 く、本訴 の提起 が裁判制度 の趣 旨目的 に照 らして著 しく相当性を欠
くと認められる可能性があると判示 した。
イ 上記 の通 り、訴えの提起 が裁判制度の趣 旨目的 に照 らして著 しく相当性
を欠 くかどうかについては、①当該訴訟 において主張 された権利又は法律
関係 が事実的又は法律的根拠 を欠 くもので ある こ と (客 観的違法要素)、 ②
提訴者が、そのことを知 りなが ら又 は通 常人 で あれば容易 にそのこ とを知
りえた とい えるのにあえて訴 えを提起 したこと (主 観的違法要素)の 二つ
の観点 か ら、相互 の相関的評価 によって提訴行為 ない し訴訟追行 の違法性
を判断すべ きで あ る。

(2)本 件事案 について
以下、本件事案 に則 して、検討す る。
ア 別件 訴訟 は事実的根拠 を欠 くものであった こ と (客 観的違法要素)
別件訴訟 にお ける被告:ハ
A

:ら

の請求 が事実的根拠 を欠 いていたこ とは、

別件訴訟一 審及 び控訴審判決 に詳細 に認定 され て い ると ころであって明
らかで ある

(甲

4、

甲 6)。

煙草の副流煙 による健康被害 に関する賠償請求については、①被害者 に
身体症状が存在すること、②身体症状が副流煙 によ り生 じる性質の もので
あること、③被害者 が副流煙 に曝露 していること (受 動喫煙 の存在)、 ④③
の副流煙曝露 (受 動喫煙)と 健康被害発生との間の因果関係、の要件が存
在 しなければならない。
別件一審判決は、受動喫煙があったか否か (前 記③)、 仮 に受動喫煙があ

A らの体調不良との間の相当因果関係
つたとして も被告:A・

(前 記④)を 認

めるに足 りる証拠はない、 とした

)。

(甲

4012か ら 13ペ ージ

別件控訴審

判決は、さらに詳細 に証拠関係を検討 し、
「本件団地 は、鉄筋 コンクリー ト
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壁式構造であ り、構造上建物内部 か ら被控訴人宅 での喫煙 の副流煙 が控訴
人 ら宅 に流入す るとは認 め られない」 (甲

6・

5ペ ージ)と し「外気 を通 じ

て被控訴人宅 か らの副流煙 が、控訴人 らに対 して健康被害 を生 じさせ るほ
ど控訴人 ら宅 に流入 した との機序 を解明 し、 これを認めるに足 りる客観的
な証拠 はなお見当た らない」 (同 ・6ペ ージ)と して、前提 となる事実関係
で ある副流煙流入 がみ とめ られな い として、前記③ (受 動喫煙)の 部分 を
否定 した もので ある。
この ように、受動喫煙 を理 由 に した被告 ア
Aヘ.ら の別件訴訟 の主張 はその
大前提 となるべ き部分であ る受動喫煙 の事実 の部分 が完全 に否定 された
ので あ り、事実的根拠 を欠 くものであるこ とは明白である。

A
イ 被告 ハ

￨ら

は、別件訴訟 の請求 が事実的根拠 を欠 くこ とを知 りなが ら、

または通 常人 であればその こ とを知 り得 た とい えること(主 観的違法要素)
前記 の通 り、別件訴訟 の主張は事実的根拠、すなわち副流煙 の流入、曝
露 の事実 を欠 くものであったが、副流煙 の流入 の有無 は通常人 で あれば容
易 に認識 し知 り得 るべ き事 実 であ るとい うべ きである。
別件控訴審判決は、
「本件団地 は、鉄筋 コ ンクリー ト壁式構造 で あ り、構
造上建 物 内部 か ら被控訴人宅 での喫煙 の副流煙 が控訴人 ら宅 に流入す る
とは認 め られない」 と判示 した。 この ような建物 の構造や原告 ら宅 と被告

A ら宅 との位置関係、また これ らの事実関係 か ら建物 内部 からの副流煙
A「
流入 があ り得な いこ とは、容易 に通 常人 において認識 で きる事柄 で あ る。
また外気 を通 じての副流煙流入 を伺 わせ る客観的な根拠 が存在 しな い こ
とも、通常人 で あれば容易 に理解 で きることで ある。 また、被告 A らは
/ヽ
医師 らの診断書等 があることをもって根拠 で あ ると主張ち るよ うであ る
が、医師 らの診断書 の記載 が、副流煙 の流入やその流入元 とい う、 医学的
知 見 に基 づ く所見 とは言 えな い客観的な事 実 を確定 しうるもので ない こ
と も、 一般人 において通 常容易 に知 り得 るこ とで ある。
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‐
また、被告 ハ
A らは一様 に、「平成 28年 春頃 か ら」甘 い4フ いが 自宅内 に
充満 したな どと主張 して いた (甲

16・

5ベ ージ、甲 1901ペ ージ、甲 200

1ペ ージ)。 しか し、原告 らは、平成 6年 4月 に転居 して現在 の住居地 に居
住 してお り (甲 320住 民票写 し)、 被告 /キ
A

らはそれ以前 に既 に当該団地

に入居 して いたのである。原告将登 は被告 A ̲ら の斜 め下 の部屋 に入居 し
ハ
た頃 か ら喫煙 を継続 して いた。被告 パ
A らが甘 い匂 いが した、 とす る「ガ
ラム」 は、原告将登 が別件訴訟 の当時 より 20年 以上前 か ら吸 っていた煙
草 で ある

(甲 18・

2ペ ージ)。 平成 28年 春 にな ってか ら、突然煙草 の匂 い

がす るとい うこ とは極 めて不 自然な主張 で あ ってあ り得 ない。

A夫 は、被告 A妻 らが化学物質過敏症 を発症 した とされ
他方、被告 A人
ハ J許
る平成 28年 春 の 1年 前 で ある平成 27年 春 に大腸 がんの診断を受 けるまで
は喫煙 して いた とぃ うので ある (甲 13な い し 15、 甲 1908な い し 9ペ ー
ジ)。 同人は、家 の中では吸わない よ うに して いた と主張す るものの、外 で
喫煙後帰 ってか ら特段着替 えることはなかった とい う (甲 1909ペ ー ジ)。
A夫

「
i:争

景雪:こ り,[[liう A妻
[曇 :i霧 二場 ][iE:liti[[

A夫

れ る時期 のわずか 1年 前 で あ った。しか も、本人尋間 によれば、被 亀た は、

30半 ばか ら 47、 8の 頃 まで と、60ぐ らいの ときか ら 73歳 の ときまで喫煙
していた とい うので あるか ら、 トー タル でお よそ
で あ つた

(甲 19・

8、

9ペ ーシリ。 ところが、被

25年 間 もの間、喫煙者

A夫

賞六ド

、 日赤医り
寮セ ンター

で被告作田 の診察 を受けるに際 し、過去 の喫煙歴 を申告 してお らず、 この
A夫

ことを秘匿 した。喫煙歴 を申告 しなかった理 由 について、被告 人 は、
「た し
か今吸 って いますか とい う、そ うい う項 目 しかなかった」 と供述 して い る
(甲

1909ペ ージ

)。

しか し後 に原告 らの知人が日赤医療 セ ンターで受診

した ところ、間診票 には過去 の受診歴 を問 う欄 があった こ とが確認 されて
A夫

お り、被告 の上記 の供述 は虚偽 であったことが判明 して い る。
人
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煙 草副流煙 へ の曝露 を疑 うとすれば、一般通常人 であれば、まず はもっ
とも身近 で長時間一 緒 に生活 して い る同居者 に何 らかの原 因 が な いか ど
A夫

A

うかを疑 うのが通常 である。そ して被告 ス
は平成

̲ら

は、被告 の喫煙 について
人

27年 春 に同人 が体調 を崩すまで、同人 の喫煙行為 には何 の異論 も

挟 んでいなか った。それ に も関わ らず、斜 め下 に位置す る原告 ら宅か らの
副流煙流入 があると一方的 に断定 し、何 ら疑 い も持たず に一直線 に警察署
へ の通報、 さらには提訴 にまで至 ったので ある。何 らの根拠 もな い、全 く
の主観的 な思 い込み に よるもの と言わ ぎるを得 ない。

A

被告 ,生 らは、別件訴訟控訴審 で 日記 を証拠 として提出 した。 しか し、
原告 らが詳細 にその内容を検討 した ところ、原 告将登 の 自家用車 が駐車場
にない に も関わ らず、煙草 の臭 いが した り、煙 が室 内 に入 って きた との箇
所 が合計 38箇 所 もあるこ とが判明 して い る (甲 350別 件訴訟控訴審答弁
A夫

書、甲 36・ 被費く の 日記帳 (別 件訴訟甲 69号 証)、 甲 370J件 訴訟乙 40
A夫
号証))。 別件訴訟控訴審判決 もこの ことを重視 し、「 (被 竃た 作成 の 日記 に
は)被 控訴人が外出中 と考 えられ る時間帯 において もタバ コ臭 が して い る

A

旨記載 されてい るこ とが複数見 られ る」 と認定 して、被告 ハ らの供述 の
信用性 を否定 した (甲

606ベ ージ

)。

A

被告=Aら の 日記 にある煙 草臭 が し

た り、煙草 の煙 の流入 があった との記載 が仮 に事実で あるとした ら、その
時間帯 には原告将登 の車 が ないので あるか ら、煙 草臭 の原因 は原告将登で
はない と考 えるのが通常人 の合理的な判断 で ある。それ に もかかわ らず煙

A
草臭や煙の原因を原告将登と決めつけた被告LAら の判断は、無根拠かつ
極 めて主観的な単な る思 い込みで しかない。
A‐
A
被告 A・ らが陥 った無根拠 かつ極 めて頑強な思 い込み (被告 /qら の主
張 内容 か らは、同人 らは今 もなお この思 い込みか ら脱 しきれてい ないこと
が窺 われ る)は 、一般人 の常識的 な判 断 か らは著 しくかけ離 れた もの と言
わ ぎるを得 ない。
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ウ 被告 メA
気 らは、別件訴訟 一審 で敗訴判決 を受 け、別件請求 は事実的根拠
を欠 くものであ ることが一審裁判所 によ り認定 された後 も、控訴 して、不
当な訴訟追行 を継続 して い ること (一 審判決後 の訴訟追行 の不法行為性 )

A らは、別 件一審判決 で、受動喫煙があ ったか どうか も認め られ
被告 ハ
ず、仮 にあ った として も体調不良 との因果関係 も認め られない 旨 として請
求 を全面的 に退 けられてい る。 この一審判決 の内容 を認識 し、それ に もか
かわ らずあえて控訴 に踏み切 った行為 は、それ 自体 が別件訴訟 の請求が事
実的根拠 を欠 いてお り、そのことを知 りなが ら敢えて控訴 に踏み切 った も
の として、独 自に違法性 を帯 びるとい うべ きで ある。 一審判決 に よ り、請
求 に事実的根拠 を欠 くものである こ とが明白に指摘 されたにも関わ らず、
あえて控訴 に及 んだ ことになるか らである。そ して一審判決 で主張 に事実
的根拠 が存在 しないこ とが明確 に された こ とを認識 した上での行為、 とい
う点 に鑑みれば、控 訴 の提起 は、当初 の提訴行為以上 に強 い違法性 を帯 び
るものと言わなければな らな い。

第

2

被 告 作 田 の主張 につ いて

1

被 告 作 田令 和

4年 5月 10日 付答 弁書

(以 下 「 被 告作 田答 弁 書」 とい う)に

つ いて

(1)被 告作田答弁書 3ペ ージ、上から4な い し5行 日は不知。本件診断書②が
本件診断書①作成前の手控え、であると被告らは主張するものの、その主張
は、別件訴訟で本件診断書② について行われた証拠説明書の記載 に反 してい
ることはすでに述べた通 りである。診断書 について「手控え」が医療機関の
外 の医師個人の手元 に残ることは医療機関における個人情報保護 の観点から、
通常あり得ないことである。 しかも患者 に交付 した診断書 と異なる記載のも
のである本件診断書② について、なおさら医療機関の外 に医師が個人的に
「手
控え」 として保管するとい うことはおよそあり得ない とい うべきである。被
'

9
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告作田 は、あ くまで「 手控 え」 と主 張するので あれば、 さらにその作成保管
状況等 を具体的 に釈明 されたい。

(2)被 告作田答弁書、3ペ ー ジ 3項 第 2文 、4ペ ージ 1な い し 2行 日
:ら

(被 告 ス
A

の訴訟提起及 び控訴提起 は権利行使 であって不法行為 を構成 しない との

主張)は いずれ も争 う。
また、3ベ ージ 4(2)「 なお、
」以下 で、原告 らがな した告発 が虚偽告発罪
を構成す る可能性 があるとの主張は争 う。当該告発 について は、検察庁 の不
起訴処分 に対 し原告 らが検察審査会 に不服申立 てを行 った ところ、検察審査
会 は、「不起訴不 当」 の議決 を行 つた (甲

33・

査会議決 の要
横浜第二検察 篭養

旨)。 なお、検察審査会 の議決 がなされたのは公訴時効成立直前 (告 発事実 の
行為 日、平成 31年 4月 16日 で あるところ、検察審査会 の議決 日は令和 4年

4月 14日 。虚偽診断書行使 の公訴時効 は 3年 。)で あ り、再捜査 において も
再 び不起訴 とされて い る。

2

被 告作 田令和 4年 6月 16日 付準備書面 1(以 下「被告作 田準備書面 1」 とい
う)に ついて
被告作 田は、同人準備書面 1に お いて、同人 が被告 女A娘 について作成 した
れ

診断書 について医師法

20条 違反 に当 た らない、 また特 に本件診断書② の作成

提出 について、虚偽診断書行使 罪 に当た らな いな どとして反論す る。 これ らに
ついて、原告 らは全 面的 に争 うものである。 これ らの被告作田の主張は事実関
係 に関す るものではな く、法的評価 に関す る法律上 の主張であるが、具体的な
事実関係 を離 れて抽象的 に議論す るべ きものではない。被告作 田の主張内容 は、
本件請求 の請求原因事実 を離れ て単独 に医師法

20条 違反 の有無や虚偽診断書

行使罪 の成否 ばか りを長 々 と論ず るもので あ って、原告 らの主張 と噛み合 って
い な い と言わ ぎるを得 な い。
項 を改めて、被告作田 の行為 の違法性 を、本件 に即 して論 じるこ ととす る。

3

被告作 田の行為 の違法性
10
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(1)被 告作田による本件診断書①作成行為等 の違法性
ア 診断書 に、医師が診察 に よっては判断す る こ とのできな いはずの受動喫
煙 の事実 を客観 的な事実 としか読 めない態様 で書 き込 んだ こと
'に
被告作田は、被告 A娘 対す る診断書① を含めて、平成 29年 4月 12
夕え

Fら に対す る診断書計 3通 (甲 7な い し 9)を 作成
日及 び同月 19日 被告 Aら
ハ
し被告 A らに交付 して い るが、 これ らの診断書 の作成 は以下 の通 り、医
ハ

師 が業務 として作成す べ き診断書 として記載 し得 る限度 を超 えた もので
あ った。
甲 7号 証 (被 告4場
A妻家 に対す る診断書)の 診断 の内容 として「1年 前 か
ら団地の 1階 に ミュージシャ ンが家 にいてデ ンマー ク産 の コル トとイン ド
ネ シアのガ ラム な ど甘 く強 い香 りのタバ コを四六時 中吸 うよ うにな り、
徐 々に煙 草 の煙 に過敏 にな っていった」 と被告作田は記載 して い る。甲 8
A夫

号証 (被 告
す る診 断書 )に は「タバ コの煙 をか ぐたびに、上記 の症
六F対
状 が出る」 と記載 してい る。 さらに甲 9号 証 の診断内容 には「 団地 の一階
か らのタバ コ煙 に さらされ、 1年 ほ ど前 か らタバ コ煙 に接す るたびに昨年
暮れ か ら咽頭炎 、呼吸困難 を生 じて いた」 と記載 して い る。
この ように、被告作 田は「
「 1年 前 か ら団地 の 1階 に ミュージシ ャ ンが家
にいて デ ンマー ク産 の コル トとイ ン ドネ シ アのガラム な ど甘 く強 い香 り
のタバ コを四六時 中吸 うよ うにな り」「団地 の一 階 か らのタバ コ煙 に さら
され」等、患者 の診断 によって医師 が認知 した所見以外 の事項 を、客観的
事実 として確定的、断定的 に記載 して い る。
しか し、原告 らが提出 した甲 30号 証、岡本圭生医師作成 の意見書では、
診断書 の作成 について「診断書 とは直接診察す る ことに よぅて得 られた客
観的事実 のみ に基 づいて記載 され るべ き」 であるとし、意見書 に資料 とし
て添付 された大審院判例 (大 審院大正 5年 1月 27日 判決)も 「医師 が公
務所 に提 出すべ き診断書 を作成す る に当 り診察 の結果其認知 した る事項
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に反す る記載 を為 した る場合」 は虚 偽診断書作成罪 が成立すると判示 して
い る。 また、診 断書作成上 の注意事項一般 を述 べ た文献 「診断書 を記載す
る前 に」 (耳 鼻咽喉科臨床 107巻 11号 934ペ ー ジ以下

(甲

34))も 、「事

故 と傷害 との因果関係 について は、厳格 な客 観的、医学的判断 が要求 され
る。被害者 が訴 える症状 の羅列 のみ では診断書 とはい えない。(中 略)診 療
に よ り得 られた客観的な事実、検査 の結果 の みを記載す ることが重要 で あ
る」 としてい る。診断書 の記載事項 に関 し、昭和 60年 1月 30日 大阪高裁
判決 (判 例 タイムズ 589号 108ベ ージ、別冊 ジュ リス ト183号 38ペ ージ)
は、歯科医 の診断書 について、前医 の過誤 を判定す る内容 の診断書 の交付
を求める こ とは、確 たる資料 を有 しない後医 には事実上不能若 しくは極 め
て 困難 で あ るか らそのよ うな記載 の あ る診断書 の不交付 には正 当事 由 が
ある、 と判示 して い る。診断書 について、交付要求 がある場合 は医師 には
原則 として交付す る義務 がある (医 師法 19条 2項 )一 方、無診察 で診断
書 を作成す る こ とや診断書 に虚偽 を記載す る ことは刑 罰 をもって禁止 さ
れて い る (同 法 20条 、33条 の 2、 刑法 160条 )。 これ らの医師法 の定 めや
前記昭和

60年 大阪高裁判決 の判示 に照 らせば、原因の判定 に関す る事項

や因果関係 の有無な どの診断書 の範囲を超 える記載は、単 に拒む こ とがで
きるとい うものではな く、厳格 に禁 じられて い ると解釈 すべ きであ る。現
に、診断書 に患者 の主訴 のみ に基 づいた記載 を したために、 医師 が不法行
為責任 を問われ賠償 を命 じられた事例 は決 して少 な くない (平 成 14年 4
月 26日 大阪地裁堺支部判決、判時 1798号 103ベ ージなど)。
これを前記 甲 7な い し 9号 証 についてみれば、「1年 前 か ら団地 の 1階
に ミュー ジシ ャ ンが家 にいて デ ンマー ク産 の コル トとイ スボ ネ シアのガ
ラムな ど甘 く強 い香 りのタバ コを四六 時中吸 うようにな」 った (甲 7)「 団
地 の一 階 か らのタバ コ煙 にさらされ」 た (甲 9)の 記載事項 は、診察 によ
つて得 られた客観的事実 で ないこ とは もとよ り明 らかである。か とい って、
12
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記載 は断定的 であ つて、当該記載内容 は患者 の主訴 にとどまるとの断 り書
きもないから、前記 の記載内容 は明 らかに診断 の結果 として、症状 に対す
る原因が受動喫煙 である事実 や、喫煙者 の特定、 さらに症状 の発生 と受動
喫煙 との因果関係 があることを記載 したもの と捉 える他 はない。
横浜第二検察審査会 は、令和 4年 4月 14日 付 の議決 をもって、被告作
田の虚偽診断書行使罪 にかかる告発 に対 し、同人 を不起訴 とした検察官 の
「不起訴不当」の議決 は検察
処分 について「不起訴不 当」の議決 をな した。
1で

審査会 の議決 としては極 めて異例 な こと
検察審査会 は、その判断 の理由 として甲

あ って、そ の判断 は極 めて重 い。

9(告 発 の対象 とされた診断書 は

甲 10で あるが、診断内容 の記載 自体 は同一で病名 が異な るのみ)の 記載
内容 に触れ「患者 の症状 の原 因 について詳細 な記載 をす るなど、客観的な
所見 とは言えず、被疑者 の作成 した診断書 は虚 偽診断書 に該当す る」 と断
じている

(甲 33)。

上記の通 り、甲 7な い し 9の 診断書 はいずれ も、症状 の原因が受動喫煙
であるこ とや受動喫煙 の原因が一 階 の「 ミュージシ ャ ン」 であるな ど、診
察 によって得 られた所見 としてはあ り得 ない事項 を、客観的な事実 であ る
が如 く装 って記載 した もので あ つて、 このよ うな診断書 の作成 は、 医師が
診断書 を作成す るに際 して許 され る裁量 の範囲 を超 えた違法 な ものであ
ると言わなければな らない。
■こ対す る無診察 による診断書作成 につ いて
イ 被告 …
A娘
嫁
上記の通 り、被告作田作成 にかか る甲 7な い し 9の 診断書 は、そ の記載
内容 それ 自体 が、診察 によって得 られた所見や客観的 な検査結果 を超 えた、
受動喫煙 の有無 や喫煙者 の特定 にかかる事項、受動喫煙 と症状 の発生 との

1裁 判所 デ ー タブ ック 2021(httpst//www,cOurtS.30・ ip/tOuketsiryOu/datab00k/inde、 htnll)に

よれば、令

和 2年 の検察審査会既済事件総 数 1,742件 中、起訴相 当は 11作 、不起訴不当 は 104件 で双方合 わせて も既済
件数 の 6.6%程 度 に過 ぎな い。

13
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因果関係 を記載 して い る点 で違法 となるとい うべ きであ り、当該記載 の違
法性 は、被告作田が患者 を実際 に診察 したか どうかによつて左右 されるも

A娘,に ついて無診察で診
のではない。 しか しなが ら、被告作田が、被告 1輝
と
断書 を作成 した とい う事実 は、 さらに当該診断書 に記載 された内容 が、診
察 によって得 られた所見 ではな く、客観的事実 に基 づかない記載 で あるこ
とを強 く裏付 ける事実 にな るとい うべ きである。
―の診断書 である甲 9に
lヵ
後 に被告作田 は、別件訴訟 にお いて、被告 A娘
癸
ついて、証明書 とい う項 目がないので「やむを得ず診断書 として発行 した」
と弁解 し

(甲 26・

5項 )、 被告作 田準備書面 1で は、本件診断書 は医師法

20条 にい う「診断書」ではない と強弁す る。 しか し、診断書 の表題 の元 に
作成 された書面 が医師法

20条 の診断書 に該当す ることはあま りに も当然

の こととい うべ きであ る。被告作 田が引用す る昭和 27年 5月 17日 広島高
「医師が他人 の健康状態 に関 し、診断 の結果 にもとづいて意見判
裁判決 は、
べ
断 を記録 して作成 した証明文書」 は全て診断書 であるとい う き と判示 し
て い る。そ して昭和 30年 12月 2日 最高裁判 決 (刑 集 9巻 13号 2582頁
「その内容 が医師 の診察 の結果
は、医師法 20条 の診断書 の意味 について、
に関す る判断 を表示 して人 の健康 上 の状態 を証明す る部分 を包合す る限
り医師法 二〇条 にいわゆる「診断書」 と解 すべ きである」 とす る。 これを
‐
「診断書」の表題 の元 に、被告 夕A娘
本件 につ いてみれば、
に の健康状態 につ
「診断 の結果 にもとづいて」い るか
いての意見判断 を記載 した甲 9号 証 が、
についての意見判断 を述 ベ
の ように表示 した上 で被告 A娘
女れ の健康状態
た書面 で あることは疑 う余地 はない。証明書、意見書 その他、 どのような
表題 の下 で作成 した として も、診察 の結果 として表示 して人 の健康状態 を
証明す る部分 を包含す る限 り、医師法

20条 の診断書 に該当す る。 したが

って、文書 が どのような表題 の も とに作成 されてい ようとも医師 が診断 に
よって得 られた所見 ではな い事実 を客観的な事実 で あ るか の如 く記載 し
14

透かしを削除する

Wondershare
PDFelement

て証明す ることの違法性 は、診断書 の場合 と異なる ところはない。 まして
「診断書」の表題 の下、甲 7な い し 9を 作成 してい
本件 では、被告作 田は、
るのである。
そ して医師 は、あ くまで も患者 を直接診察 して得 られた所見 に基 づいて
医療水準 に沿 つた医療 を行 うもので あ り、医師 が医師 であることを表示 し
た上で個別 の患者 の症状 についてする証明書 には、医師 の専門性 に相応 す
る厳格 な医学的、客観的な判断が求 め られ る。
いずれ にせ よ、現 に被告作 田が被告 A娘 について 甲 9号 証 を作成 した
夕供
当時、同人 を診察 していない ことは明白な事実 であるし、甲 9号 証 が「診
断書」 と題 された書面 である ことも一見 して明 らかで あ り争 う余地 はない。
ウ 本件診断書① は、訴訟 に用 い られ る可能性 が あるこ とを十分認識 して作
成 されたものである こと
被告作田 は、控訴審 で提出 した「被控訴人答弁書 に対す る所見」 で「私
は当時 (甲 7な い し 9作 成当時 を指す)、 裁判 になる とは知 りませんで し
た」 と述 べている。 しか し、被告作 田は、医師 である とともに、 日本禁煙
学会理事長 で あ り、同学会 は、 ホームペ ー ジに掲載す る「受動喫煙 にお困
「受動喫煙 で健康被害
りなら、 こ うしま しょう」 と題す る文書 (甲 2)に 、
が続 く場合 には、 (退 職 しないで)休 職 し、裁判 を起 こす」「少額訴訟 が有
「最終的 には裁判 になるで しょう」 と記載 して い るのである。そ し
効 です」

A
て被告 A̲ら
が受動喫煙 であると訴 え、かつ その相手方 を団地 1階 の「 ミ
ュージシ ャ ン」 と極 めて明確 に断定 して訴 えて い ることも、被告作 田 は、
被告 A̲ら
A が診察 に訪れ た当時 に同人 らか ら聞 いて認識 してい る。そ うで

「ミ
ュ
ー
に
かどう
か
はと
かく
なる
も
あ
れ
ば
すぐ
裁
判に
、
告A4.ら と
、
今
被
ジシャ ン」 との交渉 が不調 となれば「最終的 には裁判 になる」 との認識は

当然 に被告作 田に もあったはずである。
この ように、被告作田は、 いずれ訴訟 にな り得 るであろうことを認識 し
15
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なが ら、前記のように、診察 で得 られ た所見 ではな い、受動喫煙 の事実、

の訴える症状との
喫煙者の特定にかかる事実及び受動喫煙と被告イ
:/Aら
A
因果関係 を断定的 に記載 した もので あ って、その行為 の違法性 の程度 は高
い と言わなければならない し、故意過失 も容易 に認 め られ る。
工

A らの訴訟提起後 もさらに意見書等 を複数提出 して、 さらに被告
被告/1
べ ことを繰 り返
A
ハ らの身体症状 に対す る原因、因果関係 を断定的 に述 る
してい るこ と
被告作田 は、被告=Aら
A の訴訟提起前 に甲 7な い し 9を 作成 して交付 し
Alら
が訴訟提起 した後 に も甲 22な い し 26の 計 5
ただけではな く、被 告 A

A らの訴訟追 行 を具体的 に援助 した。
通 もの意見書等 を作成 して被告 A、
これ らの意見書等 でも被告作田 は、根拠な く、原告将登が受動喫煙 の原
因 であることを断定す る記述 を繰 り返 し行 な っている。
甲

22で は、現実 の原告 らと被告 ノ
A
ヘ らが居住す る団地建物 の構 造 を具

体的 に検討す るこ ともな く根拠 な く「一 階 の室内やベ ランダでの喫煙 によ
って、2階 の部屋 にはい くら防 ご うとして もタバ コの煙が入 り込みます」
「 この ようにタバ コ煙が拡散す るこ とにより、共同住宅やマ ンションで受
動喫煙 に悩 んで い る方がほ とん どであ ります」 と断定 している (甲

22・

4

ペ ージ)。
「喫煙者側 の喫煙 が厳然 と認 め られ る」(5ペ ージ)、 「現状 で
甲 23で は、
で きることは、藤井氏側 が直 ち に 自宅 でのタバ コを完全 にやめることなの
です」(7ペ ージ)と 、原告将登 の喫煙 による副流煙が被告」
A
ハ ら宅 に及 ん
で い るこ とを前提 とする記述 をしているが、副流煙 が及 ぶ ことをどのよ う
な根拠 で判断 したかは不明 である。
「原告 ら (注 :被 告 A
甲 25で は、
ノ
4ら を指す)の 話 か ら、原告 ら 3名 が
過去 に重度 の受動喫煙被害 を受 けていたことは事実 と考 える」 (6ペ ージ)
「重度 の受動喫煙被害」と程度 を強調
と重ねて断定的 に述 べ るだけでな く、
16
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した表現 を用 いて い るが、なぜ「重度」 と判断 で きるのか、またなぜ被告
の主訴だけか ら過去 に遡 って そのよ うな判断が可能なのか、全 く不
A
メ￨:ら
明 である。
被告作 田が この ように繰 り返 し意見書等 を被告 A1 ら に交付 して、その
ノ
中 で客観的 な根拠 もな いのに受動喫煙 の存在 と因果関係 を断定的 に述 ベ
るこ とを繰 り返 した ことは、被告 パ
A らに、同人 らの主張は事実的根拠 を
欠 くに も関わ らず、事実的根拠 が存在す るもの と誤信 せ じめるに十分な効
果 をもつ行為 である。被告作田が医師 の肩書 きのみならず 「 日本禁煙学会
の誤信 には、 さ
理 事長」 の肩書 をも持 っていることによって、被告 /4ら
A
らに拍車 がかけられた もの と言 える。

A
(2)被 告作田の不法行為 は、万一被告 八

らに不法行為 が成立 しない場合 に も

.

成立す るものである。

上記の通 り、被告作田 の行為 の違法性 を基礎 づ けるもつとも重要 な部分
は、被告作 田が、 いずれ被告 A
ハ

.:ら

が原告将登 に対 して訴訟 を提起す るこ

ともあ り得 るであろ うことを認識 しなが ら、診察 によって得 られた所見 で
はないに も関わ らず、受動喫煙 の存在、喫煙者 の特定 に関す る事項及 び症
状 と受動喫煙 との因果関係 の存在 を明確 に断定 して診断書 に記載 した点
に ある。
この被告作田の行為 の不法行為 は、被告 A らに不法行為 が成立す る場
ノ
く
らに不法行為 が成立 しない場合 に も成立す る
合 はもち ろん、仮 に被告 A 」
パ
とい うべ きである。 なぜ なら、被告作田 は、医学上の知識経験 を有す る医
師 として文書 を作成す るにあた り、専門家 に相応 しい高度 の注意義務 が課
され るもの と言わなければならないか らであ る。

け

これは、不当訴訟 の違法性 が問題 になる場面 で、関与 した弁護士 の行為
の違法性 は、当事者本人 の行為 が不法行為 とな らない場合 で あ つて も認 め
られ得 ると解 されて い る こ とと同様 に考 えるべ きである (参 考 :加 藤新太
17
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郎「不当訴訟 と弁護士 の責任」ジュ リス ト973号 89ペ ージ以下)。 加 えて、
医師 の専門性 は、訴訟 とは異な る医療 の分野 に関するものであるか ら、医
師 が診断書、意見書 を作成す る際 の注意義務 は、それ らの記載 が医師 の責
務 に照 らして適切 な範囲 の ものと言 えるか、 また医学的知見 に照 らして相
当 か どうか とい う点で判断 されるべ きものであって、患者 の認識 に左右 さ
れ るべ きものではないか らである。
以上

t

・
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