
１．食品衛生法 

２．食品表示法 
（概要、品質・衛生事項） 

３．食品表示法（保健事項） 

  健康増進法（誇大表示）    

５．特定商取引法 

６．医薬品医療機器等法 

８．事例紹介、質疑応答 

本日のスケジュール 

昼休憩 

４．景品表示法 

７．「機能性表示食品」 

 適正広告自主基準について 

休憩 
休憩 

休憩 



「薬事法」は平成２６年１１月２５日に、 

 

「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」 
（略称：医薬品医療機器等法） 
 

に名称が変更されました。 
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医薬品医療機器等法において
危惧される事例 

万病に、あるいは、特定疾病に効果があるかのごとく
表示広告されることにより、これを信じて摂取する一般
消費者に、正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を
悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせる。 

 

一般人の間に存在する医薬品及び食品に対する概念
を崩壊させ、医薬品の正しい使用が損なわれ、ひいて
は、医薬品に対する不信感を生じさせる。 

 

偽医薬品が製造販売される。 等 
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食品及び医薬品等の定義 

 
医薬品 
（医薬品医療機器等法第2条第1項） 
                  （条文抜粋） 

・日本薬局方に収められている物 

・人又は動物の疾病の診断、治療又 は予防に
使用されることが目的とさ れている物 

・人又は動物の身体の構造又は機能 に影響を
及ぼすことが目的とされて いる物 

 
医薬部外品 
（医薬品医療機器等法第2条第2項） 
                  （条文抜粋） 

 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは
体臭の防止、育毛等を目的とし、かつ、人
体に対する作用が緩和なもの 

 
再生医療等製品 
（医薬品医療機器等法第2条第9項） 
                （条文省略） 

 

 

 
食品 
（食品衛生法第4条第1項） 
  この法律で食品とは、全ての飲食 物 
    をいう。ただし、医薬品医療機器等法 
  に規定する 医薬品、医薬部外品及び 
  再生医療等製品 は、これを含まない。 

口から摂取するものは、食品、
医薬品、医薬部外品又は再生
医療等製品のいずれかに分類
される。 
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医薬品と食品を区別するとは？ 

成分本質：医薬品専用の成分（原材料）か否か 

効能効果：治療・予防効果、改善効果等  

形   状：アンプルなど専ら医薬品的形状 

用法用量：摂取時期、摂取間隔、摂取量を定める 

以上の４点を総合的に勘案して、医薬品に該当する
か否かを判断する 

昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通
知（S46通知）の「医薬品の範囲に関する基準」より 
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無承認医薬品の取扱い 

医薬品に該当すると判断された健康食品 
 

 

医薬品医療機器等法に基づく 

承認を受けていない医薬品 

 
 

無承認医薬品 

製造、輸入、販売、授与、貯蔵、陳列、広告する行為
は何人も禁止（医薬品医療機器等法第55条第2項、
第68条） 
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成分本質（原材料）（１） 

物の成分本質（原材料）が、専ら医薬品として使用され
る成分本質（原材料）であるか否か 

S46通知 「医薬品の範囲に関する基準」 

「食薬区分における成分本質（原材料）の取扱
いについて」 

 例示：食薬区分リスト 
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食薬区分リスト 

専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト 

 （⇒医薬品成分リスト） 

 

医薬品的な効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断
しない成分本質（原材料）リスト              

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kan
shi/seibun.html 
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（⇒非医薬品成分リスト） 



成分本質（原材料）（２） 

「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）」を 

   含有するもの、含有すると標ぼうするも
のは医薬品とみなされます。 

  「医薬品成分リスト」の考え方 

・解熱鎮痛消炎剤、ホルモン、抗生物質、消化酵素等専ら医薬品として使用され
る物 

・毒性の強いアルカロイド、毒性タンパク等、その他毒劇薬指定成分に相当する
成分を含む物 

・麻薬、向精神薬及び覚せい剤様作用がある物 

・処方せん医薬品に相当する成分を含む物であって、保健衛生上の観点から医
薬品として規制する必要性がある物  等 
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成分本質（原材料）（３） 

 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断

しない成分本質（原材料）」であっても、医薬品的効
能効果を標ぼうすることにより医薬品とみな
されます。 

 【例：アスコルビン酸】 

 ○ ビタミンＣの補給 

 × 疲労回復（医薬品的効能効果に該当） 
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「医薬品成分リスト」及び「非医薬品成分リスト」のどちらに
も収載されていない成分本質（原材料）の判断について 

 新規成分本質（原材料）は、当該成分本質（原材料）の学名、使用
部位、薬理作用又は生理作用、毒性、麻薬・覚せい剤様作用、国内
外での医薬品としての承認前例の有無、食習慣等の資料を都道府
県を通じて、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課あ
てに提出し、その判断を求めることができる。 

（所轄都道府県庁を経由し、厚生労働省に照会） 

※「医薬品成分リスト」に収載されていないことのみで
食品に使用できるということではない。 

成分本質（原材料）（４） 
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新規成分本質（原材料）の判断について  

 

 

非医薬品成分 

リスト 

 

 

 

医薬品成分 

リスト 

 

未
掲
載 

両方のリストに未掲載であっても専ら医薬品成分
に該当しないと判断されるとは限りません。 

成分本質（原材料）（５） 



「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の一部改正について 

（平成28年10月12日付薬生発1012第1号） 

「医薬品の範囲に関する基準」の一部改正について から抜粋 
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成分本質（原材料） （注意１） 

原材料として使用される部位により、成分本質の判断
が異なる場合 

センナ（茎） 

グラビオラ（果実） 

カワラタケ（子実体） 

センナ 

グラビオラ 

カワラタケ 

 表示に注意が必要な成分（例） 

× ○ 

使用されている部位により成分本質（原材料）の分類
が異なるものは、使用部位の明示が必要となる。 
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成分本質（原材料） （注意２） 

 「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）」を
食品添加物として使用する場合 

※ 食品添加物としての使用の適否については、食品衛     

生法に規定があるため別途確認が必要となる。 

 １ 当該成分を含有することを標ぼうしない。 

 ２ 標ぼうする場合は食品添加物としての使用 
 であることを明記する。 
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 ３ 薬理作用の期待できない程度の量である。 



【表示に注意が必要な成分（例）】 

非医薬品成分リストの中には医薬品として使用される成分も
あるため、当該成分を食品として使用する場合には原則とし
て基源植物名等を使用し、生薬名を使用しないこと。 

生薬名（×） 基源植物名等（○） 

・サンヤク（山薬） 
・ショウキョウ（生薑） 
・タイソウ（大棗） 
・ボレイ 
・ヨクイニン 

・ヤマノイモ、ナガイモ 
・ショウガ 
・ナツメ 
・カキ殻 
・ハトムギ 

成分本質（原材料） （注意３） 
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形状 

アンプル 舌下錠 

口腔内粘膜からの吸収を目的とした剤型
（口腔内滴下など） 

【不適例】 

医薬品に用いられているような錠剤、丸剤、カプセル剤等の形
状であっても、「食品」である旨が明示されている場合には、原
則として、形状のみによって医薬品とは判断しない。 

スプレー（口腔内に噴霧し、口腔内に作用させ
ることを目的とするもの） 

専ら医薬品的な剤型は、食品に使用することはできない。 
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用法用量 
医薬品と誤解されるような摂取時期や量、方法等の指
定はできない。 

1日3回食前にお召し上がりください。 

お休み前に１個お飲みください。 

体調が悪いときは１日６粒、体調が良いときは１日３粒を
服用してください。 

風邪やインフルエンザの季節には毎日お飲みください。 

【不適例】 

ただし、過量摂取防止の観点から「食品」であることを明示したうえ
で、摂取の上限量を一日量の目安として示す場合は、直ちに医薬
品的な用法用量には該当しない。 
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効能効果（１） 

１ 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 
 
２ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主た 
  る目的とする効能効果 
 

３ 名称、含有成分の説明、学説の引用等により
上記１・２の効能効果を暗示するもの 

医薬品的な効能効果 

これらを標ぼうするのは、医薬品とみなされる。 
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疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 

【不適例】 

糖尿病、高血圧、動脈硬化の方に 

ガンに効く、悪性腫瘍の予防に 

生活習慣病の予防、メタボリックシンドロームの改善 

肝機能に不安がある方に、肝障害・脂肪肝から脱出 

風邪・インフルエンザの予防に、パンデミック対策 

アレルギー症状でお悩みの方に、花粉症に 

関節の痛みが気になるときに、眼病の人のために 

便秘がなおる、にきび・吹き出物の改善に 

夜尿症で熟睡できない方に、冷え症でお悩みの方に 

ストレスやイライラで精神が不安定なときに       等 

効能効果（２） 
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疲労回復、老化防止、若返り、食欲増進、成長促進 

解毒（デトックス）機能を高める、放射線防護効果 

自然治癒力が増す、免疫機能を強化 

視力・聴力の衰えに、学習能力を高める 

回春、強精、強壮、男性機能の回復、二日酔いの防止 

新陳代謝を盛んにする、消化吸収を増す、健胃整腸 

血液を浄化する、血液サラサラ、体力増強 

ホルモンバランスを整え女性らしい体型に 

目が良くなる、プルプルのお肌に             等 

【不適例】 

身体の組織機能の一般的増強、増進を主た
る目的とする効能効果 

効能効果（３） 
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延命○○、不老長寿、漢方秘伝 

原料の○○は体質改善作用があると言われている。 

薬草を独特の製造法によって調製したものである。 

古くから肝臓の薬として愛飲されてきた○○は‥ 

血液サラサラ成分配合 

成分○○は△△学会でガンに効果があると発表された。 

【不適例】 

効能効果（４） 
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名称、含有成分の説明、学説の引用等により以下の効能効果
を暗示するもの 

・疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 

・身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 

等 



広告とは 

広告の該当性 

１ 顧客を誘引する（顧客の購入意欲を昂進させる） 
 意図が明確であること 

２ 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 

３ 一般人が認知できる状態であること 

平成10年9月29日医薬監第148号 
厚生省医薬安全局監視指導課長通知 

※ 無承認医薬品の商品名等の表示については、名称の一部を 

  伏せて表示するなどの場合であっても、顧客誘因性が認めら 

  れ、商品の認知度、付随している写真及び説明書き等から特 

  定商品であることが認知できる場合は、広告に該当する。  

    （平成14年8月28日 医薬発第0828014号） 
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効能効果の標ぼう方法（１） 

１ その物の容器、包装、添付文書等の表示物 

２ その物のチラシ、パンフレット等 

３ テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等によるそ
の物の広告 

４ 「驚異の○○」、「○○のすべて」等と題する小冊子、
書籍 

５ 「○○の友」等の会員誌又は「○○ニュース」、 

  「○○特報」等の情報誌 

６ 新聞、雑誌等の記事の切り抜き、書籍、学術論文等
の抜粋 
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７ 代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明
（関連）資料 

８ 使用経験者の感謝文、体験談集 

９ 店内及び車内等におけるつり広告 

10 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等に
おいてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等 

11 その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準
ずるもの 

効能効果の標ぼう方法（２） 

※ ４～１０により行われる標ぼうについては、特定商品名を示し
ていなくても、販売活動の中で特定商品に結びつけて利用され
ている場合には、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなす。 
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インターネット広告 

 インターネット上の表示（広告）について  

  も、医薬品医療機器等法による規制対象  

  となる。 

 ウェブ上のファイルが別であっても、リン 

  クしている場合には、一連の広告とみなす。 
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使用体験談（不適例） 

お客様から続々喜びの声が！ 

  

肌荒れがひどく悩んでいましたが、
友達からこのお茶を勧められ、半信
半疑で試したところ効き目抜群！ 

外出が楽しくなりました。 

２歳になる子供のアトピー性皮
膚炎がひどくて本当にかわいそ
うでしたが、このお茶を飲み始め
て１ヶ月できれいになり、感動し
ています。 

※個人の感想です。効果には個人差があります。 
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成分の標ぼう不適例（１） 

 ブルーベリー、アントシアニン、ルテイン 

  ⇒ 「目に良い」、「視力回復」等 

 チャーガ茸、β-グルカン 

  ⇒ 「免疫力の活性化」、「抗癌作用」等  

 コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ 

   ⇒ 「お肌つるつる」、「美肌」、「しわ改善」等 

 ウコン、オルニチン   

  ⇒ 「二日酔い防止」、「肝臓に良い」等  
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 グルコサミン、コンドロイチン 

  ⇒ 「関節痛」、「ひざの痛みに」等 

 コエンザイムＱ１０、ＳＯＤ 

  ⇒ 「体の抗酸化」、「活性酸素の除去」等 

 乳酸菌 

  ⇒ 「免疫力向上」、 「整腸作用」等 

 植物性酵素 

  ⇒ 「代謝を高める」、「消化を助ける」等  

成分の標ぼう不適例（２） 
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流行の単語（外来語関係） 
 ・デトックス （detox） 
  ⇒ 解毒 
 ・アンチエイジング （antiaging） 
  ⇒ 老化防止  
 ・メタボリックシンドローム 
  （metabolic syndrome、メタボ） 
  ⇒ 代謝症候群 
 ・ロコモティブシンドローム 
  （locomotive syndrome、ロコモ） 
  ⇒ 運動器症候群 
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【不適例】 

・  Ｌ－カルニチンの力で脂肪を燃焼 

・ 摂取したカロリーの消費がアップ 

・ 代謝の活性化 

・ 飲むだけで痩せる、むくみも解消 

・ ダイエット時の栄養補給 

・ 食事置き換えダイエット 

ダイエット食品に関する標ぼう 

【標ぼう可能な例】 
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医薬品的効能効果に該当しない表現例 

 栄養補給を目的とした表現 

   働き盛りの方の栄養補給に 

   発育時の栄養補給に 

  （×病中病後、体力低下時の栄養補給に） 

 

 健康、美容の維持 

   ■■は、健康維持に役立つ成分です。 
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医薬品的用法用量に該当しない表現例 

 食品としての調理方法等の表現 

 過量摂取防止のために、一日の目安量 

     を示す表現 （「食品」であることを明示） 

 栄養補給のために、1日２～３粒くらいを目安として 
お召し上がりください。 

ジュースやミルクに溶かすと美味しくお飲みになれます。 

スープや煮物等のお料理に１粒入れてお使いください。 
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個人輸入代行業務について 

• 個人輸入代行業は、消費者の要請に基づき
個別商品の発注、支払い等の輸入に関する
手続きを請け負う業態である。 

• 業者がＨＰ上等で未承認医薬品である商品
のリストを示し、その輸入の希望を募る行為
は、未承認医薬品の広告とみなす。  

個人輸入された医薬品等の使用による重篤な健康被害の事例
も報告されています。 
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医薬品成分の発見事例 

 

 

【関連情報参照】  
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html 

独立行政法人国立健康・栄養研究所 http://hfnet.nih.go.jp/ 35 

等 

平成27年12月18日付 

ジメチルジチオデナフィル 

専ら医薬品成分として指定 

 



初検出された医薬品成分          

H22.1.14   ﾋﾄﾞﾛｷｼﾁｵﾎﾓｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 

H22.5.14   メチソシルデナフィル 

H22.7.16   アセチルアシッド 

H22.12.20  ムタプロデナフィル 

H27.12.18 ジメチルジチオデナフィル 
 

• 過去に検出されたすべての医薬品成分の有無を確認して 

 も、１００％安全とは言えない。 

• 初検出された医薬品成分は、検査機関における検出法が   

 確立されていないことがある。 
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無承認医薬品が発見された場合の措置 

 販売中止・回収 

 在庫処分(廃棄・返品) 

 実名でプレスリリース（注意喚起）    

37 

等 



違法な成分が混入しないためには？ 

 成分表示の確認 

 定期的な成分検査   

 製造所（製造工程）の特定 

 製造所の管理状況の定期的な確認 

 原材料等変更があった場合の連絡方   

  法等の取決め締結                等 
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通知の改正等について 

「医薬品の範囲に関する基準」の一部改正について 

（平成28年10月12日付薬生発1012第1号） 

⇒「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」 （昭和46年6月1日
付薬食発第476号）が改正された。主な改正点は以下のとおり。  

   ・医薬品成分リストが改正された。 

   ・非医薬品成分リストが改正された。 
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「専ら医薬品成分」の強調的標ぼうに係る判断事例について 
（平成28年9月16日付事務連絡） 

 ⇒栄養成分表示等に専ら医薬品成分を含有する旨の表示を行う製品
について、強調的標ぼうの判断が困難な事例が見られたことから、基
本的事項及び栄養成分表示枠外への記載例をまとめた。 

＜対象＞ 

専ら医薬品成分を天然に含有する食品を主な原
材料とする製品 

  ・グルタチオンやSAMeを天然に含有する酵母 

  ・タウリンを天然に含有する魚介類加工品 等 

 
⇒食品添加物として専ら医薬品成分を添加された 
  食品は対象としない 
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＜記載方法＞ 

製品の容器又は被包における栄養成分表示枠外
の記載であって、以下の全てを満たすこと 

 ・含有する成分が複数記載されていること 

 ・専ら医薬品成分のみの記載でないこと 
 ・記載される含有成分の字体・色・文字の大きさ等を同一  
  とすること 
 ・字体・色・文字の大きさ等が栄養成分表示と比べて強調 
  されていないこと 
 ・表示箇所は栄養成分表示の直下あるいは隣接する位置 
   とし、栄養成分表示と比べて目立つ位置でないこと 

 
上記を満たす具体的な記載例が示されている。 
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栄養成分表示 
〔1袋（○ｇ）当たり〕 

熱量 
たんぱく質 
脂質 
炭水化物 
食塩相当量 

○kcal 
○g 
○g 
○g 
○g 

オリゴ糖 
ポリフェノール 
グルタチオン 

○mg 
○mg 
○mg 

栄養成分表示 
〔1袋（○ｇ）当たり〕 

熱量 
たんぱく質 
脂質 
炭水化物 
食塩相当量 

○kcal 
○g 
○g 
○g 
○g 

オリゴ糖 
ポリフェノール 
グルタチオン 

○mg 
○mg 
○mg 


