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ーー 衛生主管部(局)

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)にっいて

医療法に基づく医療に関する広告規制(以下「医療広告規御山という。)の具体的

な運用にっきましては、これまでに、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療

所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成 30年5月8日付

け医政発0508第1号厚生労働省医政局長通知の別添3)(最終改正:令和4年12月

28 田及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(平成30年8月10日付け厚生

労働省医政局総務課事務連絡の別添)(最終改正:令和4年4月1田をお示しして

いるところです。

また、医療に関する広告規制への関係者の理解を深めるため、厚生労働省にて実施

している「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体伶躬金化事業」において、実際に

医療広告規制への抵触が認められた事例や、医療広告規制の内容の周知が必要と考え

られた事例等をもとに、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」(令和

3年7月26日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡の呂1絲氏)をお示ししてぃますが、

今般、別紙のとおり「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)」
を作成いたしました。つきましては、本内容にっいて御了知のうえ、業務の参考とし

てご活用いただくとともに、貴管下医療機関及び関係団体への周知をお願いぃたしま
す。

なお、本事例解説書にっいては、厚生労働省のホームページから入手可能であるこ
とを申し添えます。

(URL https ://WWW. mhlw.即. jp/content/000808457. pdf)
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はじめに

近年、美容医療サービスに関する情ま尉是供を契機として、消費者トラブルが発生してぃること等を踏まえ、
平成29年に医療に関する広告規制の見直しを含む医療法の改正が行われ、平成30年6月1日に施行
されました。これにより、広告規制の対象範囲が単なる「広告仂ち「広告その他の医療を受ける者を誘引す
るための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイト等による情報提供も規制の対象となりました。

ただし、ウエブサイト等にっいては、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定する場合、詳細な診療内
容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨けちれるおそれがあります。そこで、医療を受ける者による適
切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、以下の要件を満たすことにより、広告可能事項の
限定を解除できます。

<限定解除要件>

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する盾報を表示するウェブ
サイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容にっいて、患者等力溶易に照会力やできるよう、問い合わせ先を記載することそ
の他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項にっいで情報を提供すること
④自由診療に係る治療等に係る主なりスク、副作用等に関する事項にっいで情報を提供すること

本改正を受け、厚生労働省では平成29年度から「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事
業」においてネツトバトロールを実施し、医療機関のウェブサイNこよる情¥尉是供における監視を強化していま
す。

今般、医療広告規制の更なる理解を図るため、ネットパトロールにおいて蓄積された実際の事例等を基に、
個々の事例を分かりやすく解説する本事例解説書を作成しました。医療機関のウェブサイNこよる情報提
供は、限定解除要件を苗たすことによって広告が可能である事例が多いことから、本事例解説書において
は、限定解除要件に関連した事例を多く掲載しています。ただし、掲載した事例は一例であり、不適切な
例や改善例の全てではない点にっいてはご留意ください。

本事例解説書を活用いただき、「規制する側」である自治体や「規制される側」である医療機関・ウェブサイ
ト制作事業者、また、国民の各者において、医療に関する広告規制の1弼羣が深まることを願っています。

※なお、本事伊愉羣説書では、上記限定解除要件の4要件のうち、一般的なウェブサイト(りスティング広告
バナー広告を除く)等であれぱ、原則として①の要件を満たすことから、広告が①の要件を茜たすことを
前提として、②から④を対象とする事例解説を行っています。

※本事例解説書は現行の法令やガイドライン等に準拠して、わかりやすく解説することを目的に作成いたし
ました。今後、法令やガイドライン等力做訂された場合には、それに合わせた見直しを行う予定です。

●医療機関のウエブサイトにっいて、医療広告違反の疑いのある表示があった場合は、以下のサイトに情
報をお寄せくださいますようお願いいたします。

<厚生労働省「医業等に係るウエブサイトの調査・監視体制強化事業」受付窓口>
http://iryoukoukoku・patr011.com

●医療広告に関するご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡をお願いぃたします。
問合せ窓口一覧を厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、適宜ご参照ください。

https://WWW.mhlvvgo.jp/contenvoo0732975.pdf
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1.広告が禁止される事例
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1.広告が禁止される事例

(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)

治療内容や期間を偽った表現

医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされてぃる。
また、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載してぃる場△には、
虚偽広告として取り扱うこととされている。'

事例g医学上あり得ない内容の表現

00美容クリニック

ホーム

1.どんなに難しい手でも成功

当院には、手術実績が豊富で高度な技術を持った医師が多く在籍しております。そのため当院では
どんなに難しい手術でも必ず成功させます!

2.絶対安全な治療

数多くの症例をこなしてきた医師が多く在籍しているため、当院の治療は"のような症例でも絶対
安全です!

<当院の強み>

内容 医院紹介

事例@実態と異なり、全ての治療が短期間で終了するような表現

00歯科

ホーム

アクセス

全ての治療が終了します。

X

<治療の流れ>

内容

学上ありない記をしている

師X

検査

医

X

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

介

定期的なメンテナンスが必要にも
かかわらず、全ての治が1日で
了するとしている

診断・検査

アクセス

法第6条の5第1項

第3の1(1)内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

術前治療

師X

手術
定期メンテ

ナンス
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1.広告が禁止される事例

(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)

データの根拠を明確にしない調査結果

医療広告ガイドラインでは、調査結果等の引用による広告にっいて、データの根拠(具体的な調査方法等)を明確にせず、データの結果と
考えられるもののみを示すものにっいては、虚偽広告として取り扱うこと、とされている。

事例g データの根拠を明確にしない患者満足度

00美容クリニック

医院紹介内容ホーム

多くの皆様にご苗足

いただいております!

事例@データの根拠を明確にしない治療の効果

00美容クリニック

医院紹介内容ホーム

師X

当院の発毛治

HARG療法
当院におけるHARG療法の発毛率は99%です。
治療を受けた患者様のほぽ全員が効果を実感しておられます

当院のインプラント治療

インフラント当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。

アクセス

医療脱毛
患者様満足度

法第6条の5第1項

第3の1(1)内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

Q3-22

99の"'、0

患者満足度調査の扱いについて
(医療広告ガイドライン抜粋)

患者満足度調査を実施している旨、当該調査の結果を提供している旨又は当該調査の結果の入手方法等にっいて
は広告可能であるが、当該調査の結果そのものにっいては、広告が認められないこと{こ留意すること

満足

6

明確にせず患者根

のみを示している

師X

アクセス

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

X墻跨f編晶蘭窓
している

X
.



1.広告が禁止される事例

(3)医療広告ガイドラインを守してぃる旨の広告
(誇大広告)

医療広告ガイドラインを遵守している旨を強調した表現

医療広告ガイドラインを'J守していることは、特段、強調すべきことでは
ないと考えられるため、文字の大きざ色等によって強調するような表現
は認められない。また、公的な制度により行政機関力C保証してぃるよう
に誤認を与一る現も而に認めらない。

事例g 文字の大きさや等による過度よ強調
邸X00美容外科クリニック

珍療時間 10:00~18:00
」:=1、'^

解説1

文字の大きさ・色等で医告ホーム ,ノ゛

ガイドラインを.'守している旨を
強,・している

0

1"加 1

医療広告ガイドラインの守にっいて
00美容外科クリニックは、厚生労働省より2@18年6
月に施行された「医告ガイドライン」を遵守したサ
イトを作成しております。それに伴い、いくっかの煩目の
削除や修正を実施致しました。
ご1里解のほどよろしくお願い致します。

00美容外科クリニック
院長 00

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

Q5-13

当院のホームページは、厚生労
を遵守して作成しております.

医療広告ガイドラインを守している
旨にっいて、'なa はしていない

カイバシーボリシー

V

C叩γright@00美^ト科クリニツク A11Rights Re託Ⅳed

医療広告カイドラインを守してぃる旨を強調しない表現
による改善例

医療広告ガイドラインを遵守している旨を記載する場合は、過度
に強調せずに記載する。

診療案内

当院は、美容外科として豊富な実績を持っ医師が揃ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくぁるご質問←クリックしてください。

@

より2018年6月1こ施行された「^告ガイドライン」

V

00美容外科クリニック

00美容外科クリニッ

ホーム

ホーム

診療科名

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

地域に密着した医療サービスの提供を
目指します。

診療科名

厚生労

医

杉療時間 10:00~18:00

医院紹介

告規制を遵守している
旨にっいて、制として行政機
関がを与えていると認さ
せるような現になっている

適合

診療案内

当院は、美容外科として豊富な実績を持っ医師が揃ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくあるご質問←クリックしてください。

(医)・ 00号

師X

当院のサイトは、厚生労省が定め
た医療広告ガイドラインの守状
況をする査制度に基づき、
指定査機関から定証を取得し
たことをお知らせいたします。

珍療安内

当院は、美容外科として豊富な実績を持っ医師が揃ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくぁるご質問←クリックしてください。

アクセス

師X

A

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

お知らせ・最机情報t '
2021年0月0日当院のホームページをりニユーアルいたしました。

2020年0月0日 0月~0月の当院所属医師の診察・手t1サ
担当曜日と時間を掲載いたしました。



1.広告が禁止される事例

(4)最上級の比較仕ヒ較優良広告)

最上級の表現

医療広告ガイドラインでは、最上級の表現その他優秀性にっいて著しく誤認を与える表現はぐ客観的な事実であったとしても、禁止される表
現に該当する。

事例最上級の表現

00美容外科クリニック

ホーム

施設の規模

人員配置

医療内容

上の現、その他優秀性
について著しくを与える

診療内容 アクセス医院紹介
現を記している

本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。

当院は県内一の医師数を誇ります。

当院は美容外科手術において日本一の実績を有しています

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

法第6条の5第2項第1号

第3の1(2)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告仕ヒ較優良広告)

Q2-3

修正

8
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1.広告が禁止される事例

(5)他の医療機関との比較仕ヒ較優良広告)

他の病院又は診療所と比較して優良である旨の表現

医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等に
ついて、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨の記載は医療に関する広告としては認められない、とされている。

事例邑特定の療機関と比較した表現

★★クリニックの美容医療
Ⅱ

料金表

9

県内で同じ治療を提供している「ロロ医院様」や「△△クリニック様」よりも安く受診できます!

回@治療

XXシ台^

⑧

事例@不特定の医療機関と比較した表現

00グノニツク

ホーム

回回医院様

45,000円

修正

X枇卵艦細出"

ロロ医院様

20,000円

て

いる

である旨の記載がされて

施設の規模

△△クリニック様

50,000円

人員配置

診療内容

医療内容

広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)

最上級を意味する表現その他優秀性にっいて著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨ける
ものではないが、求められれぱ内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査
結果等の引用による広告にっいては、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある

△△クリニツク様

17,500円

当院は美容外科手術における脂肪吸引術の件数において日本一の実績を有しています!

当医院の医師は県内でも有数の治療実績があります

当医院は00市の他の医機関と比較して、インブラント手術成功率が高いです。

師X

当院

39,000円

医院紹介

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8A

当院

15,000円

アクセス

X穐劫伽畷紕
して良である旨の載がされ
ている

法第6条の5第2項第1号

第3の1(2)他の病院又は診療戸斤と比較して優良である旨の広告仕ヒ較優良広告)

師X



1.広告が禁止される事例

(6)著名人との関係性強調仕ヒ較優良広告)

著名人との関係性を強調した表現

医療広告ガイドラインでは、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれ
がある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと、とされている。

事例芸能人や著名人が患者である旨

h廿PS:ノノWWW.abcde・clinic.com/d己t5Umou

<当院からのお知らせ>

南

モデルの00さんも!

モデルの00さんが当院に来院されました!

2021年0月0日
サヅカー選手の00選手に患者第1号になっていただきました
写真は00選手来院時に撮影致しました。

△△チームに所属する

00選手

X都応緒貼詣梱
されている

+

+

師X

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

モデルの00

法第6条の5第2項第1号

第3の1(2)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告仕ヒ較優良広告)

10
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1.広告が禁止される事例

(フ)施設にっいて誤認させる広告(00センター)
(誇大広告)

広告をしてはならない00センターの表現

医療機関の名称、又は医療機関の名称と併記して掲載される名
称は、本ページ右側の「00センターの広告力句能である場合
(医^告ガイドライン抜粋)」に記載されている2つの箇条書

きの場合以外にっいては、医療広告ガイドラインでは誇大広告とし
て取り扱うぺきであること、とされてぃる。

g ヨ.

△△インプラントセンター

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

QI-13,5-5

X .0

医機関の名称としてセンター
を記している

11

ホーム

広告が可能である00センターの表現

医療広告ガイドラインでは、以下に記載するもののほか、医療機関
力嘘供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内
向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している
場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わないこと、と
されている。

00センーの広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)

●法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は
診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間
急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定
の医療を担う医療機関である場合

又は

●当該医療機関が当該診療にっいて、地域における中
核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める
場合

砂療時問 10:00~18:00
休紗日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

内容

」@医療機関の名称と併記

医院介

00歯科医院
△△インプラントセンター

アクセス

療機の名称と併する形
でセンターを記している

ホーム

診療時間 10:00~18:00
休珍日日曜.祝日

03-XXXX-XXXX

内容 医院介 アクセス

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8A



1.広告が禁止される事例

(8)提供する医療の内容等について誤認させる広告
(誇大広告)

提供する医療の内容等について事実を不当に誇張して表現している等、人を誤認させる表現

医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等にっいて、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する作P象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。

事例提供される医療サービスの回数

h廿PS;ノノWWW.abcde・dinic.com/datsumou

00クリニツク

トッブページ

療脱毛

患者さまの声を元に、全身脱毛のプランを用意しました!

脱毛へのポリシー

全身脱毛3年間し放題

+全身脱毛回制限フラン

月額 9,000円脱抜割

脱電サービス

3年間、回数制限なくイ可度でも通えるため、全身のムダ毛を最後まで脱毛することを目指せます。
※本ブヲンは全て新規」一契約者さまのみの適用となります.

料金一覧

※1 毛周期

毛周期とは体毛が生え変わるサイクルのことを示しており、そのサイクルの限られた期間に脱毛を行うことで効果が発揮されるが、一回脱毛をするど欠の脱毛を
するサイクルになるまで一定期間を空ける必要がある。そのため、実質的には契約期間中において受けられる脱毛の回数は限られる。

間 10:00~18:00

休珍日 日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

よくあるクリニツクー

X頬脚韻鰐御ゆ'柚如
限られるが、「無制限」「し」「回数制限
なく」の表記によって誤認を与える可能性が
ある

師X

全身のムタ毛をすっきり綺麗に脱毛するしと
を目指す 1

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8、A

問
《

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

12
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1.広告が禁止される事例

(9)科学的根拠が乏しい情報による、導(誇大広告)

科学的根が乏しい情報を用いて医療関への受診や手術へ誘導する表現

医療広告ガイドラインでは、科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、特定の症状に関するりスク、又は手術や処置等の有効性を
強調することにより、医療機関への受診や手術へ誘導するものは、誇大広告として取り扱うこと、とされてぃる。

gL

00クリニツク

ホーム

ストレスを感じている方にはがんのりスクがあります

ストレスを強く感じている人はがんの発生りスクカ惰いです。
近年の研究ではストレスががんの発生の大きな要因になっているとし寸)れています。
がんを発生させないためには、催眠療法を利用したストレスの原因の明確化と軽減が必要です。
是非当院にお越しください。

診療内容

@特定の手術や処置等の実施に誘導

00クリニツク

ホーム

X
科学的な根が乏しいであるにもかかわらず、特定の症状に
リスクを強することにより、医療への受を導してぃる

院紹介

診療時間 10:00~18:00
休珍日日堀・祝日

03-XXXX-XXXX

◎0",'で期待できることは?

00療法は免疫機能や細胞を活性化し、様々な効果を引き出します。例えぱ>欠の効果力朔待でき、おすすめです。

【悪性腫癌の治療】
肺癌、大腸癌、子宮癌、皮膚癌等の治療に有効です。

【ウイルス性疾患の治療】
肝炎、HIV、インフルエンザウイルスを体内から除去します。

【アンチエイジング】
美白・美肌四イエットにも効果的です。

アクセス

診療内容

師X

X"勃娠

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8.A

する

性を強
が乏しい報であるにもかかわらず、特定の

することにより、有効性いと称する手術等の実施へ

医院紹介

時閻 10:00~18:00
休杉日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

アクセス

師X

処等の有効
導している

13



1.広告が禁止される事例

(10)データの内訳が示されていない手術件数

データの内訳が示されていない手術件数の表現

医療広告ガイドラインでは、手術件数を広告する際には、当該手
術イ牛数に係る期間を併記する必要がある、とされている。なお、長
期間のイ牛数で、現在提供されている医療の内容にっいて誤認させ
るおそれがあるものは誇大広告に該当する可能性がある、とされて
いる。

事例⑪件数のみ

00美容外科

ホーム

当院の紹介

ーー・を目指しております。

診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日休診日

03-XXXX-XXXX

手術件数におけるテータの内訳を詳細に示した表現
による改善例

手術件数において、対象期間を明示した上で1年ごとに集計した
ものを複数年に渡って示すことが望ましい。また当該件数に係る期
間を併記した場合であっても、広告可能事項で示した範囲で広告
力句能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

内容

当院では、 00手φliとXX手φ1▼の実績はのべ1,500イ牛を超えて
います!

料金一

診療科名

整形外科、美容外科

X*懸゜踏圖一"

アクセス

件数のみ記されている

@長期間の件数

00美容外科

00美容夕剛

h如S;ノノWWW.ab"e上iYOU.mm

ホーム

当院の治実績

治療内容

費用

ホーム

当院の治

珍原時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

内容

治療内容

内容

当院では以下の手術実績を
有しております。

当院は2007年1月の開院以来、2018年までに2,437件の手術
実績を有しております。詳細は以下の通りです。

費用

料金一覧

医院紹介

■対象期間
■手術
・00手術
・△△手術

師X^

アクセス

0対象期問:2007年3月~2018年12月

△△手術00手φ缶

15件 10件2007年

2008年 12件28件

25件 8件2009年

49件 4件2010年

13件2011年 63件

27件2012年 150件

2013年 8件123件

2014年 11件142件

108件 15件2015年

92件 13件2016年

75件 7件2017年

2018年 8件55件

治療の流れ

アクセス

X畷岫割口幌 ■

1985年~2018年

治療の流れ

治療実績

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8.A

1,250件
2,620件

治療実績

14

させるおそれがある長期問
の手術件数のーがされ
ている

《

対象期間を明示した上で、
それぞれのを1年ごと
1一した件数を記する

法第6条の5第2項第2号、法第6条の5第3項第14号

第4の4(14)法第6条の5第3項第14号

Q3-16,3-17

XX手術

30件

45件

52件

47件

78件

99件

95件

125件

155件

187件

220件

243件

Y



1.広告が禁止される事例

(11)体験談(省令禁止事項)

内容又は効果に関する体験談の表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされてぃる。

事例治療内容または効果IL関する体験談

00クリニツク

トッブページ

☆当院に寄せられた体験談を掲載しております!

2021年1月60代女性

3年前虫歯を抜歯し、入れ歯にしました。

痛みはありましたが我慢を続けていると、他の歯も虫歯になり抜歯すること1こなりました。

もともと入れ歯に痛みを感じていたこともあり、この機会にインプラント手術を受けることにしました。

手術前は不安でしたが、先生から丁寧な説明があったので納得して治療を受けることができました。

私は1回法手術を行いました。静脈内鎮静法にて手術を行ったため、手術中は痛みはもちろん、

振動なども感じなかったため、ストレスなく手術を受けることができました。

術後は少し痛みがありましたが、痛み止めを飲めは済むチ呈度の痛みであり、腫れもほとんどありませんでした。

料金一 クリニツクー

診療時間 10:00~18:00
日曜・祝白休診日

03-XXXX-XXXX

X
治 内容または効果に関する体

掲載されている

医療法関連去令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

《

'国・ 3

法第6条の5第2項第4号、規貝"第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する

QI-18

4 5 >

15

治



1.広告が禁止される事例

(12)体験談(省令禁止事項)※ロコミサイトから転載

ロコミサイトのロコミを掲載している表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。特に
関にとって便益を与える感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大にあたるため広告できない。

元のロコミサイト

先日インプラント動r、iを行いましたが、術後の痛み、腫れはなく、素晴らしいです。

インプラントの治療を受けました。正直、術後にかなり痛みがありましたが、仕上がりには満足しています。

突然歯が痛くなり、急邇通院することになりましたが、00先生のおかけで今は全く痛みがありません!

■

全国の歯科医院のロコミを掲載しております!!

ホワイトニングは、最初考えていた予算をオーパーしてしまったのですが、術前と比較するときれいになったと思います。

全てのロコミ

を転載

ロコミサイトから転載したロコミ事伊11

解説1

ロコミサイトより、治内容または
効果に訟する体に相当する

トツブロコミを転.している。

●▲

☆ロコミサイトにおける当院にっいての患者様の声を
掲載しております!(元サイト:ロコミ.com)

16

先日インプラント手術を行いましたが、術後の痛み、腫れはな
<、素晴らしいです。

インプラントの治療を受けました。正直、術後にかなり痛みが
ありましたが、仕上がりには満足しています。

突然歯力鳴くなり、急遍通院することになりましたが、 00先
生のおかιナで今は全く痛みがありません!

者様の

ホワイトニングは、最初考えていた予算をオーバーしてしまった
のですが、術前と上ヒ較するときれいになったと思います。

,@■コミサイトから抜粋た■

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

0

トッブペ

■

医療機にとって有利なロコミを
抜粋してウエブサイNこして
いる園は大広告に当する

J

☆当院についての患者様の声をロコミサイトより抜粋
して掲載しております!(元サイト:ロコミ.com)

先日インプラント手徒1を行いましたが、術後の痛み、腫れはな
<、素晴らしいです。

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

Q2-9

突然歯力塘くなり、急邊通院することになりましたが、 00先
生のおかιナで今は全く痛みがありません!

患者様の

●
屋

●
邑



1.広告が禁止される事例

(13)体験談(省令禁止事項)※医療機関のスタッフ1こ
よる記載

医療関のスタツフが記載した体験談

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、患者等ではなく医療機関のスタッフ等が
記載した体験談であっても規制の対象となる。

0 医療機関のスタツフ自身の体験談

00グノニツク

脂肪吸引手術
皮下脂肪内に麻酔薬を注射し、皮膚の複数個所に吸引管が入る程度の切r
す。施術は半日で終了致します。

トップページ

..

治療内容

当院の院長である口口も実際に体験!

下腹部周り朗旨肪がっいてきてしまったので、脂肪吸引手材詫することにしました。
手術自体は半日で終わり、当日中に帰宅すること力やできました。
下腹部周りにいた脂肪がなくなり、うっすらと腹筋も浮かび上がってぃます。
家族にもほめていただき、大満足です!

ロロ院長

事例@医療機関のスタッフが記載した患者等の体験談

00クリニツク

料金

トップページ

診療時間 10:00~玲:00
休杉日 日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

X

ダイエットしちず帰旨肪吸引手術の紹介! 2021年7月2日

今回は当院で提供している脂肪吸引手術のご紹介です!
ダイエットが長続きしない人も多いと思、います。そこでお勧めするのが、朋旨肪吸引手術」です。
脂肪吸引手術は脂肪を直接取り除くため、楽に理想の体を手に入れること力やできます。
先日実際に体験された患者様も、横っ腹の脂肪を吸引されて、ウエストが0センチも下がりまし
た。「こんなに理想の体型になれるとは思っていなかった。この医療機関で手術をしてよかった」と
おっしゃり、満足しで帰宅いただきました。
痩せたいけどなかなか痩せられない方、せひ用旨肪吸引手術」を受けてみてください!

医機関スタッフ自身の体で
あっても、患者等が記した体験
と同にめられない

治療内容

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ8.A

料金

X
医療機スタツフが患者等の体験
内容を代わり1こ載した合で
あっても、患者等がした体
と同にめられない

法第6条の5第2項第4号、規貝"第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

QI-18

17
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1.広告が禁止される事例

(14)体験談(省令禁止事項)※医療機関の検索が可
能なウエブサイNこ掲載された体験談の編集依頼
体験談の内容を編集している違反例

医療機関の検索力句能なウエブサイトに掲載された体験談にっいては、医療機関からの影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる
限りは、誘引性は生じず、医療広告に該当しない。
しかし、医療機関からの依頼によって、当該ウエブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり、又は肯定
的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合は、医療広告に該当し、禁止される広告(患
者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談)となる。
ただし、当該体験談が名誉殿損等の不法行為に当たる場合は、医療機関による削除等の依頼は医療法違反には当たらない。

https;ノ/WWW.kuchikomi.com

患者A

旦

治療が雑で、「痛い」と言っているにも関わらず、無視されて治療を続けられました。

患者B

虫歯の治療をするために行きました。抜歯はしたくなかったので、その旨を伝えましたが、聞き入れても
らえず、無理やり抜歯をさせられました。

■ .C
全国の歯科医院のロコミを掲

患者C

インプラントの治療を受けに行きました。治療はとても丁寧で、出来上がりにも満足しています。

事例体験談の編集

しております!!

https;ノノWWW.kuchlkomi.com

医療機関からの依頼を受けてロコミサイト

運営会社が体験談の内容を編集

X

師X

患者A

解説

医療機関からの
が体験談の内容の

《

治療力「丁寧で、ほとんど痛み感じることはなかったです。

患者C

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

インプラントの治療を受けに行きました。治療はとても丁寧で、出来上がりにも満足しています。

により、ロコミサイトの営者
や削除をしている

の歯科医院のロコミを掲載しております!!

18

法第6条の5第2項第4号、規貝"第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

QI-18

邸X
《
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1.広告が禁止される事例

(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に
ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現

医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治
療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが
ある写真等にっいては医療に関する広告としては認められないとさ
れている一方で、詳細な説明を付した場合にっいてはこれに当たら
ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十
分に記載されておらず治療等の内容又は効果にっいて、患者等を
誤認させるおそれがあるものにっいては、広告することはできない。

@写真のみ

インプラント治療

ビフオーアフター写
明が一切ない

ピフォーアフター写真の表現に係る改善例

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより
広告力句能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

休i則

2

のみが掲され、

説明が不十分

E■冒■昼豊.

亜亀亀皿盟■■.

術後

インプラント治の症例

インカント治療により、審美面・機能面ともに回復しました。
治療費は1,500,000円から

X齢腰姑焔諏岫、

ht嘔:ノノ^.abωe.sh】ka.mm

症例紹介

症 1 30代女性。事故で失った左側臼歯のインカント治療

用

等に関する項の報が十分で
なく、また、期間・回数、りスク・
作用等の報が付されていない

■島留卸電

徠i月リ

徠珀リ

治療内容 事故によって歯根礎斤を起こした左側臼歯に
代わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、そ
上に人工の歯を被せるインカント治療を行い、
機能面の回復を行いました。

治療期間・回数約6ケ月問、10回

総額1,100,000円
※自由診療とな (検査・診断、動rq関連処置費用等を含む)

インプラント埋込・上部構造:350,000円/1ります。

本

リスク・副作用出血、腫張、疾痛、青痔、神経麻痩、補綴物
の脱落、礎斤、インフラント体の破折、皎合違
和感、インプラント周囲炎等

虚偽広告に該当する可能性について
(医療広告ガイドライン抜粋)

「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのよう1こ見せるため加工.修正した
術前術後の写真等にっいては、虚偽広告として取り扱うべきであること、とされてぃる。

師X

E■酉冊■豊豊.

19

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8LA

《

術後

症_②

術後

X X X

補足

術前又は術後のイラストや、術前のみ又は術後のみの写真にっいても
通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なりスク・
副作用等の情報を付す必要がある。

0

法第6条の5第2項第4号、規貝リ第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

Q2-8

術前又はの写に通必要
とされる治療内容、等に関す
る事項や、治療等の主なりスク、
作用等に関する等の

な級を付す



1.広告が禁止される事例

(16)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項)

複数のビフォーアフター写真にっいて、まとめて詳細な説明が
付された表現

複数のビフォーアフター写真にっいて、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を、まとめて付し
ているものは、広告することはできない。

事例複数の治療方法の写真をまとめて説明

症例紹介

症例①足の脂肪吸引(ベイザー脂肪吸引法)

複数のピフオーアフター写真の表現に係る改善例

症例②

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を、それぞれに
付すことにより広告力句能となる。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

術後

腹部の脂肪吸引(チユーメセント法)

h鄭工;ノノWWW.obωe.blYOU.mm

症例③

症例紹介

症①

市li月リ

術後

....

局所麻酔を行い、皮を切開し、脂肪を柔ら治療内容
かくした後に、脂肪吸引を行いました。

治療期間・回数 1-2回

150,000円~200,000円

リスク・副作用内出血、術後の腫れ、痛み

20

20代男性。足の脂肪吸引の動ri。
^

:'、1
J口

X

内容

市li月リ

の治療方法の写に対して

説明をまとめて記している

術後

〆、・

皮下脂肪内に大量の局所麻酔薬を注射しま
(チユメセント法)。皮の複数個所に吸引

管が入る程度の切開(数ミリ程度)をして皮
下脂肪を吸引します。傷は糸やテープなどで閉
鎖して治療部位は包帯やガーメント(腹巻やコ
ルセットを含む)で圧迫固定します。

半日(日帰り)

200,000円~300,000円

治療部位の皮下出血や腫れ、一時的なしびれ
など力起こることがあります。ごく稀に大出血や腹
膜穿破力て起こりえます。脂肪塞栓や重篤な感
染症(腹膜炎)で入院を要し生命の危機に
及んだとし6症例の報告もあります。

40代女性。下腹部の超音波併用脂肪吸引

治療期間・回数

費用

リスク・副作用

師X

術後

症②

0

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

それぞれの写に対して前又は後の写
に通常必要とされる治療内容、用等に関す

項や、治療等の主なりスク、副作用等に
関する事項の細な怒を付す

治療内容

徠珀リ

皮下脂肪内に大量の局所麻酔薬を注射しま
す(チユメセント法)。皮の複数個所に吸引
管が入る程度の切開(数ミリ程度)をしてから
超音波で皮下脂肪に熱を与え柔らかくして、皮
下脂肪を吸引しやすくしてから吸引します。傷は
糸やテープなどで閉鎖して治療部位は包帯や
ガーメント(腹巻やコルセットを含む)で圧迫固
定します。

半日(日帰の

500,000円~800,000円

治療部位の皮下出血や腫れ、一時的なしびれ
など力妃こることがありますが、超音波を使用し
ない場合よりこれらのりスクが低減すること力朔
待できます。超音波の熱による熱傷(やけど)
の可能性力てあります。大出血や脂肪塞栓などの
生命の危機に及,詩Jスクにっいては超音波を使
用しない方法との優劣について結論は出ていま

せん。

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

Q2-8

治療期間・回数

費用

リスク・副作用

術後

■
●



2.広告可能事項の記載が不適切な事例

21



2,広告可能事項の記載が不適切な事例

(17)治療の方法

治療の方法について広告をすることができない表現

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療にっいて、治療に公的医療保
険が適用されない旨又は標準的な費用を記載していないため、広
告することはできない。

事例臼公的医療保険が適用されない旨

診療時 10:00~18:00

00美容0'仁" X,、

△△の治

△△のシ台療

表情雛の症状に合わせて、各部位に注射します。

法△△(成者注:既承認の医薬品の販売名

公的医瞭傑険が
い旨を記する

治療の方法の表現に係る改善例

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療にっいては、治療に公的医療
保険が適用されない旨、及び標準的な費用を記載することにより
広告力句能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

師X

......

法第6条の5第3項第13号

第4の4(13)法第6条の5第3項第13号

Q3-9

旨が記

0標準的な費用

険が'適用されない
されていない

事例@標準的な費用の記載

時間
休診日

00美容グjニック

暗Ⅲ立:20,000円

00治療

h如5:ノノWWW.abωe.b1γOU.如m

00美容クリニック

△△ △△ の の

△△の治療

表情雛の症状に合わせて、各音酎立に注射します。

△△の治療方法(△△(作成者注:既承の医薬品の販売名))

△△の治療

表情雛の症状に合わせて、各部位に注射します。

之ム

X艶加剛

されな

^時間 10:00~18:00
休診日 日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

......

10:00~18:00

日曜・祝日

......

口

△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
費用は施術箇所により異なります。

00治療

されていない

治療に必要な
をする

00治療

△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。

的な用

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8、A

22

0標準的な費用:1部位:20,000円

《



2.広告可能事項の記載が不適切な事例

(18)医療従事者の専門性資格

広告することができない医療従事者の専門性資格の表現

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格にっいては広告が
可能であるが、団体名及び団体が認定する専門性の資格名が
(00学会認定00専門医)記載されてぃなし暘合は広告を

してはならない。

事例g 資格名が記載されていない

院長紹介

厚生太郎 00歯科医院院長

<経歴>

昭和62年△△大学歯学部卒業

解説②

団体名を記"する

X朝韻榴口、脚0 *'

<資格>

日本口腔外科学会認定専門医
日本歯周病学会認定専門医
日本歯科麻酔学会認定専門医

のように記する必要があるが、
く、「00学会定専門医」と記

医療従事者の専門性資格の表現に係る改善例

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格にっいては、団体名
及び団体が認定する専門性の資格名を記載することにより広告が
可能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

事例@団体名が記載されていない

院長紹介

厚生太郎 00歯科医院院長

<経歴>

昭和62年△△大学歯学部卒業

00専門医」
格名の記載がな

れている

h如5;ノノWWW.abωe.shlkき.如m

院長紹介

厚生太郎 00歯科医院院長

<経歴>

昭和62年△△大学歯学部卒業

0
.

解説1

「00学会認定00 門医」と門性の資格名を
.

記"する

X 門格にっいては「00学会認定00 門医」
のように載する必興があるが、団体名のがな
く、「00専門医」とされている。
なお単に「00 門」との記はを与えるもの
として大広告に当する。

<資格>

口腔外科専門医
歯周病専門医
歯科麻酔専門医

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ8.A

厚生労働大臣が届出を受理しており、広告力句能である専門性資格は、
「医療に関する広告力句能となった医師等の専門性に関する資格名等に
ついて」を参照。

URL : https://WWVV.mhlwgo.jp/contenvoo0554375.pdf

厚生労働大臣が届出を受理していない専門性資格にっいて広告する場
合は、「00学会認定00専門医」などと記載したうえで、限定解除要件
を満たす必要がある。詳細はP.25を参照。

法第6条の5第3項第9号、規貝"第1条の9の2第1号、第2号

第4の4(9)法第6条の5第3項第9号

Q3-5,3-6,3-フ

23

<資格>

日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本歯周病学会認定歯周病専門医
日本歯科麻酔学会認定歯科麻酔専門医

師X

0

《



3.限定解除要件の記載が不適切な事例

3-1 限定解除要件について

24



3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(19)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」
「新聞や雑誌等で紹介された旨」1こおける限定解除

限定解除要件を満たしていない例

厚生労働大臣が届出を受理していない団体が認定する専門性資格知を
有する旨等、広告可能事項に該当しないものは、原則として広告できない。
しかし、広告可能事項の限定解除要イ牛を満たし、かっ禁止される広告に
該当しなし場合は、広告可能事項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事伊」は、容易に照会できるように問い合わせ先(電話番号、E
メールアドレス等)を明示しておらず、限定解除劃牝満たしていない。

g 広告可能事項ではない事項

00専門外来

限定解除要件について3-1

ホーム

X傳"ニ*ゆ"那詫弗

謬原病科

尿病科

認知症科

杉療時間

診療内容

X '
法゚令上ののない

X,制矩帽雌科名が記載されている

受理していない門院長紹介
格を記している

厚生太郎 00病院院長

<資格>
ロロ学会認定口口専門医
△△学会認定△△認定医
00学会認定 00認定医
(作成者生:厚生労働大臣が届出を受理していなし傳門性資格)

2014 ~2018"

2014 2015 2016 2017 2018

50件 55件 63件 72件 81件00手φ而

△△手術 28件 12件 51件 32件 45件

10:00~18:00

(「専門」を除外して「外来」とし
た場合もめられない)

医介 アクセス

限定除要件を満たす改善例

左記を広告する際には、広告可能事項の限定解除要件に係る
情報を十分に記載する必要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

X

甲状腺科

新生児科

化学療法科

h如S」ノノWWW.abωe.如m

△△クラブ5月号

風

00専門外来

3月6日口口放送

■ 、

限定解要

報を記する

特定の医のキャリアとして^
数が記されている

たした

謬原病科

尿病科

認知症科

診療時間
休杉日

電話

Mail

当院のメディア掲載情報

2018/5/25 当院力決佳誌△△に掲載
されました。

当院の施設写真やスタッフのインタビユー
記事も掲載されております!

2019/3/8 ニユースで当院の院長00
が紹介されました!
現在の美容問題などについて、お話しま
した!

院長紹介

厚生太郎 00病院院長

<資格>
ロロ学会認定口口専門医
△△学会認定△△認定医
00学会認定 00認定医
(作成者注:厚生労働大臣が届出を受理していない専門'格)

手術実績(2014年~2018年)

2014 2015 2016 2017 2018

00手φrl 50件 55件 63件 72件 81件

△△手術 28件 12件 51件 32件 45件

10:00~18:00

日瑠・祝日

03-XXXX-XXXX

XXXXXXXXX@yyy.jp

^ 医院紹介 アクセス

甲状腺科

新生児科

化学科

師X

医師が紹介された旨を
している

※1「医療に関する広告力句能となった医師等の専門性に関する資格名等にっいて」
に記載された範囲であれ{ま限定解除せず1こ広告可能。

医療法関連法令 法第6条の6第1項、令第3条の2,法第6条の5第3項、規貝1第1条の9の2第1号、第2号1

医^告ガイドライン 第2の3暗示的又は間接的な表現の扱い,第3の1(5)広告力句能とされていない事項の広告
第4の4(2)法第6条の5第3項第2号,第4の4(9)法第6条の5第3項第9号

医^告ガイドラインに関するQ8、A Q2-6,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-フ,3-16,5-10

》

《

△△クラブ5月号

当院のメディア掲載情報

2仇8/5/25 当院力雜誌△△に掲載
されました。

当院の施設写真やスタッフのインタビユー
記事も掲載されております!

2019/3/8 ニユースで当院の院長00
が紹介されました!
現在の美容問題などにっいて、お話しま
した!000

.■、

3月6日口口放送

補足

限定解除の要イ牛を満たすためには、医療広告ガイドラインP31の広告可
能事項の限定解除要件の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除要件の③④を満たす必要が

ある。詳細は本事例解説書P.27-33を参照

25
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3.限定解除要件の記載が不適切な事例

3-2 自由診療に関する限定解除要件について
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3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(20)自由診療における限定解除(全体概要)

限定解除を満たしていない表現

自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないため、原
則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除到牝満たし、
かっ禁止される広告に該当しなし場合は、広告可能事項に該当するか否
かによらず広告できる。
以下の事伊」は、「提供している治療内容ど台療に必要な標準的な費用」
や「治療の主な副作用・りスク」の記載がない、又は不十分で、限定解除
劃牛を満たしていない。

師Xh如5;ノノ^.abωe.bMU.如m

電話 03-XXXX-XXXX
治療方法:インブラント

Mail xxxxxxxxx@yyy.jp
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1「通常必要とされる治内容」が記載されていない、または国民や:
,:患者に対して適切かっ十分な情報を分かりやすく提供していない:

個別具体例は、P.28「事例今治療等の内容」を参照

リスク・用

・治療費が高額で治療期間が比較的長い
・外科処置に伴う痛み・腫れ・出血・合併症の可能性がある
お手入れ次第で感染することがある
・食べ物が詰まりやすくなることがある
・む感覚が自分の歯う

3-2 自由診療に関する限定解除要件にっいて

ι

限定解除要件を満アす改善例

限定解除要件である「提供している治療内容ど台療に必要な標
準的な費用」「治療の主な副作用・りス勿を十分に記載する必要
がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

"剛0GBR 治療における主なりスクや
作用をする

1「治療期間及び回数」が記載されてぃない、または国民や患者に 1
1対して適切かっ十分な情報を分かりゃすく提供していない

.^,,個別具体例は、P.29 伊」2 治療期間及び回数」を参照

h壮PS;ノノWww abωe.bNOU.伽m

治法:インプラント 〕P

インプラン治とは

インカント治療は、むし歯や歯周病を原因として失った歯にかわって、噛みD地や見た目を
回復するための治療法です.歯力畩けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土
台にして歯をつくります.

ンプランの

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

:「標拳的な費用」が記載されていない、または国民や患者に対して

1適切かっ十分な情報を分かりゃすく提供していない

個別具体例は、P30「事例@標準的な費用」を参照

27

0

検査

治療内容を切かつ十分に
記する

エツクス線

撮影・検査

口の中の状況はインカントの治療に直接的に関わったり、インプラント
の持ち具合に関わったりするため検査をします

骨の移植

インフンはのιL えらることで、入 てしっ

とができます.そのため顎の骨の形を正確1こ知るため1江ツク
'ーいます.

手術
('ム 1こよっては2回)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1「主なりスクや副作用」が記載されてぃない、または国民や患者1:

顎の骨が細すぎたり低すぎたりするとインカントを埋められません.その
ような時は骨のボリユームを増やすために骨の移植を行うことがあります。

1対して適切かっ十分な情報を分かりやすく提供していない
個別具体例は、P.31「事伊」4 主なりスク、副作用」を参照

仮歯を
入れる

晨終的な
歯を入れる

X

麻酔をして顎の骨にインプラントを埋めます.まず歯肉を切り関いて顎
の骨を出します.それからNJルで注意深く骨に穴を開けて、インカン
トを埋めます.イン方ントを埋める際にイン方ントを歯肉で覆った場
合は、インプラントの頭を出すためにもう一度手術を行います

骨とインワンつっいてからをっくるに入ります.口の型取り
と噛み合わせの記録を行います.いきなり品終的な歯をっくらずに、ま

をつ

のチヱヅ
常必要とされる治療期間及終的な歯をっくり

び回数を記するせます.

金額

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000・85,000円

、

・0数

.広療期長
治療回

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

り
、^
L.

03-6力月

5-6回

づを

骨移植

総(1歯欠損の場合)

<内訳>

※症にっ金は変

検査・診断

通常必要とされる
額を記する

法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

インフラント手術

内容

しま

200,000円N300,000円
(付随手術用を除く)

付随手術

インカント埋入手術

インプラントニ次手術
(症状ιこよ ます)

準的な金

晟
さ

円
円
円

0
 
0
 
0



3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 V4)
通常必要とされる治療等の内容

限定除要件を満たしていない表現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「通常必要とされる治
療等の内容」の記載力坏十分であるため、限定解除要件を満たし
ていない。

事例g・1 治療等の内容

3-2 自由診療に関する限定解除要件について

インブラン治とは

インプラント治療は、失った歯に近い歯を取り戻すこと力やできます。

事例g・2 治療等の内容

X"髄始
れていない

限定解除要件を満たす改善例

限定解除要件である「通常必要とされる治療等の内容」を十分に
記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

インプラントは歯を失った人が行う治療で、最近では技術が進み、
様々な治療方法がございます。
当院では3種類の方法でインプラント治療を行っております。
患者様と相談して治療方法を決めていきますので、まずはご来院くださ
い!

の内容が記さ

X*鰐岫割凋凱柵"

h鄭S;ノノWWW■b国e.bMU.mm

治療方法:インプラント

ンプー'とは

インプラント治療は、むし歯や歯周病で抜けた歯にかわって噛み心地や見た目を回復するた
めの治療法です.歯力畩けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土台にして歯
をつくります.

、

ン' の

体はあるものの、不十分である

^解説①・1,2

検査

治の内容を切かつ十

分に記する

.

エックス線
撮影・検査

金額

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000-85,000円

口の中の状況はインカントの治療に直接的に関わったり、インプラント
の持ち具合に関わったりするため検査をします

骨の移植

インカントは顎の骨1こ支えられることで、しっかり噛むことができます.そ
のため顎の骨の形を正確に知るため1江ツク を行います。

手術
(治 1こよって{ネ2回)

顎の骨力湘すぎたり低すぎたりするとインプラントを埋められません。その
ような時は骨のボリユームを増やすために骨の移植を行うことがあります.

仮歯を
入れる

最終的な
歯を入れる

X

麻酔をして顎の骨にインブラントを埋めます.まず歯肉を切り開いて顎
の骨を出します.それからドリjレで注意深く骨に穴を開けて、インプラン
トを埋めます.イン方ントを埋める際にインプラントを歯肉でた場
合は、インプラントの頭を出すためにもう一度手術を行います

.

]P

骨とインつントくっついてからをつくるに入ります.口の里取り

と噛み合わせの記録を行います.いきなり終的な歯をっくらずに、ま
せつっの こ .

のチエ、yクを行い、もう一取りとみ合わせの認を行って墨
終的な歯をっくります.この時は歯の色もチヱヅクして出来映え1こ反映さ
せ

治療期間・回数

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

費用(※症状によって金額は変動します)

.

3.6力月

5-60

総額(1歯欠損の場合)

<内訳>

28

1寅責・診断

20,000円・140,000円

50,000円・100,000円

50,000円・100,000円

インプラン手術

法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件J

Q5-11,5-12

200,000円~300,000円
(付随手術費用を除く)

村随手術

イノプラノ1j里入手イホ1

イノプラントニ次手術
(症状にょり要習撰な塊ミす)

補堺物

GBR

骨移植

リスク・副作用

. 治猿費が高額で台庫期問が見較的長い

外弔1処遣1こ伴う痛み・腫れ・出血・合併症の可能1生がある
お手入れ次第て威幸することがある

食ぺ物が詰まりやすくなるこしがある
噛む感覚が自分の歯ど皇う

.



3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 2/4)
治療期間及び回数

限定除要件を満たしていない表現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「治療期間及び回数」
の記載力坏十分であるため、限定解除要件を満たしていない。

事例@・1 治療期間・回数

X

3-2 自由診療に関する限定解除要件について

治

治療期間は患者様の状態により異なります

間・回数

事例②・2 治療期間・回数

X

"@

常必要とされる治間及
ぴ回が記されていない

限定解除要件を満たす改善例

限定解除要件である「治療期間及び回数」を十分に記載する必
要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

治療期間・回数

治療期間:1か月~
治療回数:2回~

事例@・3 治療期間・回数

h如工;ノノWWW.abde btyou.mm

治療方法:インブラント

インフラント治療 1

イノプうノ1冶療は、むし歯や歯周病で柿けた歯にかわコて噛みU地や見た目を回痩するた
iめの治療法です。曲力甑U夫ところの顎σ滑に人1の逝σ井艮を1里めてそれを土台1「しτ歯
をっくり苛ず

インブラントの治療の流れ

口の中の状況i才インブラントの治療に直接的に閏t_つたり、インプラン
検査 の持ち具合に閏わったり弓るた副貪査をし表す

エヅクスキ泉インプラントは顎の骨に支えられることで、し、コかり噛むことができます。
撮景づ検査のため顎の骨の形る正硲こ知る力めにエツクス籾撮彰を1予"沫す。

'@

低限の治療期間及び回数し
か記載されていない

、

治療期間:3-6力月

占

X

師X
電話 03-XXXX-XXXX

Mail xxxxxxxxx@yyy.jp

'@

間しか治

骨の移植

手術
(治疫こよっては2回)

顎の骨力闇すぎ兀り低すざたりするとインブニントE埋められませ・ルその
Jうな時は骨のボリユームを増やずこめに骨の移植を行己ことがるり烹す。

麻酔をし、τ顎の骨にインブラントを埋めます。まず由肉を翊り開いτ顎
の骨玩出します。それからIUノルで注意深く骨こ穴を開けて.ンブラン
トを埋めま可。インブラント討里ぢ・る際にインプラン「モ画内で覆った場
合は、インブテシトの顛を出すためにモう一度手術を行います

骨とインラントかくっコいτからーをつくる乍笑にります。口の饗即り
と噛み合わせの記三,を行"はす。いきなり島終的な歯奄コくらずに、諜

されていない

仮歯を

入れる

最終的な

歯を入れる

治癒麹間^

泊療期間
)口療回

→ミ1〒コく・「r景をコく' C

凶のチエノン_.ー

終的き歯をっくりまマ

ゼー

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8、A

費用(:症状によって金額は変動します)

200,000円~300,000円額(1歯欠損の場合)
(付随手術費用を除く)

常必要とされる治療期間及
び回数を記載する

36力

5.60

法第6条の5第3項、規貝U第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件1

Q5-11,5-12

内容

て畠

ヨ中き

リスク・副作用

. 治療費力鳴額で冶痘期間が比較的長い
タ1科処置に伴う痛み・腫れ・出血・合イ并症の可能性がある
お手入れ次第で感染することがある
食べ物力曙吉まりやすくなるこしがある
噛む感覚が自分ω曲と選う

.

.

.

10,000円・20,000円

20,000円 140,000円

10,000-85,000円
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20,000円・140,000円

50,000円・100,000円

50,000円・100,000円



3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 3/4)
標準的な費用

限定除要件を満たしていない表現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「標準的な費用」の記
載力坏十分であるため、限定解除要件を満たしていない。

事例目・1 費用

3-2 自由診療に関する限定解除要件について

費屋

料金は患者様の状態により異なります

事例@・2 費用

X 準的な
ない

限定除要件を満たす改善例

限定解除要件である「標準的な費用」を十分に記載する必要が
ある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

用が?されてい

インカント手術

事伊13-3 費用

X
最低金額のみが記載されている

htt体:ノノWWW.abωe.blyou.伽m

治方法:インプラント

ンプラン治療は

イブラ 1冶療吋むし歯や歯周病て抜けむ歯1こかわ、て叱み'L'地や民た目E回優する兆
めの治療法です。歯が抜Uむしころの顎σ滑'に人1の幽σ井長を埋めてそれ有土台1こして歯
をつくり才す。

インフラントの治療の流れ

費用

内容

インプラント手術

150,000~

※別途麻酔萪金が必要になります
※筋術範囲により金額が夷なる可能性があります

X""封碩那小*奴

検査

邸X
電話 03-XXXX-XXXX

Mai! XXXXXXXXX@yyy.jp

1ツクス線
撮影・検査

字でされており、具体的な
金額の明示もない

口の中の状況はインブ三ン1'd,治痘{「_直播戯し閏1・'ニハπ
の持三旦合1こ閏わコたりするた幻倭倉をします

骨の移植

30

fンプラントは顎の骨に支スられることで、し功"噛むこしがでぎます。そ

に・た希顎、凸骨の形旨正碓ニチ]る':ハτ1 ース綿撮彰ミ1予"ほす。

手術
(治療k一よってiま2回)

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000-85,000円

顎の骨力湘すぎたり低すぎτ"するこ1

よう亨時は骨のボ,hーム有増やす'・

仮歯を

入れる

最終的な

歯を入れる

爪酔をIJて顎の骨にインブ〒ンt市:埋占ノま弓、.まず歯肉ミ切り問いτ顎
、乃骨を出〔ます。そ才ι上、"ド1ノルで1主恩.泙、骨".こ六長3,勺,づて、インフラン

トを埋心子す.インプ予ント討里'三浄こインブ子ン1石歯肉で授コた場
合嘱、インノ子ントの豆亘石出すためにモう一庶手術を行Vまで

番CインノラントかCDつじτ;上ら■をっく6 乍茎{こ入0ます。口の型取つ

七「歯み合わせ身記詞E行います。いぎ亨り尿終的な自を)●ずに、ま

170,000

1斗才す
から

治療期間・回数

1三1をっっての'二令11W牛す

ぜコのチ1,ワミ打U、二 1

終的ぢ歯をっくります。Lω時

1邑埋',5れミご气。その

一骨.' 1号τ偉〒1丁う7,1上、あr,烹す

,^^

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドライン{こ関するQ8【A

20,000円・140,000円

50,000円・100,000円

50000円・100000円

口
口

3-6力月

5-6回

総額(1歯欠

<内訳>

※ にっ

の場合)

的な費用または最低金額
高金額をする

検査・診断

別途発生する

する

インカント手術
(麻酔料金含む)

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件1

Q5-11,5-12

200,000円~300,000円
(付手術用を除く)

付随手術

インカント埋入手術

インプラントニ次手術
(症状1こより要否ιネ興如ます)

補綴物

GBR

骨移植

用や内訳をa

リスク・尽H乍用

治療費力惰額で治庫期問が比穀的長い

外判処置に伴う痛み・腫れ・出血・合併症の可能性がある
お手入れ次第で感染することがある
食べ物が詰劃ハうすくなることがあ忌

宝む層覚が自分の歯と婁っ



3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療に関する限定解除要件にっいて

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 4/4)
主なりスク、副作用等

限定除要件を満たしていない表現

医^告ガイドライン上で必要とされている「主なりスク、副作用
等」の記載力坏十分であるため、限定解除要イ牛を満たしてぃない。

事例0-1 リスク、副作用等

X *'二賂艶吹0、

治療費力鴨額

事例0-2 リスク、副作等

X*副晶媚,柳υ、

用等が記されていない

限定解除要件を満たす改善例

限定解除要件である「主なりスク、副作用等」を十分に記載する
必要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

Ω&A

Q :インプラント治療にはどのようなりスクがありますか?
A:手術中は麻酔力勸いていますので、心配ありません。術後の痛み
はありますが2~3日でひきます。それ以上に、フノッジや入れ歯にはな
いメリットがあります。

作

事例0-3 リスク、副作用等

htゆS;ノノWWW.abωe.blYOU.mm

作

用等が十分に記されていない

治療方法:インプラント

インフラント治療とは

インプラノ1冶垣{オむし倒、佳周病て抜けた歯にかわって噛み心地や見た目石回復するた
υ川)治療法です。歯が抜Uむところの顎d滑に人1の歯σ飯を哩めτそれを土台1「して歯
をつくりぎす。

インフラントの治療の流れ

くンプラン'

しっかりと強く噛める

検査

師X
電話 03-XXXX-XXXX

Mail xxxxxxxxx@yyy.jp

X"肌弗"紕度

エックス線
撮影・^

内客

見映えよく仕上けることが可能

0
治療における主なりスク、
用を十分に記する

口の中の状況はインプラン1、の治療に直接的に閏r t"
の持ち具合に閏わコたηするた劼1合査をします

のメリ、>

自分の歯にかかる負担が滅って長持ちする

骨の移植

治療費が高額で治療期間が比較的長い
外科処置に伴う痛み・腫れ・出血・合併症の可能性がある
お手入れ次第で感染することがある
食ぺが詰まりやすくなることがある
噛む感覚が自分の歯う

に小さな文字でしている

※デ脚"ト
が高額で治療期間が比較的長い

・外科処置に伴う痛み 出血・合併症の可能性がある
・お手スれ次第で感染することがある
・食べ物が詰まりやすくなることがある
・噛む感覚が自分の歯う

インプラントは顎仂骨に支えられることで、しコかη噛むこと力tできます。そ
のため顎の骨の形を正猫こ知るために1_'クス綿栂彰蔚子{,ぽす。

金額

手術
(治偏こよコてし#2回)

骨 01,

長所の他の
する

顎の骨力闇すさにり低ずぎたりするとインブ三ン1、石埋めっれませ、。その
ような時は骨のボリ1ームを1曽ウ弓ナこめに骨の移抽を行、ことY气η表す。

麻酔をして顎の骨にインプラントを埋めま弓。まず歯内を切り問いて顎
の骨き出します。それからド1,1ルで注意深く骨に六を問けて、インブ三ン
トを埋めます。インプラン1五埋める隙にインブラントを画肉で授コた場
合は、インフ子ントの頭を出すためにEう一庶手徐j君1予"隱す

骨とイン子ントbくっつ1.、てから1到奄っくる乍至にり子す.口の土り
と噛み合わせの記録を行ノます。いきなり最終的な逝をコくらずに、ま

をつって口のこ厶うせます

ーのチtノクを打,ハ、モ、う一又型 0、[回みロノ U.'。を行:、て最
黎的な歯有っくり才=。こ山時は歯の色マチ丁ツ1 一出乎映えに反映才
せま寸

仮歯を

入れる

最終的な

歯を入れる

作

報と同様に

治療期間・回数

L'台^三間コ 3-6力月

['_台癒回数J 5-6回

31

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

費用※症状によって金額は変動します)

200,000円~300,000円総額(1歯欠損の場合)
(付随手術費用を除く)

<内訳>

珍断

インプラン1手倆

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

キ



3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(21)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除

わ力個の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律において、承認等されていない医薬品・医療機器、
あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・
医療機器を用いた治療にっいて、「末承認医薬品等であること」「入
手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性
等に係る情報」を明示する必要がある。
本頁では、右図の末承認医薬品等の事例を示している。

未承認医薬品等の要件を満たしていない表現

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件を満たす記
載しかされておらず、未承認医薬品等を用いた自由診療を広告す
るための限定解除到牛は満たしていない。

3-2 自由診療に関する限定解除要件にっいて

事例未承認医薬品等を用いた治療方法

承認の有無・前提

末承認 口

医薬品等
(医薬品・

医療機器等)

りフトアッフ治療

承認

医薬品等
(医薬品・

医療機器等)

法之ム

00 (作成者注.末承認医療機器の販売名)で照射する超音波を直接肌に
あて、皮下に存在する筋膜に熱をピンボイントで加え、りフトアップを行い
ます。

解説

「未承医品等であること」「入手経
」「国内の承医薬品等の有無」

「諸外国における安全性等に係る報」
を記する

も国承認なし
他の同等医薬品等

X郎"

法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q2-13,3-25,3-26

承認とネ異な冨目
でΦ使用

^

品等であること」「入手経路
等」「国内の承医品等の有無」「
外国における安全性等に係る報」が記

されていない

ロロ

治療期間・回数

加療期間
'P療回

「未承認医薬品等であること」等の記載要否

必要

必他万承認等ぎれナ'Z医薬品等万情報を

電話 03-XXXX-XXXX

未承医薬品等の要件を満たす改善例

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件のほかに、末
承認医薬品等の要イ牛を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

、 必要一(承認等ぎれ痔蛎能7効果叉「よ用法・
用量とは異なることを明示

※

^

・2

2-60

たるみ治療

ま

リスクと作用について

hせPS;ノノWWW■bcde blYOU.mm

りフトアツプ治療

リ丞ク
神経の全面的あるいは部分的損傷が起こることで、永久的または
一時的なしびれや表情筋の麻痩が発生する

副作用
線状に皮が腫れることがある
一時的に知覚が鈍く感じることがある

治療方法

00 (作成者注:末承認医療機器の販売名)で照射する超音波を直接肌に
あて、皮下に存在する筋膜に梨怖ピンボイントで加え、りフトアッブを行い
ます。

治療期間・回数

、召^足・2
、否療直数コ -60

費用※自由師となります

施術名

たるみ治療

金額

300,000-350,000円

0

電話 03-XXXX-XXXX

Mail xxxxxxxxx@yyy.jp

「国内の承医薬品等の有無」1こついて、同一の成分や性能
を有する他の国内承認医薬品がある場合は、その報を

する

例:国内においては00とは別のロロ(作成者注:承認医療機罷の販売名)が
厚生労働省より承認を取得しています

リスクと副作用について

リスク

神経の全面的あるし
一時的なしびれや 月

作用
線状に皮が腫れること力
一時的に知覚が鈍く感じ

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

師X

《

※00について

300,000-350,000円

この治療で使用される00は医薬品医療機器等法上の承認を得てし

ない未承認医療機器です。

入

当院で使用している00は口口国△△社で製造されたものを当院で
個人輸入しております。個人輸入された医薬品等の使用によるりスクに
関する情報は下記URLをご確認ください。
hせPS:ノ/WWW'yakubU価U.mhlw.go.jp/individualimporvhealthhazard/

内の承'医薬品の有無

国内においては承認されている医療機器はありません。

ににし

米国のFDA (アメ仂食品医薬品局)に承認されております。りスクとし
ては痛み・ヒリヒリ感、みみず腫れ、一時的な腫れ、紫斑、色素増強、
疲痕形成、一時的な局所神経麻痩力駅告されています。
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3.限定解除要件の記載が不適切な事例

(22)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用
いた自由診療における限定解除

わ力個の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律において、承認等されていない医薬品・医療機器、
あるいは承認等された効首E・効果又は用法・用量が異なる医薬品.
医療機器を用いた治療にっいて、「末承認医薬品等であること」「入
手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性
等に係る情報」を明示する必要がある。
本頁では、右図の末承認医薬品等の事例を示している。

未承認医薬品等の要件を満たしていない表現

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要イ牛を満たす記
載しかされておらず、医薬品等を承認された効能・効果と異なる目
的で用いた自由診療を広告するための限定解除要件は満たして
いない。

3-2 自由診療に関する限定解除要件にっいて

事例承認された効能・効果と異なる目的
で医薬品等を用いた治療方法

承認の有無・前提

未承認'の同等医薬品等
医薬品等も国内承認なし

他の同等医薬品等 必要(他万承認等ぎれた医薬品等万情報を(医薬品
医療機器等) で国内承認あつ θ示)

承認とは異なる目 果又は用,
での使用

美容注射
の販売名))

承認

医薬品等
(医薬品・
機器等)

:ブラセンタj主射(00 (作成者注.既承認の医薬品

解説

X
承ジされた効・:・効果と異なる目的で医

品等を使用しているにもかかわらず「医
薬品の承ンJ「入手等」「国内の承
医薬品等の有無」「外国における安全

等に係る情報」が記されていない
治

^

治療方法:アミノ酸、核酸、塩基、ミネラルが含まれた00を注射することにより
00 (効果)を図ります

治療回数:週1回~2週間に1回力叩均的な回数です。

「未承認医薬品等であること」等の記載要否

必要

法と治療回数

未承認医薬品等の要件を満たす改善例

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件のほかに、未
承認医薬品等の要イ牛を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

リク について

リスク:内出血

必要承認さ

量とは異なることを明示)

プラセンタ注射は、注射器を用いるため、細い血管に当たってしまい
内出血を引き越してしまうりスクがあります。
本製剤は生体由来の原料を使用しているため、現在未知の病原
体の感染は完全には否定できません。

ht如S」ノノWWW.■bcd● bNO、1.mrn

電話 03・XXXX・XXXX

美容注射:フラセンタ注射 Mailxxxxxxxxx@yyy.jp
(00 (作成者注:既承認の医薬品の販売名))

治法と治回数

治療方法:アミノ酸、核酸、塩基、ミネラルが含まれた00を注射します
治療回数:週1回~2週間に1回力女F均的な回数です。

セン

過敏症・頭痛・肝機能障害・献血力tできなくなります

当院で使用しているヒト胎盤抽出物(ブラセンタ)は口口国△△社で製造され
たものを当院で個人輸入しております。

^
の の

ヒト胎盤抽出物を一般名とする医薬品は国内で承認されておりますが、承認され
ている効能・効果及び用法・用量と当院での使用目的・方法は異なります。

におしる安全にる報

現在重大なりスクは報告されておりませんが、 VCJ D (変異型クロイッフガレト
ヤコブ病)の伝播の理論的なりスクは否定できません。

につい

33

ブラセンタ注射

※由

プラセンタ注射

と

リク

リスク

ま

プラセンタ注射は、注射器を用いるため、細い血管に当たってしまい
内出血を引き越してしまうりスクがあります。
本製剤は生体由来の
体の感染は完全には

用:下症が出

過敏症・頭痛・肝機能障

について

内出血.

.

医療法

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

師X

2,500円ノ本

《

金額

2,500円/本

ヒト胎盤抽出物(カセンタ)は、医薬品医療機器等法において、「慢性肝疾
患における肝機能の改善」の効能・効果で承認されていますが、当院で行う美容
目的での使用にっいては国内で承認されていません。

入手等

「医品の承」「入手 」「内
の承医薬品等の有無」「諸外にお
ける安全性等にる情報」を記載する

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件1

Q2-13,2-14,3-25.3-26

.

.



4.広告するにあたって注声が必要な事例
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4.広告するにあたって注意が必要な事例

(23)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提
供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)

広告をしてはならない診療科名の表現

法令上根拠のない名称や、組み合わせの診療科名のうち、様々
な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかとし6点
が明確ではない名称にっいて、提供する治療の内容が記載されて
おらすネ明確であり、限定解除要件が満たされているとしても、誤
認を与える可能性があり、広告できない。

00歯科医院

ホーム^

診療科

解説

々な治療の方法がまれ、そのいずれの治
するのかという点が明確ではない

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX・XXXX

広告をしてはならない診療科名の表現に係る改善例

提供する医療の内容を明確に記載したうえで、限定解除要イ牛を
満たす必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

審美歯科

矯正歯科

小児歯科

師X
《

を

00歯科医院

_ホーム

診療科

審美歯科

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

当院における美歯科について

当院における審美歯科は、歯や口元の美しさに焦点を当てた総合
的な歯科治療のことを指しております。当院では補綴物を使用し
白い透明感と天然の歯に近い見た目で審美性力塙い「オールセラ
ミッククラウン」や、歯の汚れを落とし色を白くする「ホワイトニング」な
どの治療を提供しております。

オールセラミツククラウン

治療
ラミネートベニア

メニユー

ホワイトニング

》

補足

診療科名は、医療法施1テ令第3条の2で定められた診療科名又は当
該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの以外は広告
力闇められないが、限定解除要イ牛を満たすことで、広告は可能である。

限定解除の要イ牛を満たすためには、医療広告ガイドラインP31の広告可
能事項の限定解除要イ牛の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除要イ牛の③④を満たす必要が

ある。詳細1式本事例解説害P.27-33を参照。)

料金一

(解・2に加え)いずれの治療を
するかを明確に記載する

ノ、

師X

90,000・120,000

アクセス

《

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

オールセラミツクク

治

歯の表面を削り、白いセラミックをかぶせる、もしくは隙間に埋める
ことで、歯を白くきれいにします。

治療期間・回数

鳧 3癌程声
泊療回 2-5回

0

35

(・1に加え)
の限定解除要件を

P.27-33を照)

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

Q3-18

※

セラミック治療

リク

する治内容
たす(細は

リスク

治療によっては歯の体積を削る量が多し暘合があります。
また事前に神経の処置等が必要な場合があります。

について

治療後に軽い出血や痛みを伴う可能性力怖ります。
また稀にセラミックが欠ける可能ポ劼場ります。



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(24)提供される医療とは直接関係ない事項による、引

提供される医療とは直接関係ない事項の表現

医療広告ガイドラインでは、提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引す
る内容にっいては、広告は行わないものとされている。

事例提供される医療の内容とは直接関係のない事項

00グノニツク

トツプページ クリニツクー覧料金一覧

子どものみんなには治療後に、頑張ったご褒美にガチャガチャをプレゼント!

第3の1(8)その他ア②提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

36

当院で出産された方には、出産祝いとして赤ちゃんグッズをフレゼントしております。

アクセス

杉療時間 10:00~18:00
休診日 日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

X 品を呈する旨等を記載

している

師X

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

含●
00



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(25)費用を強調した広告

費用を強調した広告

医療広告ガイドラインでは、医療広告は、患者等が広告内容を適
切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の
伝達に努めなけれぱならないから、医療機関や医療の内容にっい
て品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない、
とされている。

臼キヤンペーンや割引を強詞した厶告

師X診療時間 10:00~18:00
休診日 日曜・祝日

00クリニツク 03-XXXX-XXXX

トッブページ治

お知らせ

!のンペーン20210701
夏の期間(フ/1-8/31)限定で、様々な治療お安くなります。

0脱毛治療

通常価格20,000円/1ケ月→割引価格15,000円

0ダイエット治療

通常価格100,000円/1ケ月→割引価格75,000円

⇔そのほかの治療でも割引をしております

X 噐面凱畍

美容整形外科

費用を強調した広告に係る改善例

キャンペーンや割引等の品位を損ねる、あるいはそのおそれがある
広告は控え、治療の費用は過度に強調せずに記載する。

記をしている

お知らせ

202ν7/30 夏季休暇にっいて
8月の9日・13日の期間、季休暇のため休診とさ
せていただきます.
なお、14日から1ネ通常の診療時間で診療します.
ご不便をおかけしますが、お間し屯し、ようご注意くだ
さい.

事例@会員特典として費用の割引を強調した広告

00クリニツク

トップページ

《

00クリニツク

トツプページ

用をに強調せず
に記載する

お知らせ

料金^のお知らせι2021/07/01)

7月1日から8月31日の間、「脱毛治療」「ダイエット治療」は料金
を変更致します。

0脱毛治療

価格15,000円/1ケ月

0ダイエット治療

価格乃,000円/1ケ月

"鳩0

診療時間 10:00~18:00
休診日白曜・祝日

03・XXXX-XXXX

当

X*"批比治内容

患者等を不当に

アブリ、'ご予約でさらにお安くなります!

アブ仂ち会員登録して、

診療時間

》

9:00~

田^

師X

14:30~

13:00

月火水木金土

000 00

休診

18:00

木・日

《

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

0 0 0

治療メニユー

一般皮膚科

各種治療30ψ0OFF詞引券をGet!

00

37

診療時間
休診日

一般整形外科

の引を強して、
引するをしている

10:00~18:00

日・祝日

-XXXX

第3の1(8)その他ア①費用を強調した広告

Q2-5

師X

美容皮膚科

《



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)

医薬叩の販売名

平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・
生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、
薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされて
いることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名にっいては、広告
してはならない。

事例医薬品の販売名

00クリニツク

ホーム

医薬品の販売名に係る改善例

医薬品又は医療機器にっいては、一般的名称等、特定されない
記載をすることにより、広告が可能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

AGA治療とは

AGAは日本語で「男性型脱毛症」と呼ばれており、脱毛症の一種で
す。現在では、薄毛や抜け毛に悩む男性のほとんどがAGAであるとい
われています。

診療時間 10:00~18:00
休珍日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

珍療内容

当院のAGA治療

医院紹介

当院では主にAGA治療として内服薬00(作成者注:医薬品の販
売名)を処方しております。

師X

用

アクセス

00(作成者注:医薬品の販売名)

h鄭$;ノノWWW.oodlnlc.mm

X '^. 売名が記

00グノニツク

されている

ホーム

はAG

AGAは日本語で「男,1生雪朗兇毛症」と呼{甜1ており、脱毛症の一種で
す。現在では、薄毛や抜け毛に悩む男性のほとんどがAGAであるとい
われています。

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

、

診療内容

当院のAGA治療

当院では主にAGA治療として内服薬を処方しております。

医院紹介

フ,500円

師X

《

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

アクセス

△△(作成者注:医薬品の一般的名称)

補足

医薬品又は医療機器の販売名にっいても、広告可能事項の限定解除
到牝満たした場合には、広告可能事項の限定が解除でき、広告力句能
である。

広告している医薬品が末承認の場合や、承認された効能効果以外の用
途で使用されている場合は、通常の限定解除到牛に加えて、「未承認医
薬品であることの明示」「入手経路等の明示」「国内の承認医薬品等の有
無の明示」「諸外国における安全性等に係る情報の明示」の記載が必要
である。

(詳細は本事例解説書P.32-33を参照)

医薬品の一的名称が
記載されている

医薬品医療機器等法

第3の1(8)その他イ①医薬品医療機器等法

Q2-15

フ,500円

38
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4,広告するにあたって注意が必要な事例

(27)バナー広告における違反

バナー広告の不適切な表現

医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若
しくは名称又は病院若しくは診療所の名称力畔寺定可能であること(特定性)」のいずれの要件も満たす場合、医療広告規制の対象になる
とされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずバナー広告も対象となる。
バナー広告では、禁止される広告は当然に不適切であることに加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する清報であって患
者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広告す
ること力ぐできない。

事例バ

httP5'//WWW

広告における違反

00情報サイト

トップ

おすすめの記

Aaaaaa

Bbbbbb

CCCCCCC

Dddddd

ニユース

△△クリニツク
皮の複数個所を
切開して脂肪を吸引

1回(日帰の
250,000円

1回(日帰の
550,000円

※りスクとして皮下出血や腫れ、しびれ
力処こることがあります。

新ニユース

コラム

X

X枇畷"剛一邸一,

比較良広告、の強調
に当する内容が記されて
いる

をるものとは異なり、患
者等が自ら求めて入手する

報でなく、限定解除要件
①をたさない状態で広告
可能以外が広告されて
いる。

公式情報

..

医療広告ガイドラインにおけるハナー広告の扱いについて

医療広告ガイドラインでは、広告可能事項の限定解除の具体的な要件にて、「インターネット上のバナー広告、あるいは検索
サイト上で、例えぱ「癌治療」を検索文字として検索した際に、スボンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対し
て費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。」
とされており、バナー広告は限定解除要件①を満たさないことから、広告可能事項以外を広告することはできない。
なお、バナー広告自体が一律禁止されているわけではなく、広告可能事項の範囲内であれば広告可能である。

医療法関連法令 法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号他

医療広告ガイドライン 第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要イ牛他

医療広告ガイドラインに関するQ&A QI-フ

師X

^

^

1部

2,000円
▼

h如S;ノノWWW.△△dinic.com

ナー広告から遷移した医療機関のホームページ

r▲

1

△△ク1 ニツク

1 1,000円 1
k,規入会キャンヘーン 1

^^^^^^^^

,闇

医院紹介木ーム アクセス

方法:脂肪吸引 03-XXXX-XXXX

皮下脂肪内に麻酔薬を注射し、皮の複数個所に
治療内容 吸引管が入る程度の切開をして脂肪を吸引します。

施術は半日で終了致します。

250,000円

半日、1回

治療部位の皮下出血や腫れ、しびれが起こることが
あります。

^^^^^^^

39

Ⅱ

費用

期問・回数

リスク・副作用

《

一師X

V

治



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(28)りスティング広告における違反

リスティング広告の不適切な表現

医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若
しくは名称又は病院若しくは診療所の名称力叫寺定可能であること(特定性)」のいずれの要件ぢ茜たす場合、医療広告規制の対象になる
とされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずりスティング広告も対象となる。
リスティング広告では、禁止される広告は当然に不適切であることに加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する清報であっ
て患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウエブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広
告すること力やできない。

事例りスティング広告における違反

hせP5;ノノWWW

脱毛治療

広告 WWW.★★.脱毛治療/▼

ーーー毛治が1部位2,000円_____
美容脱毛治療は、自由診療であるため一般的に費用力惰くなります。しかし当院で1毛君玉言邑
の1部位2,000円で施術を受けること力やできます。

広告 WWW.△△クリニック.美容治療/▼

脱毛治といえぱ△△クリニツク
当院では医療用脱毛レーザーを使用し、毛根部のメラニン色素に熱を吸収させることで、毛を成長
させる組織にダメージを与え、新しい毛が生えるのを抑えます。2か月おきに4-5回の照射で施術は
終了し、料金は20万円程度となります。照射中は痛みがあり、照射後も赤み力やでることがあります。

WWW.■■biyo>menu>脱毛治療▼

匪閥病院
当院で全身の脱毛治療を提供しております。医療機関し
脱毛機器を使用しているため、脱毛効果でしっかり脱毛したい

X

師X

q

X峠"即凱暗,砧部

告ガイドラインにおけるりスティング広告の扱いにっいて

医療広告ガイドラインでは、広告可能事項の限定解除の具体的な要件にて、「インターネット上のバナー広告、あるいは検索
サイト上で、例えぱ「癌治療」を検索文字として検索した際に、スボンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対し
て費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。」
とされており、りスティング広告は限定解除要件①を満たさないことから、広告可能事項以外を広告することはできない。
なお、りスティング広告自体が一律禁止されているわけではなく、広告可能事項の範囲内であれぱ広告可能である。

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号医療法関連法令

第5の1基本的な考え方第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件医^告ガイドライン 1

医療広告ガイドラインに関するQ8.A

記載されている

リスティング広告から遷移した医療機関のホームヘージ

一師X

に

h鄭S;ノノWWW.△△dinic.com

△△クリニツク

特定療機関ホームページを
るものとは異なり、患者等が自ら
求めて入手するでなく、限定
解除要件①をたさない状で
広告可能項以外が広告されて
いる

ホーム

治療内容

費用

期間・回数

リスク・副作用

医療用脱毛レーザーで、毛を成長させる組織にダ
メージを与え、新しい毛が生えるのを抑えます。

1部位:2,000円

1塒呈度、5回

照射中は痛みがあり、照射後も赤み力やでることがあり
ます。

医院紹介 アクセス

03-XXXX-XXXX

《

40

》



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(29)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反

特定の人のみが閲覧可能な広告における違反例

当該医療機関に係る情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧不可)であっても広告規制の対象になるため、禁止さ
れる広告は当然に認められない。

事例会一限定ページにおける違反

https;//WWW.△△Clinic.com

△△クリニツク

ホーム

当院では患者様の悩みや不安を解消するために、
施術内容や料金体系にっいて施術前に詳細な説明
不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

Q 診療のご案内(ヲ診療時間

月火水木金土症状から検索する

9:00~ 000 00 施術内容から検索する
13:00

施術部位力ち検索する

電話

Mail

03-XXXX-XXXX

XXXXXXXXX@yyy.jp

内容 医院紹介

《

14:30~ 000
18:00

休診:木・日

第2 広告規制の対象範囲

QI-10

△△院長が
施術します!

V

41

マイページヘログイン

アクセス

00

師X

X

h如S;ノノWWW.△△dinic.mYP3ge.com

特定の人のみが閲可なウエブサイト
であっても、広告や比較 告等
に該当する内容は、通のウエブサイトと
同に、禁止される広告であり、められ
ない

会員限定ページ

予約申し込み

会員情報変更

ロロロロさん

補足

虚偽広告や比較優良広告等だけではなく、法又は広告告示により広告力句能とされた事項以外の広告も認められないが、
通常のウエブサイトと同様、限定解除要件を満たすことで広告は可能である。限定解除の要件を茜たすためには、医療広告ガ
イドラインP.31の広告可能事項の限定解除要件の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除要件の③④を満たす必要がある。詳細よ本事伊愉¥説書P.27・おを参照。)

マイページメニユー

無料Web相談

お問い合わせ

次の受診日

7月21日

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

会員様限定情報

本クーボンを印刷してご持参ください。

通常価格1部位 50,000円

台療始めました

ゾどなたでも処置が可能です!お気軽にお問合せください。
ψ県内のA病院より5,000円以上お安く提供しております。

師X

ログアウト

受診履歴

退会手続き

脱毛治療割引クーボン

40,000円

蔦
凸


