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１．はじめに 

インターネットの急速な普及により情報伝達は加速的に変化し、メディア媒体の多様化で広告宣伝がま

すます進むものと考えられます。 医療機器業界においても様々なメディア媒体を利用して製品や技術紹

介の広告が掲載されるようになって参りました。 

医療機器の広告については、医薬品医療機器法第 10 章（第 66 条－第 68 条）で規定されており、そ

の運用については、厚生労働省から「医薬品等適正広告基準」（昭和 55 年 10 月９日薬発第 1339 号、以

下「適正広告基準」）として示されています。 

   「医家向け医療機器」の一般向け広告については、対象医療機器が限定されているが、 

対象外の「医家向け医療機器」の広告掲載が散見され、さらにインターネット等の普及による広告手法

もますます多様化しています。 

このような状況下、医機連企業倫理委員会では、厚生労働省の指導のもとに会員企業の正しい広告プ

ロモーション活動を支援推進する目的で、医療機器の広告に関連する法規（医薬品医療機器法、広告関

連通知等）の遵守と医療機器の有効性、安全性及び適正使用のための必要な情報提供を行うにあたり、

「適正広告基準」に違反しないように、医家向け医療機器のガイドが必要と考え、「医療機器適正広告ガ

イド集」を作成してきました。本ガイドも作成してから 5 年を経過し広告に関する環境も大きく変わっ

たことを受けて、不適切な表現を追加して見直しをすることにいたしました。また、医機連法制委員会

が、厚生労働省から「医療機器の広告について」（平成 22 年 8 月 17 日、薬食監麻発 0817 第 1 号通知）

をうけて「医療機器の広告に関する Q&A」を作成しておりますので参照ください。 

今後の医療機器広告等作成については、「医療機器適正広告ガイド集」改定版の参照をお願いします。

また、広告については、各種の要件（広告の表現、全体の構成、説明の文脈、スペース、活字の大きさ、

画面等の組合わせ、世相等）を総合的に判断する必要がありますので、個々の問題については事前に都

道府県の薬務主管部に照会することが必要ですのでご留意ください。 

最後に、本「医療機器適正広告ガイド集」が医療機器広告を作成する際にご参考になれば幸いです。 

 

 

 
 
 
 
 
 



２．医療機器適正広告ガイド 
 

第一 目的 

  

この適正広告ガイドは、医療機器の広告が医薬品医療機器法（医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律 平成 26年 11月 25日施行、以下「医薬品医療機器法」という。）

で定める虚偽、誇大にわたらないようにするとともに、「医薬品等適正広告基準」を遵守する為のガ

イドとする。 

 

  

第二 広告を行うものの責務 

 

医療機器の広告を行う者は、使用者が当該医療機器を適正に使用することができるよう、正確な情

報の伝達に努めなければならないものとする。 

 

 

第三 適正広告ガイドの内容 

  

１．名称関係 

 

医療機器の名称は、承認、認証（以下「承認等」という。）若しくは届出をした販売名又は一般的

名称以外の名称を使用しないものとする。 

    

 

 ２．製造方法関係 

 

医療機器の製造方法については承認等若しくは届出に記載した製造方法と異なる表現又はその優

秀性についてその事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしないものとする。 

  

⇒「最高の技術」、「最も進歩した製造方法」、又は「近代科学の粋を集めた製造方法」等最大級の

表現に類する表現は、その優秀性に反する認識を得させるので認められない。 

 

 

 ３．効能効果、性能及び安全性関係 

   

（１）承認を要する医療機器ついての効能効果等の表現の範囲 

 

使用目的、効能効果又は性能（以下「効能効果等」という。）について表現する場合は、承認等若

しくは届出した効能効果等の範囲を逸脱しないものとする。 

また、承認等若しくは届出た効能効果等の一部の事項について特に強調し、ある分野に専門的に使

用されるかのような誤認を与える表現はしないものとする。 

 

その他の留意事項 

① 学術研究報告を医学・薬学の専門家に配布する場合は適用しないものとする。 



② 明示的、暗示的を問わず承認を受けた範囲を超えないものとする。 

③ 使用目的等に承認等の規制がある場合は正確に表現する。 

 

（２）医療機器の原材料、形状、構造及び寸法等についての表現の範囲 

 

医療機器の原材料、構成部品、形状、構造、寸法及び原理について、承認等若しくは届出の内容を逸

脱あるいは虚偽の表現、不正確な表現等を用い、製品の使用目的、効能効果等あるいは安全性について

事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとする。 

⇒ 承認等・届出の記載範囲内で正確に表現する。 

 

（３）操作方法又は使用方法についての表現の範囲 

 

承認等若しくは届出を受けた範囲とし、これらの範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて使用目

的、効能効果等、又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとす

る。 

 

（４）効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 

 

医療機器の効能効果等又は安全性について、具体的な効能効果等又は安全性を適示して、それが確実

であることを保証する表現をしないものとする。 

⇒ 「安全性が高い」等の漠然とした表現はしないものとする。 

 

（５）効能効果等又は安全性について最大級の表現又はこれに類する表現の禁止 

 

医療機器の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。 

⇒ 「最高の効き目」「強力な・・・」「比類なき安全性」等の表現はしないものとする。 

効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を挙げて、それが事実であることを保

証する表現をしないものとする。 

 

（６）効能効果の発現程度についての表現の範囲 

 

医療機器の効能又は効果の発現程度及び速効性についての表現は、医学・薬学上認められている範囲

を超えないものとする。 

 

（７）本来の効能効果等と認められない表現の禁止 

 

医療機器の効能効果等について、本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することに

より、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告は行わないものとする。また、効能効果等の二

次的効果、三次的効果の表現しないものとする。 

   

 

 



４．医療機器の乱用助長を促すおそれのある広告の制限 

 

医療機器について、承認等又は届出の使用方法を逸脱して過量消費又は乱用助長を促すおそれのある

広告は行わないものとする。 

 

 

５．医家向け医療機器等の広告の制限 

 

（１）医家向け医療機器のうち、一般を対象として広告できるものは、現在のところ次に掲げるもので

あるが、下記以外のものについては個別に照会すること。 

 

①体温計  ②血圧計  ③コンタクトレンズ ④自動体外式除細動器（ＡＥＤ） ⑤補聴器  

→ 都道府県薬務主管部（局）相談窓口一覧 参照 

 

（２）医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用し、又はこれらの者の指示によって使用するこ

とを目的として供給される医療機器については、医療関係者以外の一般人を対象とした広告は行わない

ものとする。 

 

 

 ６．一般向広告における効能効果についての表現の制限 

 

医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医

師又は歯科医師の診断若しくは治療によることなく治癒できるかのような表現は、医療関係者以外の一

般人を対象とする広告に使用しないものとする。 

 

 

７．使用及び取扱い上の注意について医療機器の広告に付記し、又は付言すべき表現 

 

使用及び取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医療機器についての広告をする場合は、注意する

べき事項、又は使用及び取り扱い上の注意に留意すべき旨を、付記又は付言するものとする。 

 

  

８．他社製品のひぼう広告の制限 

 

医療機器の品質、効能又は効果等、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような広告は行

わないものとする。 

 

 

９．医療関係者等の推せん 

 

医療関係者、病院、診療所その他医療機器の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公

務所、学校又は団体が指定し、公認し、推薦し、指導し、又は選用している等の広告は行わないものと

する。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準じるものが指定等をしている事実を広告



することが必要な場合等特別の場合はこの限りではない。 

 

  

１０．懸賞、賞品等による広告の制限 

 

（１）懸賞、賞品として医療機器を授与する旨の広告は行わないものとする。 

 

（２）医療機器の容器、被包等を引換えに医療機器を授与する旨の広告は行わないものとする。 

  

１１．不快、不安等の感じを与える表現の制限 

 

不快、又は不安恐怖等の感じを与えるおそれのある表現を用いた医療機器の広告は行わないものとす

る。 

  

 

１２．医療機器の品位の保持 

 

上記の他、医療機器の本質に鑑み、著しく品位を損ない、若しくは信用を傷つけるおそれのある広告

は行わないものとする。 

 

 

１３．関係法規の遵守 

 

医家向けの医療機器の広告は、医薬品医療機器法、広告関連通知等の法規を遵守すること。 

 

 

                           
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



４．不適切な表現事例について 
近年、インターネットは個人的にもビジネス的にも欠かすことの出来ないツールとなっており、医療機

器の広告媒体としても各企業が積極的に利用しています。医機連加盟団体の会員企業のホームページ約

200 社分を確認したところ、不適切と思われる事例がありましたので紹介いたします。また、『医薬品・

化粧品等 広告の実際 2006』（株式会社 じほう 発行）の第 6 章に掲載されている「誤解を招きやすい表

現」から事例(表中※印)を一部抜粋してよりわかりやすく判断できるものとしました。ただし、広告の適

否については、ここに掲載されている事例の文面のみから一律に判断されるべきものではなく、総合的な

判断によりなされるものであり、都道府県薬務主幹部への照会が必要であることをご留意下さい。 
 

基準１ 名称関係 （事例無し） 

基準２ 製造方法関係 最高の 技術、最も 進歩した製造方法 

理想的な 製造方法 

基準３ 効能効果、性能及び安全性関係  

（1） 

 

承認を要する医療機器についての効能効果等

の表現の範囲 

（事例無し） 

 

（2） 

 

医療機器の原材料、形状、構造及び寸法等 

についての表現の範囲 

特殊な○○ 

 

※品質保証の○○  

（3） 操作方法又は使用方法についての表現の範囲 連用による 副作用が全くありません 

（4） 

 

効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 

 

故障原因を徹底的に排除 

効能効果が保証されております 

効果が証明（実証・確認）された 

今話題の○○医療機器の効果 

安全性が高い、安全性は確認済み 

高い安全性と信頼性に基づいた 

長年の実績を誇る安全性の高い○○です 

国内外で信頼される安全性 

確実に失敗がなく安全な 

必ずご満足 

ベストセラー、大好評、静かなブーム 

プロが使う本格派の○○計 

約束します 

○○規格の 基準を上回る厳しい社内品質規格 

○○年の製造開始以来、常にﾄｯﾌﾟのシェアを守り続

けた理由です 

 

※副作用は少ない（ほとんどない） 

※定評を受けた、伝統の 、大人気 、必ず治る 、安

全な、 



（5） 

 

効能効果等又は安全性について最大級の表現

又はこれに類する表現の禁止 

 

最高の○○、最高品質、最高級、最高を極めた 

医療機器業界の 最高峰である 

究極の、極めて有効性・安全性の高い○○○商品 

比類なき安全性 

理想的な○○ 

世界一、日本一、世界一を誇る 

世界で最も多く 使用されている 

世界で最も信頼される○○商品は 

○○年以上にわたって世界中の○○で活躍し続け

ています 

最先端技術の、最新の 

○○の決定版 

画期的な、 

画期的で強力な効果を 目的に開発されました 

非常に高い 評価、抜群の○○、強力な○○ 

まったく安全 です、悪い影響は 全然無い 

待望の○○登場 

最も早い○○を提供し 

 

※代表的な 

（6） 効能効果の発現程度についての表現の範囲 （事例無し） 

（7） 本来の効能効果等と認められない表現の禁止 （事例無し） 

基準４ 

 

医療機器の乱用助長を促すおそれのある広告

の制限 

（事例無し） 

 

基準５ 医家向け医療機器等の広告の制限 （事例無し） 

基準６ 一般向広告における効能効果についての表現

の制限 

（事例無し） 

基準７ 使用及び取扱い上の注意について医療機器の

広告に付記し、又は付言すべき表現 

（事例無し） 

基準８ 他社製品のひぼう広告の制限 A社○○製品を圧倒しております 

驚異的な物理特性は、B社製品をよせつけません 

他社に比べて○○、～に比べてはるかに○○ 

見やすさが違う、この○○以外にない 

従来の○○は 

基準９ 医療関係者等の推せん 厚生労働省（ＦＤＡ、官公庁、医師会等）が承認

の○○製品は、 

厚生労働省（ＦＤＡ、官公庁、医師会等）の基準を

クリアした 

○○先生ご推せんの○○製品は 

○○病院等の指定品である○○製品は、 

基準 10 懸賞、商品等による広告の制限 （事例無し） 

基準 11 不快、不安等の感じを与える表現の制限 （事例無し） 

基準 12 医療機器の品位の保持 これほどの○○があったでしょうか、だから自信の 

自負しております、今話題の 

リーズナブルな、とても経済的な 

 

 
 
 
 
 



5．広告表示に関する業界自主基準等 
 
                                        

 ・未承認医療用具等の展示に関するガイドライン細則                
                        一般社団法人日本医療機器産業連合会  
 
・コンタクトレンズの広告自主基準 
            一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 
 
・補聴器の適正広告・表示ガイドライン集 

一般社団法人日本補聴器工業会 
 
・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適正広告・表示ガイドライン 
                一般社団法人電子情報産業協会 

医用電子システム事業委員会              
  

 
 
（参考）医家向け医療機器以外の自主基準等 
 
・家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイド 
              一般社団法人日本ホームヘルス機器協会 
 
・マスクの表示・広告自主基準 
・タンポンの広告記載に関する自主申し合わせ                  

                    一般社団法人日本衛生材料工業連合会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６．広告関連の医薬品医療機器法抜粋（昭和３５年法律第１４５号） 
医薬品医療機器法及び採血及び供血あつせん業取締法の 

一部を改正する法律第２条の規定の施行後の医薬品医療機器法 

 

第一章 総則（第一条―第二条） 

 第二章 地方薬事審議会（第三条） 

 第三章 薬局（第四条―第十一条） 

 第四章 医薬品等の製造販売業及び製造業（第十二条─第二十三条） 

第五章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等 

（第二十三条の二─二十三条の十九） 

第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業 

（第二十三条の二─第二十三条の二の二十二） 

第六章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業（第二十三条の二〇─第二十三条の四十二） 

第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等（第二十四条─第四十条の七） 

第一節 医薬品の販売業（第二十四条―第三十八条） 

第二節 医療機器の販売業、賃貸業及び修理業（第三十九条―第四十条の四） 

第三節 再生医療等製品の販売業（第四十条の五―第四十条の七） 

第八章 医薬品等の基準及び検定（第四十一条―第四十三条） 

第九章 医薬品等の取扱い（第四十四条―第六十五条の６） 

   第一節 毒薬及び劇薬の取扱い（第四十四条―第四十八条） 

   第二節 医薬品の取扱い（第四十九条―第五十八条） 

   第三節 医薬部外品の取扱い（第五十九条・第六十条） 

第四節 化粧品の取扱い（第六十一条・第六十二条） 

第五節 医療機器の取扱い（第六十三条―第六十五条） 

第六節 再生医療等製品の取扱い（第六十五条の二―第六十五条の六） 

第十章 医薬品等の広告（第六十六条―第六十八条） 

第十一章 医薬品等の安全対策（第六十八条の２―第六十八条の十五） 

第十二章 生物由来製品の特例（第六十八条の十六―第六十八条の二十五） 

第十三章 監督（第六十九条―第七十六条の三） 

第十四章 指定薬物の取扱い（第七十六条の四―第七十七条） 

第十五章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等 

                          （第七十七条の二―第七十七条の七） 

第十六章 雑則（第七十八条―第八十三条の五） 

第十七章  罰則（第八十三条の６―第九十一条） 

諸規則 

   

 

 第一章 総則 

   （目的） 

第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品（以下「医薬品等」と

いう）の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び

拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する設置を講ずるほか、医

療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要

な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 

   （定義） 

 第二条  

 ４ この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること



、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等

（再生医療等製品を除く。）であつて、政令で定めるものをいう。 

 ５ この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合（

適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。）において人の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生

労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 

 ６ この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の

障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理

が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 

 ７ この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、

副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんど

ないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 

 ８ この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門

的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防

に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て指定するものをいう。 

 ９ この法律で「再生医療等製品」とは、次に揚げる物（医薬部外品及び化粧品を除く。）であつて、

政令で定めるものをいう。 

一 次に揚げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に

培養その他の加工を施したもの 

  イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成 

  ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防 

 二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導

入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの 

10 この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料

として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要す

るものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 

11 この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、賃与し、又は授与した後にお

いて当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずること

が必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 

   

第九章  医薬品等の取扱  

第五節 医療機器の取扱い 

   （直接の容器等の記載事項） 

 第六十三条 医療機器は、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、次に掲げる事項が



記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない

。 

   一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 

   二 名称 

   三 製造番号又は製造記号 

   四 厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、重量、容量又は個数等の内容量 

   五 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準においてそ

の医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項 

   六 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準においてそ

の医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項 

   七 厚生労働大臣の指定する医療機器にあっては、その使用の期限 

   八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

 ２ 前項の医療機器が特定保守管理医療機器である場合においては、その医療機器に、同項第一号から

第三号まで及び第八号に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段

の定めをしたときは、この限りでない。 

   （添付文書等の記載事項） 

 第六十三条の二第一項 医療機器は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包（以下この条にお

いて「添付文章等」という。）に、当該医療機器に関する最新の論文その他により得られた知見に基

づき、次に掲げる事項（事項及び次条において「添付文書等記載事項」という）が記載されていなけ

ればならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 

   一 使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意 

   二 厚生労働大臣の指定する医療機器にあっては、その保守点検に関する事項 

   三 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあっては、その基準において添

付文書等に記載するように定められた事項 

   四 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあっては、その基準において添

付文書等に記載するように定められた事項 

   五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

   （準用） 

 第六十四条 医療機器については、第五十二条の三から第五十五条までの規定を準用する。この場合に

おいて、第五十二条の三第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「第六十三条の三第一項」と

、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から第五十二条まで」とあるのは「

第六十三条又は第六十三条の二」と、第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の

二の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」とあるのは「効果」と、 

「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十

三条の二の二十三第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条か



ら第六十三条の三まで又は第六十四条において準用する第五十二条の三から前条まで」と、「販売し、授

与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない」とあるのは「販売し、貸与

し、授与し、若しくは販売、貸与若しく授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラム

にあっては電気通信回線を通じて提供してはならない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若

しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十三

条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項とあるいは「第二十三条の二の三第一項」と

「第十四条第一項もしくは第九条（第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）、第十九条の二

第四項、第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第二十三条の二の五第一項」と読み替えるものとする

。 

 

 第十章 医薬品等の広告 

   （誇大広告等） 

 第六十六条  

１  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効

果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述

し、又は流布してはならない。 

 ２ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師

その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布するこ

とは、前項に該当するものとする。 

 ３ 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又は

わいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 

第六十七条  

１ 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製

品であって、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大

きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医

療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医

薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。 

 ２ 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議

を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・

食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 

 第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第

一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第十四条第一項、第十九

条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一

項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けてい

ないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。         



 第十七章 罰則    

 第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し

、又はこれを併科する。 

   一  第三十七条第一項の規定に違反した者 

   二  第四十七条の規定に違反した者 

   三  第五十五条第一項（第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五及び六十八条の十九

において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

   四  第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者 

   五  第六十八条の規定に違反した者 

   六  第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者 

  七  第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者 

  八  第七十六条の五の規程に違反した者 

 

 第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に 

処し、又はこれを併科する。 

   一  第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二叉は第 

三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者 

   二  第十三条第一項又は第六項の規定に違反した者 

   三  第十七条第一項、第三項又は第五項の規定に違反した者 

   四   第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者 

   五  第二十三条の二の十四第一項、第三項（第四十条の三において準用する場合を含む。）又は 

    第五項の規程に違反した者 

   六  第二十三条の二十二第一項又は第六項の規程に違反した者 

  七  第二十三条の三十四第一項又は第三項の規定に違反した者 

   八  第三十九条の二第一項の規定に違反した者 

九  第四十条の六第一項の規程に違反した者 

   十  第四十五条の規定に違反した者 

   十一 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者 

   十二 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者 

   十三 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載を

し、又は同条第三項の規定に違反した者 

   十四 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者 

   十五 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者 

   十六 第六十八条の十六第一項の規定に違反した者 

   十七 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反した者 



   十八 第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者 

   十九 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 

   二十 第七十三条の規定による命令に違反した者 

   二十一 第七十四条の規定による命令に違反した者 

   二十ニ 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者 

  二十三 第七十六条の六第二項の規程による命令に違反した者 

  二十四  第八十条の八第一項の規定に違反した者 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



都道府県薬務主管部（局）相談窓口一覧   2015 年 10 月現在 
   
 都道府県名   部署名           郵便番号     

住所              TEL 
1 北海道 保健福祉部 医療薬務課 医務薬務グループ 060-8588  

札幌市中央区北三条西６丁目 011-204-5265 
2 青森県 健康福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ 030-8570   

青森市長島１－１－１     017-734-9289 
3 岩手県 保健福祉部 保健福祉企画室     020-8570  

盛岡市内丸１０－１     019-629-5419 
4 宮城県 保健福祉部 薬務課         980-8570  

仙台市青葉区本町３－８－１ 022-211-2652 
5 秋田県 健康福祉部 医務薬事課         010-8570  

秋田市山王４－１－１     018-860-1401 
6 山形県 健康福祉部健康福祉企画課 薬務担当 990-8570  

山形市松波２－８－１     023-630-2332 
7 福島県 保健福祉部 薬務課         960-8670  

福島市杉妻町２－１６     024-521-7232 
8 茨城県 保健福祉部 薬務課         310-8555  

水戸市笠原町９７８－６ 029-301-3384 
9 栃木県 保健福祉部 薬務課         320-8501  

宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-3119 
10 群馬県 健康福祉部 薬務課         371-8570  

前橋市大手町１－１－１ 027-226-2661 
11 埼玉県 保健医療部 薬務課         330-9301  

さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 048-830-3625 
12 千葉県 健康福祉部 薬務課         260-8667  

千葉市中央区市場町１－１ 043-223-2621 
13 東京都 福祉保健局 健康安全部 薬務課     163-8001  

新宿区西新宿２－８－１ 03-5320-4511 
14 神奈川県 保健福祉局 生活衛生部 薬務課 231-8588  

横浜市中区日本大通１     045-210-4967 
15 新潟県 福祉保健部 医務薬事課 薬務係     950-8570  

新潟市中央区新光町４－１ 025-280-5187 
16 富山県 厚生部 くすり政策課         930-8501  

富山市新総曲輪１－７     076-444-3233 
17 石川県 健康福祉部 薬事衛生課 薬事麻薬グループ 920-8580  

金沢市鞍月１丁目１番地 076-225-1442 
18 福井県 健康福祉部 医薬食品・衛生課       910-8580               

  福井市大手３－１７－１ 0776-20-0354 
19 山梨県 福祉保健部 衛生薬務課 薬務担当     400-8501                  

  甲府市丸の内１－６－１ 055-223-1491 
20 長野県 衛生部 薬事管理課         380-8570  

長野市大字南長野幅下６９２－２ 026-235-7157 
21 岐阜県 健康福祉部 薬務水道課       500-8570  

岐阜市藪田南２－１－１ 058-272-8285 
22 静岡県 健康福祉部 生活衛生局 薬事課     420-8601  

静岡市葵区追手町９－６ 054-221-2411 
23   愛知県 健康福祉部 健康担当局 医薬安全課 薬事グループ 460-8501   

名古屋市中区三の丸３－１－２ 052-954-6303 
24 三重県 健康福祉部 薬務感染症対策課 薬事班 514-8570  

津市広明町１３番地     059-224-2330 



25 滋賀県 健康福祉部 医務薬務課         520-8577  
大津市京町４－１－１     077-528-3630 

26 京都府 健康福祉部 薬務課         602-8570  
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075-414-4786 

27 大阪府 健康医療部 薬務課         540-8570  
大阪市中央区大手前２丁目－１－２２本館１階 06-6944-6699 

28 兵庫県 健康福祉部 健康局 薬務課     650-8567  
神戸市中央区下山手通５－１０－１ 078-362-3268 

29 奈良県 医療政策部 薬務課         630-8501  
奈良市登大路町３０     0742-27-8670 

30 和歌山県 福祉保健部 健康局 薬務課 640-8585  
和歌山市小松原通１－１ 073-441-2661 

31   鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療指導課 薬事担当 680-8570   
鳥取市東町１－２２０     0857-26-7203、7226 

32 島根県 健康福祉部 薬事衛生課         690-0887  
松江市殿町１２８番地（県庁東庁舎）0852-22-5260 

33 岡山県 保健福祉部 医薬安全課 薬事衛生班 700-8570  
岡山市北区内山下２－４－６ 086-226-7340 

34 広島県 健康福祉局 薬務課 薬事グループ     730-8511  
広島市中区基町１０－５２ 082-513-3222 

35 山口県 健康福祉部 薬務課 薬事班     753-8501  
山口市滝町１－１     083-933-3020 

36 徳島県 保健福祉部 薬務課          770-8570  
徳島市万代町１－１     088-621-2234 

37   香川県 健康福祉部 薬務感染症対策課 薬事指導グループ 760-8570   
高松市番町４－１－１０ 087-832-3299 

38 愛媛県 保健福祉部 薬務衛生課         790-8570  
松山市一番町４－４－２ 089-912-2390 

39 高知県 健康政策部 医事薬務課         780-8570  
高知市丸ノ内１－２－２１ 088-823-9682 

40 福岡県 保健医療介護部 薬務課 薬事係     812-8577  
福岡市博多区東公園７－７ 092-643-3284 

41 佐賀県 健康福祉本部 薬務課         840-8570  
佐賀市城内１－１－５９ 0952-25-7082 

42 長崎県 福祉保健部 薬務行政室         850-8570  
長崎市江戸町２－１３     095-895-2469 

43 熊本県 健康福祉部（健康局） 薬務衛生課 薬事班 862-8570  
熊本市水前寺６－１８－１ 096-333-2242 

44 大分県 福祉保健部 薬務室         870-8501  
大分市大手町３－１－１ 097-506-2650 

45 宮崎県 福祉保健部 医療薬務課         880-8501  
宮崎市橘通東２－１０－１ 0985-26-7055 

46 鹿児島県 保健福祉部 薬務課     890-8577  
鹿児島市鴨池新町１０－１ 099-286-2806 

47 沖縄県 福祉保健部 薬務疾病対策課     900-8570  
那覇市泉崎１－２－２     098-866-2215 

 


