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第５章　青山学院大学 教育人間科学部 竹下ゼミ･法学部 熊谷ゼミ
Chapter 5  Takeshita Seminar, College of Education, Psychology and Human Studies, Aoyama Gakuin University

Kumagai Seminar, Faculty of Law, Aoyama Gakuin University



　2016 年春に、本学三木義一学長から「認知症の課題解決のため
の国際連携・共同研究プロジェクト」への参加を命じられました。
幸い、当時 3 年生で私の専門演習（いわゆるゼミ）を履修していた
小島茜君が興味を持ってくれたので、彼女と二人三脚でこのプロジェ
クトに１年半に亘り携ることになりました。その間、2016 年と 2017
年 11 月の超福祉展、2017 年 2 月のデルフト工科大学訪問、そして
2017 年 12 月の渋谷区認知症フォーラムにおいて、小島君は研究成
果を発表する機会をいただきました。私自身も、福祉部門の行政官、
他大学の教員・学生、NPO などのさまざまな立場のみなさまとご一
緒することができて、多くのことを学びました。まずは関係するみ
なさまに感謝を申し上げます。
　小島君は「エンディングノート」をテーマに選びました。「エンディ
ングノート」は和製英語で、主に人生の最終段階における医療につ
いての事前指示を行うリビングウイルの項目に加えて、財産のこと
や死後の措置を含むより広い内容を書き記すものと一般に理解され
ています。意思決定能力の低下した認知症の人の医療、ケア、そ
のほかのさまざまなことを決めるときに、大切な手がかりになるも
のです。人生の最終段階における医療やケアについて話し合うこと
はアドバンスケアプラニングといい、現在の医療の現場ではたいへ
ん重要視されています。意思決定能力の低下した人の医療やケアの
方針を定めるには、本人の事前の意思がとても重要だからです。小
島君は、一般に公開されている「エンディングノート」を収集し、
実は「エンディングノート」が本人のためというよりも、行政や医療
などケアをする立場の人のニーズから作成されているのではないかと
いう問題提起をしています。そして、渋谷区で「エンディングノート」
のフォーマットを提供するのであれば、作成を希望する本人の希望
に応じて記載する項目の範囲を決め、記載したい項目については十
分に詳細に記載できることが望ましく、そのためには紙媒体よりも

地域における倫理コンサルテーションの提案

竹下 啓　青山学院大学 教育人間科学部 教授
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ウよいのではないかと提、ゼミでの議論では、本学の学生ボランティ
アが渋谷区版「エンディングノート」の作成を希望する人のお話を
伺いながら、「エンディングノート」作成のお手伝いをする取り組み
など興味深いアイデアも出ていました。これらのアイデアを引き継ぐ
学生が現れることを期待しています。
　ウエッブなどの電子媒体で作成する方がよいのではないかと提案
しています。試作品を作成するまでには至らなかったことは残念で
したが、ゼミでの議論では、本学の学生ボランティアが渋谷区版「エ
ンディングノート」の作成を希望する人のお話を伺いながら、「エン
ディングノート」作成のお手伝いをする取り組みなど興味深いアイデ
アも出ていました。これらのアイデアを引き継ぐ学生が現れること
を期待しています。
　ところで、意思決定能力の低下した認知症の人の医療やケアの方
針を決めるのに、「エンディングノート」やアドバンスケアプラニン
グがあればそれで十分というわけではありません。事前の指示をし
た時から意思の変化はないのか、それが本当にその人にとって最善
の利益にかなうのか、家族や医療提供者はどう思っているのかなど、
認知症の人の周囲にいる人たちが十分に話し合うことが大切である
と考えられています。特に、人生の最終段階の医療やケアについて
は、専門家である医師や看護師であっても、「この人にとってこうす
るのがベストだ」と決めることは困難なことが多いのが現実です。
専門家の間でも、考え方や価値観が一致しないこともまれではあり
ません。病院でそのようなことがある場合には、倫理コンサルテー
ションを行うことが普及しつつあります。倫理コンサルテーションと
は、臨床において個々の症例に生じる倫理的問題に助言を与えたり、
相談に乗ったりする活動のことをいいます。私は、青山学院大学に
着任する前、港区にある北里大学北里研究所病院で倫理コンサル
テーションに携わっていました。
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北里の経験では、倫理コンサルテーションを依頼された事例の約半
数が、認知症などで意思決定能力が低下している患者さんで、さら
に家族もなく、医療・ケアチームが方針の決定に難渋したというケー
スでした。中には法律家を交えて話し合いを行なったこともありまし
た。北里研究所病院のような大学付属の病院では各分野の専門家
がいて、院内外のリソースを活用することができます。しかし在宅
医療・ケアの場ではどうでしょうか。訪問診療医、訪問看護師、介
護ヘルパー、ケアマネージャーなどが、暗中模索で奮闘しているの
ではないかと危惧しています。本学には医学部はありませんが、倫
理的な視点、法的な視点、社会的な視点から議論できる教員はい
ます。本学において、在宅医療・ケアの現場で困った事例の倫理コ
ンサルテーションやカンファレンスができたら地域のみなさんのお役
に立てるのではないかと夢想しています。



 　我々のゼミがこのプロジェクトに参加したのは 2016 年の秋であ
り、他の大学と比べて半年遅れの作業開始となった。その後、紆
余曲折を経ながら最終的に学生が提案したのは、以下の 3 テーマ
である。
１　認知症カフェ
認知症カフェは、政府の認知症施策を示したいわゆる「新オレンジ
プラン」の中に位置づけれられており、「認知症の人やその家族が、
地域の人や専門家と相互に情報を共有しお互いを理解し合う『認知
症カフェ』等の設置を推進」するとされている。学生たちは、渋谷
区の認知症カフェ（たんぽぽカフェ）を訪問した際の経験から、若
者が関与した認知症カフェを模索するようになった。町田市では、
市内のスターバックスで認知症カフェを開催しており（町田 D マッ
プＨＰ参照 )、学生たちの関心と同様の方向が実現されている。最
終報告書の提言には含まれていないが、学生たちは、当初、認知
症カフェを常設化することやカフェの運営自体に若者自身や若年性
認知症の方が関与することも考えており、このような方向について
も検討を継続する余地があると思われる（「注文を間違える料理店」
等参照）。
２　高齢消費者保護
　高齢者の消費者被害には、いわゆる訪問販売を契機としたもの
が多い。訪問販売は、攻撃的な販売方法であり、消費者にとって不
意打ち的であるために、特定商取引に関する法律（特定商取引法）
において一定の規律がされているものの、不招請勧誘自体は禁止さ
れていない。また、東京都の消費生活条例においても、不招請勧
誘自体は禁止されてはいない。しかしながら、諸外国や他の地方自
治体のなかには、不招請勧誘を禁止するルールを有しているところ
がある（「世界の勧誘規制を知る（第 12 回 - 最終回）」国民生活
46-48 号、特集「不招請勧誘」消費者法ニュース 111 号等参照）。

学生が考えた高齢者政策

熊谷 士郎　青山学院大学 法務研究科 教授
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学生たちは、このような法制を参考にし、渋谷区における不招請勧
誘規制の導入を模索している。
　電話勧誘販売についても同様の問題があり、特定商取引法にお
いて規定がされているが、やはり不招請な電話勧誘自体は禁止さ
れていない。諸外国では、このような行為を禁止するルールを有し
ているところがあり、我が国においても法改正を視野に入れた議論
が行われている（「世界の勧誘規制を知る（第 1 回 - 第 11 回）」
国民生活 35-45 号等参照）。学生たちは、当初このようなルールの
提案も検討していたが、最終報告書には盛り込まれなかった。
　また、学生たちは、いわゆる「見守りネットワーク」による消費
者被害防止というテーマも検討していた。消費者安全法においては、
消費者安全確保地域協議会の設置が認められており、一定の地方
公共団体においては、これを設置し、消費者保護を推進する取り
組みがなされている（梅田政徳「消費者安全確保地域協議会の設
置促進に向けて」（消費者員会シンポジウム in 岐阜資料 3）参照）。
このような方向の提案についても今後積極的に取り組まれるべきで
あろう。
３　医療同意
　判断能力が低下し、自らが医療について同意を与えることができ
なくなった場合に、誰がどのように医療に対する決定を行うのか。
諸外国においては、この困難な問題について一定の法制を有してい
るが、我が国においては、この点について法制化がなされていない。
成年後見人が選任されている場合であっても、成年後見人には医
療同意に関する権限がないというのが一般的な見解である。しか
しながら、実際には成年後見人が同意を求められ、困難な判断を
強いられるケースもあるといわれている（以上について、田山輝明
編著『成年後見人の医療代諾権と法定代理権』等参照）。成年後
見制度利用促進法に基づく成年後見制度利用促進計画において

ー 認知症カフェ、高齢消費者保護、医療同意



「成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への
支援等の検討」が取り上げられており、「人生の最終段階における
医療に係る意思確認の方法や医療内容の決定手続きを示した『人
生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン』
等の内容や、人生の最終段階における医療や療養について患者・
家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス（アドバ
ンス・ケア・プランニング）の考え方も参考に、医療や福祉関係
者等の合意を得ながら、医療・介護等の現場において関係者が対
応を行う際に参考となるような考え方を指針の作成等を通じて社会
に提示し、成年後見人等の具体的な役割等が明らかになっていくよ
う、できる限り速やかに検討を進めるべきである」とされている（特
集「医療・介護等における意思決定支援を考える」実践成年後見
70 号等参照）。学生たちは、諸外国の法制やこのような我が国の議
論状況を踏まえた提案を行おうとしている。
　これら 1 から 3 についての学生の提言は、プロジェクトの方針で
ある社会的実装というレベルに至っていないのが実情である（諸外
国の法制の理解についても不正確や不十分なところもある）。むし
ろ、政策提言の前提となる現在の議論状況について、様々な文献
や現地調査によってようやく実証的に確認が出来たという段階にあ
る。その意味では、この最終報告書は、現在の渋谷区の置かれた
現状を踏まえた具体的かつ特色のある政策提言に向けた出発点に
過ぎないといえる。最終報告書がこのようなレベルに留まったことに
ついては、指導する教員として陳謝するのみであるが、学生たちが
教員サイドから押し付けられたテーマとしてではなく、自らのテーマ
として主体的に問題に取り組み、自ら文献を渉猟し、あるいは、現
地調査をした結果として、ご海容いただきたい。

　なお、1 から 3 のテーマのほかに、最終報告書に掲載するには至
らなかったが、身元保証等高齢者サポート事業に対する対応も検
討されていた。主に一人暮らしで身寄りのない高齢者を対象として、
施設等への入所時に求められる身元保証、日常生活支援、死後事
務等に関するサービスを提供する事業に対する需要が高まっている
といわれているが、その実態が明らかでなく、またこのような事業
に対する監督体制が十分整備されていないことが問題とされている

（消費者委員会「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問
題についての建議」等参照）。この問題も近時議論が盛んなテーマ
の一つであり（特集「終活をめぐるサービスと消費者法」現代消費
者法 37 号等参照）、力のある学生たちが担当していただけに、最
終報告に至らなかったことは残念である。

熊谷 士郎

青山学院大学 法務研究科 教授

55

Aoyam
a gakuin University



　人生の終盤や死後に備えて自分の希望や自分自身のことを書き留
めておくための書式が「エンディングノート」として無料で配布され
たり、市販されたりしている。最近はインターネット上で公開されて
いるものも多い。インターネット上で公開されているリビングウイル
を含めた「エンディングノート」を調査した。Google を用いて「エ
ンディングノート」、「リビングウイル」をキーワードに PDF 形式の
条件で検索したところ、22 の「エンディングノート」がインターネッ
ト上で配布されていた。配布主体としては、地方自治体が 15、医
療機関が 5、葬儀会社が 1、行政書士事務所が 1 であった。地方
自治体が配布している「エンディングノート」の多くは人生の流れ
をたどるように構成され、「自分の情報」「自分の気持ち」「自分の
意思」について明らかにしていくことができるようになっていた。地
方自治体が配布しているもののすべてに人生の最終段階における医
療についての記載事項も含まれていたが、その多くは「延命治療の
希望の有無」といった包括的なものであり、個別の医療処置に対す
る指示が記載されているものは少なかった。医療機関が配布してい
るものは人生の最終段階における医療についての事前指示に限定さ
れていたが、個別の生命維持治療について指示できるようになって
おり、中には図解付きの説明がなされているものもあった。葬儀社
が提供しているものは葬儀や埋葬に関することを詳細に記載できる

ようになっていた。総じて「エンディングノート」の項目は、配布主
体が指示しておいてほしいものが選ばれているように思われた。ただ、
地方自治体が提供しているものは比較的多くの項目を設定しており、

「エンディングノート」の項目として考えうる内容を網羅しているという
特徴があった。どのようなことが「エンディングノート」に必要なも
のなのかという考えは、配布主体によって異なるということが明らか
になった。一方、認知症の人の家族にはどのような項目に対する要望
があるのか疑問に思い、現在実際に介護をしている 3 家族に対し聞
き取りを行なったところ、特に思い当たるものはないと回答された。
少数例の調査ではあるが、継続的に認知症の人の介護をしている家
族の観点からは、必ずしも「エンディングノート」に対する需要が高
いわけではないようであった。
　渋谷区が「エンディングノート」のフォーマットを作成して提供する
のであれば、本人以外の誰かが知りたい項目よりも、本人が周囲の
人に伝えたいことをもれなく伝えられるものが望ましいと考える。そ
のためには、既存の「エンディングノート」の項目や構成を網羅的し
つつ、本人が詳細に記したい項目については十分に気持ちや意思を
伝えられる形式である必要があると思われる。本人の希望に応じてフ
レキシブルに対応するためには、冊子形式よりもウエッブなどで入力
する方式の「エンディングノート」を提案する。
　以上の概要は、平成 29 年度第１回渋谷区認知症フォーラム（平
成 29 年 12 月 19 日・幡ヶ谷区民会館）において発表した。

渋谷区版「エンディングノート」の提案
An Idea of “Ending Note” for citizens living in Shibuya City
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Organization
青山学院大学教育人間科学部竹下ゼミ

Student
小島 茜

Coach
竹下 啓

Year
2016 / 2017



Cafe ただいま
～ 私たちの考える認知症カフェ ～

課題（Problem）
　今回、プロジェクトに参加するにあたり、課題に感じた点が大き
く分けて二つあります。１つ目は、認知症の方との交流の薄さです。
渋谷区のような都会では、日常的な地域内の人と人とのの繋がりが
希薄に感じられます。２つ目は、若者の認知症への関心の低さです。
これから高齢化社会が進むにあたり、認知症に関する知識も必要
となってきますが、まだまだ若者の意識は低いのが現状です。

解決策の提案（Solution）
　課題を解決するために、認知症カフェの活性化を提案します。な
ぜ認知症カフェなのかというと、認知症の方々が社会との繋がりを
持てる場を作り出すことができるからです。また、若者がカフェを
訪れれば、認知症の方との接点を生み出し、認知症に関する知識
を得ることもできます。さらに、認知症カフェは新オレンジプランの
４本柱の１つとしても位置付けられています。新オレンジプランとは、
認知症の人ができる限り住み慣れた環境で自分らしく暮らし続ける
ことができる社会の実現を目的に策定されたものです。このプラン
の中では、各市町村にカフェを設置することが目標として掲げられ、
すでに多くの市町村で取り組みが始まっています。

Organization
青山学院大学法学部熊谷ゼミ

Student
大場、朱、長瀬、山本、米原

Coach
熊谷 士郎

Year
2017

　実際に渋谷区の認知症カフェに訪問してみたところ、「若者の訪
問によりお年寄りの方々が普段よりイキイキとしていた。普段から若
い方々も来てくれると嬉しい。」という声を伺いました。しかし、実
際には私たち以外に若者の訪問者はおらず、受けた印象としては、
若者にとって気軽に訪問できる雰囲気ではないこと、認知症の方々
との接し方がわからないといったものでした。カフェの訪問を通して、

「お年寄りの方が若者と接してイキイキさを感じてもらうためには、
若者側にも最低限の知識が必要であり、かつ気軽に足を運んでも
らえるようなカフェがベストである」と感じました。
　そこで、次のような解決策を提案します。まず、気軽にカフェに
訪問してもらえる雰囲気づくりのため、古民家風のカフェにします。
古民家風のカフェは若者の間で流行しているため、関心を持ちやす
く訪れやすいと考えました。また、お年寄りにとっては親しみやすく、
心地よい空間となるはずです。加えて、外国人の関心も引くことが
できます。そしてそれは、認知症の方にとっては自分の知恵（日本
の文化や習慣）を教え伝えることができ、同時に日本に関心のある
外国人にとっても学びの場となります。
　次に、認知症の方との接し方については最低限の心構えを記した
ものを提示します（図参照）。堅苦しいものにしないことにより、カ
フェに気軽に訪問しやすくなるといった効果が期待できます。
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課題（Problem）
　現在の日本では成年被後見人が医療行為を受ける際、成年後見
人に医療同意権が認められていません。そのため、医療行為の遅
延が発生しています。そのような状況のもと、実際の医療行為の現
場では、医療行為の判断は大方医者が行い、成年後見人がそれに
ついて同意しているという現状があります。結果として、成年後見
人に医療同意を求められる場合があり、その負担が大きくなってい
ます。また実際のところ、医師の判断と患者の支援者との見解が異
なるケースが４分の１もあり、本人の意思が反映されづらい結果に
なっています。これには、患者の意思決定に関する協議が十分に行
われていないことや意思決定のプロセスが不透明である現実があり
ます。本来、判断能力が衰えている患者の医療に関する意思決定
は本人・家族・医療従事者・介護関係者などの “協働” により形
成されるべきです。日本ではそれを実現するシステムが働いていま
せん。ベストインタレストとは、本人の意思を最優先しながら本人
にとっての最善の方法を導き出すことだと考えます。私たちは協働
による成年被後見人の意思決定支援のシステムの提案を通して、患
者のベストインタレスト実現のために取り組みます。

解決策の提案（Solution）
1. 国外の状況
　ドイツでは医療従事者・患者・第三者の役割が、世話法などの
法体制により確立されており、協働的な意思決定プロセスが出来
上がっています。イギリスでは、ベストインタレストを見つけるため
のチェックリストが２００５年から導入され、本人の利益を第一に実
現する体制が整備されました。

2. 自己の意思表明の促進
　現状の日本では意思決定プロセスが不透明であることから、本人
の意思表示をする機会があまりありません。“どのようなプロセスを
経て決定されるか”、を認知させることで、本人の意思にどこまで寄
り添ったかを制度的に保障することができ、本人も安心してリヴィン
グウィルを行うことができると考えられます。さらに本人を取り囲む
周りの人々の協議も増えることも見込まれます。そこで、厚生労働
省が公表する「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関
するガイドライン」などの意思決定プロセスのモデルチャートを認
知・普及させることを提案します。普及方法としては病院等でのキャ
ンペーン活動などを考えています。

3. 多職種カンファレンス
　医師が判断し、成年後見人が同意するといった形で医療が行わ
れ、本人の意思がどこまで反映されたかわかりにくい現状に対して、
医療関係者・介護関係者・親族・友人・法律の専門家・同じ宗教
を信仰する者等でカンファレンスを開き、成年後見人の負担を軽減
し、より一層本人の意思に沿えるような決定を下せるようなシステム
を提案します。

医療同意
～ 本人のベストインタレスト実現と成年後見人の判断支援 ～
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高齢者消費者被害の未然防止

課題（Problem）
　訪問販売の現場では、認知症高齢者であることに付け込み、本
人の望んでいない、かつ購入する余裕のない売買契約を迫られる事
件が多々あり、裁判にもなっています。そのような被害件数は 2013
年度をピークに年々減少しつつあるものの、年に 18 万件ほどの相
談が全国の消費生活センターに寄せられています。手口ごとにみる
と、訪問販売はおよそ 13% と上位を占めています。
　特定商取引に関する法律（特定商取引法）では、訪問販売につ
いて、事業者は勧誘開始時に消費者から勧誘を受ける了承を得るよ
う努め、訪問販売業者が具体的に勧誘を開始した後に、消費者が
勧誘を拒否するという意思を表示したにもかかわらず、さらに勧誘
を継続したり、再度同じ勧誘したりする行為を禁止しているものの、
いわゆる不招請勧誘（事業者が消費者の同意を得ずに勧誘行為を
行うこと）自体は禁止されていません。また、東京都の条例によっ
ても不招請勧誘自体は規制されていません。
　そこで高齢者の消費者問題の中でも、家庭への訪問販売におけ
る未然の被害防止という観点から、ステッカーを用いた不招請勧誘
規制を導入することを考えました。

解決策の提案（Solution）
　訪問販売による被害を防止するために、不招請勧誘規制の導入
を 考えています。そ のた め に 海 外 の 制 度（い わ ゆ る「Do Not 
Knock」制度）や他の地方自治体の条例を参考にしたアプローチ
を考えています。 具体的には、郵便受けや玄関ドア等に一定のステッ
カーを貼付することで、消費者が訪問販売を拒絶する意思表示を行
い、これに反する勧誘を条例により禁止するというものです。この
ような規制に違反した場合の効果として、地方自治体による調査・
指導・勧告・業者名の公表の手続きを定めるに過ぎないものがほ
とんどで、それも十分に行われていないのが実情であるともいわれ
ています。そのような中で、北海道等では、積極的に悪質な事業
者の公表を行う等進んだ取組みがなされており、参考になると思わ
れます。
　消費者庁も、地方自治体の訪問販売お断りステッカーを進める
取組みは消費者トラブルを防ぐ有効な手段で、事業者は当然尊重す
る必要があることを認めました。（「改正特定商取引法における再勧
誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について」
2009 年 12 月 10 日消費者庁取引・物価対策課）。
　今後具体的なステッカーのデザイン（大阪府池田市のゆるキャラ
の採用等）、配布の方法（札幌市の広報の利用等）、指導・公表を
超えた規制違反の効果（業務停止の等のより強い行政処分等）の
可能性等について検討を進めたいと思います。Organization

青山学院大学法学部熊谷ゼミ

Student
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