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付属資料Ⅱ：田沼裁判訴訟資料 
異議申立資料 

資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

>>10>> ■主要書類     

101001 重度心身障害者手当受給資

格認定非該当通知書 

1994/01/20 2p＋1 〔付：封筒〕  

101002 異議申立書 1994/03

〔/15〕 

4p＋13p＋

2p 

異議申立書，田沼肇介護の記録，略歴及び病歴 111506 より日付推定 

101003 口頭による意見陳述の申立 1994/03/17 1p   

101004 異議申立参加の申立 1994/03/17 1p 利害関係人 田沼祥子  

101005 参考人陳述の申立 1994/03/17 1p 参考人 中沢正夫  

101006 参考人陳述の申立 1994/03/24 1p 参考人 川島みどり  

101007 異議申立参加の申立の取下

書 

1994/04/14 1p 参加申立人 田沼祥子  

101008 委任状 〔1994/04〕 1p 代理人 田沼祥子  

101009 口頭意見陳述期日の指定に

ついて 

1994/04/20 1p＋1 〔付：封筒〕  

101010 重度心身障害者手当受給資

格認定非該当通知の取消し

を求める異議申立事件口頭

意見陳述・参考人陳述速記

録 

1994/05/10 35p   

101011 意見書 1994/09/10 7p   

101012 決定 1996/07/11 13p   
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訴訟資料：一審（東京地裁） 

資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

>>>1>> ■原告側書面類     

111101 訴状 1996/10

〔/08〕 

16p  「被爆者に励まされて」よ

り日付推定 

111102 証拠申出書 1997/01/21 5p 人証の表示 証人 岩田誠  

111103 準備書面一 1997/05/13 8p 答弁書に対する認否 原告の主張  

111104 準備書面二 1997/05/13 3p 乙第四号証についての原告の立場  

111105 証拠説明書 1997/07/08 8p 甲第一四号証から同第二三号証  

111106 証拠説明書二 1997/08/xx 25p 甲第二四号証のビデオテープについて  

111107 準備書面三 1997/09/26 20p 社会保障・社会福祉制度確立の社会的背景 本条例の性

格及び解釈･運用について 他の制度との比較 

 

111108 証拠申出書 1997/11/11 8p 人証の表示 証人 川島みどり・田沼祥子  

111109 準備書面四 1998/06/01 55p 被告による本条例の解釈･運用基準＝「全廃説」の誤り

本条例の解釈･運用基準はどうあるべきか 平成五年当

時の原告の状況 本件における介護の複雑性 結論 

 

>>>2>> ■被告側書面類     

111201 答弁書 1996/12/20 13p   

111202 証拠の申出 1996/12/20 3p 人証の表示 証人 藤森達朗  

111203 準備書面（一） 1997/01/21 3p   

111204 準備書面（二） 1997/03/18 5p 「重度の肢体不自由者」について 本件処分に係る原告

の障害の程度について 裁判長の求釈明について 原

告の求釈明について 

 

111205 準備書面（三） 1997/05/13 3p 裁判長の求釈明について 原告の求釈明について  

111206 準備書面（最終） 1998/06/01 11p 本件処分の違法性について 被告の反論 結語  

>>>3>> ■判決     

111301 判決 1998/09/30 74p   

>>>4>> ■原告側書証     
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資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

111401 甲第一号証  2p 重度心身障害者手当受給資格認定非該当通知書

（1994/01/20） 

コピー 101001 に原本 

111402 甲第二号証  4p 身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用） 

（1992/06/03） 

 

111403 甲第三号証  2p 難病治療患者調査票・難病治療患者診断書 

（1992/06/03） 

 

111404 甲第四号証  4p 身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用） 

（1993/03/19） 

 

111405 甲第五号証  2p 難病治療患者調査票・難病治療患者診断書 

（1993/04/22） 

 

111406 甲第六号証（の 1，2）  4p 特別障害者手当認定診断書 （1993/08/19）  

111407 甲第七号証  2p 難病治療患者調査票・難病治療患者診断書 

（1994/04/30） 

 

111408 甲第八号証  4p 身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用） 

（1995/05/xx） 

 

111409 甲第九号証  7p 紹介状・カルテ （1995/09/30）  

111410 甲第一〇号証  1p 特別障害者手当認定通知書 （1993/11/09） ｺﾋﾟｰ  

111411 甲第一一号証  8p 意見書 （1994/09/10） ｺﾋﾟｰ 101011 参照 

111412 甲第一二号証  16p 田沼肇介護の記録・略歴及び病歴 （1994/02） ｺﾋﾟｰ 101002 参照 

111413 甲第一三号証  35p 重度心身障害者手当受給資格認定非該当通知の取消し

を求める異議申立事件口頭意見陳述・参考人陳述速記録

（1994/05/10） 

ｺﾋﾟｰ 101010 参照 

111414 甲第一四号証  11p+12p 〔田沼祥子〕日誌（1993/09/01～12/31）〔コピー版〕，

〔清書版〕 

 

111415 甲第一五号証（の 1～13）  4p+24p+5p 『看護実践の科学』 田沼肇・祥子「パーキンソン病と

つき合う」 （1994/06～95/06）ほか 

提出証拠の該当部分コピー 

111416 甲第一六号証  5p 『看護学雑誌 JJN』 川島みどり「今日を楽しく―障害

のある暮らしを夫婦で 田沼肇・祥子夫妻」 （1994/09）

提出証拠の該当部分コピー 
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資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

111417 甲第一七号証  4p 『月刊ゆたかなくらし』 「輝になるひと―寝たきりに

させないように今を大切にする」 （1995/03） 

提出証拠の該当部分コピー 

111418 甲第一八号証  5p 『婦人通信』 「それでも一緒に暮らしたい」 

（1995/06） 

提出証拠の該当部分コピー 

111419 甲第一九号証  3p 『婦人通信』 「どこまで一緒に暮らせるか」 

（1995/07） 

提出証拠の該当部分コピー 

111420 甲第二〇号証  2p 『月刊保団連』 「難病とともに生きる」 （1995/09） 提出証拠の該当部分コピー 

111421 甲第二一号証  3p 『婦人通信』 「どうしたら一緒に暮らせるか」 

（1996/04） 

提出証拠の該当部分コピー 

111422 甲第二二号証  6p 『ふれあいの輪』 「ケアチェアのユーザーを訪ねて（事

例３）」・「あなたならどうする 田沼祥子」 （1996/

秋） 

提出証拠の該当部分コピー 

111423 甲第二三号証  4p 『賃金と社会保障』 上田誠吉「東京都重度心身障害者

手当非該当に異議申立て」 （1994/08 上旬） 

提出証拠の該当部分コピー 

111424 甲第二四号証  1+1 田沼さん 93 年 NHK 未編集テープ，同 DVD コピー ビデオテープ，DVD 

111425 甲第二五号証  24p 『改訂 身体障害認定基準』 （1990/10/20） 

（pp.201-217、244-247） 

コピー 東京合同法律事務

所より補充 

111426 甲第二六号証  5p 岩田誠 履歴書 コピー 東京合同法律事務

所より補充 

111427 甲第 27 号証  17p 陳述書 田沼祥子 （1998/01/09）  

111428 甲第 28 号証  5p 『神経内科学書』 （pp.599-600） （1996/09/20）  

111429 甲第 29 号証  12p 『今日の神経疾患治療指針』 （pp.3,535-538, 897-900）

（1994/07/15） 

 

111430 甲第 30 号証  16p 『研究助成・事業助成報告書』 第 6回（平成 7年度）

「高齢者による在宅介護が心肺機能に及ぼす影響につ

いての検討」 （pp.119-132） 
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資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

111431 甲第 31 号証  4p 『Nursing today 1998』 vol.13，N0.1 荒井由美子「在

宅介護者の半数が“抑うつ状態”に―介護者の意識調査

からわかったこと」 （1998/01）（pp.70-73） 

 

111432 甲第 32 号証  23p 陳述書 川島みどり （1998/01/19）  

111433 甲第 33 号証  5p 陳述書 田沼祥子〔田沼肇の主要症状説明―岩田誠談話

要旨〕 （1998/03/04） 

 

111434 甲第 34 号証  1+1 田沼肇日常生活 1997 年 9 月 1 1，17 日撮影，同 DVD

コピー 

ビデオテープ，DVD 

111435 甲第 35 号証  11p 陳述書 田沼祥子（甲 34 号証のビデオテープについて

の説明） （1998/03/16） 

 

111436 甲第 36 号証  1p 診断書 田沼祥子（1997/09/22）  

>>>5>> ■被告側書証     

111501 乙第一号証  6p 『東京都令規集 6』 「東京都重度心身障害者手当条例」

（pp.5842-5844，5846） 

 

111502 乙第二号証  3p 重度心身障害者手当受給資格認定申請書 

（1993/08/25） 

 

111503 乙第三号証  2p 重度心身障害者手当受給資格認定申請者にかかる障害

程度の判定について （1993/09/28） 

 

111504 乙第四号証  4p 重度心身障害者手当診断書 （肢体不自由用） 

（1993/12/01）ほか 

 

111505 乙第五号証  1p 重度心身障害者手当受給資格判定書 （1993/12/28）  

111506 乙第六号証  4p 異議申立書 （1994/03/15）  

111507 乙第七号証  4p 重度心身障害者手当受給資格判定書 （1995/06/29）ほ

か 

 

111508 乙第八号証  1p+1p 重度心身障害者手当受給資格認定通知書 

〔1995/08/01〕 〔付：日付入通知書コピー〕 

 

111509 乙第九号証  12p 決定 （1996/07/11）  
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資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

111510 乙第一〇号証  8p 「資料 ４ 東京都重度心身障害者手当取扱要領」 

（pp.108-115） （1992/08/01） 

 

111511 乙第一一号証  4p 陳述書 藤森達朗 （1997/03/18）  

111512 乙第一二号証  4p 『東京都令規集 1』 「東京都事案決定規程」 

（pp.4129-4130） 

 

111513 乙第一三号証  8p 『福祉局事案決定実施細目』 （p.1，3，pp.14-15） 

（1989/10/01） 

 

111514 乙第一四号証  2p 医学判定票（乙）肢体不自由 （1993/12/01）  

111515 乙第一五号証  3p 上申書 藤森達朗 （1997/11/11）  

>>>6>> ■人証     

111601 証人調書 1997/09/26 74p 藤森達朗  

111602 証人調書 1997/11/11 38p 岩田誠  

111603 証人調書 1998/03/20 44p 田沼祥子  
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訴訟資料：控訴審（東京高裁） 

資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

>>>1>> ■原告側書面類     

112101 控訴状 1998/10/12 5p   

112102 証拠申出書 1999/03/01 4p+2p 人証の表示 証人 田沼祥子 〔付：（別紙）尋問事項

書〕 

 

112103 準備書面（一） 1999/03/01 41p   

112104 期日変更申請書 1999/05/21 4p+1p 〔付：診断書〕  

112105 証拠申出書 1999/06/28 2p+1p+1p 人証の表示 証人 窪田静・新井敦子 〔付：（別紙）

尋問事項書一，二〕 

 

112106 準備書面（二） 1999/09/06 16p   

>>>2>> ■被告側書面類     

112201 答弁書 1999/03/01 2p   

112202 準備書面（一） 1999/04/19 10p   

>>>3>> ■判決     

112301 判決 1999/10/18 17p   

>>>4>> ■原告側書証     

112401 甲第 37 号証（の 1，2）  2p+2p 『看護実践の科学』 「家族の目から見た在宅看護・医

療」①② （1998/01，02） 

 

112402 甲第 38 号証（の 1～3）  3p+5p+8p 東京都心身障害者福祉センター条例，同施行規則，同処

務規程 

 

112403 甲第 39 号証（の 1，2）  4p+4p 昭和 48 年東京都議会会議録第 1 号，厚生文教委員会速

記録第 20 号 

 

112404 甲第 40 号証  1p 「脳と運動」 利根川進 『朝日新聞』 （1998/05/20） 新聞切り抜き 
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資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

112405 甲第 41 号証  6p+12p 陳述書 （日記について）（田沼祥子） （1999/06） コピー 東京合同法律事務

所より補充 

112406 甲第 42 号証  20p 陳述書 （田沼祥子） （1999/06/05） コピー 東京合同法律事務

所より補充 

112407 甲第 43 号証  5p 2000 年 4 月スタート！ 介護保険を知ろう  

112408 甲第 44 号証(の 1，2）  6p+70p 〔介護保険〕 認定調査票（概況調査），認定調査票記

入の手引き 

 

112409 甲第 45 号証(の 1，2）  3p+14p 〔介護保険〕 主治医意見書，主治医意見書記入の手引

き 

 

112410 甲第 46 号証  1p 新たな物差し 「介護の手間」 『朝日新聞』 

（1999/05/10） 

新聞切抜き 

112411 甲第 47 号証  1p 社説 介護保険／本当に心配すべきは （1999/08/09） 新聞切抜き 

112412 甲第 48 号証  31p 「要介護認定におけるかかりつけ医の役割」 天本宏 

『2000 年からの医療と介護』 （1999/01/10）ほか 

 

112413 甲第 49 号証  4p 参考／各要介護状態区分の状態像の例 （平成 10 年度）

『介護保険制度の解説』 （1998/09） 

 

112414 甲第 50 号証  17p 陳述書 窪田静（1999/09/03）  

112415 甲第 51 号証  7p 陳述書 太田宏平（1999/09/04）  
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訴訟資料：上告審（最高裁） 

資料番号 標題 作成日 数量 内容 備考 

>>>1>> ■原告側書面類     

113101 上告状兼上告受理申立書 1999/10/29 6p   

113102 上告理由書提出期間伸長申

請書 

2000/01/xx 4p   

113103 上告受理申立理由書提出期

間伸長申請書 

2000/01/xx 4p   

113104 上告理由書 2000/01/05 8p   

113105 上告受理申立て理由書 2000/01/05 14p   

>>>2>> ■決定     

113201 決定 2000/03/17 5p   
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