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本書は、セルフ OJT（On the job Training）用の書籍であり、これまで好

評を博してきた「事例に学ぶシリーズ」の12冊目に位置づけられる。

セルフ OJT を標榜する本シリーズは、生の事件を素材とした事件解決の

ノウハウを書籍化することで、時間や環境による制限があるため OJT によ

る経験を積むことができない方々に対し、読むだけで実務経験を補完して実

際の事件処理に役立てていただくことを目的としている。

本書では、損害賠償事件というテーマを取り上げており、一見すると他に

あまり類をみないユニークな書籍のようにも思えるが、損害賠償は誰しも加

害者あるいは被害者となり得る身近な法律問題であるといえるし、その類型

も多岐にわたるものであるから、読者にとって本書は有益なものであるとい

えよう。

また、本書で扱う損害賠償に関する考え方は、今般の民法改正（平成29年

法律44号）においても基本的に変更はないと思われるし、各事例の中で、改

正による変更があった箇所については適宜説明を加えているため、今後も長

く本書を読者のお手元に置いていただけるのではないかと期待している。

本書の構成は、第�編の総論部分と第�編の各論部分とに分かれており、

第�編では、実務的な損害賠償事件の事件処理のプロセスから学問的な損害

賠償法理の基本的な考え方に至るまで必要な情報がコンパクトにまとめられ

ており、この部分を読めば損害賠償に関する最低限の知識を身に付けること

ができるようになっている。

第�編の各論部分では、ペットや相隣関係に伴うトラブルから従業員によ

る不正行為、暴力事件、漏水事故、スポーツ中の事故、施設内で発生した事

故、医療過誤事件、著作権侵害に至るまで、債務不履行および不法行為に関

する実に多種多様な損害賠償の事例を扱っている。そして、そのいずれの事

例においても、相談から解決に至るまでの詳細な事件処理の経過が紹介され

ているだけでなく、事件処理に伴って苦労した点やうまくいった点など各執
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筆担当者の生の声が散りばめられており、このような情報は、実務を経験し

なければ体得できないことであり、まさに本書がセルフ OJT 用の書籍と称

されるゆえんである。

本書が、これまでの「事例に学ぶシリーズ」と同様に、多くの法律実務家

や損害賠償に興味をもたれている読者の方々に活用していただけるのであれ

ば望外の喜びである。

最後に、本シリーズの刊行当初より、実に約�年もの間、企画から編集に

携わっていただいている民事法研究会の安倍雄一氏をはじめ、その他本書の

刊行にご協力いただいた皆様に深く感謝し、心より御礼を申し上げたい。

平成30年�月吉日

執筆者を代表して 野 中 英 匡
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Ⅰ
事案の概要

〈Case①〉

依頼人は接骨院を経営する柔道整復師であり、相手方は患者として接

骨院を受診した女性である。

相手方は、接骨院で低周波治療器を用いた治療を行った際、依頼人が

低周波治療器のつまみを回しすぎてしまい、瞬間的に大きな電流が流れ

たことで、右腓腹筋炎の傷害を負ったと主張して、依頼人に損害賠償を

求めている。

依頼人は操作ミスがあったこと自体は認めており、相手方に対し、治

療費は負担するのですぐに病院を受診して検査を受けるようすすめ、相

手方は病院を受診したが、他覚的所見はなかった。その後、相手方は病

院には行かずに高額なオイルマッサージに通い、�カ月で10万円近い費

用を依頼人に請求するようになった。依頼人は一度はその支払いに応じ

たが、相手方の要求はエスカレートする一方であり、団体契約で損害保

険に加入していたことから、保険会社に事故を通知した。

依頼人は保険会社と協議の結果、症状の有無も施術との因果関係も明

らかでないことから、現時点で相手方の請求に応じるべきではないと考

え、以後相手方へのマッサージ代の支払いを拒否した。

その後相手方からの連絡は途絶えたが、施術から�年を迎える日の間
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近に、相手方の代理人弁護士から依頼人宛てに内容証明郵便で損害賠償

請求の通知が届いた。依頼人が保険会社にその旨を通知したところ、依

頼人側も今後は弁護士に委任して対応することとなった。

Ⅱ
実務上のポイント

〈Case①〉における実務上のポイントは、以下の�点である。

① 交渉段階における初動調査と方針決定のあり方

② 訴訟における施術と傷害の相当因果関係に関する立証と反証

③ 症状の分析（カルテの入手、分析、活用の方法）

Ⅲ
初回相談

� 相談内容

事務所に相談にやってきた依頼人（遠藤氏）とA弁護士のやりとりは以下

のとおりである。

Ａ弁護士：はじめまして、大洋損保の市川さんからご紹介をいただきま

した、弁護士のAです。よろしくお願いいたします。

依 頼 人：遠藤接骨院を経営しています、柔道整復師の遠藤です。この

たびはお手数をおかけしてすみません。よろしくお願いいた

します。

Ａ弁護士：今回の件に関する資料はあらかじめ保険会社から受領してい

ますが、順を追っておうかがいしたいと思います。遠藤さん

が柔道整復師の資格をとられたのはいつ頃ですか。

依 頼 人：昭和45年ですから、かれこれ40年以上前になります。�年く

らいで独立して、それからずっと女房に補助してもらいなが
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ら、二人三脚で接骨院をやってきました。

Ａ弁護士：これまで、今回のように患者さんから賠償を求められるよう

なご経験はありましたか。

依 頼 人：ありません。ですから、今回も最初は損害保険があるという

ことに思いが至らなくて、自己判断で対応してお金を払って

しまったのです。それがよくなかったのかもしれません。市

の無料法律相談に行ったら、担当の弁護士さんから「業界団

体などで損害保険に入っているのではないですか」とアドバ

イスをいただいて、それで保険が使えることがわかり、保険

会社さんに相談して、支払いをお断りした次第です。

Ａ弁護士：それは大変でしたね。でも、それから�年近く請求がなかっ

たわけですよね。

依 頼 人：そうなんです。だから、先日何の前触れもなく先方の弁護士

さんから内容証明郵便で請求書（【書式 2-1-1】）を受け取り

驚いてしまって。

Ａ弁護士：なるほど。相手方がこのタイミングで請求書を送ってきたの

は、法律構成によっては�年で消滅時効にかかるので、おそ

らくそのことを意識してのことだと思います。でも、相手の

請求書によっても施術から�年ほどで治療は終えたことにな

っているので、なぜ請求がこれほどまでに遅くなったのかは

よくわからないですね。

依 頼 人：はい。本当に何も連絡がなかったので……。

Ａ弁護士：ところで、今回の相手方である原さんの施術録をお願いしま

したが、お持ちいただきましたか。

依 頼 人：はい、こちらです。右膝関節を捻って痛みがあるということ

で、�カ月くらいの期間、週�、�日当院に通われていた方

です。

Ａ弁護士：施術でけがをしたと主張されているのも右下肢ですよね。
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依 頼 人：そうです。低周波治療器で電流を流して、それから右の膝か

ら下、特にふくらはぎあたりがとても痛いとおっしゃってい

ました。

Ａ弁護士：相手の通知では、あなたが低周波治療器のつまみを少しずつ

上げていく際に、誤って急に出力を�くらいにして、慌てて

反対に回して切ったと書いてあります。どんな状況だったか

教えてもらえますか。

依 頼 人：治療器に電極パッドが�つついていて、それぞれがプラスと

マイナスなので、電流を流す部位を両側から挟むようにして

使います。出力はゼロから段々上げていき、�〜�くらいの

ところで、患者さんがほどよく電流を感じたところで止めま

す。原さんの場合は、右ひざで、�くらいで使っていて、反

応が弱かったのでもう少し上げようとしてつまみを持ったと

きに手が滑って�か�くらいに回してしまい、原さんが「痛

い」とおっしゃったので、慌ててゼロにして切りました。古

い機械なので、つまみが緩くなっていたのかもしれません。

Ａ弁護士：出力�で電流を流したのは、どれくらいの時間でしょうか。

依 頼 人：先ほど申し上げた次第なので、ほんの一瞬です。�秒くらい

ではないかと思います。

Ａ弁護士：一般的にそれでけがをするようなものなのか、検討する必要

がありそうですね。低周波治療器の説明書もお願いしました

が、お持ちいただいていますか。

依 頼 人：はい、こちらです。外苑前工業の「ABC-12」という機械で、

20年くらい使っているものです。実物は今も接骨院にありま

す。

Ａ弁護士：東京のメーカーの商品なのですね。ところで、この件で、警

察から何か連絡はありましたか。

依 頼 人：はい。原さんから施術でけがをしたという申告があったとの
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ことで、警察の方が来て、低周波治療器について検査したい

ので預からせてほしいと言われました。�カ月ほどして返却

されました。

Ａ弁護士：その後、警察から何か連絡はありましたか。

依 頼 人：�年近く経ちますが、何もありません。

Ａ弁護士：相手の方は病院に行ったのでしょうか。

依 頼 人：はい。右膝が痛いとおっしゃっていたので、「治療費はこち

らで払うので念のため病院に行っていただきたい」と伝え、

近くの病院を紹介しました。

Ａ弁護士：傷病名などは聞いていますか。

依 頼 人：当日そのまま病院に行っていただき、夜相手の方に電話して

どのような診断だったのかをうかがいましたが、教えてもら

えず、「しばらくマッサージに通うからその費用も負担する

ように」と言われました。�カ月くらいして、相手からレシ

ートが10枚ほどと、振込先だけを書いたメモが送られてきま

した。レシートは柔道整復師やマッサージ師がやっているの

ではない、無資格の整体院のようなところのもので、但書は

オイルマッサージ代、�回あたり�万円で、合計10万円程度

でした。そのレシートを今日お持ちしました。

Ａ弁護士：ありがとうございます。それで、この金額を相手の口座にお

支払いになったのですか。

依 頼 人：はい。傷病名もわからないのに納得がいきませんでしたが、

「それで終わるなら」と思い払ってしまいました。すると�

カ月後にもまた同じくらいのレシートが送られてきたので、

冒頭に申し上げたように、法律相談に行き、保険会社に相談

し、支払いをお断りし、しばらく音信が途絶えたという経緯

です。

Ａ弁護士：わかりました。まず相手方に対しては、主張の根拠に不明な
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ところがありますので、その点を尋ねる内容で回答を出して

おきます。並行して、警察から何か資料がとれないか、確認

してみます。低周波治療器のメーカーである外苑前工業さん

にもこちらから連絡をとり、情報提供を依頼してみます。

依 頼 人：ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

打合せ後、A 弁護士は相手方代理人に対する回答を送付した（【書式

2-1-2】）。

【書式 2-1-1】 患者側からの受任通知（〈Case①〉）

平成29年�月�日

受任通知書

遠藤 一夫 殿

〒112-0004

東京都文京区後楽○-○-○渡邉ビル18階

水道橋法律事務所

原辰子代理人 弁護士 Ｂ

前略

当職は、通知人原辰子（以下「通知人」といいます）を代理して、貴殿に対

し、以下のとおり通知いたします。

� 通知人は、平成26年�月�日、貴殿が営む遠藤接骨院において、低周波治

療器を用いて右膝に電流を流す施術を受けていたところ、貴殿が過失により

低周波治療器のスイッチを急に高出力に設定し、通知人の右膝に瞬間的に大

きな電流が流れました。

� これにより通知人は右腓腹筋炎の傷害を負い、後遺障害等級14級	号相当

の後遺障害が残存し、下記の損害を受けました。
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治療費 10万2640円（既払い金を除く）

通院交通費 6996円

傷害慰謝料 160万0000円

休業損害 53万8698円

後遺障害慰謝料 110万0000円

逸失利益 78万8229円

合計 413万6563円

� つきましては、本書面到達後�週間以内に、上記金員を後記の口座に振り

込む方法により支払うよう請求いたします。万一当該期間にご連絡、ご送金

をいただけない場合は、しかるべき法的措置を講じますのでご承知おきくだ

さい。

草々

（以下略）

【書式 2-1-2】 接骨院側からの回答（〈Case①〉）

平成29年�月10日

原辰子代理人

弁護士 Ｂ 先生

〒231-0022

横浜市中区横浜公園○-○-○中部ビル24階

関内法律事務所

遠藤一夫代理人 弁護士 Ａ

前略

遠藤一夫の代理人として、貴職からの�月�日付受任通知書に対し、以下の

とおり回答いたします。

貴職より損害賠償のご請求がありますが、具体的な通院状況や治療内容、ご

請求額の計算根拠が不明ですので、立証資料と合わせ弊職宛てにご提示いただ

きますよう願います。これを拝見した上で、改めて弊職よりご連絡させていた
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だきたく存じます。

なお、遠藤殿が低周波治療器のスイッチの操作を誤ったことは事実ですが、

原殿のご主張されるような傷害が客観的に認めうるものか、仮にこれが認めら

れるとして、スイッチ操作の誤りと原殿の症状との間に相当因果関係を認めう

るものかどうかが最も大きな問題となるものと考えています。この点につき、

貴職のお考えをお聞かせいただきますよう願います。

草々

� 検 討

⑴ Point 1──診療録等の検討

初回相談を有意義なものにするためには、来所前に大まかな争点の見立て

をして、それに基づいて依頼者に資料を持参してもらうことが重要である。

接骨院、整骨院、マッサージ、ボディケア等の利用者が施術によって受傷

したと主張されるケースにおいて、最も争点になりやすいのが施術と症状と

の因果関係である。患者は体のどこかに痛み・凝り等の違和感があり、その

緩和を目的として来院することが通常であるため、施術後に施術部位に何ら

かの症状があったとしても、それは施術前から存在したものではないかとい

うことがほぼ例外なく問題となるからである。

したがって、患者側、施術者側のいずれから相談を受ける場合においても、

事故が起きたとされる施術以前に、いつからどのような症状があったのか、

病院や他の整骨院等を受診したことがあったのか、当該施設では過去にどれ

くらい施術を受けていたのか、ということを十分に確認する必要がある。施

術者側からの相談であれば、問診票や診療録等の資料を初回相談に持参して

もらうことが不可欠である。

もっとも、マッサージ、ボディケア、柔道整復師等のいずれの場合でも、

病院のような詳細な問診票や診療録は作成していないケースが多い。交通事

故による傷害の治療で健康保険を利用しない場合には自動車損害賠償責任保

険所定の施術証明書・施術費明細書が作成されるが、それ以外のケースでは
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通院日時程度の記録しかない場合もある。それでも、受傷があったとされる

日以前にどれくらいの通院をしていたのかは、やはり重要な資料になると思

われる。

⑵ Point 2──医学的因果関係に関する見立て

一般に、患者の訴える症状と施術との間に相当因果関係があるかどうかの

判断は容易ではない。施術の内容自体に争いがあるケースも多く、また患者

の訴える症状がそもそも他覚的所見を伴わないものであることも多いからで

ある。したがって、患者側、施術者側のいずれから相談を受ける場合におい

ても、施術と症状との因果関係について安易に決めつけることは控え、可能

な限り客観的資料を集めたうえで見立てをするのが得策ではないだろうか。

一方、交通事故の事案でも同様であるが、被害者側が主張する傷病の内容

が外力に由来するようなものでなく、事故状況や医療記録を検討するまでも

なくおよそ因果関係が認められ得ないと思われる事例も少なからずある。た

とえば、事故により生じた傷病の内容として、椎間板腔の狭小化、変形性頸

椎症、椎間板ヘルニア、肩関節拘縮等、一般的には経年性変化と理解されて

いる傷病名が主張される事例である。

こうした事例の中には、依頼者の意向でやむを得ずそのような主張をして

いる場合や、一般には経年性変化と理解されていることは承知のうえであえ

てそのような主張をしている事例もあるだろうが、代理人弁護士がこれらの

傷病がどのようなものであるのかを全く理解していないようにうかがわれる

事例も少なくない。

医学的に誤った主張であるとの相手方の反論を受けて立つ瀬がなくなった

り、依頼人にも誤った見通しを伝えてトラブルを招いたりすることを避ける

ためにも、できれば相談後受任前、あるいは少なくとも受任当初の段階で、

診断書記載の傷病名がどのようなものなのか、最低限の調査・検討はしてお

くべきではないだろうか。
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Ⅳ
初動の方針決定

【書式 2-1-2】のとおり、まずは患者側に対し具体的な説明を求めたが、

現時点で事件の正確な見立てをするにはあまりに情報が不足している。接骨

院側の立場で並行して検討しておくべきことはないだろうか。

A弁護士が〈Case①〉で解明すべきと考えたのは以下の�点である。

� 症状からの検証

この種の事案で最も重要なのは、相手方の症状からの検証である。すなわ

ち、①相手方の症状は具体的にどのようなものなのか（他覚的所見はあるの

か、主訴に一貫性はあるのか等）、②どのような治療経過をたどっているのか

（既往症はあるのか、経過観察や消炎鎮痛処置以外に具体的な処置が行われている

のか等）、③医師はその症状の原因をどのように判断しているのか、といっ

たことがポイントになる。

交渉段階でこれらの点を確認するために、以下の�つの方法が考えられる。

⑴ 保険会社による医療調査

事故当初から保険会社が窓口となって被害者対応をしている場合、被害者

から医療機関宛ての情報開示同意書を得ていることがある。治療費が保険会

社から医療機関へ直接支払われている場合には、ほぼ例外なく同意書の提出

がなされていると考えてよいと思われる。

このような場合、保険会社の医療調査担当スタッフが主治医と面談し、あ

るいは文書照会するなどして、具体的な症状や治療経過を確認することがで

きる。

しかし、〈Case①〉のように保険会社による被害者対応がされていない

場合は、同意書も入手できていないことになる。

双方が弁護士に委任するほどに紛争が先鋭化した後だと、一般にこのよう

な医療調査は困難である。代理人経由であらためて同意書の提供を求めるケ
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ースもあるが、患者側から同意書の提出を拒否されることも多い。また、医

療機関側でも、紛争の板挟みになることを恐れて調査に非協力的な姿勢をと

ることも多く、カルテをすべて入手するということも非常に困難になる。

⑵ 弁護士法23条の�に基づく照会

相手方の通院先が判明していれば、弁護士会照会を利用して医療機関から

カルテを取り寄せるという方法が考えられる。

しかし、弁護士法23条の�に基づく照会（23条照会）には回答する義務が

ないと考えている医療機関が少なくないようであり、個人情報であること、

患者の同意がないこと等を理由に回答を拒否されることもある。上記⑴の医

療調査の場合と同様、相手方にカルテを開示することで、患者から当該医療

機関へのクレームにつながることを恐れていることを危惧する面もあるのだ

ろう。

弁護士会照会に応じない医療機関であっても、裁判所からの文書送付嘱託

（民事訴訟法226条）にはほぼ例外なく応じるため（ただし、稀に患者の同意を

求める医療機関もある）、交渉段階ではカルテの入手を断念し、手元にある証

拠（診断書、診療報酬明細書等）からおおよその見立てをして訴訟にのぞむと

いう選択肢もある。

⑶ 相手方代理人への説明依頼

症状や治療状況に関する情報は患者の側にあり、その主張・立証責任を負

うのは患者側であるから、交渉段階においてもまず患者側からこの点が明ら

かにされるべきであろう。

しかし、診断書、通院日、治療費等請求の基礎となる最低限の情報は開示

されるであろうが、具体的な治療内容や既往症については説明されないこと

が多い。

したがって、〈Case①〉では、A弁護士は、症状に関してはまず B弁護

士に具体的な通院状況や治療内容を明らかにするよう求めつつ、訴訟移行し

た場合にはカルテを取り寄せることを前提に、その他の角度から検証を進め

ることとした。
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