
医療・福祉等分野（医療施設関係）における専門委員調査報告書

　本報告書は、極めて限られた時間の中で作成したものであり、今後、さらなる調査・

検討が求められる。また、本件事故による周辺地域への放射線の拡散や被曝の実態等

については、今後、詳細な調査を行い、その結果を原子力損害賠償紛争審査会の指針

にも反映していくべきである。

1．政府による避難等の対象地域に係る損害関係

1．対象地域内の医療機　の　業　害

（1）調査方法

　　　政府による避難等の対象地域（以下「対象地域」という。）内の医療機関（病

　　院及び診療所をいう。以下同じ。）に対するサンプル調査を実施した。

　　　調査項目は、本件事故前後の患者数の推移及び保険請求額の推移、本件事故

　　の影響により発生した営業損害の具体的内容である。

　　　また、サンプル調査であるため全医療機関を把握出来ていないとともに、放

　　射線の広がりの状況や事故が収束せず、その影響が将来的に広がりを見せる可

　　能性が非常に高いこと等から、推測される状況或いは近い将来起こるであろう

　　事象についても併せて示した。

（2）調査結果或いは十分推測される状況

　　　対象地域内の全ての医療機関において、3月以降、昨年同月比での入院患者

　　数及び外来患者数並びに保険請求額（医療機関における主な収益）の大幅な減

　　少が見られた。特に小児科及び産婦人科において、患者減少の影響が大きいと

　　いう回答が見られた。（別添1参照）

　　　　また、患者数の減少以外の本件事故の影響による医療機関の主な損害の内容

　　　としては、以下のものが見られるとともに十分推測される状況にある。（別添

　　　2参照）

　　　　・診療停止中に使用期限を過ぎてしまった医薬品の廃棄に係る損害

　　　　・避難指示による患者の離散による未収金の増加や貸し出していた医療機器

　　　　が行方不明になったことによる損害

　　　　・職員の自主退職、避難、休職により診療体制を縮小・停止・廃止した、或

　　　　いは将来これらが起こるであろうことに伴う減収

　　　　・職員の退職、避難、休職1こ伴う退職金や休業手当の支給

　　　　・医薬品、医療機器、衛生材料の配送業務が中断されたことによる保険収入

　　　　の減少、臨床検査業の集荷業務の中断や、医療機器の修理が遅れたことに
　　　　　よる検査収入の減少（医療機器業者が風評被害により対象地域内に入って

　　　　来なかったことによる）による損害

　　　　・金融機関からの借入金の返済延期やリース料の支払延期による利息の増加

　　　　・上記等の理由による倒産等に伴う損害

　　　　・事故及ぴ放射線の状況からして、菅首相が明らかにしたように、これが今
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　　　　後何十年にもわたって改善することが予想されないとして、自主的に移

　　　　転・廃止する場合の損害及び、移転の場合従前と同様の営業形態を構築す

　　　　るのに要する費用・

　　　　・県外医師の医療機関への赴任拒否による事業の縮小と経済的損害

　　　加えて、今後、警戒区域内の医療機関等診療停止中の医療機関が事業を再開

　　する際には、原状回復や職員の採用に要する費用、移転費用等が見込まれる。

　　　また汚染によって使用不可能となった事業用財産がある場合には当該財産

　　の事故前における価値、本件事故の影響により廃業又は倒産に至った場合には、

　　将来得られるはずであった収益等の逸失利益という論点が重要である。

（3）指針との関係

　　　第一次指針及ぴ第二次指針（以下「指針」という。）において、対象区域内

　　の事業者の営業損害が賠償対象となることとされているが、上記（2）に記載

　　した医療機関の様々な損害項目について、対象区域内のみならず放射線の実態

　　調査によって国際的基準等、より安全な基準以上の放射線が測定される地域に

　　おいても対象に含まれうるものと考える。

　　　また、廃業又は倒産に至った場合の損害額の算定方法等については、指針に

　　おいては、今後検討することとされているが、安心かつ安定した生活の基盤で

　　ある医療分野において、早急に検討すべきものと考えられる。

（4）損害額の算定方法

　　　損害額の算定方法は、収入から支出を控除して算出した利益額又は損失額に

　　ついて、本件事故前と本件事故後を比較することにより算出した差額を減収額

　　　（逸失利益）とする。この際、医療機関においては、季節に応じて患者数の増

　　減が見られることから、原則として前年同月と比較することにより算定するこ

　　とが考えられる。

　　　また、これに加えて、医薬品の廃棄に係る損害等、上記（2）に記載した追

　　加的費用等であって医業収益ヌは医業費用に含まれないものを加算すること

　　により、営業損害の総額を算定する。

　　　しかし、被災医療機関は決算資料等を放置したまま避難をしているものが多

　　く、また開業1年目である等、決算資料等が整っていない場合には、簡便な方

　　法によって精緻な損害額の算定に代えることも考えられる。

　　　なお、医療機関が行う医療行為による収益は、基本的には、患者の窓ロ負担

　　分（原則3割）と健康保険からの診療報酬（原則7割）から成るものであるが、

　　どちらも他の事業一般におけるサービスの対価としての収益に相当するもの

　　であり、健康保険からの診療報酬による収益分も含めて、営業損害と考えるべ

　　きである1。

2．対象地域内の医療機　からの入　患者の　送に伴う医療　関・患者等の損害

1　病院会計準則（平成16年8月19日厚生労働省医政局長通知）においても、患者の窓口負担
分と健康保険からの診療報酬分について、会計上異なる取扱いを行ってはおらず、双方ともに医

業収益の一部とされている。（別添3参照）
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（1）調査方法

　　　対象地域内に所在する入院患者の域外搬送を実施した医療機関に対するサ

　　ンプル調査を実施した。

　　　調査項目は、搬送方法、搬送費用を医療機関において負担したかどうか、搬

　　送患者の家族等の付き添いの状況である。

（2）調査結果

　　　対象地域内の医療機関からの域外搬送においては、救急車、自衛隊ヘリ、民

　　間バス等が利用されていたが、搬送費用については、県、市町村等の行政機関

　　が負担しており、回答を得た医療機関においては、医療機関の費用負担はなか

　　つた。

　　　また、搬送患者の家族は、患者とともに搬送先まで移動していたケースが見

　　られたが、その移動方法については、自家用車の利用等様々な場合が存在した

　　ようである。患者の家族の移動の交通費についても、回答を得た医療機関にお

　　いては、医療機関の費用負担はなかった。

　　　加えて、今後、搬送患者及び同行者が帰院・帰宅する際には、医療機関又は

　　患者等に交通費等の費用負担が発生することが考えられる。

（3）指針との関係

　　　入院患者の搬送に伴う損害としては、患者については搬送費用（医療機関又

　　は患者本人が負担した場合）、搬送先での生活費の増加費用等、家族等同行者

　　については交通費、宿泊費等が考えられるが、これらについては、指針におい

　　て示されている避難費用として損害賠償の対象とされている。また、帰宅の際

　　の交通費等についても損害賠償の対象とされている。

　　　また、今回の調査では見られなかったが、患者の搬送費用を医療機関が負担

　　した場合にも、当該費用については、避難に関連した医療機関において、実費

　　分の損害が発生しているものと考えられる。

　　　なお、同行者が対象地域外に居住しており避難等対象者でない場合であって

　　も、患者の年齢や容態等によって患者の搬送に当然に付き添う必要がある場合

　　も想定され、このような場合の同行者の交通費、宿泊費等についても、損害が

　　発生しているものと考えられる。

（4）損害額の算定方法

　　　避難費用の算定方法についでは、指針において示された考え方と変わるとこ

　　ろはなく、患者の搬送費用並びに同行者の交通費及び宿泊費については、原則

　　として自己負担した実費分の賠償を受けることとする。

3．対象地域内の医療機関の職員の就労不能等に伴う当該職員の損害

（1）調査方法

　　　対象地域内の医療機関に対するサンプル調査を実施した。

　　　調査項目は、直接的な営業損害以外で本件事故に関連すると考えられる状況

　　の変化等（職員の状況を含む。）である。

（2）調査結果

　　　多くの医療機関において、職員の休業、解雇、自主退職等の事例が見られた。
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（3）指針との関係・損害額の算定方法

　　　指針との関係・損害額の算定方法については、医療機関の職員についても、

　　勤労者一般と変わるところはない。別途調査が行われている勤労者分野の専門

　　委員調査報告書と同様の考え方になるものと考えられる。

4．庫業中止等や学生の転学等に伴う医療関係職　の　成所の損害

（1）調査方法

　　　対象地域内の医療関係職種の養成所に対して調査を実施した。

　　　調査項目は、原発事故後の学生数の推移等である。

（2）調査結果

　　　対象地域内の医療関係職種の養成所においては、学生数の減少や入学辞退等

　　がみられた。

（3）指針との関係・損害額の算定方法

　　　指針との関係・損害額の算定方法については、医療関係職種の養成所も、学

　　校と変わるところはないものと考えられ、別途調査が行われている学校・スポ

　　ーツ・文化分野の専門委員調査報告書と同様の考え方になるものと考えられる。

5．医療機関の診療制限等に伴う住民の追加的コスト及び重症化による損害

（1）指針との関係

　　　避難等を余儀なくされたことによる生命・身体的損害については、指針にお

　　いて、死亡、健康悪化等による逸失利益、治療費等を損害賠償の対象とすると

　　いう考え方が示されている。このため、今回の調査の対象とはしなかった。

（2）関連しうる論点

　　　入院患者の搬送中に、当該患者が死亡又は健康状態の悪化等した場合の賠償

　　責任については、中心的に責任を負うべき東京電力の他、搬送を行った医療機

　　関の責任の有無が論点となる場合があることが考えられる。

　　　最終的には個別事案ごとに判断されることとなるが、医療機関側の過失の有

　　無を判断する際には、搬送が行われたのは本件事故後の混乱の最中であり、十

　　分な搬送体制を整える時間的余裕がなく、提供可能な医療水準も通常時より低

　　くならざるを得ない状況であったこと、受入医療機関の調整にも時間を要した

　　こと等を十分考慮して判断される必要があるものと考える。

6．医師会の損害

（1）調査方法

　　　福島県医師会及び郡市医師会へのヒアリングにより、指針で対象地域にされ

　　　ている中にあった郡市医師会及び県医師において、会員の離散や自らの活動が

　　不可能になったことによる損害が明らかになった。

（2）損害の項目

　　1）県医師会にかかる損害

　　　　・日常業務以外の新たな業務発生による事務費、諸会議費用、人件費の発生、

　　　　増大
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・原子力災害対応のための時間外にかかる人件費の増加

・原子力災害に関する通知文等の発送等の郵便物発送にかかる費用（用紙代、

郵便代、コピー代、封筒代、人件費等）の発生

・原子力災害対応のための車移動に係る燃料費

・原子力事故被害会員の県医師会費減免に伴う会費収入の減少

・原子力災害の周辺郡市医師会への支援金支出の発生

・双葉郡医師会機能停止に伴う事務代行の負担

・電力不足により節電が行われ、放射能の影響を考えて換気が出来ずひどい

職場、生活環境。

・時間外、休日出勤に伴う身体的損害

・県民からの苦情、問い合わせによる負担増、精神的苦痛

・精神的苦痛損害（今後の生活環境に対する不安、風評被害など）

・何をするにも放射能の影響を考慮しなければならないという精神的な苦痛、

内部被ばくの不安。

・放射能の影響による普段の行動の自粛の拡大。

・関係機関との調整にも時間と労力が多くかかり、負担が大きい。

・通常の交通機関で出勤でぎない職員の金銭的負担増。

・原発事故による患者置き去り報道で医療不信等が起きた。

・医師や看護師など医療従事者の県外流出。

・会員数減少に伴い、特別契約の送料単価が増える恐れがある。

・母体保護法第25条の届出義務を履行することが出来ない会員の存在。

2）郡市医師会にかかる損害

　　・会員の減少による医師会収益の減少・消滅

　　・郡市医師会事務所閉鎖に伴う財物損害（劣化、不動産価値の低下、評価額

　　の低下など）

　　・設備の損害（各種機器、備品の損傷、劣化など）

　　・車両の損害（劣化など）

　　・事務局の県外への避難に伴う諸経費、往復時の交通費

　　・郡市医師会の収入減に伴う准看護学校・看護専門学校の損害

　　・精神的損害

　　・行政の検診等の事業が減ったため、負担金が入らず、医師会収益が減少

　　・職員給与の減給、一次解雇、給食等による職員の損害

　　・医師会組織の崩壊に伴う損害

　　・仮事務所の開設費用の必要性

　　・スタッフ不足，医療施設減少による本会附属看護学校の実習施設辞退に伴

　　う損害及び確保のための労務費

　　・医師の流出に伴う学校医，産業医の確保の事務局の労務費

7．レセプト・コンピュータ販売・　報サービス提供企業における損害

（1）調査方法
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　　　レセプト・コンピュータ販売・情報サービス提供企業へのヒアリングにより、

　　診療所の新規開業等取り止めにより、開業を前提に進めていた取引のための商

　　品購入等の損害や、事故の影響による経営環境への影響等が明らかになった。

（2）損害の項目

　　・開業による取引を前提に購入したコンピュータ等情報機器の損害

　　・緊急時を考慮しポータブルH　D　Dの無償貸与を実施するための費用が必要と

　　　なった

　　・放射能を理由に事務員・看護師が退職し、新採用者への無償での教育（各3

　　　人日程度）が必要となった

　　　・患者の大幅減を考慮し月額保守料の減額が必要となった

　　・複数の医療機関において原発事故の収束に目処が付くまで電子カルテ、医療

　　　情報システム等のリプレイス・新規導入案件が凍結、白紙、大幅延期となり、

　　　予定していた収入の目処が立たなくなった。

　　・双葉郡内の関連・取引企業が原発事故に巻き込まれ、案件自体が消滅し、大

　　　幅な減収や業務縮小を余儀なくされた。

　　・医療機関・介護施設が原発事故により業務休止、患者の減少等が発生して減

　　　収となり、新規システム等へ投資を行う資金面の問題から、新規営業等の機

　　　会が失われた。

　　・原発事故収束に対する不安等により、状況に一定の目処が付くまで新規投資

　　　を自粛・静観する動きがあり、新規営業等の機会が失われた。

皿．政府指示等の対象地域外に係る損害関係

1　対象地域外の医療機関の営業損害

（1）調査方法

　　　対象地域外の医療機関に対するサンプル調査を実施した。

　　　調査項目は、本件事故前後の患者数の推移及び保険請求額の推移、本件事故

　　の影響により発生した営業損害の具体的内容である。

　　　また、サンプル調査であるため全医療機関を把握出来ていないとともに、放

　　射線の広がりの状況や事故が収束せず、その影響が将来的に広がりを見せる可

　　能性が非常に高いこと等から、推測される状況或いは近い将来起こるであろう

　　事象についても併せて示した。

（2）調査結果或いは十分推測される状況

　　　対象地域外の医療機関においても、3月以降、昨年同月比での入院患者数及

　　び外来患者数並びに保険請求額の減少が見られた医療機関が少なくなかった。

　　特に小児科及び産婦人科において、患者減少の影響が大きいという回答が見ら

　　れた。

　　　地域によって影響の程度は異なったが、南相馬市、いわき市、伊達市、二本

　　松市、福島市、三春町、郡山市、須賀川市、本宮市及び白河市内の大半の医療

　　機関並びに会津若松市内の一部の医療機関において、保険請求額の減少が見ら

　　れた。（別添1参照）
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　また、患者数の減少以外の本件事故に影響による医療機関の主な損害の内容

としては、以下のものが見られるとともに十分推測される状況にある。（別添

2参照）

　・診療停止中に使用期限を過ぎてしまった医薬品の廃棄に係る損害

　・避難指示による患者の離散による未収金の増加や貸し出していた医療機器

　が行方不明になったことによる損害

　・職員の自主退職、避難、休職により診療体制を縮小・停止・廃止した、或

　　いは将来これらが起こるであろうことに伴う減収

　・職員の退職、避難、休職に伴う退職金や休業手当の支給

　・医薬品、医療機器、衛生材料の配送業務が中断されたことによる保険収入

　　の減少、臨床検査業の集荷業務の中断や、医療機器の修理が遅れたことに

　　よる検査収入の減少（医療機器業者が風評被害により対象地域内に入って

　　来なかったことによる）

　・金融機関からの借入金の返済延期やリース料の支払延期による利息の増加

　・上記等の理由による倒産に伴う損害

　・放射線の状況からして、これが今後改善することが予想されないとして、

　　自主的に移転・廃止する場合の損害

　加えて、上記11と同様、廃業又は倒産に至った場合の逸失利益という論点

が重要である。

（3）指針との関係

　　　指針においては、いわゆる風評被害による取引数量の減少等による営業損害

　　については、損害賠償の対象とされている。

　　　医療機関においては、対象地域外に所在するものであっても、放射性物質に

　　よる汚染の危険性を懸念して住民が自主的に避難していること等の影響を受

　　け、患者数が減少したことによる収益の減少が見られる。

　　　最終的な個別の医療機関ごとの本件事故との因果関係の判断については、個

　　別の医療機関が地域的・面的な状況を把握することが困難であるとともに、ホ

　　ットスポットといった高い放射線が点的に分布している状況を踏まえ、立地地

　　域周辺の放射線の状況によって判断することが考えられる。

　　　なお、本件事故の影響による損害と地震の影響による損害をどのように切り

　　分けるかという論点が考えられるが、放射線の年間被曝レベルが国際基準等よ

　　り安全な基準を超える地域等については、本件事故の影響を否定出来ないもの

　　と考えられる。

（4）損害額の算定方法

　　　対象地域内の医療機関の場合と同様（11（4）参照）。

2．対象地域外の医療機関からの入院患者の搬送に伴う医療機関・患者等の損害

（1）調査方法

　　　対象地域外の医療機関に対するサンプル調査を実施した。
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　　　調査項目は、搬送方法、搬送費用を医療機関において負担したかどうか、搬

　　送患者の家族等の付き添いの状況である。

（2）調査結果

　　　本調査では、対象地域外の医療機関で入院患者の搬送を行った例は把握でき

　　なかった。

（3）指針との関係

　　　指針においては、対象地域外からの自主避難の場合の避難費用については言

　　及されていない。ただし、入院患者の場合には、年齢や容態等によって必要な

　　医療水準の維持のため、他の医療機関に搬送することが必要な場合も想定され

　　る。このような場合の患者の搬送費用や家族の同行に要した交通費等について

　　も、当該患者の搬送の必要性等を考慮して、本件事故との因果関係を判断すべ

　　きものと考える。

（4）損害額の算定方法

　　　対象地域内の医療機関の場合と同様（12（4）参照）、算定のための資料

　　等が整っていない場合には、簡便な方法によって精緻な損害額の算定に代える

　　ことも考えられる。

3．対象地域外の医療機関の職員の就労不能等に伴う当該職員の損害

（1）調査方法

　　　対象地域外の医療機関に対して、対象地域内の場合と同様のサンプル調査を

　　実施した（13（1）参照）。

（2）調査結果

　　　一部の医療機関において、職員の休業、自主退職等の事例が見られた。

（3）指針との関係・損害額の算定方法

　　　対象地域内の場合と同様（13（3）参照〉。

4．授業中止等や学生の一学等に伴軸医療関係職種の養成所の損害

（1）指針との関係・損害額の算定方法

　　　対象地域外の医療関係職種の養成所に対しては調査を実施していないが、風

　　評被害等による学生数の減少や入学辞退等は対象地域内の場合と同様に起こ

　　り得るものと考えられるため、対象地域内の場合と同様（14（3）参照）。

5．福　県への医師等の派遣をした医療機関の営業損害

（1）調査方法

　　　福島県からの要請を受けて医師等を派遣した医療機関に対するサンプル調

　　査を実施した。

　　　調査項目は、派遣に要した費用の内容、派遣期間中の医師等の不在による経

　　営への影響である。

（2）調査結果

　　　派遣に要した費用としては、派遣された医師等の日当、現地に持ち込んだ薬

　　剤の費用、往復の交通費が見られたが、福島県からの要請を受けて派遣された
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　　ものであるものの、放射線の被曝レベルが国際的基準等より安全な基準を超え

　　る地域については、その要請は原子力発電所の事故による影響であることが否

　　定出来ないものと考えられる。

　　　派遣期間中の医師等の不在による経営への影響については、主に以下のもの

　　が見られた。派遣元医療機関の規模や一つの診療科を何人の医師が担当してい

　　たか等により、経営への影響の程度も異なった。

　　　　・派遣医師が担当していた外来診療の休止、派遣医師が担当する専門分野の

　　　　救急患者の受入停止による収益の減少

　　　　・派遣期間中休診としていた間の従業員への給与支払い

　　　　・派遣期間中の代診医師の給与支払い

　　　なお、これらの他にも発生しうる損害として、派遣医師等の不在を他の職員

　　が穴埋めした場合の当該職員の超過勤務手当の増額分が考えられる。

（3）指針との関係

　　　指針においては、福島県に医師等を派遣した医療機関の損害については言及

　　されていない。本件事故による直接の損害ではないが、福島県が本件事故によ

　　る周辺の医療機関に対する甚大な影響等を踏まえて、医師等の派遣を要請した

　　ことに基づき、派遣元医療機関が職員を派遣したことを原因として損害が発生

　　している。

　　　なお、派遣元医療機関の規模等により、医師等の派遣が経営に与える影響の

　　程度も異なることから、小規模な診療所の場合等には、より影響が大きいもの

　　と考えられる2。

（4）損害額の算定方法

　　　損害額の算定方法については、医師等の派遣に伴う影響の程度によって異な

　　るが、例えば、派遣期間中休診していた場合や派遣医師が担当していた外来診

　　療を休止していた場合等には、営業損害と同様の算定方法（11（3）参照）

　　により、代診医師を確保していた場合等には、当該代診医師の給与として支払

　　つた額の実費分等を、損害額として算定する。

皿．共通項目等

（1）損害の終期の考え方について

　　　　損害の終期の考え方については、医療分野のみならず、他の分野とも共通す

　　　る課題として検討すべきものである。

　　　　ただし、今後、仮に政府指示の解除等により、例えば診療停止中の医療機関

　　　が診療を再開した場合であっても、住民の帰宅が進まず、通常時より収益が減

　　　少している状態が継続することも考えられるため、医療機関の営業損害の終期

　　　の判断においては、実際の住民の帰宅状況等も考慮して柔軟に判断すべきもの

　　　と考える。

2　類似の考え方を示した判例として、昭和43年11月15日最高裁判所第二小法廷判決。個人会
社の代表者が交通事故により負傷した場合において、当該会社と被害者個人が経済的に一体をな

す関係にあるとして、事故により当該会社が被った損害の賠償を加害者に対して請求することが

できるものと判示した。（別添4参照）
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（2）賠償金の仮払いについて

　　　上記11及び皿1に記載のとおり、本件事故の影響により、多くの周辺医療

　　機関に多大な営業損害が発生している。医療機関が廃業又は倒産に追い込まれ、

　　地域の医療が空洞化することを防ぐため、早急に賠償金の支払いが行われるこ

　　とが必要である。しかしながら、通常損害賠償請求の手続きが完了し、実際に

　　賠償金が支払われるまでには一定の時間がかかることが見込まれる。このため、

　　医療機関に対しても規模の大小に関わらず賠償金の仮払いが実施されること

　　が望まれる。

IV．専門委員

今村　聡 社団法人日本医師会常任理事
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｛別派1）

原発周辺の医療機関の営業損害
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（別添2）

本件事故の影響による医療機関の主な損害

原発からの距離
　　（km）

～20

20《砂30

30～

主な損害内容

・診療停止中に使用期限を過ぎてしまった医薬品の廃棄の損害
・避難指示による患者の離散による未収金の増加
・従業員全てを解雇したことによる退職金等の支払い
・医療機関の建物、設備、医薬品等の風化、劣化、価値滅失
・避難指示による患者の離散による未収金の増加
・避難、転院に要した費用（運送費以外）

・休職中の職員に対する休業手当・見舞金の支給
・リース会社へのリース料の支払延期による利息の増加

・職員の避難により診療体制を縮小したことに伴う減収
・診療停止中に使用期限を過ぎてしまった医薬品の廃棄の損害
・医療機器の修理が遅れたことによる検査収入の減少（医療機器業
者が屋内退避指示区域に立ち入れなかったことによる。）
・貸し出していた医療機器が患者の避難の際に行方不明になったこ
とによる損害
・離散した職員の代替要員を確保するための費用
・避難指示による患者の離散による未収金の増加
・妊婦が避難し、分娩する患者がいなくなったことによる減収
・小児の大半が避難し、患者が減少したことによる減収
・金融機関からの借入金の返済延期による利息の増加

・職員の避難により診療体制を縮小したことに伴う減収
・避難指示による患者の離散による未収金の増加
・妊婦の県外への避難、里帰り妊婦の激減により、分娩する患者が
減少したことによる減収
・小児が避難し、患者が減少したことによる減収
・金融機関からの借入金の増加と返済延期による利息の増加
・放射能測定機器購入費用と測定に要する人件費の増加
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（別派3）

病院会計準則（抄）（平成16年8月19日医政発第819001号）

第4章損益計算書原則、損益計算書原則注解及び様式例

第28　損益計算書の作成目的

　損益計算書は、病院の運営状況を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収

益とこれに対応するすべての費用とを記載して当期純利益を表示しなければならない。

第29　収益の定義

　収益とは、施設としての病院における医業サービスの提供、医業サービスの提供に伴う

財貨の引渡し等の病院の業務に関連して資産の増加又は負債の減少をもたらす経済的便益

の増加である。

第30　費用の定義

　費用とは、施設としての病院における医業サービスの提供、医業サービスの提供に伴う

財貨の引渡し等の病院の業務に関連して資産の減少又は負債の増加をもたらす経済的便益

の減少である。

第31損益計算書の区分

　損益計算書には、医業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければな

らない。

　1．医業損益計算の区分は、医業活動から生ずる費用及び収益を記載して、医業利益を計

　　算する。

　2．経常損益計算の区分は、医業損益計算の結果を受けて、受取利息、有価証券売却益、

　　運営費補助金収益、施設設備補助金収益、患者外給食収益、支払利息、有価証券売却

　　損、患者外給食用材料費、診療費減免額等、医業活動以外の原因から生ずる収益及び

　　費用であって経常的に発生するものを記載し、経常利益を計算する。

　3．純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、固定資産売却損益、災害損失等

　　の臨時損益を記載し、当期純利益を計算する。

第35　医業利益

　医業損益計算は、一会計期間に属する入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益等の

医業収益から、材料費、給与費、経費等の医業費用を控除して医業利益を表示する。

　1．医業収益は、入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、保健予防活動収益、受託

　　検査・施設利用収益及びその他の医業収益等に区分して表示する。

　2．医業費用は、材料費、給与費、委託費、設備関係費、研究研修費、経費、控除対象外

　　消費税等負担額に区分して表示する。なお、病院の開設主体が本部会計を独立会計単

　　位として設置している場合、本部費として各施設に配賦する内容は医業費用として計

　　上されるものに限定され、項目毎に適切な配賦基準を用いて配賦しなければならない。

　　なお、本部費配賦額を計上する際には、医業費用の区分の末尾に本部費配賦額として

　　表示するとともに、その内容及び配賦基準を附属明細表に記載するものとする。
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（別派4）

　　　　　慰籍料並びに損害賠償請求事件

（最高裁判所第2小法廷判決／昭和40年（オ）第679号）

【事案概要】

　甲会社の代表者乙が交通事故により負傷した場合において、甲会社の実権

が乙個人に集中し、乙には甲会社の機関としての代替性がなく、経済的に乙と

甲会社とは一体をなす関係にあるものとして、乙の負傷により甲会社が被った

損害の賠償を加害者に対して請求することができるものと判示したもの。

【判決全文】

　　主　　　文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

　　　理　　　由

　上告人の上告理由第一点について。

　論旨は、要するに、上告人はスクーターを運転中にDと衝突して負傷させた

のであるから、同人の被った損害を賠償すれば足り、同人以外の者である被上

告会社に対し損害賠償義務を負うべきいわれはない、けだし、上告人の同人に

対する加害行為とこれによって被上告会社の被った損害との間には相当因果関

係がないからである、と主張する。

　よって検討するのに、本件において、上告人の過失により惹起された加害行

為の直接の被害者となったのはDであり、同人の負傷により得べかりし利益を

喪失したと主張してその損害の賠償を求めるのは、同人を代表者とする被上告

会社であって、法律上、両者が人格を異にすることは所論のとおりである。

　しかし、原判決の確定するところによれば、Dは、もと個人でE薬局という

商号のもとに薬種業を営んでいたのを、いったん合資会社組織に改めた後これ

を解散し、その後ふたたび個人でBという商号のもとに営業を続けたが、納税

上個人企業による経営は不利であるということから、昭和三三年一〇月一日有

限会社形態の被上告会社を設立し、以後これを経営したものであるが、社員は

Dとその妻Fの両名だけで、Dが唯一の取締役であると同時に、法律上当然に

被上告会社を代表する取締役であって、Fは名目上の社員であるにとどまり、

取締役ではなく、被上告会社にはD以外に薬剤師はおらず、被上告会社は、い

わば形式上有限会社という法形態をとったにとどまる、実質上D個人の営業で

あって、Dを離れて被上告会社の存続は考えることができず、被上告会社にと

って、同人は余人をもつて代えることのできない不可欠の存在である、という
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のである。

　すなわち、これを約言すれば、被上告会社は法人とは名ばかりの、俗にいう

個人会社であり、その実権は従前同様D個人に集中して、同人には被上告会社

の機関としての代替性がなく、経済的に同人と被上告会社とは一体をなす関係

にあるものと認められるのであって、かかる原審認定の事実関係のもとにおい

ては、原審が、上告人のDに対する加害行為と同人の受傷による被上告会社の

利益の逸失との間に相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者た

る被上告会社の本訴請求を認容しうべきものとした判断は、正当である。

　原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

　同第二点について。

　原審挙示の証拠によれば、所論の点に関する原審の認定は肯認しえないもの

ではない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の

認定を非難するに帰し、採用できない。

　よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主

文のとおり判決する。
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