
 

 

第２５回 日弁連 夏期消費者セミナー 

美容医療と消費者被害 

－被害の背景と救済の方策を考える－ 

 

報告書 

 

 

日時  ２０１４年７月１２日（土） 

場所  愛知県弁護士会館５階ホール 

 

主催   日本弁護士連合会 

共催  愛知県弁護士会 
 

 

 

 





◆ 司会 吉見仁宏（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員） 

     佐藤由麻（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員） 

○司会（吉見） それでは、定刻となりましたので、早速始めさせていただき

ます。 

 本日は、多数の皆様にお集まりいただき、誠にありがとうございます。ただ

今より、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会主催による2014年度第25回夏

期消費者セミナー「美容医療と消費者被害～被害の背景と救済の方策を考える

～」を開催いたします。 

 本日のセミナーの総合司会を務めさせていただきます熊本県弁護士会の吉見

仁宏と仙台弁護士会の佐藤由麻です。どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手） 

 本日のセミナーには、一般の方25名を含みます115名の皆様にお申し込みを

いただいております。多数の皆様にお申し込みいただいたことをお礼申し上げ

ます。 

 それでは、まず愛知県弁護士会岡嗣人副会長より開会のご挨拶を申し上げま

す。 

 

◆ 開会挨拶 岡嗣人（愛知県弁護士会副会長） 

○岡愛知県弁護士会副会長 ただいまご紹介にあずかりました愛知県弁護士会

の副会長を務めております岡でございます。本来ならば、当会会長の花井がご

挨拶すべきところですが、あいにく本日、日韓バーリーダーズ会議で沖縄に行

っておりますので、甚だ僣越ではありますが、副会長の私からご挨拶を差し上

げます。 

 今回のセミナーのテーマは、「美容医療と消費者被害～被害の背景と救済の

方策を考える～」ということです。 

 美容医療は、相談者の年齢層が幅広く、雑誌広告などで活発な営業活動が展

開されていることも相まって、消費者のニーズはますます増加することが考え

られます。実は、私も中学生の多感な時期に、目が小さいことに非常にコンプ

レックスを感じており、二重まぶたにしたいとか、また、当時一人でいつもに

やにやしていたということもあって、ほうれい線が小さいときからあり、さす

がに今はつぶらな瞳ということで二重の願望はなくなりましたけれども、今で

もほうれい線はなくしたいと思っています。 

 一方、美容医療の契約に対しては、情報提供の適正さを欠き、説明の不十分

な契約が多いなど、適切な消費者契約が行われないままに推移することも指摘

されており、消費者被害の増加が懸念されています。そうした現状において、

本日、美容外科の先生方からお話を伺いながら、医療広告の規制の現状と問題
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点を把握して、美容医療における説明義務の捉え方を考え、美容医療の相談に

弁護士が適切に対応できるための方策を考えるということは、まさに時宜にか

なったものであると考えます。 

 本日の開催に至るまで詳細かつ綿密なご準備をされてこられた日本弁護士連

合会消費者問題対策委員会の委員の先生方、並びに基調講演をお引き受けいた

だいた西山先生、手嶋先生、パネルディスカッションにご参加いただける田邊

様、井上様には、本当にご多忙の中、当セミナーの趣旨にご賛同いただき、本

日、当会まで足を運んでくださったことに愛知県弁護士会を代表して心よりお

礼申し上げます。 

 それでは、本日は５時半までの長丁場ではありますが、本日のセミナーが皆

様方にとって実り多いものになることを願い、冒頭の挨拶に代えさせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手） 

 

◆ セミナー趣旨説明 岡田崇（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委

員長） 

○司会（吉見） ありがとうございました。 

 続きまして、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長の岡田崇さん

より、本日のセミナーの趣旨説明を申し上げます。 

○岡田日弁連消費者問題対策委員会副委員長 消費者問題対策委員会のニュー

ス・出版部会の部会長をしております弁護士の岡田といいます。大阪で弁護士

をしております。今回は主催者側を代表いたしまして趣旨説明をさせていただ

きます。 

 趣旨説明というと、今回のセミナーの意義ということなのですけれども、こ

の夏期消費者セミナーというのは、もともと中坊先生が委員長のときから始ま

ったという話です。もともとは京都の御殿荘でずっと開催させていただいてい

たんですけれども、いろいろな事情があり、いろいろな地方を巡ってセミナー

をするということになりました。 

日弁連消費者問題対策委員会のニュース・出版部会が毎回準備をしているの

ですが、今回非常に反響が大きくて、115名の事前申込みをいただき、部会員

や関係者を加えると実は満席で入れないということも想定されるくらいです。

実際、真ん中の列もだんだん埋まってきているという状況ですが、今後ひょっ

としたらもっと埋まってくるかもしれません。これだけの反響は、実を言うと

多分セミナーの過去の歴史でそんなにはないと思います。その点でも、この美

容医療の消費者問題というのは弁護士の関心が高まっている分野だということ

だと思います。 

それにもかかわらず、おそらく、日弁連主催では、今まで一度もこの種のセ
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ミナーは、実は開催されていませんでした。それは、弁護士がこの種の問題に

取り組むという中において、「境界」的な事案というのが背景にあるのではな

いかと考えております。というのは、この美容医療というのは、医療としての

側面でもあるし、あるいは消費者問題という側面でもあります。取り組む弁護

士も多分まちまちなんです。消費者事件をやっている弁護士も取り込んで、さ

らに、医療過誤をやっている弁護士も取り込んでいく。もちろん美容医療とい

うのはすごく不安な面もあって、心にいろいろな悩みを抱えている人は、そう

いう医療に関わったということで非常に気持ちが楽になったという人がたくさ

んおられると思います。ただその反面、トラブルを抱えているということも事

実でして、恐らく特定の医院でかなり多いというのが現状だと思うのですが、

弁護士のところにやってくるということがあります。現に私もやっているので

すが、それは医療過誤という側面もあれば、情報提供、あるいはおとり広告的

な業者で引っかかってくるということがある。これは、取り組む弁護士からす

れば、どういうアプローチで取り組んだらいいのか非常に分かりにくい分野で

もあります。もちろん、医療的な知識というのがおそらく不可欠でしょう。 

主催者側としても、どのような方にお越しいただくかという点に苦心しまし

た。それで、西山さんに美容医療全般についてお話をいただき、その後、医事

法の関係をされている手嶋さん、この医療の法的な問題、法的に弁護士がどの

ようにアプローチすればよいかということをお話いただきます。そして、それ

らを前提に、さらにディスカッションのほうでは、当部会員でもあります末吉

弁護士のほうからコーディネートをさせていただき、中日新聞の記者でこの問

題をずっと取材をして取り組んでおられる田邊さんに、被害の実情や被害者の

声というのを聞かせていただきます。さらに、これは医療の側面もありますし、

広告という側面、広告の問題という側面もありますので、厚労省の広告の担当

をされている井上さんに、その考え方をお聞かせいただく予定です。 

 私も事件に取り組む一人の弁護士でもあります。今回は、美容医療の問題に

ついていろいろ皆様とともに勉強させていただきたいと思いますので、皆様よ

ろしくお願いいたします。 

 ということで、この会をいいものにしていくべく、参加者の方にも質問とい

う形でご参加いただきます。後で司会の方から説明がありますが、質問用紙を

配布しておりますので、皆様、できるだけ実りあるものにするためにご協力い

ただければと思います。よろしくお願いします。（拍手） 
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＜基調講演＞ 

「美容外科について」 

西山真一郎氏 

 

○司会（佐藤）  

早速、講演に入らせていただきます。 

 まず最初に、西山真一郎さんから基調講演をいただきます。 

 西山さんは、医師として西山美容・形成外科医院を開院されています。そし

て、公益社団法人日本美容医療協会の理事長を経て、現在は、常任理事に就任

されており、幅広い活動をされています。プロフィールの詳細は表紙の裏にご

ざいますので、ご覧ください。本日は、「美容外科」をテーマに、基調講演をい

ただきます。 

 それでは西山さん、よろしくお願いします。 

 

１ 美容外科とは何か 

○西山真一郎氏（医師・公益社団法人日本美容医療協会常任理事） 

皆様、こんにちは。本日はこのような機会をいただき、ありがとうございま

す。 

 先ほど岡副会長から台風というお話がありました。東京のほうは台風も大し

たことはなく、名古屋も、ここに来るときのタクシーの運転手に聞いたら大し

たことなかったということですが、出席者を見ると、九州からの方も結構おら

れるということで、その人たちはご苦労様でした。大変だったかと思います。 

 今回出席者が大変多いと岡田先生がおっしゃっていましたが、逆に言うと非

常に美容外科手術のトラブルが多いのだろうなと考えられます。何とか襟を正

していきたいと思っています。 

 では、早速、ご批判の多いだろうと思われる美容外科についてお話しさせて

いただきます。特に皆様のクライアントになると思われるトラブルケース、現

実に問題を起こしている包茎、脱毛、糸によるフェイスリフトなど、また広告

の問題についてもお話しさせていただきます。 

 「美容外科」という言葉はよく耳にしますが、何となく胡散臭さがつきまと

うし、手術した人は隠そうとするし、その実態を知らない、知る方法が意外と

少ないと思われておられるのではないでしょうか。特に、今日お集まりの皆様

はトラブルしか見ていないでしょうから、美容医療について良い印象はお持ち

ではないのではないかと思います。 

 そこで、美容外科とは何なのか。きれいに変身することなのか、美人をつく

ることなのか。本当にそうなのでしょうか。今日、ここにおられる人々はトラ
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ブル相談を多く手がけておられる人たちでしょうから、普通の人たちより美容

外科の実態をある面からでもよく知っていると思うのですが、皆様は、美容外

科とはどのような診療科と思われるでしょうか。 

 美容外科だけは、他の診療科と違って患者さんの方から手術を希望して来ら

れます。そこには、手術に対する過大な期待が込められているのでしょう。し

かし、手術でできることは限られています。患者さんに、「そのようにはできな

い」と言おうものなら、「腕が悪いからできないのだ」と言われ、患者さんは「で

きる」という医者が出てくるまで病院を探し歩きます。また、自分は目が小さ

い、鼻が低いなどと思い込んで来られる人が大勢おられますが、客観的に見て

おかしくないのに、そう思い込んで譲ろうとしません。その原因の多くは、鏡

の欠点を知らないためにあります。人は、自分の顔を見ることはできない。見

るとしたら鏡を使うしかないわけです。鏡で自分の顔を見ると、気にしている

ところだけしか見えない。気にしている人は、朝起きても、寝るときも、そこ

しか見ない。全体のバランスを考えず見えるところだけで判断するので、見当

違いのことを思い込んでしまうのでしょう。ご自分では、常に鏡を見て実際見

えるのですから幾ら言っても納得しない。その場合は、写真やビデオのような

もので客観的に見せるしかありません。悩みという主観的な問題を、患者さん

が言うのだからと、単に主観的に解決しようとしてもだめなのです。客観的に

も解決していかないと、最初は良かったと思っても、第三者から何か言われれ

ば悩みはぶり返し、手術の失敗ということになるからです。 

 今までお話ししたように、美容外科はいわゆる精神外科と言われる所以であ

ります。 

 

２ 本来の美容外科とトラブルの実態 

 美容外科は本来、形成外科の一分野と考えられています。形成外科は再建外

科といって、痣から火傷のようなものまで元の状態に戻そうという分野と、現

状より更に良くなりたいという美容外科の分野を含んでいます。 

（１）形成外科手術の症例 

 実際の症例写真をお見せして、簡単に形成外科とはどのようなことをしてい

る診療科なのか、どうして美容外科が形成外科を基礎としているのかをお見せ

します。 

 この例は、小鼻にホクロがあり、単にくり抜いて一切縫合しなかったが、か

なりきれいに治っています。 

 次は、いわゆる黒あざで、色素性母斑と言います。この場合、切り取る範囲

が広いため、切りっぱなしというわけにはいかないので、肌の色やきめが似て

いる耳の後ろの皮膚で全層植皮をしました。皮膚を取ったところには他の部位
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から分層植皮をしています。全層植皮の方が分層植皮より色素沈着が少ないと

いうことで二度手間をかけたわけです。これでお分かりのように、手術前と手

術後と比べていただいても、手術後の方でも、やはり手術前より良いのですが、

絶対に元に戻る、要するに、何もない状態に戻すということはできません。 

 写真は、いわゆる唇裂(ミツクチ)の術前術後です。普通、生後３カ月以降に

初回手術をして、20歳ころになるまでに２、３回修正手術をしていきます。こ

こでお分かりいただけるように、唇は片側が遊離縁になっている。これをひき

つれなく治すという技術とか、鼻の変形を治すという技術などが美容外科手術

にも応用されています。 

 この例は、小耳症といって耳がなく生まれてこられたのですが、ご自分の胸

の軟骨を採取して耳の形を作った状態です。耳は成人の大きさに作るので、反

対側より大きくなっています。このとき、耳介部位にどうしても髪の毛が残る

ので、後で脱毛することになります。 

 このほかに、多毛症患者について脱毛していました。 

 火傷でひきつれを起こした状態ですが、このままだと腕が上げにくいという

ことと、動きに一番負担が掛かるところが出血するようになって癌化するとい

う可能性が出てくるので、植皮してひきつれを取っています。 

 これは眼瞼下垂症で、右側は十分まぶたが開きますが、左側はまぶたを開け

る筋肉の働きが弱く、眉毛を持ち上げて少しでもまぶたを上げようとしていま

す。術後はまぶたも上がり、眉毛の高さも下がってきています。手術の副作用

として二重になります。 

 この例は、左側が眼瞼下垂であったにもかかわらず、単に切開法の手術で二

重をつくろうとしていましたが、傷跡だけ目立って二重にはならず、下垂も治

っていません。そのため、左側を再手術して下垂症を治しました。まだ術後5日

目ですが、左右の感じも良くなっています。 

 この例は、前の眼瞼下垂と同じように見えますが、単に左が一重で皮膚がま

つ毛の上にかぶっている状態なので、左側だけ二重の手術をしています。これ

は美容手術になります。 

 この例は、右側が火傷によって瘢痕でひきつれを起こした例ですが、切開法

で二重を作って、その後、額の皮膚弁を作って、眉毛のひきつれを下げるよう

にしています。外側のほうがまだひきつれが目立っていますが、細かなことは

少しずつ治していくことになります。 

 左上眼瞼に大きな黒色の母斑があります。右側から皮膚を移植し皮膚を取っ

た所を傷が目立たないように二重としています。 

 右側は二重にし、左側は植皮後１年の状態です。植皮した皮膚が落ち着いて

から左側も二重にしました。抜糸した直後であり、まだ目の開け方が違うため、
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二重の左右差が目立ちますが、時間の経過とともに二重も次第に狭く、左右差

も目立たなくなってきます。 

（２）美容外科手術への応用とトラブル 

 美容外科手術は、このようなテクニックを応用して行っていくのです。 

 この方は、純粋に美容外科手術です。生まれつき二重ですが、右が広く、左

が狭いため、左を右に合わせてほしいということで手術をしました。真ん中の

段は術後１年で、下の段は目を閉じたときです。右に、生来の二重の線が２本

あり、左が切開したラインです。切開した方がどうしてもラインは深くなりま

す。 

 この方は、他院で脂肪をまぶたに一塊として移植し、左の上のような状態に

なり、術後２日目に慌てて当院に来られました。来られたその日に移植した脂

肪を取り除き、二重を作り直しました。右上が再手術後２日目で、左下が５日

目、右下が６週間目です。３か月から６か月過ぎると二重幅も狭くなってくる

と思います。 

 この例も、幅広並行二重を作ろうとしたのだと思いますが、皮膚もかなり切

除しているため、修正が無理だと思います。なぜこのような二重を作ったので

しょうか。患者と医者の両方に誤解と欲があったのではないかとしか考えられ

ません。すなわち、二重を幅広くすると目が大きくなると思っている人が大勢

います。二重幅は、広げると寝ぼけて見えるだけで、決して目が大きくなるわ

けではありません。二重が狭い方が目が十分開いてぱっちりした印象になりま

す。しかし、多くの手術希望者は、普通の二重幅だと物足りなく感じ、もっと

広くするともっと良くなるのではないかと思い込んで手術を繰り返す人がいま

す。医者は本来止めるべきだと思うのですが、患者さんが希望したから、と逃

げ打つか言い訳にしたり、ここで断っても必ずどこかで手術するのだからと思

い手術を繰り返すのだと思いますが、無論お金が入るということも大きな原因

だと思います。 

 次は、乳房についてです。出産と加齢により乳房下垂したため、乳房を持ち

上げる手術をしています。手術方法は、皮膚切除だけで、乳腺や脂肪は一切取

っていません。このような下垂をした状態の乳房にバッグを挿入すると、乳輪、

乳頭の位置と乳房の膨らみとが合わず、２段になったような不自然な形になり

やすくなります。手術の傷跡が目立っていますが、時間の経過とともに意外と

目立たなくなります。 

 この方は、乳房が大きく肩が凝るとかブラジャーの紐が食い込み痛い等々の

ため、乳房はできるだけ小さく、むしろ要らないと言って来られました。右側

は片側だけ、左側は両方手術した状態です。右側だと、その大きさの違いが十

分わかると思いますが、手術デザインは下垂乳房の先ほどの手術と同じです。
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この場合は、乳腺と脂肪を一部除去しています。手術後10年くらいして来られ

たときの状態で、傷跡も非常に目立たなくなり、ご本人も満足されています。 

 次は、乳房が小さく出産も終えたのでもっと大きくしたいという場合ですが、

手術前と手術後５日目です。右側のように硬縮が起こると、寝ても起きてもお

碗を伏せたような同じ状態になり、触っても硬く感じます。現在、乳房プロテ

ーゼは、表面がツルツルしたものではなくて小さなでこぼこがあるもので、破

れてもシリコンが流れ出さず、そのままとどまっているものが主流です。挿入

部位も、乳腺下というより大胸筋下に入れることが硬縮を起こしにくいとされ

ています。また、乳癌などの後には保険の使用が適応になりました。 

 こちらは、陥没乳頭です。乳頭がへこんでしまっているため、乳頭を出す手

術をしています。 

 今度は、逆に出臍の手術で、手術後、圧迫していたため絆創膏の跡が目立ち、

術後５日目なので、汚らしく見えますが、時間の経過とともに色も落ち着いて

きます。 

 包茎についてですが、包茎に対する問題は、いろいろな手術方法、いろいろ

な糸を使い、いわゆるトッピングと称する異物を注入するなどにより手術料金

を高額にしているという問題、また、カウンセラーと称する素人が手術内容や

費用を決め、個室や手術台に乗せたところでローンなどを組ませるなど、なん

とも医療とはほど遠いやり方をしているというところで問題が生じています。 

 これは私のところの料金表で、包茎のところだけ取り出していますが、手術

費用は２種類だけです。 

 こちらは他院のホームページに載っていたものですが、縫合糸で値段が違い

ます。さらに、パワーアップ治療や亀頭直下デザイン縫合ということで値段が

加算されていきます。 

 ここで疑問が当然出てきます。糸によりどうして値段が違うのでしょうか。

確かに吸収糸のほうが仕入れ値段は少し高いかもしれませんが、それが良いと

いうことであれば、それだけを使えば良いわけです。包茎手術のナイロン糸と

吸収糸の金額は、ナイロン糸で金額を低くしておいて集客し、更に上のところ

を目指させるということで金額を上乗せしていくパターンです。この中で美容

形成術とパワーアップ治療の２つは全く必要がありません。そうでなければ美

容形成術とそうでない方法の違いははっきりさせるべきです。 

 こちらは、某医院の料金表です。亀頭強化無料ということで患者を呼び込み、

好評だから先着２名まで亀頭強化無料の期間を延長決定と書いてあります。通

常10万円から15万円プラスと書いていますが、正価の値段は幾らなのか、期限

は何日から何日までなのでしょうか。また、ＥＳＴ式包茎手術といろいろな用

語が書いていますが、よく読むと非常に不思議な気がするのですが、性感帯温
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存根部カット法では、陰茎根本で包皮カットをすることで性感帯を温存すると

なっている。では、他の方法では全て性感帯は温存されないということなので

しょうか。 

 「亀頭増大とは」ということで効果を謳い、注入物について説明しています。

主な効果として、カリ高にすることで注入部が硬くなり、性交時のパワーアッ

プにつながります。包茎などの原因で起こる先細りを改善、バランスが良くな

ります。カリ首の感覚が鈍くなり、早漏防止の効果があります。寒いときなど

亀頭が縮みにくくなります。これらは本当のことなのでしょうか。また、注入

物について、高分子ヒアルロン酸、非吸収体のアクアミド、バイオアルカミド、

これらは体内に長く置いて安全なのかという疑問が出てきます。もともと亀頭

増大など全く意味のないことなのです。 

 また、コスメティック・マスター法からネオ・コスメティック・サージェリ

ー法まで３種類の手術方法を記しています。内容は書かれていてもよくわから

ない。大体患者さんにとって一番良い方法であれば、それを行えば良いわけで、

何か商品を売っているようにしか見えない。医者の品位に欠けているとしか思

えません。 

 皮の余り具合を㎜単位で精密計測とあるが、皮膚は弾力性があるため、㎜単

位に計測できるのでしょうか。また、ねじれやそり、湾曲や先細りなど内部皮

下組織までトリミングを行うオーダーメイドの手術法と言っていますが、どの

ような手術法も全てオーダーメイドで、オーダーメイドでない手術方法はあり

ません。 

 包茎は、真性包茎、嵌頓包茎、仮性包茎に分けられます。大体30人に１人く

らいと言われています。真性と嵌頓包茎は保険が適用になりますが、泌尿器科

では保険点数が低く、包茎手術を嫌がるか、差額を取ると聞いたことがありま

す。 

 仮性包茎は皮膚が多く、亀頭が勃起したときには出ることもありますが、そ

うでないときは、常に包皮で覆われた状態であります。手術方法は、環状切開

と背面切開があります。美容外科と泌尿器科で手術方法は当然同じです。 

 この写真は、泌尿器科医のホームページに載っていたものをお借りしたもの

で、真性包茎に対する環状切開の切開予定図と術後の写真です。術後写真でお

わかりのように、亀頭直下の方法をしていないので、勃起時でも余裕がありひ

きつれたりしませんが、縫合部はツートーンになります。 

 こちらは、子どもの背面切開の切開予定図と術後です。わかりにくいかもし

れませんが、縦に切開して横に縫っています。環状切開と同じです。 

 これも私のスライドではありませんが、欧米の割礼と同じことですが、私自

身は、皮膚、包皮炎などを繰り返すのであれば手術しますが、そうでなければ
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無理して子どもに手術する必要はないように思います。 

 仮性包茎の場合、単に皮膚が亀頭に被っているだけなので、傷が目立たない

ように、また、陰茎根元の毛が先の方にまでこないように陰茎の根本で手術し

ています。これに対し、嵌頓型の場合若しくは真性包茎では、狭窄が前のほう

にあり亀頭が出てきませんので、その狭窄部を切除、広げることになりますか

ら、根本で手術するというわけにはいきません。 

 これも環状切開ですが、広告をたくさん出してチェーン展開している医院で

このような亀頭直下の手術をしています。この場合、皮膚が足りなくなりやす

く、そのためひきつれ感が出ます。陰茎の陰毛が勃起したとき邪魔になるなど

の問題が起きやすいと思います。これがなぜ、美容手術であり、亀頭増大、亀

頭強化なのか不思議に思いますし、前の写真と比べていかにも不自然です。で

は、なぜこのような手術方法をとるのか。私の考えですが、手術も単純で時間

もかからず、チェーン店向きなのではないでしょうか。 

 これは、注射で注入物を注射して大きくしたのですが、一つも良いことがな

く、取ってほしいということで取った状態と、取り出した異物です。これも環

状切開で手術しています。傷はそれほど目立ちませんが、包皮の質や包皮の色

が先端と根本のほうで違いますので、ツートーンになりやすくなります。 

 脱毛の問題は、火傷の問題と、効果の有無の問題、そしてエステティシャン

という無資格者の問題でしょう。 

 エステティシャンには資格がありません。無資格の者が脱毛を業として行う

のは違法になります。 

 現在、主な脱毛方法には、電気針脱毛とレーザー脱毛があります。そのほか

に、一時的脱毛もあります。 

 まず、ヘアサイクルについてお話ししますが、皆様の体の中で一番長い毛、

髪の毛ですよね。髪の毛は成長している時間が５～６年成長し続けています。

眉毛やまつげというのは長くなりませんが、これは３～４ヶ月で成長が止まっ

てしまう。成長が止まってしまった毛は、毎日痛くもなく抜ける毛です。抜け

る毛があっても毛が減った感じはなく、いつも同じくらい毛があるように見え

るのは、皮膚の下にこれから生えてくる毛がたくさんあり、50本抜けたら50本

生えてくるということなのです。毛の成長している時期を成長期、退行してい

る時期を退行期、休止している時期を休止期といってヘアサイクルと言います。 

 針脱毛にはよくエステサロンで行われていたブレンド法と、医療機関で行わ

れている絶縁針脱毛法があります。また、レーザー脱毛は毛根を焼くことで熱

を周りに伝え、毛の発生部位を破壊します。脱毛するということは、今述べた

ように、毛の発生部位を破壊するわけですから、何の資格もない人が行うのは

医師法違反になります。 
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 これは、脇の針脱毛ですが、針脱毛の術前と、10回ほど施術した後の状態で

す。針脱毛の場合、１本ずつ毛根に沿って針を挿入し通電することで熱変性さ

せます。この人の場合、痛みが強いということで７％のリドカインクリームと

いう麻酔クリームを塗って、サランラップで空気が入らないようにしていたの

で、足元にサランラップが見えています。 

 レーザー脱毛には黒い色に吸収させる波長を持った機器を使います。波長が

694nmのルビーレーザー、755 nmのアレキサンドライトレーザー、800 nmのダイ

オードレーザー、1,064 nmのNdヤグレーザーなどがあります。そのうち、現在、

日本でよく使用されているのは、ダイオードレーザーとアレキサンドライトレ

ーザーです。 

 これは、ダイオードレーザーで、レーザー照射先端部にクーリング装置がつ

いていて、肌に直接接触させて使います。 

 これは、アレキサンドライトレーザーで、照射スポットが大きいので効率が

よく、短時間で照射できます。冷却装置がないので、４℃の冷風を送る装置と

一緒に使います。 

 皆様から見て左がレーザー脱毛、右が針脱毛した翌日の状態です。スライド

でははっきりしませんが、針脱毛のほうが皮膚の赤みと盛り上がりが少し目立

ちます。 

 エステサロンでの脱毛は本来違法ですが、広告を出してかなりまだ行われて

います。我々のところに来るエステサロンでのトラブルは、火傷やその後の色

素沈着、効果が出ず毛が減らない。キャンペーン価格以外の場所の脱毛をしつ

こく勧められた。脱毛以外にいろいろ買わされる。ローンを組まされたり一括

払い込みさせられ、その後、なかなか脱毛予約が取れない。エステサロンが倒

産し、ローンだけが残ったなどです。 

 これは、当院で施術したもので、レーザー脱毛で火傷を起こしたものです。

幸い軽度だったので、きれいに治っています。 

 これも当院で起こした針脱毛による火傷と、その後の色素沈着です。この人

は、脇の針脱毛では何も起こらなかったのですが、完全によくなるのに２年く

らいかかっています。 

 次に、糸によるリフトアップは2000年ころから行われてきました。多くはフ

ェイスリフトの補助手段として、フェイスリフトでは効果が出にくい部位に対

し糸をかけて引き上げる固定法が開発されてきました。また、糸にトゲをつけ

て瘢痕による収縮でたるみを引き上げようとする方法が考え出され、この場合

は固定法ではなく遊離法で瘢痕硬縮により効果を求めようとしました。 

 しかし、ここ１年、急にトラブルが増加しました。その内容は、優待券を送

って、それにつられて来た患者さんに、カウンセラーが自分も２週間くらい前
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に糸によるリフトを行い、傷もないし効果もあったと説明しながら、300万とか

400万という高額の手術費用を示し、今すぐやれば半額になる、それでも高いと

いう場合にはモニターになってくれれば70万くらいで安くできるということで

即日手術するという勧誘方法や説明の問題、また、人によって痛みが１か月ぐ

らい続くというケースが出ている、そういう問題が起こってきています。 

 糸によるリフトには、スライドのように幾つか種類があります。それぞれ吸

収糸や非吸収糸、糸だけ挿入し浮遊したままとするか、今までのフェイスリフ

トの補助として固定するか、といった種類があります。痛みやひきつれも普通

は１週間くらいで治まります。 

 これは、吸収糸の生体内抗張力と吸収期間を示しています。天然素材の羊や

豚の腸から取ったカットグットは狂牛病の問題があり、現在使われないので、

現在使われているのは吸収糸の合成糸のみです。ポリゴリコールサンや 

ポリ乳酸、ポリエプシロン、ポリディオキサノン、トリメチルカーボネートや

カプロラクトンなどを使いますが、抗張力は１週間、長くて３週間くらいで半

減します。吸収期間は長くて７ヶ月といったところです。これを過ぎても痛み

や違和感、ひきつれなどがあるのは、糸の吸収時の炎症や瘢痕形成のためとか、

神経に接触しているため何らかの刺激を与えているのか、側頭筋膜に強く固定

するためか、などといった想像ができますが、実際の原因は不明です。 

 これは、糸によるフェイスリフトのトラブル症例です。 

 施術した翌日の状態で、浅いところを糸で強く引っ張れば、その部位はくぼ

み、逆に周りは膨らみます。 

 上段の２枚の写真は、施術後３週間後です。顔を動かせば糸が飛び出てきま

す。 

 下段の左側は施術後５週間後で、糸の膨らみが見えています。 

 下段の右側は施術後３カ月で、糸の進入部がはねた状態です。 

 

３ 公益社団法人日本美容医療協会の活動 

 次に、日本美容医療協会は、平成３年に厚生省認可の社団法人としてできま

した。その後、20年の活動が認められ、平成23年に内閣府認可の公益法人とな

りました。その活動についてお話ししたいと思います。 

 ここに図を示したのは美容医療、特に美容外科は精神的な悩みを外科的に解

決しようという診療科です。精神的な悩みですから、当然、隠したいとか恥ず

かしいとか他人に知られたくないということがあります。そこで、口コミが少

ないわけなので、広告を出せば患者が来ます。そこで、広告を出すわけですが、

美容外科の場合は、いわゆる地域住民を相手にするということは普通あり得ま

せん。日本国中ということになりますから、それを知らせるためにも全国規模
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での広告というものが必要になってきます。そうすると、広告にはお金がかか

るから、１人の患者からできるだけ稼ごうとするし、しなくてよい手術をさせ

るということでトラブル発生が起こってきます。また、お金がかかるというこ

とで、できるだけ効率を求めるために誇大広告とか違法広告ということを行う

わけです。また、良いことしか言わないということでトラブルが発生します。 

 それから、１店舗の広告費を抑えようとするためには、チェーン店化すると

いうこともあります。そうすると、医者の確保が必要だから、医師募集広告に

経験不要として、経験の無い医師も含め広く医師を募集することで、トラブル

が発生してきます。 

 トラブルが発生しても隠したいとか恥ずかしいとか知られたくないというこ

とがありますから、大体は泣き寝入りするかお金を返してもらって終わります。

訴訟になるということはめったにありません。また、そういうことですから、

世間には良い、悪いが知られないために、同じ過ちが繰り返されるというパタ

ーンになります。 

 トラブルを生じないようにするには、この流れを断ち切っていくしかありま

せん。そこで、日本美容医療協会のしてきたことは、できるだけ多くの正しい

情報を流すこと、違法広告については、雑誌広告協会、厚労省との話し合いや、

自主規制案を作ったり、違法広告を掲載している広告主、雑誌社、広告会社へ

注意文書を送付したりすること、また、医者のレベルアップを図るために協会

主催の勉強会をしたり、トラブルに対しては、夜間電話相談室やホームページ

に相談室を設けたり、ということをしてきました。 

 これは、日本美容医療協会のホームページの表紙ですが、美容医療トピック

スでいろいろな情報を流し、美容医療相談室では適正認定医のボランティアに

より様々なトラブルなどの相談に対し回答をしています。回答は統一しないで

各医師によって自由に書いていただくことで、考え方にもいろいろあるという

ことを知ってもらおうとしています。また、毎週木曜日の夜７時から８時３０

分まで、電話相談室を開いています。適正認定医の資格のある医者がボランテ

ィアで直接電話相談をしています。 

 美容医療トピックスでは、一般の人たちに知ってほしいという問題は次々に

載せるようにしています。例えば、「金の糸」についてとか、現在使用されてい

る注入材料の調査とか、包茎のトッピングに注意して、ということを載せて促

しています。 

 広告については、禁止表明や違法表示などの情報も流しています。 

 「金の糸」のレントゲン写真を載せて、レントゲン写真やＣＴ、ＭＲＩなど

の写真には「金の糸」が写ること、ＭＲＩを撮影する場合、金属に熱が生じた

りすることがあり、写真撮影を断られることがあること、また、金アレルギー
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で発赤を招くことがあるということについて注意を促しています。また、「金の

糸」による効果があるというエビデンスは何もないということも記載していま

す。 

 また、現在使用されている注入物の成分と考えられる副作用を載せています。

例えば、アクリルアミド成分は、ポリアクリルアミドで異物反応が起きること

があるといった具合です。 

 また、豊胸バッグの各国の承認状況を記しています。2003年１月現在ですの

で10年前と古くなっていますが、アメリカのＦＤＡやフランス、英国の状況、

日本の厚労省の認可状態を載せています。日本の場合、最近ですが、厚労省で

一部乳がん術後に対して保険での使用を認めてきました。 

 これは、美容目的で注入物を注射した症例です。1950年代は、パラフィン、

オルガノーゲン、1960年代では、シリコンが広く用いられました。これら非吸

収性注入物による異物の後遺症患者が増加しました。この人もまぶたの下に注

入したものが固まりとなって取ってほしいと来院しました。 

 これは、角度を変えて写したものです。左側だけ異物を除去したのですが、

全て取り切れたわけではありません。術後かなり無くなりましたが、時間が経

つにつれて再度固まりとしてしこりが目立つようになってきます。注入物はい

ろいろな組織に入り込むので、全て除去できないのです。 

我々の年代は注入物によるトラブル例を見ているので、できるだけ体内に異

物となるものは入れないようにしようとしますが、今の若い医者は経験がない

ので、簡単な方法で技術の要らない注入物を注入する方法を勧めるし、患者さ

んも切らなくて済むのならということで希望をされます。 

 そこで、やはり各国の注入物の承認状況を協会ホームページに載せるように

しました。今までの経験から、非吸収性の注入物は問題があるということで、

次は、元々生体内に存在する吸収性のコラーゲンやヒアルロン酸など注入物と

して使えるのではないかということで使われるようになりました。しかし、ア

レルギーや肉芽腫形成があったと報告があります。 

 アメージングジェルなどがチェーン店でよく広告されていましたが、中国以

外どの国も承認していません。この表では認められていませんが、ジュビダー

ムは注入剤として日本でも最近許可されました。このように注入物についても

注意を促していますが、最近では吸収性注入物ですと長持ちしないということ

で、非吸収性のポリアクリルアミドのようなものを吸収性物質に混ぜて使うと

いうことが起きています。昔のものよりも生体親和性が高く、異物反応が少な

いというものの、人体に何十年入っていてどうなるかのデータもないし、個体

差があることから、将来何か起こる可能性はあると思われます。最近では、ネ

ット上で販売されている注入物を自分で買って自分で自分の体に打つというこ
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とも起きています。 

 

４ 美容外科と広告の問題 

 以上のように、日本医療美容教会では、様々な情報を流し、美容医療も決し

て夢のようなものではないこと、広告に書かれているような簡単なものではな

いこと、トラブルに対する相談など手術に対する注意や術後のフォローなどを

行ってまいりましたが、一番大きな問題は広告ということになります。 

 誇大広告、違法広告については、協会設立当初より活動してきました。平成

６年には広告の自主規制案をつくり、厚労省に働き掛け、雑誌広告協会やＪＡ

ＲＯ、都道府県に自主規制案を守るよう通達を出していただきました。一時的

に問題広告もおさまったのですが、１年もするうちに、前よりもより目立つ広

告が出るようになりました。そこで、違法広告を出している医療機関、出版社、

広告会社に対し、違法広告の是正を求める文書をお送りしたりしてきましたが、

改善は進みませんでした。平成19年には一部医療法改正が行われ、違法広告に

対する罰則も課せられるようになりました。これ以降、大手出版社の雑誌広告

には違法広告が非常に少なくなってきました。現在は、ミニコミ誌やネット上

に違法広告が目立ちます。ホームページの内容は、今のところ広告とみなされ

ていませんが、違法広告以上の害毒を流していると思われます。 

 日本美容医療協会のホームページの中には、「美容医療広告について」として、

患者さんの啓蒙と医師に注意を促すために、医療広告について詳しく載せてい

ます。医療広告ガイドラインについては、日本美容医療協会のほかに２つある

美容外科学会にも論文を載せています。このガイドラインは、厚労省医政局総

務課薬事情報専門官の方と約１年にわたって話し合いながら表示可能なポジテ

ィブリストをつくったもので、これにより今まで曖昧だった広告表示可能な文

言がかなり明確になったと思います。また、そこがはっきりと示されたことで

大手出版社の紙媒体からは違法広告がかなり影をひそめました。現在は、ミニ

コミ誌などに違法広告が見られること、ネット上に違法広告が見られることが

問題となってきました。ミニコミ誌の一部はＪＡＲＯの会員ということもあり、

先日、今日のパネリストとなられる厚労省の井上氏にご一緒していただき、Ｊ

ＡＲＯとも話し合ってきました。そこでは、ＪＡＲＯから注意していただける

というお話でした。 

 平成19年の一部医療法改正により、広告についても規制緩和がされました。

しかし、何を書いてもよいということではありません。 

これは、医療広告ガイドラインの一部ですが、医療広告に表示可能な表現と

して、他の病院または医療機関と比較して優良である旨の比較広告は表示不可

となっています。例えば、日本一とかナンバーワン、１番、最高、絶対などの
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表現は客観的な事実であっても表示できない。永久保証という表示も掲載不可

です。誇大広告、必ずしも虚偽ではないですが、施設の規模とか人員配置、提

供する医療の内容などについて事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認さ

せる広告は禁止されます。特に、治療費に関しては注意を要するということで

す。また、何々学会の会員などとして学会名を表示することは掲載不可です。

学会を勝手に作られるということです。一般的でない肩書も掲載不可ですし、

キャンペーン価格などは掲載不可。脱毛レーザーやしみとりレーザーは掲載不

可です。理由は、これらを適用とした医療機器が薬事承認を得ていないためで

す。ただ、エステの広告は何ら取締りがないというのも不合理さが目立ってい

ますが、客観的な事実であることを証明することができない内容の広告、患者

や医療従事者の主観によるもので客観的な事実であることを証明できない事項、

エビデンスのない事項については表示不可能。無論、モニター患者による体験

談も掲載できないとなっています。 

 更にわかりやすくするために医療広告ガイドラインの最後にこのような表を

作り、一つずつ広告可能なもの、できないものを載せています。この具体的な

内容については、厚労省と日本美容医療協会とで一つずつ例を挙げて広告可能、

広告不可能を表記しています。 

 ここで新たに問題になったのは、各医院のホームページです。厚労省は、ホ

ームページは嫌でも目に入ってくるものではなく、意識して探さなければ目に

入らないから、広告でない、と定義しました。しかし、現状はこのホームペー

ジが問題となっています。 

 これは、あるクリニックのホームページの一部ですが、「大幅割引」、「無料」

という言葉が目立ちました。ホームページは、広告とみなさないとなっていま

すが、厚労省も、品位のない内容は改善しなければならないと言っています。 

 同じクリニックのホームページですが、モニター募集中と書いてある下に、

各種手術の料金が書いてありますが、最低料金が書いてあって、それ以上とな

っています。実際の料金が幾らになるかわからず、安さだけ流すようになって

います。 

 術前・術後の写真ですが、術後の経過時間はわかりません。普通は、半年後

とか必ず明記するものですが、書いていないため効果が判定できません。ただ、

写真からだけで判断すると、口紅の色とか頬の色が全く同じだから、手術直後

の写真かもしれないし、しかし、手術後にしては腫れがないので、画像操作し

ている可能性もありそうです。25％オフといったダンピング表示が目立ってい

ます。 

 この写真は、ビフォーのほうが暗く、アフターのほうが明るく撮って比較が

できないようにしています。また、術前・術後の服装が全く同じです。普通、
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手術後というのは最低３カ月以上おきますから、写真の角度や背景も違うもの

ですし、当然着ているものも違うだろうと思われます。写真を見るときはその

ようなことも参考にされればと思います。 

 これもホームページの一部ですが、１年間の安心保障とか20％オフ、さらに、

ビフォー・アフターの写真が載っています。しかし、この広告によるトラブル

が急増しているようです。 

 これは、美容医療協会の相談室に寄せられた相談の一部です。2013年９月17

日から20日までの４日間で、カテゴリーはフェイスリフト、投稿日は９月17日

の16時15分から同月20日の10時24分までです。回答数がゼロになっているのは、

直接医者への回答を求めたものではないので、回答していないからです。 

 また、これは、ネット広告で、上に広告と書かれています。「経験豊富な美容

外科専門医」とか「ワンランク上」等と書かれていますが、本来このような広

告はできません。また、「リピート率87％」とか「国内屈指」も全く根拠がない

ので、広告不可です。すなわち、広告違反です。これらをクリックすると、各

医院のホームページに飛ぶようになっています。 

 こちらは、個人のブログの中に出てくるスポンサーサイト、すなわち広告欄

なので、完全に違反広告になりますが、１ヶ月くらいすると、しばらく消えて、

またしばらくすると出てきます。広告ではこのような術前・術後の写真掲載は

違法です。これもクリックするとホームページに飛ぶようになっています。 

 平成25年９月27日に、医療広告ガイドラインの一部補足があり、広告に関し

て、バナー広告のようなものとリンクする病院などのホームページを広告とし

て取り扱うことを明確化しました。これらのことは、後で井上さんが詳しくお

話ししてくださると思いますので、割愛させていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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＜基調講演＞ 

「美容医療と消費者被害～美容外科をめぐる法的課題」 

手嶋豊氏 

 

○司会（吉見）  

 それでは、手嶋豊さんから、基調講演をお願いいたします。 

 手嶋さんは、神戸大学大学院法学研究科の教授をされており、医事法がご専

門です。プロフィールの詳細は、表紙の裏をご覧ください。本日は、「美容医療

と消費者被害」と題して、基調講演をしていただきます。 

 それでは手嶋さん、よろしくお願いします。 

 

○手嶋豊氏（神戸大学大学院法学研究科教授） 

（はじめに） 

 神戸大学の手嶋です。私の報告は、お手元にございます資料集の資料２に従

いお話をさせていただきます。先ほどのお話では力が抜けてしまうような写真

がいっぱい出てきて、私もちょっと力が抜けているようなところもあるのです

が、そういう写真は、これからは出てきません。代わりにいわゆる「字の缶詰」

ですので、それはそれで皆様にとっては余り面白くないかもしれませんが、そ

れはご容赦いただきたいと思います。 

 それでは、レジュメに従い報告をさせていただきます。私はご紹介いただき

ましたように、神戸大学で民法を教えています。これまで主に研究をしてきま

したのは、損害賠償法で、そのなかでも医療事故を研究してきました。また、

医事法につきましても、損害賠償と並行して検討してきました。それで今回は、

医事法の観点と損害賠償の観点から検討してみた内容のお話をさせていただき

ます。 

 

１ 医療と消費者問題「患者は消費者か」 

 テーマが「美容医療と消費者被害」ということですので、まず、医療を受け

る者というのは、果たして消費者なのだろうかということを一応 初に確認を

しておきたいと思います。 

 ここで非常に古い資料でありますが、国民生活審議会会長所見というものを

引いてきました。これをご覧いただくと、健康管理体制の不備であるとか医療

の選択に関する情報不足、あるいは医療の質の管理の欠如といったようなこと、

意見、医療を受けた後の問題、意見の反映と教育といったようなことが書かれ

ています。これは一体いつのことだろうということをお考えになると思うので

すが、40 年前のことです。40 年以上前に、こうした議論がされています。 
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 ここからもおかわりいただけるように、医療の問題というのは古くて新しい

問題であり、いつの時代でも多く求められ、また、それに対して制度が必ずし

も十分追いついていないという、そういう状況だと思います。そういう意味で

は、時間が過ぎていっても改善されることは決して多くないということを我々

は考える必要があるということです。 

 以上をご確認いただいた上で、今日、40 数年前に指摘されたことがどれだけ

が改まっているだろうかということを考えながら、これからのお話をお聞きい

ただければと思います。 

 さて、医療と消費者問題です。こういった問題はしかし、 近になってよう

やく本格的な議論が始められるようになったという印象があります。また後ほ

どご紹介しますが、消費者問題に絡めた形での裁判例というのも幾つか出てき

ているということであり、そういう意味ではこれから発展していくだろうとい

う予感を受けるところです。 

 この点に関しまして、この方面における研究の第一人者と思われる京都産業

大学の高嶌英弘教授は、医療がこれまで消費者問題として扱われることが多く

なかった理由について、医療というものを「契約」として考える見方が一般的

ではなかったこと、医療と他のサービスとは違うというようなこと、消費者法

よりは医事法という枠組みで捉えることが一般的であったこと、そして、サー

ビス利用型契約に対する関心がこれまで必ずしも十分でなかったことなどを指

摘しておられます。 

そこで出てくるのが、医事法の話で、医事法というのは一体何だろうかとい

うことがあります。ここで問題となっています消費者問題とは別に、医療の問

題というものを法的な側面から検討しようという分野というのが医事法という

分野です。医事法という名前を聞いて、人は何を思い浮かべるかということが

ありますが、おそらく臓器移植であるとか安楽死、尊厳死、人工妊娠中絶とい

った刑事法的な色彩の強いもの、あるいは感染症対策とか予防接種、疾病対策

といったような公衆衛生に関連するもの、医療関係者の身分法といったような

行政法的な色彩のあるもの、さらに、私がやっているような医療事故であると

か生殖補助医療、医師・患者関係といったような民事系の側面を思い浮かべる

と思います。このように複数の領域が絡まった分野ということで医事法という

分野が 1960 年代以降、我が国でも進展してきている状況かと思います。 

 こうした医事法という分野が進展してきた中で、医療の対象となる患者には

そこに一定の位置づけがされており、必ずしも消費者という位置づけをして保

護する必要性は大きくない、というのが、おそらくこれまでの見解だったので

はないかと思います。しかし、これから検討する美容医療に関しては、通常の

医療が、本来治療が必要でそれについて適切な費用で、場合によっては無料で
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適切な医療を提供すべきという社会保障的な側面がある、というのとは異なっ

た側面が、美容医療、美容外科にはあるだろうと考えます。美容医療に関して

は、生命・身体に対して処置を実施しなくても問題はないという点で、通常の

医療とは異なって患者に選択の余地があり、自由診療制であること、そして、

当事者間に知識経験の格差もあり、さらに、立場の補完性がないという側面が

あることから、美容医療、美容外科の需要者を消費者と扱うということは、決

して不自然ではないだろうと思われます。 

 

２ 美容医療の法的位置付け～美容医療の特色 

（1）美容医療と通常の医療 

 そこで次に、美容医療の法的位置づけにつき、美容医療の特色といった側面

から、この問題をもう少し考えてみることにしたいと思います。 

 まず、美容医療と通常の医療とは、どういう点が違うのだろうかということ

を考えてみます。 

 医療行為は、その外形だけをみれば、傷害行為や強要といったものと軌を一

にする側面がないではありません。したがって、医療行為というものが適法化

されるためには、単に治療目的があるというだけでは足りず、処置・治療の医

学的な適応性、医学準則に従った処置、そして、患者の同意が必要、というの

が、広く理解されているところであります。 

 これらの要件について若干補足いたします。 

 まず第１に、治療、処置の医学的な適応性です。美容医療の場合にはこれが

客観的には非常に小さいか、あるいはないということです。しかしながら、患

者さんご本人は自分にはそういった処置が必要であると考えておられるわけで

す。なぜ、患者さんはそういったことを考えるようになるのだろうか。その理

由としては、社会がこのような体の状況を望まないからとか、社会的に格好が

よい、逆に格好が悪いというイメージなどが先行しがちで、いわば非常に世の

流れに流されやすい態度というのが考えられます。あるいは、単純に、このよ

うな状況から抜け出せれば自分はもっと輝くことができると考えるかもしれな

いということもあるかもしれません。こういった理由ではあっても、処置が実

施され、その結果として被術者の自己評価が高められる、生活の質が上がると

いうことであれば、それは基本的に止めることは必要ないだろうということで

す。もっとも今申し上げたように、処置の必要性を感じるのがご本人のまさに

世界観から出てきたもので、それに美容医療というものが手助けできるという

ことならよろしいのですが、それが本来必要のないような行為というものをい

わば周辺の圧力といったものを感じてそれが必要であると考えるようになった

とすれば、それは問題もあるのだろうと思います。 
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 近、ファッションモデルの方が非常に痩せすぎているということが問題に

なったことがありますが、美容医療の問題に関しましても、健康という側面に

関しては、考える必要性がある問題だろうと思います。先ほど出ていた包茎の

ケースなどもその一例ではないかと思います。 

 ファッションというようなことであれば、それはご本人の選択のみに帰する

点も多いと思いますが、体の外形の変更を伴う、美容医療というものは、あく

まで医療関係者の手を通じて、その実現を図るというものですから、医療関係

者が関与する形でそれをむしろ奨励をするということは、ある意味非常に大き

な問題を含んでいるのではないかと思います。こういった行き過ぎた方向性に

対して警鐘を鳴らすべきものは誰なのかといったことを考える必要があるだろ

うということです。治療の医学的な適応性ということに関して、通常の医療が

客観的にその治療の必要性がわかるのに対し、美容医療はそうではないところ

があるという点を第一にご確認いただきたいというのが 初の点です。 

 ２番目といたしまして、医学準則に沿った処置によって行われること、とい

うことがあります。西山先生からお話がございましたように、美容医療は、あ

くまで形成外科の一分野という位置づけです。したがって、医学的知識、技量

というものに裏付けられなければ、その行った結果はどうなるかというのは想

像するに難くないわけで、医学準則に沿った処置ということが行われませんと、

それは、重大な結果を招くおそれがあります。これは、一般の医療と同様であ

り、生体に対する侵襲行為である以上は、当然配慮されるべきことです。感染

症への対策が果たして適切に行われているかというようなことが問題となると

ころです。 

 美容医療も、ひとたび処置を実施してしまえば、その結果は取り返しがつか

ないということも、通常の医療と同様です。たまたまそのときの気分である処

置をしたが、後になってそれが嫌になったから元に戻したいと言われても、そ

れはなかなか難しいわけであり、そういった点では、衣類を着替えるような形

でのやり方ではないということです。当たり前のことですが、それを十分に自

覚されているのかという点を考える必要があるというのが２番目の点です。 

 もっとも、こうした医学準則に従った処置でありますが、これも先ほどより

お話がありますように、美容医療では、裁量の幅が広く、当該診療における準

則というのは、必ずしも立てやすいものではありません。医療事故があったと

きに、どうしてそのような処置をしたのかという点についての説明が必ずしも

しやすいものばかりではない、といったような点で、かなり当該医療機関の裁

量の幅が広く、うちはこうやっているということで話が通ってしまうというよ

うな部分もあるように思われます。先ほどのスライドでもお示しがあったかと

思いますが、どうしてこういうやり方が適当だと宣伝しているのかわからない
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とご指摘がございました。これは端的にそういった問題を裏付けているのでは

ないかと思われます。 

 さらに申し上げれば、このように、いわば診療の実施体系としての流れが確

立していないということになると、これから美容外科医になっていく方たちが、

十分に体系的な指導、教育プログラムというようなものに乗っかっているのか

どうか、そして、ちゃんとそういったものを十分身につけた上で施術に当たっ

ておられるのかどうかということについても、疑問を抱かざるを得ない部分も

あるかもしれません。これが２番目の話の根幹部分であります。 

 そして３番目、患者の同意ということです。この点についても、こちらにご

出席の先生方にはほぼご承知のことだとは思いますが、確認の意味でお話をさ

せていただきます。 

 成人の正常な判断力のある人の意思というのは医療の場において尊重される

べきである、というのが自己決定権というものの根幹部分です。そして、診療

行為としてということで、それを実施することが患者本人のためであるという

ことであったとしても、本人が拒絶をするならば、それは実施してはならない

というのが原則です。患者が当該病院へ来院したのだから、それで全般的な処

置に対して同意が与えられていると考えるかというと、そうではなく、あくま

で個別具体的な処置場面で同意を取ることが必要だということです。これは後

にお話しするような医療事故訴訟におけるところの説明義務違反のところでは

典型的な場面として出てくるところです。 

 ただ、患者の同意に関して、後にもお話ししますが、患者本人は、実は、そ

こに至るまでに一連の流れがあるわけであり、当該処置が患者本人について、

自分には必要であると考えて来院をするというようなことですので、患者が美

容外科の門をくぐってしまうと、医療関係者が一定程度のリスクというものを

説明して、どうするのか決めてくださいねということを言われたとしても、そ

の時点になってしまうと、患者さんが処置を取りやめるという選択はなかなか

しにくいかもしれないということがあります。同意という側面が、必ずしも不

適切な処置を実施することの歯止めになりにくいというようなところは、広告

をどうすべきか、ということとも密接に関連してくるだろうということを、あ

らかじめご指摘申し上げたいと思います。 

 以上のように、美容医療というものが通常医療の延長線にはあるのだという

ことではありますが、しかし、若干の違いがあるということを一応この場で確

認できたということです。 

 こういった点については、官公庁の対応ということで消費者委員会であると

か厚生労働省の対応とかということもありますが、これもほぼ同じことであり

まして、厚労省のインフォームドコンセントの取扱等についての一番下の部分
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で一応申し上げておきますが、医療とは位置づけつつも、基本的には消費者問

題としての扱いという形で、主に重点はそちらのほうにあるのではないかとい

うことが推測されるわけです。これはまた後ほど井上様のほうからお話がある

かと思います。 

 

（2）美容医療の特色を加味した課題の検討 

 これから申し上げる部分が、本日のお話の中心的な部分になります。美容医

療には一般医療とは異なった側面があるということを踏まえた上で、どのよう

に考えたらよいか、ということです。背景事情をこれまで申し上げてきました

が、幾つか確認をしておきたいと思います。 

 美容医療というのは、あくまで患者本人の選択によって始められるべきであ

るということではありますが、患者本人が望めば何でもできるかというとそう

ではありません。このことは、先ほどのお話でも明らかです。しかし、処置の

限界あるいは必要性というものを 終的に決するのは患者本人の意識、希望で

す。したがって、患者さんご本人が、自分が望むことは果たして実現すること

なのか、ストップすべきではないかと考えることについて十分な理解というも

のが必要になってくるだろうというわけです。これは広い意味での消費者教育

というものにもつながるわけですが、ややもすると、よい結果ばかりが宣伝さ

れやすい昨今の風潮を踏まえて、こういった問題をある程度視野に入れて考え

ておくべきではないかというのをあらかじめお話をしたいと思います。 

 そして、その際考慮に入れるべき点としては、次の２つの側面があります。

一つは、患者の自由な選択というものが重要だということです。「自由な」とい

うと、いささか語弊があるところもあります。あるいは適切な選択の重要性と

申し上げたほうがよいのかもしれません。その背景には、先ほどの西山先生の

お話でも冒頭にあったところでありますが、美容医療を受けようとする患者さ

んの中には、一定の主にメンタルの面での問題がある方も含まれているという

ことが指摘されているところです。レジュメに引用している『標準形成外科学』

という本は、多分、医学部での教科書として使われているものだと理解をして

いますが、その前半部分のところでは、美容医療というものに関し、安易に依

存する傾向の患者がいて、その患者がどんどん今の状況を変えていきたいとい

うようなことで美容医療を繰り返す傾向もないのではないかというようなこと

も指摘されています。そうであれば、患者の言いなりになってどんどん処置を

してしまう。その結果として取り返しのつかないところまでいってしまうとい

ったことになったとすれば、それは、消費者問題以前のものだとして、適切な

医療を提供するという医療関係者のいわば社会的な責務というものから見てど

うなのだろうかと考えざるを得ないという問題があります。 
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 ただ、この問題がなかなか難しいのは、一方で自己決定権があるという部分

です。自己決定権を徹底するならば、あくまで患者の言うとおりにそれを実現

しようと努力をするのが医療関係者であるとお考えになるかもしれません。し

かしある種のパターナリスティックな対応も必要な部分というのがここでは必

要なこともあるということを指摘したいと思います。結局、医療行為、美容医

療も患者の福利というものを可能な限り実現するという方向から考えたときに、

いわば病的な形で医療を求める患者に対しては、ある程度抑制的な行動という

ものを期待してもよいのではないかと考える次第です。 

 さらに，美容医療を取り巻く諸状況、準則に従った処置というようなことを

先ほど申しましたが、美容医療の領域では２つの学会があって、アカデミア系

と開業医系ということで、必ずしも相互の連絡はなされていないといようなこ

とを仄聞しています。ホームページを見ると２つの学会、同じ名前の学会が２

つあり、それぞれが努力をしているということではあります。しかし、相互の

連絡がないところで、いわば実践領域としての水準がどういうところになって

いるのか、ということなどを考えると、その点について医療界の相互の関係は

より密接なものであるべきだろうとは思いますが、それが必ずしもうまくいっ

ていないのではないかというわけです。２つの学会がそれぞれ独立に存在して

活動しているという、それ自体は別に問題がないと思うのですが、ただ、美容

医療としてあり得るべき姿というものが、いわば同じ方向を向いているはずの

ところで統一されていないとすれば、問題が出てくる場面かなと思います。こ

れは結局、どのような美容医療が提供されるべきかという観点から考えたとき

に、ばらばらの方針が複数存在するということに問題はないか、特に患者は専

門的知識を持ちあわせていませんので、的確な判断が可能かどうか、というこ

とです。 

 このほか、美容医療は学会だけの問題ではなく、新しい治療法や薬品などの

導入の経緯などについても水準的な治療を設定することが必ずしも容易でない

ということ、また、先ほどの話でもありましたが、美容医療チェーンが全国展

開し、非常に若い方もメスを握るようになっているということもあって、その

点からの習熟の問題ということもあるようにも伺っています。 

 また、患者本人が、美容外科の処置をされたことを知られたくないという意

識は広く共有されているわけであって、処置に対する不満、あるいは現実に事

故があったとしても、そのことが公にされることを望まない人々が非常に多い

だろうということが推測されます。泣き寝入りをしてしまうという例はかなり

多いのではないかということがあります。 

 そしてもう一つ、美容医療というのは通常の医療には含まれないというよう

なことで、基本的には医療保険の対象でないということであり、それゆえ自費
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診療が基本となります。自費診療が基本となりますから、中央での総量規制的

なコントロールはかなり難しいということになります。自主性に任されること

に結局ならざるを得ないわけでありますので、それで多くの医療関係者は、極

めて良心的であると想定はしますが、しかし、いざコントロールが必要になる

となったときに、実効性のある抑止策というのは見出しにくいという問題があ

ります。こういった多面的な状況が、美容医療というものをめぐる問題として

考慮に入れておかなければならないことだろうと思います。 

 

３ 美容医療をめぐる紛争状況 

（1）医療事故・医療過誤 

 さて、以上のことが問題として背景に存在することを指摘させていただいた

上で、美容医療をめぐる紛争処理の問題という方に進みたいと思います。 美

容医療をめぐる法的紛争を、どのように考えるべきかということでありますが、

以下のように整理することができると思われます。 

 １番目は、医療事故あるいは医療過誤と呼ばれるものであり、美容医療を実

施した結果、望まない結果になったということが主たるものです。望まない結

果になっただけでなく、さらに重大な結果を招いたというような場合が裁判に

なるだろうということです。先ほどのスライドでも、裁判はほとんどないとい

うことでありましたが、しかし、美容医療を実施した結果として患者さんが亡

くなったとか、そういうような事態になると、やはり裁判になるということは

あるわけです。判決まで至っているような事案の大半は医療事故であり、しか

も、極めて重大な結果を生じているという場合です。 

 ２番目といたしまして、診療契約違反というような形で説明することができ

るものもあろうかと思います。要するにどういうことかというと、通常の診療

債務というものは、手段債務だと言われます。手段債務とは、結果債務と違う

債務で、一定の結果の実現を約束するのではなく、結果実現に対して努力をす

るということを約束するものです。その際には、もちろん善管注意義務を払っ

て処置はするのですが、望んだ結果にならなかったとしてもそれは必ずしも直

ちに債務不履行になるものではない。そういうものが診療債務だと考えるもの

です。 

 しかし、美容医療については手段債務ではなく結果債務だ、あるいは請負で

あるということで、仕事の完成が債務の内容となっていると考える方ももちろ

んいらっしゃるわけで、そのような角度から責任を追及することができないだ

ろうかという、そういう議論があるわけです。 

 しかしながら、医療の場合、しわを取ってあげます、あるいはこうこうとい

う形で、先ほどほうれい線のお話があり、私もほうれい線が取れたらいいなと
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思ったりしつつ、もう仕方ないなと思っていますが、しわを取ってもらうこと

について、結果が出なかったとしても、今日の医療において結果実現を確約す

ることはなかなか難しいことであり、結果債務であるという法律構成は余り支

持を得ていないだろうということです。結果達成について、医療一般の性質か

らこういったアプローチというのは妥当しにくいように思います。治してあげ

ます、きれいにしてあげますというようなことを言ったとしても、それは単な

る勇気づけあるいは励ましといったものにすぎないのではないかというわけで

す。 

 そうなると、やはり事故が起こった、あるいは結果を達成できなかったとい

うときに問題になるのは、１番目の医療過誤に関する話だということでありま

す。法律構成は不法行為、債務不履行でもいずれでもいいだろうと思います。

ここら辺は教科書的な知識だろうと思いますが、要するに、結果達成のために

努力をしたが、その結果に問題があるか否かということについては 709 条ある

いは 415 条の規律にしたがって判断するということになります。 

 そうなると、ここでの課題というのは、責任の根拠たるところの過失あるい

は診療債務上の義務違反というものは何であったのかということになるわけで

す。 

 医療事故の場合は、その場合の判断の基準となるのは医療水準ということに

なっています。通常、医療事故におけるところの法律構成というのは、責任の

根拠となる事情と書いてありますが、医療技術上の過誤あるいは説明義務違反

ということです。恐らく医療事故という形で構成する際に出てくる困難の大半

は、医療技術上の過誤の部分だろうと思います。医療の場合難しいのは、問題

とされる過失あるいは義務違反というものを特定するのが非常に困難だという

ことです。先ほど申しましたように、美容医療においては、必ずしもその段階

で統一した方向性というのが存在している場面ばかりではないということがあ

ります。そこで、結果的に望みどおりの状況にならなかったということで、そ

の責任を追及したいという際に何を考える必要があるのかといえば、それは結

局、当該診療に従事する医師がなした行為に照らして、診療当時の医療水準の

観点から、適切といえる行為といえるかどうかということについての義務違反

を探すというようなことになります。したがって、単純に、こういう施術をし

たから直ちに責任があるとか、結果がこうだから責任がある、というようには

ならないことが、ここでの大きな問題です。法律家は、結果としてこうなった

が、では、どこをどうやってどうやったからこのようになったのかということ

について説明をせよと言われても、なかなかわからないところがあります。よ

く手術室に入っていくところを、頑張ってねと言って、出てきたときには死ん

でいたというときに、何があったのかわからないということはよくあるわけで
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すので、よくあってはいけないのですが、まさに義務違反の特定ということに

ついて、それを確定しろと言われても法律家の持つ常識だけでは難しいという

ことがあります。 

 うまく何とか責任追及の術が見つかって、事故原因を特定できたとしても、

それと生じた結果との間に高度の蓋然性を持って因果関係が接着できるかどう

かというのが次の課題としてあります。過失が認定できれば話は済むかという

と、そういうわけではありません。そうした事情と結果との間に高度の蓋然性

を持って因果関係があるということを立証しないといけないということです。

もちろんそういうことを言い始めると、結果がよくないのが一般的な疾病の治

療においては、そもそも高度の蓋然性なんて立証することは不可能な事態が発

生しかねないから、そうである場合は、相当程度の可能性で責任を認めること

ができるということになります。しかし、その場合は、全損害に比べると、認

められる損害賠償の額は極めて小さくなります。それでもいいのかということ

が一つあるわけでありまして、この点は具体的な事案においてどう考えるのか

ということになってくるのだろうと思います。 

 先ほどのご報告のスライドでも幾つかお考えになったところもあるかと思い

ますが、手技上の失敗ということについて、ここをこう切ったからこういうこ

とになったのだというときに、どういうふうに切ったかということなどを立証

するのは果たして簡単かというとまるで違って、それもまたまったく容易では

ないということがあります。例えば、脂肪を吸引中に腹部の太い血管を切断し

てしまったという事態があったとしても、それが手技上の失敗に起因するのか

どうかというようなことなどを指摘するのはなかなか難しいということです。 

 以上、長々と申しあげましたが、医療事故において、その技術上の過誤を指

摘するのは、私が改めて指摘するまでもないということですが、極めて難しい

というのが現状です。したがって、そうであれば、また別のルートというのを

考えることが必要かということになってきます。 

 そこで考えられるものとして、説明義務違反というものが考えられています。

美容医療では、一般の医療と異なり、患者に対して医師が説明すべき範囲が拡

大、加重するということについては、既にお話ししているところです。医療機

関に受診した、それだけで同意があるわけではなく、そこから更に具体的な処

置というものに対して医療関係者は個別に同意をとっていく必要があるという

ことです。 

 そして、説明すべき内容ということについては、その当該処置において見込

まれるところの利益、予後、それに反するリスク、代替する方法というものが

ある場合には代替する方法を含め、そういったことを総合考慮の上、 終的に

どうなるのかということを決めていただくというのが説明義務というところで、
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責任法分野で論じられるところの説明義務の話です。美容医療の場合、治療の

必要性は客観的にはそれほど存在していませんので、その説明は詳細に及ぶの

が原則です。 

 結果として、十分な情報提供というものが行われていないということであれ

ば、それは自己決定権の侵害である、あるいは説明の中身次第では、技術過誤

に分類される療養指導義務違反というようなことになることもありますが、説

明義務違反ということで責任を追及することはできるだろうということです。 

 ただ、この説明義務違反もやはり、その義務違反と処置の受診との結果には、

当然のことでありますが、因果関係が存在する必要があります。あれなければ

これなしという関係がなければ、損害賠償責任を追及する上では問題となると

ころであり、十分に説明を受けていたとしても、やはり当該処置を受けること

を決断したであろうと判断できるとなると、それは十分な情報提供がなされな

かったことと生じた結果との間に因果関係があるとはいえないことになり、生

じた結果について、医療側の責任を問うことは難しいということになります。

しかし、そうすると、何も責任を追及できないのかというようなことになって

しまうわけですが、もしそこで十分な説明がなされていないということがあっ

たなら、それは十分な説明をされなかった結果、熟慮をして決定をするという

機会を奪ったということで、その点についての慰謝料は考えることができます。

しかし、もうご承知のところだろうと思いますが、その慰謝料というのは全損

害を認めるというような場合に比べると、はるかに小さな額になってくるだろ

うということになります。そういう点で問題があるかもしれませんが、この点、

因果関係の判断で課題となるところであります。 

 ちなみに、説明をしなければいけないというのは医療全般に言えることであ

りますが、仮に説明を省略してもよい場合というのはもちろんあります。患者

が説明を望まない、あるいはもうそんなことは知っているから説明を受ける必

要がないということで、患者側が説明を受ける権利を放棄するというような場

合は、説明しなくてもよいことになります。この点、美容医療でも同じような

ことが起こり得ます。 

 そして、それと消費者問題に関して説明義務違反の話をすることも可能かも

しれませんが、この点で問題になるのは、通常、先ほど説明すべき内容として

挙げた中に、治療費が幾らになるかというような話は通常はそこに入ってこな

いということがあります。そういう点で、経済的な状況について説明をしなか

ったとしても、それは説明義務違反とは直ちには言えないということになって

くるように思います。自己決定権侵害ではない付随的な情報としての説明にす

ぎないのではないかという懸念もあるところです。したがって、身体への侵襲

行為に対する説明の違反であるというのがここでの根幹的な部分だろうという
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ことです。 

 美容医療の場合、繰返しになりますが、より十分な説明をする必要があるの

だということです。ただ、例えば、先ほどの美容医療に依存する傾向のある患

者ですと、２回も３回も受けているというような過去の経緯があれば、たとえ

多少リスクを説明されたとしても、自分はやはりあなたは受けていただろうね

ということで、その説明義務違反と結果との間に因果関係がないとされるとい

うことは決してないわけではないだろうということです。そういったことを言

っている下級審判決もあります。 

 美容医療を受けることを決めた経緯というのが、患者の何らかの心の問題あ

るいはコンプレックスを解消したいというようなことであることを医療関係者

の方が十分理解しているのであれば、そういう場面だからこそ適切かつ懇切丁

寧な説明が求められていると考えるべきだろうと思います。こういう点で、通

り一遍の説明、さらに、パンフレットを渡すだけというようなことで説明義務

が尽くされたと考えるのは恐らく早計だろうし、そういった処理の仕方を判例

もしていないのではないかと思います。 

 以上に加え、損害における問題もありますが、この場合、損害評価の問題、

あるいは過失相殺の可能性についても検討しておく必要があるだろうというこ

とを一応申し上げておこうと思います。 

 

(2)診療契約 

 時間が随分過ぎてきましたので、レジュメ２番目の、診療契約そのものにつ

いては、先ほどお話をさせていただいたので省略をさせていただこうと思いま

す。そもそも診療契約というものがあり得るのかというようなご意見もあろう

かと思いますが、その議論はここでは省略させていただきます。 

 

（3）消費者問題としての課題 

消費者問題としての課題は、本日は後程、田邊さん、井上さんからもお話が

あるところですので、私が余り申し上げることもないのかもしませんが、美容

外科では非常に大きな医療費を何とかすべきであるというような観点から考え

ると、決して軽視すべき問題ではないと思いますので、言及をしておきたいと

思います。 

 消費者問題としての課題ということで、１つは、広告あるいはガイドライン

といったものを適切に提供するということが必要であるということです。さら

に、先ほどから申し上げているように、美容医療を受けたいとする人が、どの

程度これから受けることを理解してやろうとしているのかということについて

です。医事法における患者像というのは、どちらかといえば自立して自ら判断
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することができる存在というのを想定しているわけでありますが、消費者問題

におけるところの消費者というのは必ずしもそういうような人ではないという

ことを出発点に考える必要があるだろうということです。 

 診療費を回収するという観点からこの問題を考えるということになれば、基

本的には、支払った代金を返還させるための根拠を準備することでとりあえず

は目標を達成できるということだろうと思います。この場合に対応する判決例

を挙げてみました。１つ目は、横浜地裁平成 15 年９月 19 日判決、２つ目は、

東京地裁平成 21 年６月 19 日判決、そして、３つ目は、東京地裁判決平成 25 年

２月７日で、それぞれが支払われた金銭を返してもらうための理屈として、１

つは錯誤の考え方であり、契約の無効を来す理屈として、まさに行われる治療

行為が原告の認識と異なっていました。それは動機にすぎないのですが、動機

も表示されれば要素の錯誤になり得るというのが 高裁判決の考え方なので、

これに乗る形で要素の錯誤を認め無効としたというケースです。それに加えて、

この事案は、説明義務違反で損害賠償を認めています。今後、両者を合わせれ

ば、いわば支払った代金を回収する程度のものはあり得るだろうということが

１番目の話です。 

 ２つ目の東京地裁判決は、契約の取消しということで、当該術式が一般に承

認されたものと言えない場合には、その事実は消費者契約法４条２項の当該消

費者の不利益となる事実に該当するということで不利益事実の不告知から取り

消しを認めたというケースです。これは取消しを認めた事例です。 

 そして３つ目は、キャンセル料の発生についての説明が不十分であったとい

うことで、説明義務の実施時期が不適切であったと認め、それを説明義務違反

と捉えたものです。 

 こういう形で、いわば締結前の情報提供義務違反から不法行為責任を認め、

それを事実上、治療費と相殺するような形にすれば、そういう形での回収とい

うものも可能ではないかということです。支払った代金を返還させるための論

拠としては、錯誤あるいは消費者契約法による取消し、あるいは情報提供義務

の信義則の観点からの不法行為責任といったものを考えることができるだろう

というわけです。 

 それ以外に何かないかということでありますが、民法 96 条の詐欺をめぐる取

消し、強迫による取消しというのも付随的に主張することができるのだろうと

思います。ただ、詐欺、強迫、いずれも行為者には故意が必要で、果たしてそ

こまで言えるかというようなところについては若干問題があるかもしれません。

また、情報提供義務違反、３番目は料金に関する説明義務違反というようなこ

とでありましたが、実際に行われた治療行為に付随して療養指導義務を誤った

というようなことであれば、例えばこれは概念的には医療過誤に当たるわけで
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すが、そういう形での責任の肯定ということももちろんあり得るだろうと思い

ます。 

 このほか、消費者問題という形で構成し得るものとして紹介されているのは、

本来の給付を超えてどんどん勝手に処置をされてしまったというときに、いわ

ば合意していない部分を勝手にやってしまったのだから、そこの部分について

は支払い義務を負わないということもあろうかというわけです。それを理由と

して解除するということもあるかもしれません。 

 さて、一応３つの側面というものを紛争処理の状況ということで整理をさせ

ていただきました。結局のところ、美容外科、美容医療ということと、医療事

故というものと判例データベースで検索してみても大体この３つ、２番目はほ

とんど出てこないと思うのですが、１番目か３番目という形で出てくるものだ

ろうと思います。 

 こうした結果から考えてこれらを整理すれば、実施された処置そのものの結

果には不満がないけれども、費用面について不満があるというような場面でト

ラブルがあるというのが１つはあるのだろうと思います。他方で、現実に実施

された美容外科、処置の結果に不満があってという形で考えることができるも

のは、結果に不満がある、不満がないという形で２種類に分けることができて、

結果に不満がないものでも費用について不満があるというのが、紛争例として

出てきているものです。ちなみに、結果に不満がなく、さらに費用にも不満が

なければ、そもそもここにご出席の方たちの前にはそういった話は出てこない

だろうということです。 

 結局これらがどれくらいあるのかというようなことで、美容医療の紛争、そ

れに対する満足度はわかることになると思います。しかし、日本中で行われて

いる美容医療のうち、どれくらいの方がそれに不満を持っているのかというよ

うなことは、よくわからないところです。表に出てくる不満としては、結果に

不満はないが、費用がかかり過ぎているということはあるだろうということで

す。ここで１点だけ申し上げますと、費用がかかり過ぎているという不満のう

ち、保険医療で賄えるものであったにもかかわらず、それをあえて適切な説明

をせず、費用のかかる自由診療に誘導しているという、そういう事態がないか

どうかは確認をしておく必要があるだろうと思います。この点、患者側はいろ

いろなことがわからないというような状況にありますから、その点を精査をす

る必要があるだろうというものが一つあるのかと思います。他方で、実施され

た処置の結果に不満があり、さらに費用面、医療面両者において不満があると

いうのが非常に多いのかなということです。結果に不満があり、費用に不満が

あるというのがこれが一番消費者問題ではたくさん出てくる問題だろうと思い

ます。 
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 医療面の不満というようなことを考えてみると、望まない結果になって期待

と異なったというようなことで問題になるというのが、消費者問題で主に議論

される話で、そうではなく重大な結果になったということ、あるいは望まない

結果自体もやり方がまずかったということであれば、医療過誤の話になるだろ

うということです。これだけでは整理にも不十分ですが、一応の交通整理は可

能だろうということを申し上げました。 

 後に、支払った代金が返還されれば、この美容医療の問題は消費者問題と

しては収束するのかということを申し上げたいと思います。 

 消費者問題というと、どうしても、いわば霊感商法のようなものを思い出す

ので、不要な壺を買わされても返金されればいい、ということにもなるかもし

れないのですが、美容医療の場合、不十分な説明を受けて、身体に外科的侵襲

を受けることを承諾したというような場合に、不要な壺を買わされた場合と同

じような処理でよいのか、というのは改めて考える必要があるだろうと思いま

す。必要でない処置を体に入れられるということについて、その重大性という

ものをやはりもう少し考える必要があるのではないかということです。霊感商

法などに比べますと、美容医療の問題は、患者さん自身が自らその医療機関に

アクセスをし、そして処置までいってしまうというようなことで紛争になると

いうようなことがあります。そういう意味では、この適正な美容医療というも

のが人の福利に貢献するものということで、それを必要とする人がいて、そし

て、適正な価格でそれを提供されるのであれば、それは決して止める必要はな

いだろうとは思います。しかしながら、他方でそうならずに、患者さんがいわ

ば食い物にされてしまうような状況があるとするなら、これは何らかの形で適

切なルールというものをつくっていく必要があるだろうということであり、そ

のための第一歩というのは、恐らく広告あるいは情報の適正さの確保だろうと

いうことです。現状は必ずしも十分なものになっていないということが、多分

今日のご議論の中にもたくさん出てくると思うので、その点について、何が問

題であるのかというようなこと、そして、現在、トラブルがあるところについ

てどういった解決ができるのかということについてより深く精査をしていく必

要があるだろうと思います。 後です。根底にある実施された美容医療に対す

る不満ということは、代金返還だけではなく、いわば、医療者として何が医療

行為として患者に寄与できるものは何なのかということをより前向きに考えて

いただきたいということで今日の話を締めくくらせていただきたいと思います。 

 非常に早口でお話をさせていただいたので、お聞き苦しいところがあったか

もしれません。この点につきお詫び申し上げたいと思いますが、私の話は以上

となります。どうもありがとうございました。（拍手） 

（※本基調講演記録は、当日報告した内容の反訳に、重複や冗長な部分等の修
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正と追記・削除を行ったものである。） 
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＜パネルディスカッション＞ 

コーディネーター：末吉 宜子弁護士  

パネリスト：西山真一郎氏  

手嶋豊氏 

田邊 利奈 氏（中日新聞生活部記者） 

井上 大輔 氏（厚生労働省医政局総務課薬事情報専門官） 

（※肩書きは，当セミナー開催当時のものです。） 

 

○司会（佐藤） 後半のパネルディスカッションを開始させていただきます。 

 パネルディスカッションは、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事の

末吉宜子さんにコーディネートをお願いします。 

 パネリストは先ほどご講演いただいた西山真一郎さん、手嶋豊さんのほか、

田邊利奈さん、井上大輔さんにご参加いただきます。 

 田邊利奈さんは、中日新聞社の記者をされていらっしゃいます。本日は、美

容医療における消費者被害について、取材をした記者の立場からお話をいただ

けると思います。 

 井上大輔さんは、厚生労働省の医政局に務めていらっしゃいます。本日は、

医療行政の立場からのお話を伺いたいと思います。 

 お二人のプロフィールの詳細については表紙の裏をご覧ください。 

 それでは、ここから以降の進行は末吉さんにお任せしますので、末吉さん、

よろしくお願いします。 

 

（パネルディスカッションの構成） 

○末吉氏 皆様、こんにちは。（拍手） 

 東京弁護士会の末吉宜子です。これから２時間少々パネルディスカッション

を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 パネルディスカッションの構成としましては、３つの要素でお話を伺ってい

きたいと思っています。１つは、美容医療被害と広告の問題。一番最初に美容

医療の医療機関に接触していく導入のところになるのが広告の問題です。次に、

美容医療の特殊性。西山さんのお話にもありましたが、やはり一般の医療とど

こが違うのかというあたりからくる問題点について考えたいと思います。そし

て３番目に、美容医療被害における被害回復のための方策を考えます。基調講

演の中で手嶋さんが、なかなかここは難しい問題だということをお話しされま

したが、弁護士にとってはやはりここの関心も高いかと思いますので、何かい

い知恵が出ないかということも含めてお話を進めていければと思っています。 

 それでは、最初の美容医療被害と広告の問題で、基調講演でのお話のなかっ
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た田邊さんからまず10分程度お願いします。 

 

（包茎手術の事例） 

○田邊氏 今ご紹介いただきました、中日新聞の生活部で記者をしています、

田邊と申します。よろしくお願いします。 

 私がいる生活部という部署は、消費者の方、一般の読者の方なのですが、そ

ういった方々からも直接お声をいただくような部署で、直通の電話番号も設け

たりするので、いろいろなお話が、納得いかないとか、何か困っているという

話がどんどん来ます。その中の一つとして、資料にある具体例の包茎手術を受

けられたという70歳の男性の事例があります。これもこうして届いた声の中か

ら書いた記事なのですが、このパネルディスカッションでは、広告の問題を中

心に、この事例に特化してお話をさせていただければと思います。 

 この男性は、週刊誌の広告を見られて、安心の定額制、切る治療７万円、い

ろいろ扱っていらっしゃる先生は、もうどこのクリニックかすぐわかってしま

うと思うのですが、この広告を見て、それこそ７万円だけ握りしめて意を決し

てクリニックに行ったのですが、あなたは普通じゃない、特殊なので特殊な治

療じゃないと無理ですと言われ、結局は165万円という高額な請求をされたとい

う方です。この方の場合は、皮膚がんの切断の可能性という少し恐ろしい言葉

が出てきたので、パニックになってサインをしてしまって、結局そのまま施術

も受けて帰って来たということなのです。普通の一般的なお買い物、お洋服な

り家電なりで７万円という広告を見ていって165万円ですと言われたら普通は

買わないし、そんなことは起きないのですが、なぜ、こういうことが美容医療

で起きるかというと、医者という立場と患者もしくは消費者の知識量の格差で、

医者が皮膚がんだと言ったら皮膚がんかもしれない、信じるしかないというよ

うな知識量とか情報量に余りの格差があって、切らないといけないかもしれな

い、もう信じるしかないとなって、正常な判断できなくなるといいますか、パ

ニック状態の中サインまでしてしまうということがあると思います。この方は

70歳のおじいちゃんなんですが、ご自身が保険適用できる真性なのか仮性なの

かということも知識がなくわからないというような方で、医者が言うそのとお

りにやるしかないというような感じなので、こういうことが起きてしまうかな

と。若い人でも恐らく知識がなく、皮膚がんのリスクなんかもわからないと思

うので、実際にはほとんど皮膚がんはないらしいのですが、ごくまれには実際

あるということなので、そこの判断は実際難しいところではあるのですが、め

ったに起きないことを、みんなはなってしまうのだよ、あなたもそうかも知れ

ないよ、みたいな言い方をして引き入れてしまうところがあると思います。消

費者問題ですと、それこそ一旦考えてお家に帰って冷静になってもう一度とい
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うのはアドバイスとしてあると思いますが、このおじいちゃんのお話を聞いて

いて、無理だろうなと、切ることになるぞと言われ、一旦帰って冷静にという

アドバイスがこういう話でうまく通じるかというと、ちょっと難しいと思いま

す。 

 この方は、今回たまたま声を上げてくれましたが、基本的に泣き寝入りする

人が多い問題だと思いますので、声がたくさん出てくれば、それこそ大きな被

害回復の動きにもなっていくと思います。しかし、どうしてもやはり埋もれて

しまっているところが多いと思うので、声を上げるところ、私たちは、できれ

ばそういうところになれればいいなとは思っています。それこそ弁護士の先生

に今回も繋げるということもできましたし、弁護士の先生や弁護団さんなり何

なり、相談に行けるところがもう少しわかりやすく提示されればいいのかなと

思います。 

 最後に、一番今回の大事な広告のポイントなんですが、今回は週刊誌の定額

７万円というものだったんですが、私が取材した感覚としては、やはり医療行

為である以上、実際にお医者さんに見てもらって事前にカウンセリングをして、

あなたはこうですねという、その人その人の状況に合わせた治療というか施術

になるはずなので、定額とか割引サービスのような、よくネット割引とか学生

割引とかも書いていると思うのですが、そういった値段設定なり安売り的な広

告で誘引するにはそぐわない分野ではないかと思います。しかし、実際問題そ

ういう広告がたくさんありますので、やはり広告を何とかするということは、

被害をなくしていく上ではものすごく大事なことだと思います。 

 ガイドラインを作ってくださったりいろいろ決まり事はあるのですが、実際

問題、誰がどうやってチェックするのかが難しくて、自治体が担当していると

思うのですが、多分自治体の担当者の知識がないと思うのですね。私も取材し

ていてわからないことが沢山あったので、なかなかこの法律的なことも、あと

医療の具体的な用語の意味からわからないことが沢山あると思いますので、自

治体の担当者に知識がない中で、いろいろとやりなさいというのは限界がある

とも思いますし、多忙な中、どこまで調べてくれるかなというのもありますの

で、何かもう少しガイドラインを意味あるものにしていく方法が見つけられれ

ばなと思います。この後何かお話の中で出てくればいいなと思っています。 

 以上になります。 

 

（医療広告を規制する法令等の概要） 

○末吉氏 ありがとうございました。最初から本質的な問題提起がありました

が、具体的な相談ということから感じられたことをご報告いただきました。 

 では次に、厚労省の井上さんの方から、法の建て付けはどうなっているのか、
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そういうあたりからお話をしていただければと思います。 

○井上氏 厚生労働省の医政局総務課の井上と申します。 

 厚生労働省では、医療広告に関する規制等を担当させていただいておりまし

て、本日は、これに関してご説明し、ご意見等をお伺いしたいと考えています。  

 医療広告について、黄色い冊子に医療広告関連法令ということで関係の法令

は記載させていただいています。 

 大きく分けると、まず「医療法及び医療法に基づく関連ガイドライン」とい

うグループ、「医療法に基づかないガイドライン」、「その他法令」というこ

とで医療関係法令ではない法令に基づく規制というものがあります。 

 まず１つ目の「医療法及び医療法に基づく関連ガイドライン」ですが、この

医療法の中で広告規制は基本的にかけています。その内容は、「その他法令」

で書いてある不当景品表示法等と何が違うのかというところですが、そもそも

不当景品表示法というものは、虚偽誇大とかそういったものを規制しており、

それは医療法でも同じです。違う点は、医療は、そもそも患者さんがなかなか

理解しにくいことから、患者さんを保護する必要がある。不当な情報とかから

ですね。医療法においては、そういう理由から限定列挙という形にしています。 

 医療法の下位法令といたしまして、医療法の施行令があります。医療法の施

行令は、政府で閣議決定して決めるものなのですが、この中で主に定めている

のは、診療科名です。診療科名というのは、例えば内科とか外科とか美容外科

とか広告に使っていい標榜科名というものを主に政令で定めています。 

 次に、医療法の施行規則では、例えば誇大広告はだめですとか、比較広告は

だめですとか、そういったことを定めています。これは、厚生労働省令で定め

ているものです。 

 その次に、厚生労働大臣が定める告示というものがあり、それは医療、歯科

医療もしくは助産師の業務又は病院、診療所又は助産所に関して広告すること

ができる事項というものです。医療法では、６条の５とかに、厚生労働大臣が

定めるものに限るという形で、厚生労働大臣の告示に落としているものがあり、

その告示で詳細を定めているということになります。 

 ここまでがいわゆる法令ですが、さらに通知とかガイドラインで定めている

ものがあり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し

得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」というものがありま

す。これは、いわゆる通知であって、行政としての医療広告に関する解釈をお

示ししたものです。基本的には自治体は、このガイドラインに基づいて業務を

されることが多いと思います。 

 その次に、「医療法ガイドラインに関するＱ＆Ａ」というものがあり、これ

は通知という形ではなく、厚生労働省のホームページに掲載しています。これ
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は、先ほど申し上げたガイドラインよりもさらに細かい内容を定めています。 

 ２つ目の、「医療法に基づかないガイドライン」は、法律に基づかないので

罰則はありませんが、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関す

る指針」、いわゆる医療ホームページガイドラインを定めており、ここの中で

医療機関のホームページのあり方の指針を定めているというものです。 

 最後の３つ目の医療法関係法令ではない「その他法令」に基づく規制では、

その他法令として、不当景品表示法と薬事法があります。 

 まず、不当景品表示法については、先ほど申し上げたとおり、医療法との主

な違いは、限定列挙であるかどうかです。限定列挙しているのは医療法で、限

定列挙していないものは不当景品表示法になります。 

 その次の薬事法ですが、医療法は、あくまで役務・サービスとしての広告規

制となりますが、薬事法はモノとしての規制になるので、例えば未承認医薬品

に関する広告はしてはならないとか、そういったことを記載しています。 

 以上が広告関係法令の概要で、一応今回のお話にあった医療広告規制におけ

るホームページの取扱いがどうなのかという現状をご説明申し上げたいと思い

ます。 

 冊子をご覧ください。法に基づく「医療広告ガイドライン」なのか、法に基

づかないいわゆる「医療機関ホームページガイドライン」なのかという違いは

ありますが、まず、ウェブサイト(①～③)とウェブサイト以外の広告媒体（④）

というものが分けられ、その中で、ウェブサイト以外の広告媒体は当然医療広

告の規制対象となるので、「医療広告ガイドライン」の対象となります。 

 次に、ウェブサイトの中でも「医療機関ホームページ」(①②)と「医療機関

ホームページ以外」（③）に分けられまして、例えば、医療機関ホームページ

以外というのは、いわゆるクーポンサイトであるとかそういったものが該当し

ます。この医療機関ホームページ以外というものも「医療広告ガイドライン」、

いわゆる法規制の対象になり得ます。 

 次に、「医療機関ホームページ」の中でも、バナー広告とリンクしているも

の（②）と、バナー広告とリンクしていないもの（①）があります。バナー広

告とリンクしているものは、これは昨年９月なのですが、ガイドラインを修正

し、こちらの方は医療法に基づく法規制の対象であることを明確化して規制を

かけています。残りのバナー広告とかとリンクしていない、検索でしかたどり

着かないようなものについては、「医療機関ホームページガイドライン」の対

象ではありますが、法規制の対象ではないという形になっています。 

 一応現状のご説明は以上です。 

 

（美容医療関係の広告規制の具体例） 
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○末吉氏 このように複雑な法体系になっているのですが、本日、私どもで添

付した資料の中には、今お話のあった中で何があるかを整理すると、目次とい

うところを見ていただけますでしょうか。表紙の次のページですが、ここに～

資料集～と書いてあり、医療法抜粋として６条の５から６条の８があります。

これが基本となる医療法です。これは平成19年に大改正があり、広告における

規制緩和と言われた改正で、このときにできる広告の範囲が広がりましたが、

あくまでも今お話のあったように限定列挙という規制になっていると思います。 

 今回資料にした関連の法規制は医療法改正のときにつくったガイドライン，

医療法に基づかないガイドラインであるホームページガイドラインですが、今、

井上さんのお話によると、医療法とガイドラインのほかにとても大事な施行令、

規則、それから告示というものがあります。それを見ないと医療法の中身がわ

からないということが今わかりました。 

 それで、どういう広告はしてはいけないのか、限定列挙になっているところ

で、その辺がなかなかわかりにくいものですから、井上さんから引き続き、し

てはいけない広告、特に美容医療に関して、どこにどんなふうな文言があるの

かというあたりを教えていただけますでしょうか。 

○井上氏 医療法上、広告してはならないものの具体例を申し上げたいと思い

ます。 

 医療法は、あくまで患者さんが不利益を被らないということが重要なので、

有効性とか安全性が確認された施術以外は、基本的には広告には使ってはなら

ないとされています。 

 よく見かけるものといたしまして、例えばＦＧＦとかＥＧＦとか成長因子と

言われるものなのですが、肌の細胞が増えて若返るとかというようなことをよ

く広告で見かけます。これは基本的にはしてはいけませんということになりま

す。というのは、これは薬事法で有効性とか安全性が確認されていないためで

す。 

 そのほかよく見かけるものといたしまして、プラセンタというものがありま

す。プラセンタというものは、人の胎盤、いわゆるお母さんとかが子供を産む

ときにできるようなヒト由来の物質なのですが、基本的にプラセンタというも

のは薬事法で申し上げると特定生物由来製品というものに当たり、いわゆるＣ

型肝炎とかＨＩＶとかでよくお話があったかと思いますが、血液製剤と同じよ

うな部類のものです。こういうものを注射するというのはリスクが高いので、

基本的には薬事法で承認されたものしか使ってはならないですし、薬事法で承

認されたものであっても、未知のウイルスとかが入っている可能性がないわけ

ではないので、そういった観点からも基本的には厳格な管理の下で使用される

べきではあるのですが、プラセンタ注射としてよく使われていることはよくあ

39 / 68



 

 

ります。 

 もう一つ代表的なものといたしまして、再生医療というものがあります。再

生医療というものは、基本的にまだまだｉＰＳとかで今いろいろと話に上って

はいるかとは思いますが、まだまだこれから発展途上の技術であり、ようやく

臨床試験をやられたとか、そういうレベルのものだと認識しております。これ

もまだまだ有効性とか安全性が確立されていないので、こういったものを使う

と患者さんに不利益が生ずる可能性もあり、そのような観点からも今のところ

認められないという形になっています。 

○末吉氏 もう一つ、保険診療になっていないことについてのご報告はどうな

のでしょうか。 

○井上氏 保険診療でない部分については、基本的に有効性とか安全性がまだ

まだ確立されていないものであり、そういったものについても基本的には広告

してはなりません。限定的に先進医療で認められたものなどは、広告が認めら

れているというような状況です。 

○末吉氏 美容医療に特有の医薬品というのは、通常の医療行為で使われる医

薬品とはまたちょっと違うものがあるかと思うのですが、西山さん、例えばど

のようなものが美容医療に特有な医薬品と言えるのでしょうか。 

○西山氏 ほとんどは注入剤ではないかなと思うのですが、先ほどスライドで

これも見ましたが、各国から結構いろいろなヒアルロン酸とかコラーゲンとい

う注入剤が入ってきています。それが安全かどうかは、日本では少なくともま

だ認められていません。アラガン社から出たものだけ購入が認められています

が、ヒアルロン酸で認められているのはそれだけです。あと、ボトックスビス

タという注射も一応認められていますが、それはあくまでもアラガン社なので、

韓国とか中国から来ているものに関しては一切承認されていません。 

 それから、井上さんに質問をさせてもらっていいですか。さっきのプラセン

タの問題なのですが、肝炎に関しては一応使っていいということになっていま

すが、それはそこに関しての広告はよいのですか。 

○井上氏 肝炎であれば可能です。ただ、美容目的で使うのはだめだという形

になります。 

○末吉氏 ありがとうございました。薬事法で承認されているものでないと、

まず広告ができない。今出ましたプラセンタなども、肝炎では薬事法で承認さ

れているので広告は承認されています。でも、美容目的でのプラセンタは薬事

法では承認されていないので、広告もできないという区分けになるようです。

ですが、美容医療特有の医薬品というのは、承認されていないものも使われて

います。それはどういう仕組みの中で医療機関で使われるのかというところを、

井上さんからお願いします。 
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○井上氏 医薬品というのは、薬事法はあくまで流通規制でしかないので、使

用の規制ではないということが前提となります。そうすると、医師が使ったり

患者さんが使ったりという部分は規制できないので、そういったものをどこか

ら入手するかというと、海外から個人輸入という形で薬監証明を提出した上で

入手するという形になります。ただ、こういったものについては、先ほど西山

先生からもお話があったとおり、日本人としての有効性とか安全性は確認され

ていないし、確認されたものを使うということは基本的には重要なので、薬監

証明というものはあくまで緊急避難的なものであって、常套手段として使うよ

うなものではないということになります。 

 

（美容医療協会の試み） 

○末吉氏 個人輸入という形でそういう医薬品は入手されているということで

すね。そのあたりの安全性の問題はまた次の美容医療特有の問題というところ

でお話をしますが、ここでは広告との関係で、西山さんにお尋ねしたいのです

が、美容医療に特化した事柄で、ここは広告が可能、ここは広告できないとい

うことについて資料を出されているようなので、そのご説明をお願いします。 

○西山氏 医療広告に表示不可能な表現ということで、美容医療協会が作成し

たものです。スライドの中でもお話ししましたが、歴史的には、私が開業をし

たのが昭和52年です。そのときはいわゆる名刺広告といって、自分の名前と診

療科と、それから住所と電話番号くらいしか広告できませんでした。それがい

わゆる取材広告というか、広告でなくあくまでも取材ですよ、またQ&Aの形を取

って質問が編集局にあったのでお答えします、と言った広告がはやってきまし

た。そのうちに、バブルのちょっと前くらいから、いわゆる本の広告もしくは

ＤＶＤの広告ということで、ＤＶＤの表紙のところに内容をいろいろ書くわけ

です。それから本の広告というのは、目次よりと書いておいて、本文より詳し

いような内容を書いているような広告が多く出ました。それで厚労省と話し合

いをしていろいろやってきまして、平成20年にガイドラインを出したわけです。 

 そこで何が出たかというと、罰則がはっきりしてきたのですね。その前も罰

則はあったはずなのですが、６ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という話

があり、それから大手の雑誌社、出版社の違法広告がかなりなくなりました。

そういう経過があって、医療広告ガイドラインが出たのだからこれを分かり易

いようにして各医療機関に知らせようとしました。 

 表がありますが、１つずつ文言を書いて、これが広告できるのかできないの

かということを並べています。これはその当時、雑誌などから全部拾ってきて

それを１つずつチェックしたものです。これを参考にしていただけるとありが

たいと思います。 
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（雑誌やホームページ上の広告規制と実例） 

○末吉氏 それは資料にもありますが、具体的に「脱毛」とか「眼瞼」とかい

ろいろ書いてある中で、「広告表示可能×」というところはやってはいけない

ということなので、意外とこれは広いですね、×の範囲が。本当にこれは広告

されていないのだろうかという疑問があるのですが、例えば、この資料の中で、

私たちが見つけてきた一般の雑誌に出ている広告なのですが、例えば資料の中

に「豊胸術」ですとか、それから「シミ・たるみ対策」とかそういうふうに書

いてありますが、こういう雑誌に書いてあるものは抵触するのかしないのかと

いうことについては、井上さん、お願いします。 

○井上氏 こういうところに書いてあるもので、直ちに医療広告規制に違反す

るかどうかというものは、なかなか判別しにくいというのが正直な感想です。

というのは、薬事法上承認を取ったものを使っているかどうかはわからないと

いうのがあり、明らかに脱毛とかそういったものであれば、承認を取ったもの

がそもそもないので、それは医療広告規制違反だなというのはわかるのですが、

それ以外の、例えばリフトアップに使われる糸とかそういったものは、薬事承

認を取っているものを使っているのかどうかというのがなかなかわかりません。

こういったものを現状、自治体が基本的に指導はするのですが、その自治体が

把握できるかどうかというと、なかなか把握はできません。把握しようとして

教えろといっても、指導を受ける側は、いわゆる不利益処分に当たる可能性も

ないわけではないので、不利益、変な噂が立ったりとかして、いわゆる不利益

に近いものを被るような可能性もあるので、なかなか自治体としても手が引け

るような形になります。 

○末吉氏 ありがとうございました。一見すると、ここの広告は、こんな広告

大丈夫なのかなと思ったとしても、薬事法の承認を受けているかどうかという

ところまで見ないと違法かどうかが言えないという法の規制の仕方になってい

るということだと思います。 

 ホームページというのは、厚労省の考え方では、いろいろな議論を経て広告

とは扱わないということで、ガイドラインを策定されたわけですが、そのホー

ムページは広告とは扱わないという考え方がどういうところに立ってのものな

のか教えていただけますでしょうか。 

○井上氏 医療機関のホームページですが、医療機関のホームページについて

は、医療機関のホームページそのものは医療広告の規制の対象外としています。

というのは、広告というものは、３要件からなっているのですが、まず１つ目

が誘引性というもの、患者とかを誘引する意図があるかどうかなのですが、意

図があれば要件を満たすという形になります。２つ目として、特定性。医療機
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関の名称が特定され得るかどうか。一応医療機関の名称が書いてあれば特定可

能ですので、特定性があるとしてこの要件を満たします。最後の３つ目ですが、

認知性です。認知性というものは、基本的に意図せずして目に触れるかどうか

というところが問題となってくるのですが、医療機関のホームページについて

は、バナー広告とかで飛んで行かない限りは、基本的に検索してあらかじめ患

者様がその医療機関の名称を認識した上で、その医療機関のホームページに辿

り着くものなので、認知性の要件を満たさないと考えられるために、基本的に

は医療広告に当たらず、広告規制の対象外ということとしています。 

 一応こういう経緯ではあるのですが、バナー広告自体はリンクしていれば、

それは医療機関のホームページであっても医療広告の規制の対象としておりま

して、そこは医療機関のホームページとバナー広告が一体だから、そこは認知

性があるだろうと判断をして、昨年のガイドラインの改正で医療機関のホーム

ページとバナー広告がリンクしていれば、そこは医療広告として全体を取り扱

いましょうということとしています。 

○末吉氏 ありがとうございました。昨年（２０１３年）９月27日付の医療広

告ガイドラインがありますが、初めにお話しいただいた田邊さん、この広告が

きっかけで被害が出ているという、そういう現実の中で、このような法規制の

中で実際の広告がなされているのですが、これまでのお話を聞いていかがです

か。 

○田邊氏 そうですね、ちょっと私個人というか感覚としましては、私の取材

した人はたまたま週刊誌の広告を見られたのですが、もう少し若い方でしたら、

例えば、包茎手術でしたら、包茎で自分の住んでいる地名とか、そういったも

のだけ入力して、特定のクリニックを探すためではなくても、一覧としてずら

っと出てきた中から選ぶということはあると思うので、私はホームページも週

刊誌の広告と変わらないかなという感覚は持っています。やはり私の取材した

中では、料金の価格表示の問題というのが大きく、これはどうなのというもの

が現在もたくさん週刊誌等でも見受けられるし、いろいろ問題だということで

変わってきた事例もあるようですが、例えば明らかなおとり広告というものが

たくさんあると思いますし、高額になる可能性もあるということをきちんとど

こかに表示させるだけでも全然違うことだと思うので、少しでも現実に近い表

示に変えるようになればなと思っています。 

○末吉氏 こういう広告は違法なのではないかというようなことを見つけたら、

どこに申告し、どこで調査してもらったり対応してもらったらいいのかという

ことについては、井上さん、いかがでしょうか。 

○井上氏 基本、医療広告というものは、先ほど少し申し上げましたが、国で

は何も指導とかを行っておりませんでして、あくまでやっているのは自治体に
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なります。例えば、医療機関のある保健所に行っていただければ、そこで個別

に相談には乗っていただけるという形になります。 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 では、手嶋さんからですが、このような形で誘引されて実際に医療契約に締

結に至った、そういうような点で何らか患者側から主張できるような可能性は

あるのでしょうか。 

○手嶋氏 なかなか難しいのではないかなとは思いますが、その前に、田邊さ

んのお話を伺って思ったのですが、この70歳の方がお医者さんでがんになるか

もしれないということを言われた、それでパニックになってしまって結局契約

を結んでしまったということですが、その場合、やはり陰茎がんの発生頻度が

どの程度あり、それが包茎に起因するものと言えるかどうかという情報がきち

んとその方がお持ちであれば、そう簡単にパニックにならなかったと思うので

す。しかし、そういうことを考えずに、すぐその場で契約してしまったという

のは問題で、こういうことを言われたのだけどということで泌尿器科に行って

診察してもらうというルートがあれば、多分そういうことにはならなかったと

思うのですね。そういう意味では、広告につられてそこに出かけていって、医

療現場に行ってしまえば、もう専門知識を駆使されれば、赤ちゃんの手をひね

るような形で、手玉にとられ、こういったことが行われるということについて、

やはりまずそこまでに行かないようにしなきゃいけないとお話を伺っていて思

いました。 

○末吉氏 広告の問題とはまた別に、知識の問題、それから、そこは説明義務

の問題などもかかわってくるかもしれないですかね。 

○手嶋氏 はい。知識を持たない方を誘導するのは非常に簡単なので、誘導さ

れた上での治療、契約の締結ということになりますから、結局、契約法上はい

ろいろ仕組みを考えることができて、錯誤とか詐欺とか強迫とかということも

あるとは思うのですが、基調報告でもお話ししたように、なかなか難しいだろ

うと思います。いうならば、情報提供義務違反ということで、契約締結過程に

おける注意不足というようなことを考えてみてもいいかなということだろうと

は思いますが、この点は後からの回復であるので、なるべくそういうことに入

っていかないような形の仕組みを考えることが、とりあえずはいいのではない

かなと思います。 

 

（美容医療の特殊性） 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 では、次の美容医療の特殊性というところに移行したいと思います。手嶋さ

ん引き続きですが、今の発言と連動していくのかもしれませんが、基調講演で
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も触れられたとおり、医療行為として成り立つのかどうかというのは、美容医

療の場合には、患者本人の意思がとても重要なものです。でも、患者が希望す

れば医療行為となるわけではない。患者が適切な判断ができるために、どんな

情報が必要なのかということについていかがでしょうか。 

○手嶋氏 基調報告でもお話ししたつもりですが、美容医療は、通常の治療行

為と違って、明確な改善すべき状況というのは、その人本人しかわからないこ

となので、本人が望んでいるならば実施されるべきだと主張されるかも知れな

いですが、やはり患者の価値観が通常のものと余りに離れているときには、そ

れは場合によってはストップをかける必要があるだろうと思います。お話しし

ましたが、精神的に強いコンプレックスを抱いているとか、あるいはある種の

性格傾向をお持ちの方が来ている場合もあるので、そうであれば、美容医療に

従事する先生としては、やはりいろいろ療養指導といったことの観点から十分

な情報を提供し、場合によっては転院を勧めるといったことが必要になってく

るのではないかなと思います。そういった問題をクリアした上で、提供される

べき情報ということになると、当該処置によってどのような利益を得ることが

でき、その見込みはどういう程度であって、周りの人はどういう意識が生まれ

るのかということについて、全般的な説明を要求することはできるだろうし、

また、それが不十分であるというときには、やはりその必要性が低いというこ

ととの関係から責任を取り得る余地は十分にあると思います。 

○末吉氏 トラブルの多い医療機関の場合には、患者が求めたからやりました、

患者が承諾したからやりましたということをよく言うと思いますが、西山さん

にお聞きしたいのですが、患者が求めたからやる、そういうことではいけない

のではないでしょうか。 

○西山氏 患者さんが求めたからといって、それが一番出発点ですが、手術が

可能かどうかということとか、やることによって患者さんが言ったようなこと

が起こるというか、結果がうまくいくのだろうかとか、そういうことを考えま

すね。 

 例えば、ほくろがあるから、それを取ってほしいというのは、このほくろが

悪性になっているのかなっていないのかということは当然考えていって、それ

をどうするかという考え方をしていくわけです。 

 では、二重（ふたえ）にするのはどうするのか。二重そのものが、昔の我々

のもう一つ前の先生方は、二重が右と左違おうが何しようが、二重になったか

らいいやというような言い方をしたというくらい、作るということだけに専念

したという時代はあったわけです。ただ、今はそんなことを言っているとすぐ

に訴えられてしまうから、何が目的なのか、二重にすることによって目が大き

くなるか、その人の目を大きくするのではなくて、ただ二重を希望しているの

45 / 68



 

 

か、そういう非常に細かなことがあるので、どういうことなのか必ず希望を聞

きます。その患者さんが一番最初に言った悩みというのがあるのですが、それ

に必ず一番重きをおいて、何とかならないかを考えます。 

 あるところで、よく話に出すのですが、女の子の足にあざがありました。そ

の先生のところに行って、「先生、スカートを履きたい」と言ったのです。ス

カートを履けるように治してほしいと。ただ、医者のほうが形成外科的な考え

方をすれば、今よりは必ずよくなるのだからと思って植皮をした。そうすると、

その患者さんはスカートが履けない。それは当然、植皮をすると少し色が違う

し、縫い跡もあるし、それでスカート履けるのかといわれると履けない。何が

目的なのだというのを一番最初に、それによって医術というのはマイナス面が

必ず出ますから、それを前もって言うわけですよね。それがインフォームドコ

ンセントであって、これはこうなるよ。だが、スカートまでは履けないかもし

れないよ。だが、ちょっと濃い目のストッキングであれば履けるよと１つずつ

言っていくしかないですよね。だから、言ったからやるというだけの問題では

ないと思います。 

○末吉氏 ありがとうございました。私たちは、医療相談で患者さんから相談

を受けるときに、何を求めてそこの医療機関に行ったのか、そして、その医療

機関はそれに対してどういうようにアドバイスしたり施術をしたのかを伺い、

それがちゃんとかみ合っているのかどうか、そこのスタートラインが違ってい

れば、医療として求められたものに応えていなということになりますよね。 

○西山氏 我々は小心者だから、訴えられると嫌だから出来るだけマイナス点

もお話しいたします。しかしそうでないところも多く、良いことを強調し何か

訴えがあったら皆様のところへ行けと言うのです。うちの方も訴えるから、も

しくは、うちの弁護士先生がおられるからそちらに言ってくれというような感

じで自分は逃げてしまうというのが現状です。そういう大手チェーン店がうまく

やっているのですよね。 

 

（医薬品・機器の安全性について） 

○末吉氏 今のは余談だとは思いますが、やはり美容医療で訪れる患者さん特

有のコミュニケーションをとる難しさというのは、お医者さんとしても日々感

じているというところだと思いますが、そのあたりはまた後で伺うことにいた

しまして、先ほども少し出ました美容医療で使う医薬品、機器の安全性が確保

されているのかどうか。先ほどの話ですと、薬事法の承認を受けていない医薬

品を、美容の効果があるということで使われているのが現実だという、そのあ

たりの安全性については、医師としてはいかがでしょうか。 

○西山氏 美容医療の医薬品とか機器、これは薬事法をほとんど通っていませ
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ん。だから、少なくとも国は認めていないし、そうすると、個人輸入をするわ

けです。個人輸入するのに、どこの国からでも入ってくるわけですが、それが

安全なのかと言われると、我々にはわかる手段がないのですね。そうすると、

その医薬品は先進国と言われている、要するにアメリカとかイギリスとかフラ

ンスの厚労省が認めているのだろうかということを注視します。そこで認可し

ているのか認可していないのかということで、自分たちに対する安全性も求め

ようとしています。 

 以前、国民生活センターでお話ししたときに、やはり弁護士会で言われたの

は、「その医薬品がどういうものかわからないのであれば、インフォームドコ

ンセントはできないね。」と言われたことがあります。それでは困るというこ

とで、そういう新しく入ってきたものは、今、日本医科大学の形成外科教室を

通して生化学教室で全部成分を分析してくれということで一応はやっています。

ただ、今までやってきたのを見ていると、それほど違っているものはないよう

ですが、一応そういう形で、自分たちの身を守るということまでやっています。 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 最初に、美容医療でできる広告、それからできないところという一覧表の中

に海外の、例えばアメリカでFDAとかでは認めているというものもあり、日本美

容医療協会では、そういうものは広告表示できるようにしてもらいたいという

希望を出されているということですが、どのような医薬品を使っているのかと

いうときに、海外のどういうところで承認されているのか、それとも全然承認

をされていないものを使っているのかというのは、ひとつチェックポイントな

のではないかなと思います。いかがでしょうか。 

○西山氏 おっしゃるとおりだと思います。我々の中にも、アメージングゲル

というのを一生懸命広告していたところがあったのです。それはロシアのほう

で開発されて、中国を通って日本に来たのですが、その先生は中国に行って日

本の学会で一緒になった人たちに教わって持ってきたらしいのです。自分もや

っているから安全だと言っていましたが、もう今はほとんど使われていません。

アメージングゲルそのものはポリアクリルアミドという成分ですが、これはモ

ノアクリルアミドの重合体ですね、モノアクリルアミドのほうは神経毒になっ

ているわけです。ただ、ポリになったときに、それが体内において分解するか

といわれると、それはないのではないかと生化学医は言っていました。ただ、

ポリアミドをつくっているときも、ついている可能性はゼロではないのだから

というようなことを言って、私は絶対やりたくないといようなことを言ってい

たんですけどね。やはり何が安全か、勇気がないとこういうことはできないか

なと思います。そういう意味でも日本の厚労省が認可しないのであれば、先進

国と言われるところで認可された物を使ことになります。 
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（高額な医療費と被害の救済について） 

○末吉氏 ありがとうございました。美容医療では自由診療だということから、

金額についての規制はないわけですよね。保険診療のように、この治療にはこ

の金額ということがない、そのために高額過ぎる医療費という問題がトラブル

になっていると思います。手嶋さんにお伺いしたいのですが、患者側として、

このような高額過ぎる医療費の契約について何か主張できる構成というのはい

かがでしょうか。 

○手嶋氏 確かに高いと思いますが、前提として技術なりサービス、あるいは

医療に見合った行動、専門的な知識の行使に対して一定の報酬を要求して、そ

れに対して代価を払う患者さんがいるということ自体は多分正当な業務活動の

一環として認めざるを得ないだろうとは思います。それが本来人々に必要な医

療行為であって、それができない、それが必要とされている人がたくさんいる

にもかかわらず、非常に貧富差があるようなところでしか提供されないという

ことであれば、それは大変な問題だろうとは思いますが、今後は、混合医療と

かそういう点で出てくる可能性がなきにしもあらずですが、それは今日の話題

とは別かと思います。 

 高過ぎる医療費の問題ということに関して申し上げますと、当該サービスを

購入することを決定することについて、そもそも高過ぎるのは民法90条の暴利

行為であるとか、あるいは少なくとも付随義務として料金の中身がどういうも

のがあるのかということの説明は、診療債務の中の一部分として考えることは

できるだろうとは思います。ですから、その点について恐らく契約締結に際し

てきちんと説明をしないということであれば、そのことを理由として、場合に

よっては解除することも可能かもしれないなとは思います。 

 さらに、サービスを購入することを決定することについて、選択についての

情報提供がされているかどうかということはあるだろうと思います。要するに、

自由診療に無理やり誘導しているのではないだろうかというようなことで、先

ほど、がんになるからと言って、本来多分必要でなかったであろう包茎手術に

導いたということなども、あるいはそもそも必要のなかったという点ではその

問題があるのではないかと思います。 

○末吉氏 ありがとうございました。今、東京のほうでは、溶ける糸を使った

リフトというものがあり、あれは大変高額なのですね。でも、本当だったら300

万、400万ですが、今日だったら100万ということで契約に入るのですが、それ

でも100万とは一般の人にとっては高額ですよね。これは３年から５年もつとい

って説明を受けるのですが、実際にはこの溶ける糸というのは３か月程度しか

もたない、３か月で溶ける。ということは、効果も３か月で終わるという、そ
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ういうお金の問題、高額ということの問題だけではなくて、説明の中で、３か

月もたないのに100万円を払うという、そこの説明や、納得というのはあったの

かどうかという、そういう切り口が大事だと思います。 

 田邊さんが取材された方は60万でしたでしょうか。 

○田邊氏 165万円です。 

○末吉氏 最初は７万でしたでしょうか。 

○田邊氏 はい、そうです。 

○末吉氏 ７万ということで、そのお金だけ持っていって、でも、結局は160万

の契約をした。その70歳の方にとって、大きな金額で契約をせざるを得なかっ

た、そのときの心の痛み、それから苦しみというのはどんなふうに感じました

か。 

○田邊氏 そうですね、恐らく最初からその広告にそれぐらいに、200万円弱に

なる可能性があることが書いてあったり、自分も７万では済まなさそうだなと

いうことがわかっていれば、恐らく行っていないと思うのですね。この方はも

うお子さんもいらっしゃって、実はそんなに機能的な問題じゃなくて、お友達

との温泉旅行でずっと恥ずかしい思いをしていて、何とかならないかなという、

そういうところだったので、クリニックに行かないという選択肢もあったはず

なのですね、。ですが、もう意を決して行って、結局、奥さんにばれてしまっ

て、奥さんが、「もう何やっているの」ということになって、「あんた、ちゃ

んと言いに行きなさい」みたいになったので、今回は、それはよかったのでは

ないかと思っています。ばれてなくてずっと借金を１人で背負って、それこそ

闇金に行ってという可能性もあったので、今回みたいな、「あんた、言いなさ

い」と言ってくれる奥さんみたいな存在がいれば、こうやって声を上げてくれ

るますが、本当に学生さんとかの被害者も結構多いと思うので、本当にどこに、

誰にどう言っていいかわからない、親にも恥ずかしくて言えないという事例の

方が多いのではないかと思うと、たまたま今回みたいな誰かが周りにいるとか、

もしくは相談窓口があるとか何か声を上げる方法がないと、１人で借金を背負

ってみたいな学生さんは本当に苦しいだろうと思われますので、何とか表に出

す、声を上げるというのは大事かなと思いました。 

 

（医療水準の立証） 

○末吉氏 ありがとうございました。それでは、３番目の美容医療被害におけ

る被害回復のための方策を考えるというテーマに移りたいと思いますが、通常

の医療訴訟と同様に、やはり原告が医療機関の注意義務違反を主張するという

ことが裁判では必要になってくるかと思うのですが、美容医療における医療水

準とかスタンダードを法廷でどのように立証することができるのか、この点を
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どのように入手することができるのかというあたりについて西山さんに伺いた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○西山氏 スタンダードな文献というと、ほとんどは教科書がまず第一に上が

るのだと思います。問題は教科書は改訂があるまで何年か遅れるのですよね。

だから、一番新しいものということになると、学会誌もしくは医療出版社で雑

誌に特集みたいなのを組む。そういうのに結構載せていることがあります。形

成外科学会のほうでも美容外科の特集の学会誌を作っているし、美容外科学会

でも作りますから、それが一番ある意味でスタンダードになるかもしれません。

ただ、特集でないものは単純に単なる論文だけで終わってしまうというおそれ

もないわけではないですが、一応特集になっているやつは必ず教科書にも出て

きます。 

○末吉氏 美容医療の場合は、新しい施術というものを競って患者さんを勧誘

しているところがあるのではないかと思いますが、新しい施術であればある程

文献的なものが出ないと思いますが、そのあたりはどのように考えたらいいで

しょうか。いわゆる教科書的なものというのは定着し、これは社会的にも受け

入れられているということで教科書に載っているかと思うのですが、新しい施

術というのはまだそこまで煮詰まっていない段階だと思いますが、文献の読み

方とか使い方とか、そういう意味では西山さん、いかがでしょうか。 

○西山氏 例えば、皆様は何かトラブルがあって、頼まれてその文献を読むと

いうことがありますが、それについての資料を出すというのはある程度できる

と思います。例えば、さっきの糸によるフェイスリフトの文献というのはない

と思います。糸によるリフトというのはありますが、それと全然やっているこ

とが違います。 

 患者さんに話を聞いていると、糸で強引に引っ張り上げているんですよね。

引っ張り上げるから、先ほどお見せしたようにでこぼこしています。要するに、

１本の線で引っ張るものだから、線のところからぎゅっと引っ張られますが、

その周りは引っ張られませんから盛り上がってきます。そういうようなことで、

普通、形成外科をやっている人は、こんなの何だという話に普通はなるんだと

思うんです。そういうのはある意味では、お近くの形成外科医に話を持って行

くのが一番早いなという気がするんですけどね。 

○末吉氏 ありがとうございました。訴訟などでは、医療機関側はよく見たこ

ともないような海外の論文を持ってきて、このように論文があるのだから、こ

の施術は適切だというようなことをよく言ってくることがありますが、そのよ

うな人に対して、患者側としてはどのように対抗していくことが有効なのか、

西山さんよろしいでしょうか。 

○西山氏 海外の論文と言っても、単純に発表したというだけにすぎないもの
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もあるわけです。だから、それが安全というものは何もないわけで、それが教

科書的になるものとならないものがありますから、それは見極めるしかないだ

ろうとは思いますけどね。論文があったらそれは正解ですよ，ではないと思い

ます。 

○末吉氏 ありがとうございました。では、手嶋さんのほうからは、法的にど

のように関連があるかお願いします。 

○手嶋氏 難しいところだとは思います。ただ、技術上の過誤があったかなか

ったかということについても、評価基準である医療水準というのは我が国の中

で考えるというのが基本的な基準であって、平成７年６月９日の最高裁判決も

そうですが、結局、我が国で実施され、そして、それが次第に定着していくと

いうプロセスの中で初めて医療水準になったと評価されますから、海外の事例

を持ち出したとしても、それは一つの参考にすぎないというようなことになる

のではないかと思います。 

 特に海外の医療事情と我が国の医療事情というのはかなり異なるものがあり

ますし、また、医療に対する期待や評価というものも、あるいは手法もかなり

変わるということだろうと思いますので、もちろん人の身体、生命、健康を回

復するための手法というところに差はないのかもしれませんが、しかし、国民

を構成する人々の体質の差というのがありますので、海外の知識が全て我々の

実績に対して直ちに結びつくものではないだろうなとは思っています。 

 それと論文ですが、日本語の論文だけではなくて、恐らく研究者が論文を世

界の人々に読んでもらいたいということであれば、当然英語で書かれているも

のだろうと思います。英語で書かれたものも含めて、我が国の状況を探してみ

る必要があると思います。法律関係者は、そういう文献が並んだときに、どう

いう評価を医学界でされているのかは分からないというところが多分にありま

すので、雑誌名を出発点に、それが評価が固まったものかどうかとか、編集方

針として査読がしっかりされているかなどの評判を聞きながらその論文の位置

づけを評価をし、その上でこれが日本の水準と評価してもよいものになるのか

どうかということを考えるしかないのではないかと思います。 

 

（医師の説明義務） 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 それでは、説明義務違反というのが基調講演の中でも、やはりこの美容医療

のトラブルの中で一番実態に即しているのではないかという気もしますし、裁

判所に行くというときには有効性も高いのではないかという気がしたのですが、

説明義務違反のところを手嶋さん、お願いします。 

○手嶋氏 説明義無違反がやはり重要だろうということですね。治療の必要性
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ということが重要なメルクマールで、通常の医療ですと、それがもう検査デー

タをそういうふうな形で出てきますので、余り問題ないだろうと思います。通

常の医療ですと、説明義務違反というのは、そういう必要性があるにもかかわ

らず、この治療を受けなかったということを逆に立証しなければいけませんか

ら、合理的に考えれば、その治療は多分この方は受けただろうなと推測が働き、

結局、説明義務違反があったとしても、選択機会の創出というようなことだけ

で損害賠償額は高くならないということになるのではないかと思います。 

 反面、美容医療の場合には、治療の必要性が実際ないということであるとす

るならば、患者さんがそれでも受けるのかということについて十分に説明し納

得をしていただく必要があるだろうということでありますので、必要性がない

にもかかわらず、あえて患者にメスを入れるというようなことについて、その

ことを十分理解した上で承諾をしたのだというようなことにならないといけな

いのではないかと思います。その際に判断の基準となるのは、合理的な人間で

あれば、十分な説明を受ければ当該施術を受けなかったかどうかということを

考えるということです。 

 説明義務違反に関する我が国の判例の方向ということについては諸説ありま

すが、恐らく乳がんの手術方法に関する選択の問題及びそれ以後に出されまし

た複数の最高裁判決、例えば脳動脈瘤の手術でありますとか、分娩方法の選択

の説明に関するもののように、基本的に患者に対する説明義務は抽象的な患者

を基準としつつも、個別具体的な患者の情報を認識できたというような場合に

は、当該患者の事情に基づいて情報を提供すべきであるというのが、恐らく最

高裁の考え方だろうと思います。最近ではそうでもなさそうかなというような

状況になりつつあるような気もしますが、とにかくそう解されていると考える

ならば、合理的な人間であれば治療を受けなかったと解されるというような場

合であっても、患者のこれまでの治療歴や、あるいは現状などから，情報を提

供されても治療を受けたと解されるというようなこともないわけではない，と

いうことはあるのだろうと思います。今までの最高裁の考え方というのは、患

者さんの意向というのをできるだけ尊重するというような形での説明にも合わ

せるということがあってできたわけですが、美容医療に関してはその点が逆に

作用することもあるかもしれないということは申し上げておきたいと思います。 

 他方で、しかし、パンフレットを受け取っていた、あるいは同意書にサイン

をしていたということで、これで十分な説明があったとの推測をするというこ

とも恐らくしていないようですので、裁判になったというときには、患者が十

分な検討の機会があったかどうかということはやはりキーポイントになるので

はないかということです。 

○末吉氏 ありがとうございました。説明文書などについても、問題になると、
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医療機関側は説明の文書を変えてきて、「このようにちゃんと説明した」と言

って不利益なところも説明したと，いたちごっこのようなところもありますが、

文書で出した説明ということが、どのような状態で渡されたかとセットだとは

思いますが、文書で出されているものでの評価というのはいかがでしょうか。

手嶋さん、いかがでしょうか。 

○手嶋氏 文書を渡して読んでいてくださいというだけで説明が果たされたと

いうことにはならないと思います。それはやはり十分認識した上で了解したの

だということをきちんと確認をするということが必要だろうと思います。 

○末吉氏 ありがとうございました。合併症の説明をしないで、いいことだけ

を言って施術を受けさせるということも多いと思いますが、手嶋さんにお聞き

したいのですが、合併症について説明をしないというのは、かなり説明義務の

中では大きな要素になるのかどうか、いかがでしょうか。 

○手嶋氏 合併症にもやはり発生頻度がかなり高頻度のものから、ごく希にし

かできないというものもあると思います。そういう意味では、およそ合併症と

いう括りで全部イエスかノーかということは，多分余り適切な問題設定の仕方

ではないのかな，とは思います。ただ、とは言っても、低頻度ではあっても、

仮に発生をしたならば大変な重大な被害がその方に生じるというようなことに

ついてはやはり説明をすべきだろうと思いますし、他方で、高頻度ですが、そ

れほど重大というわけではないというような場合には、あるいはそれほどしっ

かりと説明しなくてもよいということになるのかもしれません。それは多分、

合併症自体の頻度と重大性というような観点から，具体的な場面によって決ま

ってくることになるだろうと思います。 

 

（効果のない施術） 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 西山さんにお尋ねですが、美容医療では特有のものとして「効果がない」と

いう問題があります。このようにできると思っていたが、効果がなかった。先

ほどのリフトの場合には、３年から５年効果が続きますよと言われたが、実際

は糸がまだ残っている間の期間しか効果がない。そういうことが明確になれば、

そういうことは知っていたら契約しなかったと言いやすくなると思いますが、

この施術は患者にそのような効果が得られないというようなことというのは，

患者側弁護士としてどのように調べられるものなのでしょうか。 

○西山氏 なかなか難しいですが、まず、手術をやるときに、この人をこうや

っても効果が出ないだろうなと思ったら最初からやらないですよね。例えば、

この糸でやるフェイスリフトですが、普通幾つかありますが、１つは、フェイ

スリフトで手術をして、ここに糸をつけて引っ張るというようなこともありま
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す。それから、糸を非常に多数この中に埋め込み、網を張ったような感じで垂

れ下がりを防ぐという考え方もあります。こういうのは好き嫌いというのは当

然ありますが、技術によってある程度違いが出るということが結構症例で出て

きています。 

 先ほどの「効果がないだろう」というのは、ある意味では、最初効果がある

のです、引っ張りますから。ですが、その代わりに痛みがかなり痛くなります。

私のところに来た患者さんを見ていると、大体１か月から３か月位吊れは残っ

ていますが半年くらいには戻っちゃいますね。だから、痛い思いをして生活が

できなくて、半年後に元に戻って、「これは割に合わない」と当然思うと思う

のですよね。その手術そのものはもうだめなのですよ。そういう方法はないと

いうことです。それが、例えばこめかみのところに糸を入れて、側頭部のとこ

ろに出して強引に引っ張るということでしたが、そうすると確かにこれが引っ

張る形になります。その代わり、ここの引っ張ったところからここまでが盛り

上がっていますよね。だから、そういうような手術方法が何で続いているのだ

ろうと逆に不思議に思っているのですけれども。 

○末吉氏 効果が無いかどうかというのは、なかなか一概には言えないのです

ね。 

○西山氏 そういう意味で、僕がフェイスリフトを手術するときに、座った状

態と、それから仰向けに寝た状態の変化、その位しか変わりませんと説明しま

す。それが非常に垂れている人は、「よかった」「こんなに変わるの」という

人もいれば、「全然変わらない」という人もいます。だから、大体フェイスリ

フトなんというのは、やるのが50歳か60歳過ぎだと思いますが、その前にやる

ということ自体が効果がないのと等しいわけです。普通手術方法を学会に発表

しますと、その経過や結果、副作用等も発表します。経過の短ものであれば当

然効果の持続期間も問われますし、１年後２年後等の持続経過も発表させられ

たりします。学会発表のない今回のようなものは、トラブル症例が増えてきて、

我々のところにも患者さんが診察に来られて初めて手術方法を想像し、そのト

ラブル症例から効果の有無等を想像し、手術方法の善し悪しを判断していきま

す。 

 

（消費者契約法による取消） 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 それでは、消費者契約法というのは、この分野ではどのように活用できるか

ということを手嶋さん、お願いします。 

○手嶋氏 消費者契約法、特に４条の不実の告知と不利益事実の不告知という

ようなことで、これらを重要事項でつないで、その結果としてそんな契約は望
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でいなかったのだということで取り消しをすることができるという、そういう

効果を導くことができるわけでありまして、問題は、治療費の支払い及び回収

ということが中心であるならば、治療費を払わなくてよい、取消しすればよい

ということであれば、それで消費者の救済になると思います。そのかわり、事

実誤認に導かれる不実告知と不利益事実の不告知、重要事項を結ぶ必要が本当

にあるのかどうかという批判もあり得ますが、この場合に、本当はそういうよ

うな効果が十分得られないのが普通であるというようなことであれば、、情報

提供していないというのは，恐らく消費者契約法の関係からは取消しを可能に

する場合があるだろうと思います。 

 過去に判例、レジュメの中に書かせていただきましたが、水準的な治療とな

っていたかどうかということで、なっていない場合には、それは不利益事実の

不告知に当たるという判決があるところでして、そういったことを考えてみる

と、今後、こちらのほうの進展というのもあり得るところと思っています。 

○末吉氏 先ほどから出ている新しい治療というのは、まだ確立されていない

という問題だと思いますが、そういうものを勧めて契約を締結して施術を受け

る、そういう場合に、それは不利益事実の不告知というような考え方になって

いるのでしょうか。 

○手嶋氏 そのように評価した判決があります。ただ、これはちょっと難しい

ところもあり、医療サイドの方からはこんなご意見もあるいは出てくるかもし

れません。要するに、これはいろいろなことに効くので、それでそれについて

これから調べていこうということだし、別の疾患ならとっくに医療水準的なも

のになっていると評価できるようなものが、社会制度の仕組みとして普及して

いないだけなので、この施術自体は十分安全なものなのだ、といったようなご

意見です。しかし、それは恐らく、少なくとも下級審の考え方の一つとはちょ

っと違うものだろうということですので、これからある意味、その種の事案を

積み重ねていく必要があるだろうと思います。 

 

（相談に際しての留意点） 

○末吉氏 ありがとうございました。美容医療の被害者から過誤の相談を受け

るときには、弁護士もどういうことに気をつけて相談を受けていくのかという

ことを考えなければいけないのではないかと思いますが、日々そういう患者さ

んと接していろいろお話をしていく中で、西山さんはどのようなところを困難

と感じ、どのようにしていく，ということがありましたらお願いします。 

○西山氏 大体美容外科に来られる患者さんというのは思い込みがすごく強い

のですね。自分はこうなのだから何とかしようという感じで来られる。だから、

本人は悩んでいるわけだから、その思っていることが他人から見たらどう見え
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るのだろうということを常に考えます。だから、本人が思っていることも、先

程説明しましたが、鏡を持って、「私はこうなんだ」，そうすると、「そんな

こと我々はないよ」ということだって、それは自分で見ているからないことは

ない。その場合にはほとんどビデオに撮ります。ビデオに撮っておいて、すぐ

パソコンに映して、君の顔ってこうなっているよと。そうすると、これは私が

いつも見ている顔じゃないと感じて全然イメージが違うのだそうです。だから、

本人が考えているのも絶対ウソだということではないのですよね。本人は本人

なりに自分で鏡を見て本当だと思っていますから。鏡を見るときに、多くの人

はあごを引きます、そうすると、二重の場合は幅が狭く見えますので、他人と

話をする位置で鏡も見るようにさせます。ビデオを撮るときも顔の角度を変え

てもらったりして自分で見ている状態、他人が見る状態等違いが分かるように

撮ります。だから、客観的に自分の顔がどうなっているよということをまず認

識させることが大切なのではないかなと思います。 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 それから、よく弁護士の悩みとして、うまくいかなかったのですという相談

を受けたときに、どこがうまくいっていないのかなと心の中では思ってしまう

ことが多いと思いますが、そういうときに、ご本人はうまくいっていないと思

うわけで、第三者から見たら全然目立たないという、そのときに、寄り添いな

がらも、人から見たらそんなことないのだ，ということをどんな風に伝えるこ

とができるのでしょうか。 

○西山氏 客観的にビデオを見ればいいと思います。患者さんの顔をビデオに

撮って、その場で「どこがおかしいの」とやるのが一番効果的かなと思います。 

○末吉氏 それはやはり動きのあるビデオのほうが写真よりいいということで

しょうか。 

○西山氏 そうですね。写真ですと１つの角度しか撮れませんから、ビデオで

すと流していますから、結構本人の言っていることと、こうやると君の言って

いることになるかもしれないけど、ちょっと離せば違うだろうと、いかに自分

というものを判断させるかというのが大切だなと思いますけどね。 

○末吉氏 医師としての見方と、法律家に相談するときで、弁護士がどこまで

それができるかというのは悩ましいところではありますが、ビデオを撮るとな

ると結構嫌がるかなという気もしますが、その他にはないでしょうか。 

○西山氏 結局、その人が手術をやって、自分の思ったようにならないという

ことですよね。そうすると、思ったのは何という話になるでしょう。思ったの

は何ですか、思ったのと何が違うのという、その比較論から始まっていくこと

ですよね。だから、そこが直ったらよくなるのというところが、逆にいうと、

その前の状態ではどうだったの。ここに術前と術後の不等式の図を書いてみま
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したが、手術をやる前と手術をやった後とどっちがいいと常に比較をして、手

術をやったほうがいいなら手術をやっています。でも、そこにはお金という問

題もかかるし、傷跡も必ず残るし、ダウンタイムという時間の浪費も必ず出て

きます。でも、それでも手術前と手術後で手術後の方がいいからやります。で

も、それは理想を求めたら絶対にやらない。理想にはならないからです。術前

を忘れたら現状と手術の傷跡しか残らないのですね。だから、常に比較論なの

ですよという言い方をしていかないと、いつまでたっても悩みというのは解決

できないのだと思うのですけどね。 

 

（医療機関のホームページ） 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 では、ここで質問に対してお答えいただけるところについてはいただきたい

と思いますが、医療機関ホームページガイドラインは実効性が上がっているの

でしょうか。西山さんへの質問です。 

○西山氏 正直にいうと余り上がっていません。上がっていませんが、広告そ

のものの活動は約20年間やってきました。その前から比べると、トータル的に

はやはりいいものを作っているのだなという気がします。 

○末吉氏 それから井上さんへは、やはり医療機関ホームページのガイドライ

ンのことですが、このルールを法的効果に結びつける必要があるのではないで

しょうか。医療機関による情報提供も広告以上に適正なものでなければならな

いのではないでしょうか。それが不適正な場合、医療法を改正して規制ができ

ないでしょうか。できないとしたら、その理由は何でしょうかという質問です。 

○井上氏 恐らく医療広告規制を医療機関のホームページにも適用しろという

ようなご質問だと思いますが、先ほど言った広告の３要件以外に、医療機関の

ホームページ全てに対して医療法の広告規制をかけた場合の，デメリットとメ

リットを比較する必要があると考えています。 

 例えば、医療機関のホームページですと、限定列挙じゃないので、例えば地

域にいるクリニックさんのところで「かかりつけ医」というようなことは言え

ますが、一方で、広告規制をかけてしまうと、「かかりつけ医」の定義がなく、

客観性、正確性に欠けますので、限定列挙して広告可能，有効にはなっていな

いので、「かかりつけ医」というような文言をそもそも使えません。例えば例

示なのですけれども。こういうことがそもそも妥当的かどうかというところで

す、まず１点。 

 あともう一つ大きな問題となりますのが、医療広告というか医療機関のホー

ムページの場合、よく国立のがん研究センターのホームページとかで、がんの

情報とかもしていますが、がんの患者さんて、ご存じかどうかわかりませんが、

57 / 68



 

 

やはり生きるために結構必死なので、いろいろな情報を得ようとされている。

そういった中で患者さんが一応知る権利がある、情報を知る権利がありますの

で、それをそもそも医療法の規制の対象としてしまうと、医療機関のホームペ

ージは、そういうがんの情報とかが一切掲載できなくなって、患者さんの知る

権利が失われてしまうということになります。こういったところから、デメリ

ットはやはりかなり大きいのではないかなと考えておりまして、私どもの考え

方として、もう既に医療機関のホームページについてはバナー広告とリンクし

たような、よく患者さんに目に触れるようなところはもう規制がかかっていま

すので、そこから改めて広告規制を広げる必要があるかと、我々としては、あ

くまで広告というものは、広告規制とかそういったものについては表現の自由

を規制するものであるし、経済活動の自由も規制し得るものと認識しておりま

して、そういったところから本当にそこにかけていいのですか，というところ

だと考えています。あくまで規制は最小限。そういった中でどういうふうにや

るかということが重要だと考えています。 

○末吉氏 引き続きホームページのことについての質問がまた来ておりまして、

井上さんですが、ホームページは広告でないという理由として、誘引性、特定

性、認知性という要件がありますが、認知性の要件を欠くというご説明だった

と思いますが、ホームページへのアクセスは事業者名を特定してアクセスする

方法よりも、キーワード検索においてアクセスする方法が多いと思われますが、

認知性の要件の解釈は、医療法特有の配慮があるのでしょうか。特定商取引法

の通信販売に関する広告規制は、ホームページの記載も当然に広告であると理

解しており、法律間で概念の整合性がないように思われますが、という質問で

す。 

○井上氏 一応これについてはご指摘のとおり、医療広告だけの取扱いになっ

ています。というのは、先ほどから繰り返しになりますが、患者さんの知る権

利とか、そもそもかける必要があるかという、クリニックに対して規制をかけ

ることになってしまうというところです。 

 あともう一つ追加で言わせていただければ、先ほどから包茎のおとり広告的

なものが問題だとされていますが、これ自体は、どの法規制でも、どの広告規

制であってもおとり広告自体は規制していないと考えております。実際供給で

きないのに供給できるということを広告している場合は、広告の規制がかかっ

ているかとは思いますが、こういう安い、例えばよくスーパーとかでペットボ

トル100円というようなものがあると思いますが、こういったもので釣った上で、

ほかの商品を買わせてトータルとしては儲けるというようなことをやっている

広告というのはいっぱいあると思います。その中で、医療広告については、医

薬的な必要性とか医師の裁量がかなり大きく左右されるので、実際に本当にそ
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れが必要なかったかどうかというのは、なかなか判断が難しくて、やはり誇大

広告的なところを規制はするのはなかなか現状、特に医療の場合は難しいとい

うことがありますので、現状、この取扱い自体は変えるのは難しいのかなと認

識しております。 

○末吉氏 すみません、資料についての質問も来て、また井上さんで恐縮です

が、医療広告規制のウェブサイトの取扱いで、医療広告規制の対象外という記

載のところはいかがでしょうか。そして罰則適用と書いてありますが、ホーム

ページ上の禁止案に、虚偽・誇大広告という記載がされていますが、ホームペ

ージ上の虚偽・誇大広告については行政指導も罰則も適用がないようで、禁止

事項とされていないのではないでしょうかという質問です。 

○井上氏 一応、そもそも医療機関のホームページ自体は、誤解のないように

申し上げると、景品表示法の規制はかかっています。なので、虚偽・誇大とか

は規制がかかるという形になりますが、あくまで医療法上は法的な規制はかか

っておりません。ただ、医療法でいえば虚偽・誇大は法的な規制ではありませ

んが、一応してはいけないということは述べております。 

 

（治療費の説明義務） 

○末吉氏 次の質問で、手嶋さんに、説明義務の対象として、治療費は含まれ

ないというお話だったと思いますが、保険診療ではなくて自由診療である美容

医療についてもこのように言えるのでしょうか。 

○手嶋氏 恐らく自由診療の場合どう考えるのかというのは別枠の議論もあり

得るとは思います。ただ、伝統的に医事法の領域で問題としてきたところの説

明義務というのは、自己の身体の処分に関する話なものですから、経済的な情

報については恐らく、いわゆる生命、身体の処分の話ではなくて、経済行為に

おいて説明義務があるかないかというような、そういう話になるのではないか

なと思います。 

 

（医師の忠実義務） 

○末吉氏 また手嶋さんへですが、勝手にオプションを付けられたことが診療

契約の解除事由ということになる法的根拠についてもう少し詳しく聞かせてい

ただけませんか。 

○手嶋氏 勝手にオプションを付けたということですが、恐らく契約締結段階

において相手方に対して誠実に対応するということについて、継続的契約関係

における忠実義務の観点からは看過し難い部分があるだろうということではな

いかと思います。それで、どんどん勝手に積み上げていくというようなことが

当該治療行為、診療契約に関して法的な形でつなげるというようなことになれ
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ば、本来、了承することで初めて引き受けるべきものが一方的に積み上げられ

るということになるので、それは医療行為というものの性質に相反するのでは

ないかということです。そういうご説明でよろしいでしょうか。 

 

（情報提供の重要性） 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 これはどなたに質問ということではありませんが、全体での議論の中の問題

ですが、負のスパイラルに陥っている部分というのは、広告がこういう広告で

すし、医療機関の方も問題点などもありますが、それを断ち切るためには何が

重要でしょうか，消費者側で気をつけるべきことは何でしょうか，という質問

ですが。西山さん、お願いします。 

○西山氏 今日のお話を聞いていても、結局、情報をどうやってオープンにす

るかということが一番大切なのかなという気はしますね。変な話ですが、弁護

士さんは患者さんというかお客さんが来て相談されてということから始まるで

しょうが、その前に患者が来ないと商売にならないでしょうが、患者さんを来

させないためにはいかに情報を発信するかが大切なのだと思います。そういう

意味で、先ほども患者さんにいろいろな情報を発信してくださいと言いました

が、それ以外にないのではないかなと思うのですよね。要するに、こういう事

例があったよということを協会ではいろいろ書いてある。それを読む人なんて

ほとんどいない。その後よっぽどトラブルになって、それから初めて見て、最

後に、ああ、こういうこと書かれていたのだ、自分は見ないでばかだったなと

いう人が多いのですが、それを、そこに行かないためにどうするか、情報もど

うやって発信するかということだと思いますが、実は協会でもいろいろ広告を

出してやろうと言ったのですが、協会もお金がないものですから、なかなか広

告も出せないで、結局こういうところでできるだけお話ししていくしかないの

ですよね。できたら皆様もいろいろ情報を発信していただけるとありがたいと

思います。 

○末吉氏 ありがとうございました。今の質問は、今日のシンポジウムの大き

なテーマの中に共通だと思いますので、お時間がありまから、お一人ずつ今の

質問についてお願いできますでしょうか。では、手嶋さんからお願いします。 

○手嶋氏 私も西山先生と全く同じでして、やはり美容外科は何ができて、何

ができないのかということについて、ある程度明確な形で、伝えていく必要が

あって、それについて情報の受け手がちゃんと評価できるような形にしていく

必要があろうと思います。受け手の方もしっかりと自分自身にとって必要なこ

となのかと吟味できるような形にしていかないといけないなと思いますが、た

だ、問題は、耳当たりのいい情報は広くすぐ広がりますが、そうでないネガテ
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ィブ情報というのはなかなか広がりにくいということがあり、また、ある種の

幻想を売っているかのような面もないわけではないので、そういった点だけが

頭に入っていると、なかなか悪い面には目が向きにくいというのが現実だと思

います。そういう意味では、非常に言いにくい部分はあるとは思いますが、し

かし、正にマイナスの面もある上でどうするかを決めましょう，ということを

患者さんには十分伝えていく必要があるということではないでしょうか。例え

ば，タバコにしっかりと弊害の表示が付いていてもタバコを吸う人は吸うわけ

で、それと同列には言えないとは思いますが、やはりネガティブ情報が同時に

かかっているということについて理解していただくということが必要かと思い

ます。それに加えて、恐らくここで随分議論になりましたが、やはりそこだけ

でいいかどうかということですね。一定の仕組み（規制）を考える必要があっ

て、広告をどうするかというのは、今一つの大きな論点だと思いますが、それ

だけじゃなくて、被害が出ないようにするには全体としての技量のアップとか、

そういったことも含めて考えていく必要があるのではないかなと思います。 

 

（医療としての矜持） 

○末吉氏 ありがとうございました。では、田邊さん、いかがですか。 

○田邊氏 やはりお話の中で、医療行為ではありますが、患者は消費者であり、

消費者問題という、もちろんそうだし、金銭的なものは金銭的に解決するとい

って消費者問題にはなりますが、やはり体にメスを入れるという行為とか、元

に回復できるものじゃない行為をしてしまうと考えると、やはりもうちょっと

医療だというところを重要だと考えるべきかなと私は思っていて、それこそ広

告として定額というのはやはりおかしいだろうと。その人を見て、この人はど

の手術が合っているかな、もしかしたら手術をしなくていいかなという、ちゃ

んとカウンセリングに基づいて施術方法を決めたり金額が決まっていくべきも

のだし、それこそキャンペーンみたいなものもいっぱいあると思いますが、学

生割引とかネット割引とか、今だけみたいな感じのああいうものは，やはりど

う考えてもそぐわないと思います。本当に気軽に何かちょっとしたものを買う

程度の感覚にさせてしまうような表示の仕方なり、ビジュアル的なものを含め

て見せ方というものも医療行為なのだと考えるとやはりすごく違和感があるの

で、もう少し何か規制はできないものかなというのは思います。 

 あと少しお話がありましたが、やはりどこかで広く、こういった本当の意識

の高い方の集まりでは、もちろん皆様分かって話し合っていますが、本当にク

リニックに行く一般の消費者の方たちに、この話がどうやったら届くかなと思

うので、そういう点では我々の仕事をもう少し踏み込んで掘り下げて、継続的

に報道もやっていくべきだし、やっていきたいなというのは思っています。 
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（景表法の活用） 

○末吉氏 ありがとうございました。井上さん、いかがでしょうか。 

○井上氏 一応私は行政の立場からなのですが、こういう違反広告を見つけた

場合は、先ほどもお話ししましたが、まず自治体へ通報していただければ、自

治体の方で適切に対処はしていただけるはずです。とはいっても、医療法には

限界があり、具体的に申し上げると、基本的には自治事務なので、その自治体

が所管する医療機関の管理者に対してしか行政指導とかの効力は及ばないので、

そういった限界が一応医療法にはあります。今現在、美容医療ですと、様々な

グループができていると思いますが、そういったグループに対しては、医療法

による広告規制はかなり限界があると認識しております。 

 そういった中で、不当景品表示法の例を挙げさせていただくと、不当景品表

示法ですと、適格消費者団体による差止請求というものが可能になっています

ので、そういったところで差止請求をしたりとかして、有機的にというかお互

い医療法と不当景品表示法を両方ともうまいこと使って対処していくべき問題

ではないかなと考えております。 

 

（最後に） 

○末吉氏 ありがとうございました。ここで最後に皆様からきょうのシンポジ

ウムを踏まえてご感想、誰でも結構なので、順番に一言ずつを井上さんからで

お願いします。 

○井上氏 一応少し重複する部分はありますが、医療法については、医療広告、

医療機関のホームページの広告にした方がいいというご意見があるのはもちろ

ん承知しております。ただ、繰り返しになりますが、やはり患者さんの知る権

利であるとか、医療機関の表現の自由、あと経済活動の自由、そういったもの

を侵害するおそれがあるということで、我々は慎重になっています。そういっ

た中で、先ほどもお話しさせていただきましたが、景品表示法というものは、

あくまで表示に対して規制をかけているので、もちろん医療機関のホームペー

ジも法規制の対象です。しかも、その景品表示法の場合は、適格消費者団体に

よる差止請求で、全国にある同一の医療法人に属する医療機関は全て差止請求

の効果を受けるという形になりますので、こういったメリットもあります。そ

ういうものを有機的に連携して私どもとしては対処していくべきではないかな

と考えております。 

○末吉氏 ありがとうございました。では、田邊さん、お願いします。 

○田邊氏 このシンポジウムに参加させていただくに当たって１回打ち合わせ

ということで東京に伺って、そのときに少し言われたのですが、全然この問題、
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テレビも新聞もやってくれないのですよという声が出まして、なかなか敬遠さ

れてしまうと、内容が内容だけになかなかバーンと報道できないという声があ

ると言われました。確かに、私に今回こうやって話が回ってきたということは、

愛知県でも余りほかに書いている記者がいないのだろうということも考えられ

まして、私が今回の記事を書くときにも、私は自分で書きたいです、やらせて

くださいと言ったのですが、ちょっと女の子が書くのはやめたほうがいいので

はないかとか、いろいろやはり周りから言われたこともあり、恐らくほかのテ

レビさんなり新聞でも何でも、何かしら二の足を踏む状況がもしかしたらある

のかもしれないなと思います。しかし、これは別に恥ずかしいような話でも何

でもなくて、本当に悩んで苦しんでいる人がいっぱいいるということを考える

と、そういうふうに情報がちゃんと入ってきたならば、それを受けてきちんと

話を聞いて報道はするべきだろうと思っていて、それこそ今回はたまたま消費

者の方から声が上がってきましたが、なかなか難しいというところがあります

ので、それこそ弁護団の先生なり、そうじゃなくてもお声が入って、これはち

ょっとこれだけの声があるのだから、ぜひということであれば、情報提供とい

いますか、この弁護士の先生なり消費生活センターの相談員の方なりも取材、

こういうのはどうですかと言ってもらえれば、すごくそれがきっかけになると

思うので、協力してというか、一緒にやっていける部分で協力して頂ければな

と思います。私の所属していた生活部というところが一番やりやすいのですが、

この８月で異動になってしまいまして、なかなかちょっと難しくなるかもしれ

ませんが、これはすごく大事なテーマだとずっと思っているものなので、どこ

に行っても、全国各地どこでも同じことは起こっていると思うので、そういう

声があったり、そういう機会があれば、私も継続的にこの問題は取り組んでい

きたいなとは思いますので、皆様のご協力も是非是非よろしくお願い致します。 

○末吉氏 大変力強いお言葉で、やはり被害者の方と生に、直にお話を聞いた

ということの結果の言葉だなと思います。 

 では、手嶋さん、お願いします。 

○手嶋氏 美容医療、今回のシンポジウムでは美容医療という、伝統的な医事

法学が必ずしも十分取り組んでこなかった問題につきましてスポットを当てて、

こういう時間をとっていただいたということがあって、私自身、非常に勉強に

なりましたし、質疑応答について十分お答えできなかったところもありました

が、また勉強していきたいなと思った次第です。 

 今後、美容医療に限らずテーラーメイド医療であるとか，生活の質の向上の

ために医療を利用していきたいという傾向がますます強くなるだろうと思いま

すし、そこではまさに消費者としての患者というような話が前面に出てくるだ

ろうと思いますので、今日の議論というのは、こういった派生的な課題を考え
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る上でも非常に参考になるのではないかと思います。 

 それと、これから夏休みに入りますね。そうすると、「夏休みの間に自信を

回復しましょう」みたいな、そういった広告がされるのではないか，などと思

ったりしますので、それを考えると、今日のご議論をできるだけ早く流して頂

きたいなというようなことを思いました。 

 こうした形でお話をさせていただ、また、ご議論させていただ機会をお与え

下さったことに対して心より感謝申し上げます。どうもありがとうございまし

た。 

○末吉氏 ありがとうございました。では、西山さん、お願いします。 

○西山氏 本日はありがとうございました。今日は皆様からつるし上げられる

かと思って来たのですが、ちょっと体重があったものでそこまでいかなかった

ようで、大変助かりました。なかなかこういう機会というのは私たちもないの

で、今日は大変勉強になりました。ありがとうございます。これからもまた何

かあったら、是非いろいろ勉強したいと思います。 

 それから、東京にいた時に包茎の問題で何百万という治療費云々のケースで

すが、患者さんから我々が相談されると、弁護士さんに聞いてくださいという

ことになります。ただ、その時にこちらで必要なアドバイスはできるだけする

ようにしますが、ほとんどは示談でお金が戻ってきています。だから、結構積

極的にやられていいのではないかという気がします。そういう意味で頑張って

いただきたいと思います。ありがとうございました。 

○末吉氏 ありがとうございました。 

 今回この企画を立てるときに、こういうスポットの話題で話をさせるのは成

立するかなという議論も部会内ではありましたが、申込みで120人という、それ

は本当に最初、岡田さんが言ったように、非常に私たちも驚きました。それだ

け皆様の関心が高いということを、弁護士としてやはりこの分野に切り込んで

いくのだという皆様のお気持ちがあるからじゃないかと私は思っていますし、

今日のお話でそうして取り組んでいけるようになれば、悪質な医療機関を野放

しにしないということになると思いますので、今日のセミナーが皆様のお役に

立てればとても幸いです。 

 では、今日ご登壇いただいた先生方に拍手をお願いします。（拍手） 
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＜閉会挨拶 野々山宏（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長）＞ 

 

○司会（吉見） 長時間お疲れさまでした。 

 本日、貴重なお話をしてくださった講師、パネリスト、コーディネーターの

方々に盛大な拍手をいま一度お願いします。本日は誠にありがとうございまし

た。（拍手） 

 それでは最後に、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会、野々山宏委員長

より、本セミナーのまとめと閉会の挨拶をさせていただきます。 

○野々山日弁連消費者問題対策委員会委員長 皆様、長時間のセミナー、ご苦

労さまでした。 

 報告やパネラー等をしていただいた医師の西山さん、神戸大学の手嶋さん、

中日新聞の田邊さん、厚生労働省の井上さん、どうもありがとうございまし

た。 

 この日弁連の夏期消費者セミナーは、今年で25回目になります。このセミナ

ーでは、夏の暑い時期に、消費者問題に関連しているけれども、弁護士が十分

取り組めていなかった分野を、取り上げて検討しています。今年は美容医療の

問題を取り上げました。 

 私は、１年前の７月まで国民生活センターというところで理事長をしており

まして、そこでもこの美容医療の問題は非常に重要な問題として取り上げられ

ています。今日も同センターの職員が来ております。私の在職中にも２回ほど

具体的な注意喚起、あるいは110番の結果を出してきております。 

 美容医療の、PIO-NET等に登録されている苦情情報は、国民生活センターの報

告では2005年から５年間で、3,000件弱登録されています。そして、それが徐々

に増えてきています。やはり被害があるのだという認識を持つことはとても大

事だと思っています。何が消費者被害かというのは、消費者概念という問題で

はなく、人の財産、安全、身体について一定の被害が発生しているかどうかと

いうことです。これを捉えて消費者被害を考えるべきではないかと個人的には

思っています。その意味で、美容医療について今回のセミナーを開いていただ

いたのは、とても意味があると思っております。 

 最初の基調講演では、西山さんからは、具体的に、美容医療って何なのだろ

うかということをお話いただきました。私たちは、美容医療という言葉は分か

っています。それから、判例を見て、いろいろな被害事例を見て、こういうこ

とかなと思っていたんですが、具体的にどういうものが美容医療であり、どう

いう施術がされているのかということ、それから、施術の必要性の中に様々な

問題があるということ、それを具体的に知ることができました。 

 西山さんから公益社団法人日本美容医療協会を紹介されました。これはとて
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も大事な機関です。国民生活センターや各地の消費生活センターでは、美容医

療で分からないことがあると、この機関の電話相談に電話をして聞いています。

弁護士もこの電話相談を活用できると思っております。私たちは医療や美容医

療について素人です。美容医療については日本美容医療協会が相談の窓口を開

いておりますので、大いに活用できると思っています。 

 それから、手嶋教授には、法律の問題について具体的にお話をいただきまし

た。若干私の個人的な見解からするとネガティブだなと思いました。私は、後

でお話しますけれども、美容医療の問題については国民生活センターでも検討

させていただきましたし、西山さんとも一緒に議論しながらいろんなセミナー

もやりましたが、やはり新しい問題分野であると思っております。ですから、

従前の民法の概念から言うと、手嶋先生のおっしゃることはそのとおりだと思

いますが、そこから私たちは、解決に向けて突破しなければならないと思って

おります。そういう意味で、今の学説あるいは判例の一つの到達点としては、

手嶋教授のお話しになったとおりだと私は思っておりますが、ここから私たち

弁護士が、まさに切り開いていくということが大事だと思っています。 

 それから、全体のパネルディスカッションの中で美容医療の特殊性の指摘が

ありました。特に医療ということで、体に傷をつける、体にメスを入れるもの

である。そういう身体に加害を加える医療行為でありながら、施術の必要性あ

るいは緊急性に欠けている、患者個人の希望と言いますか、精神的な救済とい

うのが非常に重要となる分野という、非常に特殊な分野でもある。医療行為と

同様の分野でありながら、通常の医療行為とは違う側面もあるわけです。どち

らをどう重視していくかということを、今後私たちが考えていかなければなら

ないと思いました。そういう意味でも、今回のパネルディスカッションの中で

出てきた美容医療の特殊性に伴う様々な問題というのは重要な点があったと思

います。 

 それから広告の問題も議論されました。私は美容医療は消費者被害があると

思っておりまして、その被害の端緒は広告です。特にホームページと雑誌の２

つですね。雑誌は確かに広告として今も医療法でカバーできるでしょうけれど

も、ホームページは医療法の規制が及んでいない。これは様々な議論はありま

すけれども、やはり広告として何らかの形でカバーしなくてはいけないと思っ

ています。日弁連では配布資料の98ページ（資料集○頁）にあるとおり意見書

を出しています。その中で、ホームページにも医療法上の広告の網をかぶせる

ことを求めています。ぜひとも厚労省で検討していただきたいです。今日のご

報告で、様々な意見があることはわかりましたが、被害が生じている。そこか

ら様々なトラブルが生じている。その事実からすれば、そこはガイドラインだ

けではなくて、法的な枠組みを作っていくという方向性はやはり正しいのでは
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ないかと思っています。 

 それから、あと被害の発生後の救済ということが必要になってきていますが、

この救済について様々な議論がされました。各地の消費生活センターでも美容

医療の問題は扱っています。しかし、非常に解決が難しい分野であるというこ

とが認識されております。被害は２つあるわけです。１つは、いわゆる施術の

問題です。医療過誤と言われるものです。それからもう１つは、契約に関する

説明とか代金の問題。その２つがあるわけです。各地のセンターでは、施術の

問題は取り組むにはなかなか難しいと認識されておりまして、主に契約の関係

を処理しているというところです。 

 この契約の関係の分野におきましては、今日も報告されていた２つのガイド

ライン、これが結構交渉では有効です。最後に西山医師がお話していただきま

したが、難しくはありますが、示談で解決できているところはあるかと思いま

す。その解決には２つのガイドラインが非常に大きな役割を果たしています。

１つはホームページのガイドライン、１つは広告のガイドラインですね。また、

昨年９月に出されたインフォームド・コンセントのガイドラインも重要ですね。

配布資料の86ページ（資料集○頁）に掲載されています。インフォームド・コ

ンセントのガイドラインですから、説明義務について書かれてあり、そこの内

容を十分押さえて各地のセンターでは話をしています。その中でも、特に、一

番最後の４番目の即日施術の問題です。今日話題には出ませんでしたが、美容

医療の被害の多くは、即日、その場で契約し施術をしています。必要性、緊急

性が少ないにもかかわらず、その日その場で契約して、しかも高額な代金の契

約をさせられ、すぐ施術をされる。一旦帰って考えればどうか、先ほども田邊

さんが出していた事例でも家へ帰らなかったのですね。家へ帰って別の医師に

相談するということがあればそんなことにはならない。そういう熟慮期間とい

うものがどうしてもこの分野では必要だと思います。それにもかかわらず即日

の契約と施術を、強要とは言いませんが、求めていることが多い。このガイド

ラインは基本的には、これを厳に慎むべきであると書いています。否定という

んですかね、やっちゃいけないというガイドラインです。そういう意味では、

これはセンターなどのあっせんでは活用できます。しかし、訴訟になるとなか

なかそれだけでは解決は難しくなります。先ほど説明義務が突破口になるとい

うお話でした。私も説明義務が突破口になるだろうと思っていますが、説明義

務だけではなくて、それにプラス、説明した後の熟慮期間ですね、熟慮期間を

どう確保するかということ、この２つが解決の鍵として重要だと思っています。

その根拠になるのが、このガイドラインの第４項です。これは日弁連の意見書

の最後のところでも触れています。この点は、本当はクーリングオフのような

制度として法的なものに固める方向性というのが、今後は必要ではないか、ま

67 / 68



た、違反した者に対しては一定の処罰が行われるということは将来的には必要

ではないかと思っております。 

 それと、裁判は、医療過誤の問題として行うのは非常に難しい面が、この分

野ではあります。したがって、契約の問題として取り組むとすると、私は、消

費者契約法が一つの突破口になり得ると考えています。東京地裁の裁判例では、

一定の医療レベルに達していないもの、一般の医療レベルとは認知されていな

い施術について、そのことを患者に言わなかったことが、消費者契約法の不利

益事実の不告知であるとされました。それから、即日施術あるいは施術の効果

の問題について、効用に対する、あるいは手術機会の確保に対する不実告知の

構成が可能ではないかと考えています。 

また、不法行為については、説明義務１本ではなかなか難しいだろうという

のが今の学説や裁判例です。これに対しては説明義務だけでなく、熟慮期間を

確保しなかったこと、あとは施術の問題等々を合わせて１本で主張していく工

夫も必要ではないかなと思っています。 

現状からスタートして、どうやって解決に向けて前進していくかというのは、

私たち弁護士の役割です。裁判例が幾つかあります。錯誤で勝っているもの、

それから消費者契約法で勝っているもの、不法行為で勝っているもの、債務不

履行を認めたものもあったと思いますが、そういう構成で先達の皆様が頑張っ

てやってきているので、今日のご議論をお聞きして、それをさらに活用して、

ぜひともこの分野において新しい裁判例を作っていき、本当に被害を撲滅でき

るような、そして、最終的には被害のない適正な美容医療というものを確立す

ることが重要だと思います。被害の撲滅と美容医療の発展というのは両立する

ものです。そういうものを目指して私たちは頑張っていかなくてはいけないと

思います。日弁連は昨年美容医療に関して意見書を出しておりますが、さらに

今日のセミナーを踏まえて精査をして、この問題についても引き続き取り組ん

でいきたいと思っていますので、今後ともご支援、ご指導のほどよろしくお願

いします。 

 今日はどうもありがとうございました。（拍手） 

○司会（吉見） 野々山さん、ありがとうございました。 

 皆様、これでセミナーの全日程が終了いたしました。本日は、セミナーにご

参加いただき、誠にありがとうございました。（拍手） 

 

68 / 68


	1  【確定】（部会・事務局最終修正見え消し）冒頭挨拶（愛知県弁護士会岡副会長）
	2　 _部会・事務局最終修正見え消し）基調講演西山氏
	３ 【確定】※野島先生最終修正（部会・手嶋氏・事務局最終修正見え消し）基調講演手嶋氏
	4 （部会・手嶋氏・事務局最終修正見え消し）パネルディスカッション全体
	5 （部会・事務局修正見え消し）閉会挨拶
	空白ページ



