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横浜地方裁判所民事第 7部 ろ係 御中

原告訴訟代理人

弁 護 山 田

山 田

第 1 はじめに

被告は、代理人弁護士を解任 し、自ら作成したと思われる準備書面 (7)に

おいて、作田学医師の 3通 の診断書に対する疑間を述べ、原告 らにおける本件

提訴を、あたかも不当訴訟であるかの如 く主張する。

これは極めて遺憾であると言わざるを得ない。しか し、いかに原告側にとっ

て論外な主張であると認識 していても、作田医師の名誉にかかわる内容も含ま

れているか ら、原告代理人は再度、作田医師と面談の上、追加意見書 (甲 4

3)を 作成 していただき、今般、これを提出するものである。

被告の疑間と称する部分について、作田医師は、明確に回答 し、意見を述べ

ている。

以下、この追加意見書に基づいて、被告の主張に対 して反論するものとす

る。
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第 2

1

平成 31年 1月 23日 付、被告準備書面 (7)に対する認否、反論

第 1(訴訟の根拠 となつている作田学氏作成の診断書につい
こ>`

否認す る。

後述の通 り、 3通の診断書、各々適切な手続に基づ

である。

一 診

2 第 2(作田学氏作成による診断書の問題点)の 1(原告 ハ確 について直接

問診がないこと)について

否認する。

これは、作田追加意見書の第 3の 1間 (2頁ないし4頁)に詳細に述べてい

る通 りである。

後述する通 り、個別具体的事情及び状況の下で、直接面談が出来なくとも十

分に診断することは可能であり、適切である。

3 第 2の 2(Akの 過去の喫煙歴に関し)に対し

①原告代理人は、訴外黒藪哲の面談の中で「この事実を知つていたことを認め

ている」と記載する部分は、「訴訟提起の段階で知つていた」という趣旨であ

れば、否認する。

原告明の陳述書 (甲 37)

呼 ‐多
である。
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作成時点で原告代理人が知つたという
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としても、それは本件被害の実態 0状況につ
そして、仮嘔

、真正、真実の診断書

ことは、後述の通りである。
いての関係ではl戯
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② 「受動喫煙症診断基準」 (乙 9)を 下に、ハ 爾しの診断書 (甲 1)に過去の

ない。

一

喫煙歴を記載 していないか ら、虚偽であると批判する点について

この点も、否認する。

すなわち、

甲1に過去の喫煙歴を記載していないこと_は事実であく。しかしヽ 乙9の基

準は追加意見書 (甲 43)の 第 2の 5間 (6な いし 7頁 )にある通 り、 200

5年 に作成された基準であり、それは改訂、改善されて、 2016年 に新 しい

基準 (甲 47)と なつており、甲 1な いし甲 3は、これに基づくものである。

甲1の診断書に過去の喫煙歴の記載のないことは、全く問題となるも咀

紳f見半|じ |卜 幕υ黙・ 1ヽこИへ■良Цぃうoだ

第 2の 3(大規模修繕工事期間中であつた)に対 し

否認する。

既に述べてきた通り、原告家族は平成 28年 1月 3日 から平成 29年 9月 ま

で、自宅から避難しており、工事中は自宅にいなかつた。作田医師の追加章見

書(甲 43)の第2の 4問 (l曇

,黙f
tひ 7うこ

第 2の 4(ニコチン検出)に対 し  1
メ

否認する。            1

これも既に述べた通り、乙9の基準は2016年 に甲47の基準に改訂され

ており、原告らの診察、診療の時期 (2017年  4月 )の時点では、ニコチ

ンの検出は不要 (診断に影響なし)と されるに到つている。



これも作田医師の追加意見書 (甲 4

れている。

3)の第 2の 5間 (6～ 7頁 )に記載さ

6 第 3(根 拠なき主張)に対 し

否認す る。

被告の主張 に医学的な根拠があるとす るのであれ ば、「知人の医師」 という

匿名でな く、実名で、宮田医師及び作 田医師の意見書 に対す る反論 の意見書 を

提 出す るべきで ある。

第4(強引な診断書作成の背景)の (1)について

否認する。                   、

岡本弁護士が都会議員となつて、日本における禁煙活動をすすめ、受動喫煙

を制限するための条例制定に尽力していることは事実であり、作田医師もその

大きな活動の方向にて、日本禁煙学会理事長として尽力していることは当然で

ある。

しかし、作田医師は、診断書作成及び意見書は、医師としての職業的倫理と

責任において、客観的な診断、見解を示しているものである。

8 第 4の (2)(警察への働きかけ) ・

その趣旨を否認する。

原告らが、警察署への働きかけを行つたことは事実である。

すなわち、原告らダ横浜市予タ
、余りにも受動喫煙による被害が甚大で

′
牡



であるこぞ萌‐  で、まず、被告に
ある為に、喫煙者が被告年

話 し合いを求め、それでも
曖 111ジ

ヨゴ苑ち管理組合、行政、日本禁

煙学会、弁護士等々考えられるありとあらゆる途を探し、この被害を止める方

法は何かを模索する一環として、警察署へも相談に行つたのであり、これは当

然のことである。

そ して、被告が (現在においても被告は平成 28年 9月 6日 か ら 9月 22日

までの喫煙を否定しているが、少なくとも)平成?
及降も喫煙をして

/

いると認めたのは、平成29年 8月 25日 の警察官の訪間があつたからこそで

ある (警察官の訪間がなければ、被告 らは現在に の事実を否認 し

ていた可能性す らあるのである。)。

被告の曲解そのものである。後述する。

第 3 原告の主張

原告 らの被害実態は、極めて重大かつ深亥1で ある。

被告はその事実を直視 しなければな らない。そ して理解 して欲 しい。

その為に、原告は本準備書面において、以下の項 目について述べるものとす

る。

被告はなぜ原告らの、この苦しみについて、正面から理解しようとしないの

であろうか。        2習メ磯の予穴い斗ずに》爵スとおノ
に αノ フ́  ノ ′0~0                                                          ,

9 第 馬 (事実の軽視 )

否認 し争う。
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1 フリーライター黒藪氏との面談

2 作田医師による診断書 (甲 1～ 3)作成の経緯

3 「受動喫煙診断基準」の作成経緯と、その内容 (エ コチン検出問題 )

4 原告 ハ
:ヤ

飾 診断書作成につき、直接面談 していないことは問題 となるか

Э Aま の診断書作成につき、過去に喫煙歴があつたことがどのように影響す

~     
るのか

6 本件団地の大規模修繕工事と本件受動喫煙との関係はどうか

7 不法行為による受忍限度の問題

8 裁判例について

9  おわ りに

以下、述べる。

1 フリーライター黒藪氏との面談

(1)原告代理人山田義雄は、平成 30年 10月 15日 頃「フリーライターの黒

藪」と名乗る人物から電話を受ける。

その際、化学物質過敏症についての取材をしており、横浜地裁に裁判が係属

しているとのことで、話を聞きたいとのことであつた。

当職は「裁判中なのでお断りする」と伝えたものの、「それなら勝手に書か

せてもらう」ということだつたので、それなら一度事務所で話を聞こうという

ことになったのである。

(2)黒藪氏は「化学物質過敏症は、タバコの喫煙、つまり副流煙だけではない」  ｀

と述べ、かつ被告側の意向をかなり受けていることを強く感じた。



原告代理人弁護士山田義雄は、事案の概要と経過の説明をしたが、「裁判中

で微妙な案件であるか ら、原告側の弁護士の発言 として記載されることは止め

て欲 しい」 と伝えた。また、「記事にする前に正確 を期する為に、見せてもら

えるな らともかく、一方的に書かれるのは困る、本 日取材 したこと自体を、記

事にすることは止めて欲 しい」と伝えたのである。

(3)弁護士山田義雄は黒藪氏が帰つた後、その口ぶ りがあまりにも藤井氏側のも

のであり、その記事内容に不信 と不安を抱いたので、直ちにその記事が掲載さ

れる 「My News Japan(マ イニュースジヤパン)」 の渡邊正裕編集

長宛に警告書面を出す ことにし、同内容を黒藪宛にも郵送 した (甲 48)。

これに対 して何の返答のないまま、記事は掲載されている。

(4)要するに当職 らは、化学物質過敏症の原因はタバコの煙害だけではないこと

を十分に認識 しつつ、原告 らのそれまでの平穏な生活が、一気に大変な受動喫
ぃヽ________―~~n―

―
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煙 と煙害の被害にさらされた事実を踏まえ、主たる原因はあらゆる調査の上、
い

藤井家の喫煙以外に考えられないとして、かつ、被告側が全 く協議に応 じない

為に、やむな く提訴に踏み切ったものである。

これは、作田医師の追加意見書 (甲 43)の 「第 2 診察の経緯と書面の説

明」(1頁ないし2頁)に ある通りである。要するに、平成 29年 4月 12日

には、原告人多 .と ,A大 の 2名 で日本赤十字病院の作田医師を訪ね、時間の

関係で、まず、原告 A奪 のみ診察、間診を受けて診断書を作成していただい

作田医師による原告らの診断書 (甲 1な いし3)作成の経緯

た。そして、平成 29年 4月 19日 に再度夫婦のみで病院へ行き (ハ付をは自

奮



宅か ら出ることは出来なかった )、  ハ夫
1が

診察、間診を受け、診断書を作成

していただいた。そ して、同日、原告 ハt負は直接の面接は出来ないものの、

多 くの資料と、両親か らのヒアリングを基に、診断書を作成 した、という経緯

である。

甲 44な いし甲46は、これ らの時の原告 3名 の診断資料である。

3 「受動喫煙診断基準」の作成経緯と、その内容 (ニ コチン検出問題 )

「受動喫煙診断基準」は日本禁煙学会がレベル 0か らレベルVまでの診断基

準を、多 くの症例か ら作成 したものである。被告が提出したもの (乙 9)つ い

て、作田医師は、追加意見書の第 5間 (6～ 7頁)で次のように述べる。

『乙9号証の判断基準は、日本禁煙学会が2005年に出した基準です。そし

て既に述べた甲47号証の判断基準は2016年に作成されたものです。つ

まり、受動喫煙症レベルの診断基準については、2005年 段階の様々な研

究や、多くの患者さんの実証データにより、改善進歩しているのであり、ュ

在はこのような尿検査は不要という判断に立っているのです。逆に言えば尿

検査によるニコチン検出が、受動喫煙症のレベルの各段階に必ずしも対応し

ないことが、多くの実証データで明らかになつた為に、2016年 の基準の

改訂 (作成時点)で、それを外しているのです。

したがって、藤井氏側の指摘は全くの的外れであると言わざるを得ません。』

すなわち、被告提出の乙9は、改訂前のものであり、既に現在の基準に基づ

くものではない。

さらに一歩すすめて、それでは、新しい基準である、甲47の受動喫煙症の

8
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レベルⅢとは L

各レベルはどのようなものかにつき、作田医師は、追加意見書の第 3の 2問

(4頁 ) 次の通 り、引用す る。

性 (偶発性)受動喫煙症」であ り、

(憎悪)が受動喫煙曝露開始 (増大)後に始まつたこと。

(つ まり、タバコの受動喫煙によつて症状が出てきている)

②疾患の出現が受動喫煙の停止 (軽減)によつて、ともに消失 (つ まり、タ

バ コを止めれば症状が消える )。 受動喫煙がなければ、いつまでも無症状

:斉器(換性こ↓キ,有した。
(安全)であること。』μ代のt'こャこ:lA― ユこ/セ

そ して、大変遺憾なが ら、原告 八尋 も、 A.むへ も、受動喫煙症のレベルⅢ

を超えて、レベルⅣとな り、慢性化 して しまって,お り、まさに、化学物質過敏

症になって しまっているのである。

4 本人 (原告
Ati殊

)と面談せずに診断書を作成することの可否について

これも作田医師の追加意見書 (甲 43)の第 3の 1問 (2頁～4頁 )に詳細

であり、作田医師は次の通り述べる。

『勿論、直接面談して診察するのが原則であることは当然です。しかし、/

イ賓氏が、受動喫煙症レベルⅣとなり、化学物質過敏症として、かなり重篤とな

っているとのこと及び、それ故にどうしても病院 (私が勤務する日本赤十字社

医療センター)での診察は受けられないという事情があること、それを補う為

に本人の書いた症状や、両親からの詳しい説明と症状そのものの、極めて具体

的な内容の報告を受けているので、面談に代わり得る資料が存在することから

診断書 (甲 3)を作成しています。ちなみに本人の母への委任状が本人の主訴

ヾ
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そして他院の診断書 (甲 46の 2～ 5)ゃ―当然す↑IF参考IFレて●りますPl

原告
ハi欽の診断方法についても、全く問題はないのである。

Э ttRIの診断書作成につき、過去に喫煙歴があったことがどのように影響す

るのか

これについても、作田医師追加意見書の第 3の 3間 (5頁～ 6頁)におい

て、次の通り述べる。

『勿論、非喫煙者と喫煙者 (既にタバコを止めていても、喫煙歴があること)

について、受動喫煙症となることについての影響は、否定しがたいと思われ

ます。しかし、これは、どの程度の期間、どの程度の喫煙をしていたかによ

つて、影響の割合、度合いは異なるであろうと思われます。しかし、止めて

1年以上経過していて、「しかも喫煙者側の喫煙が厳然と認められる以上 1・ 夕

バコの副流煙を生じさせてぃるものが8割以上であり、過去の喫煙歴のある
■、

一

日■■■口■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■

明氏について,2割程度の寄与割合と考えることが合理的であります。』

さらに一歩進めて言えば、 ハ 太 と原告メ ネ .       妹)

は、平成27年 9月 ,ご結婚し、ハ太 らと同居レていた家を出ているが、受動

喫煙症にも、化学物質過敏症にも何ら罹患していない。

これは、平成127年春以降以前のパ た の1喫煙歴が、次女には何 らの影響を

及ぼしていないことを意「/tす るのである。

すなわち、次女が家を出た平成27年 10月 以降|二 おける被告の喫煙が、ハ

一、の受動喫煙症、原告1/11聾 原告 /曖 の受動喫煙症及び化学物質過敏症

ｎ
Ｕ

の罹患に直接影響を及ぼ していることを明 らかに示すものである。

鸞



本件団地の大規模修繕工事 と本件受動喫煙との関係はどうか

これは被告の全 くの誤解である。

すなわち作田医師の診断書 (甲 1～ 3)は、平成 29年 4月 に作成されたも

のであり、この時期は確かに本件団地内にて、大規模修繕工事が実施されてい

た。 しか しこの時期には、既に再三述べてきた通 り、原告 らは自宅を避難して

お り、ホテルや他の団地において生活 していたのである。

本件団地の大規模修繕工事は、受動喫煙症及び化学物質過敏症の発症原因と

しては、全 く影響はないのである。

この点も、作田医師追加意見書の第 3の 4間 に次の通 り回答 している (6

頁 )。

『この点も特に詳細かつ具体的な報告は受けていないので考慮外です。

但し、パ :家の方々から、平成 29年 1月 以降、自宅ではタバコの副流煙が

_  厳しすぎて居住出来ないため、ホテルや他の団地へ避難していたとの報告を

ltノ  重

=ぞ

ぉぅますので、大規模塗装 (工事)の影響を考慮する必要はありませ

ん。』

7 不法行為による受忍限度の問題

この点についても作田医師追加意見書の第 3の 6問 (7頁～ 8頁)で次の通

り述べる。

「
                          

います。
一

本件は、とっくに「受忍限度」を超えていると思います。そもそも、受動喫

特

．



煙 レベル Ⅲですが、多くの 自覚症状が発生するのですが、それが、受動喫煙

症 レベル Ⅳとな り、‐化学物質過敏症という段階に進んで しまった。1と いうこ

とが 「受忍限度」をはるかに超えている、ということなのです。

しかも化学物質過敏症 という診断にまで到る、ということは、もはや適切な

治療方法がない、治癒の見込みが現段階ではない、という、極めて過酷で気

の毒な段階にまで進んでいることで 「受忍限度」なるものの レベルではない

のです。ぜひ、理解 してあげて欲 しいと思います。少 しでも軽減するための

方法 (治療あるいは対処方法)があるとすれば、化学物質のほとんどない森

の中、無人島にでも行くしかないのです。しかしそれは現実には不可能なの

紳
J猜当

Iiliめ

て現1犬でできるこ…とは、藤井氏側が直ち|テ 自宅でのタバコを完全

ヽ

「

ル ナF∩ 7+に止めることなのです。

4纂btq)ヽ [I:、

~II』

1111難いことではあるのですが、これだけの被害者が

出ている以上、喫煙者には大きな決断をして頂きたいと考えます。これは日

本禁煙学会 としてのお願いでもあり、また、個人としてのお願いでもありま

づ「。』

一

これまで述べてきた通 り、原告家族は、いずれも極めて一般的な市民生活を

くこ、王_「下ド「F'全下

'1｀

女性ゞとmの方がより繊細ではあうが、
いずれも一般通常人として、耐え難い、受忍限度を遥かに超える苦痛 (喫煙に

よる受忍限度を超えた苦痛)を 味わっているのである。

8 裁判例 (東京地裁平成 30年 7月 2日 判決)に ついて

ψtし



(.多

今般、最新裁判例 (東京地裁平成 30年 7月 2日 判決)が出たので、判決文

を添付の上、提出する (甲 49)。

東京地裁平成 30年 7月 2日 判決は、香 りつき商品を多数販売 している被告

会社の元従業員が、職場で有害な化学物質にさらされ、化学物質過敏症になっ

て退職を余儀な くされたとして、損害賠償請求をしたもので、 (上記事件にお

ける)原告の症状と業務との間の因果関係が認め られ、損害賠償請求が認容さ

れたものである (被告会社は控訴せず、同判決は、平成 30年 7月 19日 に確

定 した。)。

そ して、東京地裁平成 30年 7月 2日 判決においては、東京都杉並区荻窪に

所在するそよ風クリニ ックの F医師 (甲 49 4頁 。 これが甲 24の作成者で

ある宮田医師を表す ことは明らかである。)の診断書等をもとに、 (上記事件に

おける)原告が化学物質過敏症に罹患 しているとの認定がなされ、そ して損害

との因果関係が認め られた、本件と極めて類似する事件といえる:

このように、化学物質過敏症は、先行する裁判例においても、十分に疾病 と

してもその存在が確認され (甲 49 13頁 か ら 15頁 まで )、 また、損害賠

償請求の根拠 として認定されているものであり、本訴訟における判断をする上

でも、十分に検討すべき裁判例 といえる。

原告は、平成 30年 7月 2日 判決をもとに、さらなる立証方法も検討するも

のである。

おわりに

原告は、今般、作田追加意見書 (甲 43)を 基に、被告の主張に対する反論

０

０
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を行った。

誤解があってはな らないことは、

|14ノ 般に喫煙の自由が権利として当然存在するこ出 ま認めるべきであろ九

(2)しか し、同一団地内において、階上に居住する原告 ら 3名 が、被告の喫煙

による受動喫煙によって、大変な苦 しみの中にある。

(3)喫煙の自由も、状況によって、他人の生命、身体を侵害 しないように、そ

の権利の制約を受けることはやむを得ないことである。

(4)すなわち、原告 らにとっては、被告の喫煙の自由の行使によって、受忍限

度をはるかに超える、苦痛、苦 しみを受けているのである。

(5)一般通常人である原告 らにとって、一定の素因があったとしても、被告 ら

の喫煙がなければ、このような甚大な被害が発生することはあり得なかった

のである。

(6)そ して、受動喫煙症 レベルⅣにまで至1っ て しまったら、つまり、化学物質

過敏症にまで罹患してしまったら、これは、その後のわずかな化学物質 (夕

バコの副流煙)に触れるだけで反応し、悪化してしまう (呼 吸困難にまで到

ることは再三再四述べた通りである)も のであり、遺憾ながら、改善、完治

は大変難しいのである。

(7)被告は、この事実を直視すべきである。

そして、その被害の重大さを理解すべきである。

(8)宮田医師も、作田医師も述べるように化学物質過敏症の唯一の解決方法

は、化学物質の全くない場所へ移ることにある。

しかし、それが不可能であるとすれば、せめて、被告が自宅においては完

′
牡



全な禁煙をしていただく以外にはないのである。

(9)被告の喫煙と原告らの受動喫煙症あるいは化学物質過敏症の罹患は、十分

に直接の因果関係があるのである。

繰り返しを恐れず述べる。

「1皮告 (そ して      )は 、 事実を直視しなければならない。」

以  上


