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10月 8日

都 道府 県 医師会 担 当理 事  殿

日本 医師会常任理事

長 島 公 之

医療用 医薬 品の 「販売情報提供活動監視事業」について

時下益 々 ご清栄 の こととお慶び 申 し上 げます。

さて今般 、厚生労働省 医薬 。生活衛生局監視指導・麻薬対策課長より本会に封し、「販

売情報提供活動監視事業 について」の通知が発出されるとともにその周知方依頼 があ り

ま した。

平成 28年度 よ り厚生労働省 では医療現場 の医師・薬剤 師等 に対す る製薬企業の販

売促進活動 の状況 を、モニターか ら直接収集 して評価等 を行い、不適切事例 につい

ては、企業及び医療 関係者 に広 く公表 し警鐘 とす る とともに、必要 に応 じて行政指

導等の対応 を図 る 「医療用 医薬 品の広告活動監視モニター事業」 (以 下 「モニター事

業」 とい う。)が 実施 され て きま した。

モニター事業 については、「平成 30年度  医療用 医薬 品の広告活動監視モニター

事業報告書 について」 (令 和元年 5月 23日 付 け (地 69))等 によ り貴会宛 てにお送 り

した ところです。

今般 、不適切事例 の報告 をモニター以外 か らも広 く受 け付 けるべ き との指摘 がモ

ニ ター委員や事業報告書 か らな され た ことを受 け、モニ ター事業 を 「販売情報提供

活動監視事業」 として拡充 し、全ての医療 関係者 か ら不適切事例 の報告 を受 け付 け

ることとされ ま した。

報告 に当たつては、別紙 の とお り、厚 生労働省 の委託先である三菱 UF」 リサーチ&

令 和 元 年

コンサル テ ィングホー ムペー ジの該 当ペー ジ r htt nR:// wwwo murc, lD/hanbal打 ohoteikyo/)

を ご参照 くだ さい。

つ きま しては、貴会 におかれ ま して も本件 に関 して ご了知いただ きます とともに、

貴会会員 へ の周知方 につ きご高配賜 ります よ う、 よろ しくお願 い 申 し上げます。
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ホーム >医療関係者向け広告活動に関する情報提供窓口

医療関係者向け医療用医薬品の広告活動に関する情報窓口 |サィトについて

医療機関において適切性に疑義があると考えられる医療用医薬品の販売情報提供活動について報告していただくための窓口です。
本サイトは、三菱UFJリ サーチ&コ ンサルティング株式会社が、厚生労働省医薬・生活衛生局より委託を受け、販売情報提供活動監視事業の一環として運営をしておりま現

記載要領

報告様式

I記載方法等本報告に関するお問い合わせ

三菱UF」 リサーチ&コ ンサルティング株式会社

販売情報提供活動監視事業 事務局

E―mail:promOdOnomurc,,p

Teti 03‐ 6733‐1012(受付時間 :平 日10～12時、13～17時 )

日本報告事業の趣旨に関するお問い合わせ

厚生労働省 医薬 。生活衛生局 監視指導・麻薬対策課

Teti 03-5253‐ 11ユ1 (内 2762、  2763)



薬生監麻発 1001第 1号

令 和 元 年 10月 1日

公益社団法人 日本医師会担当理事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬姑策課長

販売情報提供活動監視事業について

平素より医薬行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

厚生労働省においては、臨床研究データを不正に利用した広告等が社会的な

問題となった事例を受け、平成 28年度より「医療用医薬品の広告活動監視モ

ニター事業」 (以下「モニター事業」という。)を実施してきました。

モニター事業とは、医療現場の医師・薬剤師等に対する製薬企業の販売促進

活動の状況を、モニターから直接収集して評価等を行う「広告活動監視モニタ

ー制度」を構築した上で、不適切事例については、企業及び医療関係者に広く

公表し警鐘とするとともに、必要に応じて行政指導等の紺応を図ることによ

り、企業による適正な広告活動を確保するための環境整備を進めることを目的

としたものです。

今般、不適切事例の報告をモニター以外からも広く受け付けるべきとの指摘

がモニター委員や事業報告書からなされたことを受け、モニター事業を「販売

情報提供活動監視事業」 (以下「本事業」という。)と して拡充し、全ての医療

関係者から不適切事例の報告を受け付けることとしました。

つきましては、報告様式をはじめとした関係資料をお示ししますので、貴会

会員等に姑し周知いただくとともに、本事業に協力いただきますようお願い申

し上げます。



販売情報提供活動監視事業について

1.事業 目的

大手製薬企業による、臨床研究データを不正に利用した広告等が社会的な

問題となった事例を受け、厚生労働省においては、医療用医薬品を封象とし

た広告活動監視モニター制度を構築 し、医療現場の医師・薬剤師に対する企

業の販売促進活動の状況を直接収集 して評価等を行い、不適切な事例につぃ

ては製薬企業及び医療関係者に広く公表 し、警鐘とするとともに、必要に応

じて、行政指導等の対応を図ることにより、企業による適正な広告活動を確

保するための環境整備を進める「医療用医薬品の広告活動監視モニター事

業」 (以 下 「モニター事業」とい う)を平成 28年度より実施 してきた。

モニター事業については、多くのモニターより、「不適切広告等の報告活動

に携わることで、医薬品広告等を鵜呑みにすることなく注意深く評価する意

識が向上したことから、報告活動の対象を全医療機関・薬局に拡大すること

によつて、医療関係者全体の意識 a技能向上に繋げることができる」との指

摘がなされている。

本事業は、モニター事業を「販売情報提供活動監視事業」として拡充する

ものであり、大型の総合病院を中心に配置しているモニターの体制を、精坤

疾患や慢性疾患息者がいる中規模病院にも拡大するとともに、新たにモニタ

ー配置施設以外の医療機関・薬局からも幅広く不適切事例を受け付けること

により、収集事例の多様化に加えて、実質的な「不適切な販売情報提供活動

報告制度」の整備を図るものであるも

2.事業概要

①医療関係者向け広告に関する医療機関の医薬関係者からの情報収集

②医療関係者向け広告に関する医療機関・薬局の医薬関係者 (モニター以

外)からの報告収集・評価

③精度の高い報告を確保するための医療関係者に対する普及 G啓発活動

④医学専門誌等の記事体広告等で示された広告の表現内容等に関する調査

⑤モニターとなる協力医療機関の担当者への研修会及び広告活動監視モニタ

ー事例検討会の開催

⑥報告書の作成

3.実施主体

①事務局

三菱UFJヅ サーチ&コ ンサルティング株式会社



②厚生労働省担当部局

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

4.不適切事例の報告it又隻

①趣旨

医療用医薬品について、製薬企業等から虚偽・誇大広告、承認前広告を

はじめとする広告規制に抵触するおそれのある広告活動があつた際、医療

現場における医薬関係者より情報提供いただくことで、本事業における報

告収集の強化を図るもの。

②情報提供の方法

本事業事務局 (三菱UFJツ サーチ&コ ンサルティング (株))のホーム

ページに設置された「医療関係者向け医療用医薬品の広告活動に関する情

報窓口」サイ トに掲載されている記入要領及び報告様式に基づき、事務局

宛にメールにてお送 りいただく。

医療関係者向け医療用医薬品の広告活動に関する情報窓ロサイ ト

URL:htt,s:〃 wwЧmurc.iっ′hanbattolЮteikyo/

報告送付先

Ma担 :promotion@murct,p

5。 一般報告の受付開始時期

令和元年 10月 1日 から



厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導口麻薬対策課委託「販売情報提供活動監視事業」

医療関係者向け医療用医薬品の広告活動に関する情報窓口
(■ )概要
厚生労働省では、医療用医薬品を対象とした広告活動監視モニター制度を構築し、企業の販売促進活動の状況を直接

収集して評価等を行い、不適切な事例につしては製薬企業及び医療関係者に広く公表し、肇鐘とするとともに、必要に応じて、
行政指導等の対応を図つております。今般、広告活動監視モニター制度を拡充した「販売情報提供活動監視事業」の一環と
して、モニター以外の医療関係者からも不適1明な事伊Jの報告を広く受け付けることとなりました。

(2)情報窓口について
製薬企業等による広告活動、医療関係者向けの専門誌・学会誌、製薬企業ホームページ、医療関係者向け情報サイト等

において、適切性に疑義があると思われる医療用医薬品の販売情報提供活動に関する報告をしていただくための窓口を設け
ました。以下のスキームにおして、受け付けた報告は、厚生労働省に報告の上、有識者等を構成員とする事例検討会におして
検討を行しヽます。

モニター医療機関

厚生労働省 選定、依頼
玉一部業務を委託

事務局 :三菱UF」リサーテ &コンサ′

"硫
ング株式会社
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業界回体の自主規範
の見直しを依頼

モニター報告

J製薬企業等による、適切性に疑義があると思われる販
売情報提供活動に関する情報を積極的に収集し、本事
業事務局に報告

MR等による
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医薬品企業
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事例検討会の開催
・有識者等で構成
B報告事例に関する評価及び情報共有 等

検討会の評価結果に対する対応
日事例検討会おいて出された評価結果について、
法令違反に該当するかどうか行政上の判断

モニター 医療機関日薬局

一般報告→ょり多くの医盛田係者からの情報収集

B製薬企業等による、適切性に疑義があると思われる販
売情報提供活動を受けた際に、「情報窓口」に報告



厚生労働省医薬 B生活衛生局監視指導 B麻薬対策課委託「販売情報提供活動監視事業」

「医療関係者向け医療用医薬品の広告活動に関する情報窓口」について

■ 概 要

本事業では、適切性に疑義があると思われる、製薬企業等による医療用医薬品の販売情報提供

活 動 に つ い て 、 医 療 関 係 者 の 方 々 か ら 広 く 事 例 報 告 を ウ ェ ブ サ イ ト

(https=す1坤・murc.ip/hanbattohotethJ)に て受け付けています。

大手製薬企業による、臨床研究データを不正に利用した広告等が社会的な問題となった事例を

受け、厚生労働省においては、医療用医薬品を対象とした広告活動監視モニター制度を構築し、

医療現場の医師・薬剤師に対する企業の販売促進活動の状況を直接収集して評価等を行い、不適

切な事例については製薬企業及び医療関係者に広く公表し、警鐘とするとともに、必要に応じて、

行政指導等の対応を図ることにより、企業による適正な広告活動を確保するための環境整備を進

める「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業」を平成 28年度より実施しています。今般、不

適切事例の報告をモニター以外からも広く受け付けるべきとの意見がモニター委員や事業報告書

から指摘されたことに伴い、モニター以外の医療関係者から広く報告を受け付けることとし、「販

売情報提供活動監視事業」として拡充することとなりました。

こうした背景の下、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課より委託を受け、三菱

UFJリ サーチ&コ ンサルティング株式会社では、「販売情報提供活動監視事業」の一環として本

サイ トを運営しております。

■ お預か りする情報の取 り扱いについて

。本事業へのご協力は皆様の自由な意思に基づくもので、ご協力いただけない場合でも不利益を被る

ことはありません。

・お預かりする情報は、当社の「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従つて適

切に取り扱います<h的 :〃郎 、murc.ip/pronie/pr市acュhtml>。 ご不明な点は上記の「お問合せ・送付先」

までご連絡ください。

・頂いた報告は、厚生労働省および本事業事例検討会の委員と共有させていただきます。また、回答者

および回答者の所属医療機関等が特定されないように事例としてとりまとめ、有識者等で構成され

る事例検討会において内容を検討 。確認した上で、公開することがあります。ただし、情報を提供い

ただいた回答者及び回答者の所属医療機関等の個別名を製薬企業に提供することは一切行いません。

■ 記載方法等本報告に関するお問合せ 。送付先  ■

〒105‐8501 東京都港区虎ノ門 5‐ ■‐2 オランダヒルズ森タワー

三菱UFJリ サーチ&コ ンサルティング  (販売情報提供活動監視事業 事務局)

経営コンサルティング第一部 渡辺、新村、丹羽、石倉、社会政策都 田極

メール :pЮ■louon@murc.jp



■ 回答方法

ウェブサイ ト (h的9/wttЧ murc.ip/hanb五iohotthJ)よ り疑義報告様式をダウンロー ド (Excel

ファイル)し、ご回答 ください。詳細の記入例は下記をご参照ください。

■ 提出方法

回答した疑義報告 (Excelフ ァイル)にパスワードを設定し、pЮmodon@mWCも pまでご送付く

ださい (パスワー ドの設定方法は下記をご参照ください)。 パスワー ドは、疑義報告 とは別のメー

ルにて、pЮmotion@inurCjpま でご送付ください。

また、製薬企業等からの販売情報提供活動で提供された資料等があれば合わせてメールに添付

してご送付ください。

<パスワー ドの設定について>
① ファイルメニューから「名前を付けて保存」をクリックします。

② ウインドウが表示されたら、画面右下部の「ツール」をクリックし、一覧から「全般オ

プション」をクリックします。

③ ポップアップウインドウ内の「読み取リパスワー ド」ボックスに任意のパスワードを入

力し、「OK」 をクリックします。

④  「パスワードの確認」が表示されます。設定したパスワードを再度入力して、「OK」 をク

リックします。

⑤  「ファイル名」ボックスに任意のファイル名を入力して、「保存」をクリックすると、パ

スワード付きのファイアレが作成されます。

■ 記入方法

【報告年月日・所属・氏名等】 それぞれ、ご記入ください。「所属医療機関 B薬局」「氏名」「連

絡先」は本報告の内容について弊社からお問合せをする際に使用いたします。それ以外では一切

使用いたしません (事例検討会や報告書等でも使用することは一切ございません)。

なお、本事業では、ご報告者が医療関係者でない場合やご報告者の所属医療機関等・氏名が確

認できない場合については、「疑義報告」として受理しませんこと、予めお断り申し上げます。

【① 情報を入手した日】 西暦で年月日をご記入ください。

【② 情報を入手した人】 報告される方ご本人が入手した場合は「1」 を、それ以外の方が入

手した場合は「2」 を選択してください。

【③ 情報を提供した企業】 具体名をご記入ください。

【④ 情報が提供された製品名】 医薬品名を具体的に (添付文書に記栽の商品名など)ご記入

ください。後発医薬品の場合は、企業名 (屋号)も含めてご記入ください。

【⑤ 先発医薬品 E後発医薬品の別】 先発医薬品は「1」 を、後発医薬品 (バイオシミラー含

む)は 「2」 をプルダウンより選択してください。

【⑥ 医薬品の薬効分類名】 添付文書の販売名コー ドの頭 3文字分の数字により示されている、

薬効分類名をプルダウンより選択してください。
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【⑦-1 情報を入手した方法】 選択肢の中から、該当するものすべてを選択してください (複

数回答可)。 なお、9・ 10・ Hについては、具体的な名称もご記入ください。

【②-2 製薬企業担当者の職種】 情報提供を行つた製薬企業担当者の職種について、「ⅢIR(医

薬情報担当者)」
「MSL(メ ディカル・サイエンス・ジエノン、医学・科学的なエビデンスや高度

な専門知識をもとに、医薬品の情報提供を支援する職種)」 「その他」のいずれかをプルダウンよ

り選択してください (⑦■で「1」 ～「6」 を選択した場合のみご回答ください)。

【③ 情報提供があつたタイミング】 情報提供があったタイミングについて、「薬事承認前」「薬

事承認後～保険収栽前」「保険収載後」のいずれかをプルダウンより選択してください。

【③呵 資料の提供について】 資料の提供について、「資料あり」「資料なし」「資料を要求した

がなし」のいずれかをプルダウンより選択してください。

【⑩ 不適切な情報提供の疑いのある項目】 1.～ 13.の各内容についてあてはまる場合は

それぞれプルダウンより「O」 を選択してください (複数回答可)。

(ご参考)厚生労働省ホームページ :医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書 等

○平成 30年度報告書→<httsI,サ呻 ,mmЧ tt。 .ip/content/000509783.pd傍

O平成 29年度報告書→

O平成 28年度報告書→

<httpsツ/wⅥ再砿mmv比宜。,iっ/flle/06‐Seisakuiouhou-11120000‐ Ivakushoku曲 oh/0000183615。っdf>

<データについて>
1,信頼性の欠けるデータを用いた

O承認審査等で未評価のデータ、学術雑誌に未掲載のデータを用いた

Oサブグループ解析の結果のみ (当初から計画されたもの以外)を用いた/等

2.整合性のないデータを用いた

O対象薬と一対―で対応 していないデータ

O臨床データとは関係のない非臨床データ /等

3.(引 用時に)データの抜粋・修正・統合等を行つた

0例 :比較試験の結果から対照群のデータを削除して紹介した場合 /等

3



比較試験の結果から対照群のデータを削除して紹介した事例

◆医薬品の種類:抗菌葉
◆問題のあつた情報提供活動・資材:MR提供資料及びホームベージの臨床試験結果紹介

C社のホームページ及びMRが提供した資料に、抗菌薬の臨床試験結果が紹介されていた。主要評価項目B副

次評価項目を問わず、臨床効果、細菌学的効果、医師による評価、有害事象等の多数の掲載グラフで、と戯遺
。比較対

、C社の い

目の評価は95'お信頼区間を用いて「

'F劣

性」、「侵越」の判断を行つたという記載はあるものの、その評価結果
は示されていなかつた。

く結果紹介のグラフ>          <引 用治文のグラフ>

息4% 84X

有
効

率

有

伸 筆
朗

搬与韓了時  X験 47碑
(主要許

“

項目〕
数与韓7" ユ,47備

(主要F“項目)

(】Dグラフはイメージ

4.(引 用時に)グラフの軸の尺度の変更、矢印 B補助線の追加、着色等を行つた

○例 :3群比較試験の結果のうち、1群または 2群の結果のみをグラフで示した場合 /等

◆医薬品の種類:Л旨賞異常症治療薬
◆問題のあつた情報提供活動・資材:プレゼンテーション用スライド

院内説明会での説明スライド中において年審査報告書では3群比較試験であつた、有効性を示す複数のグラフ

について、1群または2群の結果のみを抽出したグラフを示していた。3群のうち2群は本剤 (低用量群、高用量

群)であるが、TG変化率等を比較するグラフにおいて、低用量群とプラセボ群のみの結果が紹介されていたの

で、審査報告書を確認したところ、投与量が増えても結果に大きな差異は見られなかつた。

明するべきである。

5。 上記 1～ 4以外で事実誤認の恐れのあるデータ使用・加工をした

<説明 日表現について>
6,誇大な表現を用いてデータを説明した

Oデータに誤りはなくとも、説明時に、誇大な表現を行つた場合

○例 :製品名の由来 (「卓越した」という意味を持つ単語が含まれる)を示し、

果を持つ薬剤」と強調して説明する場合 /等

「卓越した効

◆医薬品の種類:抗菌薬
◆問題のあつた情報提供活動・資材:企業担当者による口頭説明、ヒアリング用資料

薬剤部ヒアリングで企業担当者が、製品名の由業 (「虫越したJという意味を持つ単層が含まれる)を示し『上
担 :_Ⅲ勧ユ■手̀ oと謝 :>冶田 :´T,い日目l_卜⌒臨床試験では、対照葉に対する非劣性が検証されたに過ぎず、製

品名を利用して「卓越した」と強閉してプロモーションを行うことは誇張と思われる。

4

3群比較試験の結果のうち、1群または2群の結果のみをグラフで示した事例

製品名の由来をプロモーションに用いた事例



異なる規格の製剤の情報をもとに、エビデンスに基づかない説明を行つた事例

7.エビデンスのない説明を行つた

0例 :異なる規格の製剤の情報を基に説明 (10mgま たは20 mgの製剤の使用が想定されて

いるにも関わらず、5mg製剤について説明)を行つた場合 /等

◆医薬品の種類:酸分泌抑制薬
◆問題のあった情報提供活動・資材:企業担当者による日頭説明

企業担当者から医師が、逆流性食道炎の維持療法への本剤Smg製剤 (10mg製剤と20mg製剤は後発医薬品

が販売されているが、5mg製剤は販売されていない)の使用を働奨された。

とを根拠に、

8.未承認の効能効果や用法用量を示した

○例 :保険の査定を受けないことを説明し、暗に添付文書の記載内容に反する処方を勧奨し

た場合 /等

◆医薬品の種類:パーキンソン病治療薬
◆問題のあつた情報提供活動・資材:企業担当者による口頭説明

添付文書では、重篤な副作用発現のおそれがあるため、記載の併用禁忌薬剤との投与間隔について所定の

間隔を置くよう明配されていた。しかし企業担当者からは、『投与蘭隔については明積なiビギシスがあるわけで

建盗生占強皿巫出握譴口H函塾岨酸塗畠生豊建避慶辺盤』u陸と同様の説明は地域の医療機関て広く行つて
いるようであつた。

9,上記 6～ 8以外で事実誤認の恐れのある表現を用いた

10,安全性を軽視した (副作用を含む安全性等の情報提供が不十分な場合も含む)

○例 :新薬の処方日数制限に反する使用方法を勧奨した場合 /等

◆医薬品の種類:緑肉障・高眼圧症治療薬
◆問題のあらた情報提供活動・資材:企業担当者による口頭説明

新薬ヒアリング時に、新薬の14日処方制限のため患者の来院間隔と合わず採用が困難であることを伝えたと

ころ、企業担当者より「1本処方すれば1か 月は使用できるので、1か月ごとの業院間隔でも可能である 1との説

田井呼 けた ^

11.利益相反に関する事項を明記しなかつた

O例 :製品紹介動画中で引用している論文の COIを標示しなかつた場合 /等

◆医薬品の種類:鎮痛薬
◆問題のあつた情報提供活動・資材 :医療関係者向け情報サイト上の製品紹介動画

医療関係者向け情報サイト上の製品紹介動画中で、本剤の安全性を示すために引用していた論文について、
『

保険の査定を受けないことを説明し、暗に添付文書の記載内容に反する処方を勧奨した事例

新薬の処方日数制限に反する使用方法を勧奨した事例

製品紹介動画中で引用している論文のCOlを表示しなかつた事例

5



本剤のバイオシミラーにとって不利益となる情報提供を積極的に行つた事例

12.他社の製品を誹謗 B中傷する表現を用いた

O例 :本剤のバイオシミラーにとつて不利益となる情報提供を積極的に行つた場合 /等

◆医薬品の種類:抗がん剤
◆問題のあつた情報提供活動・資材:企業担当者による情報提供

企業担当者より、間い合わせも行っていないにもかかわらず、「本剤のパイオシミラーが海外で承盟されなかっ
Ⅲ lμ♂〕構

"爆
韓弁iVtけナ,^なお、その詳細に関する情報は「入手していないJとのことであつた。同様の事例は

複数のモニター医療機関から報告されており、他にも以下のような情報提供があつた。

・ バイオンミラーが外挿によつて適応取得しており、臨床試験が少ないことを強調するような説明。

・ バイオンミラーが先行バイオ医薬品と「同等/同資」ではあるが、「同一」ではないことを強調するような説明。
。 「既に先行′ヽイオ医薬品を使用している患者については、バイオシミラーに切り替えることはできない」との説

明(切り替え自体は禁止されていない)。

・ 本剤とは無関係である別の製品のパイオシミラーに対する、「効果は疑間である」「精製が悪い」といった発

言。

13。 その他

○上記にあてはまらないが、違反が疑われる場合

【⑪ 悪質だと疑われる項目】 1.～ 3.の各項目についてあてはまる場合はそれぞれプルダ

ウンより「○」を選択してください (複数回答可)。

【⑫ 問題があると思われる内容 日その理由】 問題があると思われる内容と、その理由につい

て、具体的にご記入ください。この内容について具体的なご記入がない場合は、疑義内容につい

て判断がつきかねるため、事務局よりご照会させていただきます。

【① 事例としての取扱いについて】 ご報告いただいた医療機関等や製薬企業の MR個人、医

薬品等が特定できないよう、3ページから5ページに記載の「例」のような形式で事例としてとり

まとめることを予定しております。その際は、ご報告いただいた医療機関等が特定されないよう

に留意して取りまとめを行います。なお、製薬企業等との詳細なやりとりが記載されている等の

理由により、そのまま事例として取り上げると、医療機関等が特定される恐れがあるなどの特別

な理由がある場合は、「事例化には注意が必要」欄のプルダウンにより「O」 を選択し、理由をご

記入ください。また、一定期間経過後は事例としてまとめ公表することについて支障がなくなる

場合は、注意が必要な期間をご記入ください (例 :市販後であれば事例化は問題ない)。

※ご記入方法等がご不明の場合は、下記までお問合せ ください。

■ お問合せ先 :

三菱UFJリ サーチ&コ ンサルティング 渡辺、新村、丹羽、石倉、田極

メ‐―ル :promotion@murc,,p
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送●士 prOmOtion@murc lp
三ミ〕FJリサーチ&ヨ ンサ ,テノンク豪主全社 賑売1出 ギ|を

(~i舌 これ監=甲 事ミ 事,E皇完

tモ  イt表 。:ら ,!'C,llヨコン■れテインク
'一

言「

疑嶺報告

ルダウン武:票剤暉/■阿/その他〕

ご速格先は必ずど記入くださ

ルダウン武:MR/MSt/その他)

:嘉事示B曲/棗亭承B俊～保険収破苗/

ルダウン貧:資料あり/資料なし/資料を要求したがとし)

)/与

/等

也構先 (o一 msI、 電E舌番号):

R租 :

氏名 :

所属医僚機関・葉周 :

ほ告年月日 てご

“

入ください

瞬理 際か めつた,■ ミンク
するものとブルダウン■でヨR

C子例としての取搬しЧこついて
来麟出するB合、カ レタウン武て菫沢

υ問題があ●と思わπL● 困警・

その理由

lp患環たと盛われ●〕R日
取麟彗するものとて喜ブルダウン武てヨ
R

9‐I貢科の理際について
巖讚当するB合、フルケウン貧でBR

くヽう :(1～ 0をE～たコ百
'② 2摂菓企業担当者の職種

牽鱗当するも口,とカレダウン■でE倶

択

つ寿弟H祭齢・強寿■栞いの房]

眼蟄当するもの
=ブ

ルアウン■で選択

砂瞬ほと翼 際 した IE票

切
「

穏を
^干

した本
来は当するものとブルタウン■で選択

〔ジ晴暉吾人手した日

1 先死医薬

4 製薬企業担当者 (データ ,提9

2 後発医薬品 (′
くイオンミラー

10 有効性のみを強爾 した (IIl作 用を含む安全性等の情報提供が不十分な場合 も含む ,

事例としての公表には注意が必要

→その理由 :(
→注意が必要な翔間 :(

12 他社の製品を静樹・ 中傷十る表現を用いた

11 利養相反 に関する事項を朗記 しなかった

8 未承認の効能効果や用法用量を示 した

7 工 rデ ンスのないれ明を行つた

6 簿大な表現を用い し た

S 上記 1～ 4以外で手柔際BBの 番れのあるデータ使用・加工をした

硯舅・ 最現について

2 整合性 のないデータを用いた

1 信頼性の久 けるデータを用いた

担供された資料を本報告の送付メールに濠付ください

)

11 その1也

→ 入手 方 法 :(

】

10 医療関係者向け専門聴・学会誌
→器え・ 月舟 : `

)

9 医療関係者向け情報サイ ト
→サイ ト名 :(

)ヽ



(参 考)

医薬品・医療機器等における広告規制について

1.広告規制の関連条文

「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

(昭和 35年法律第 145号)」 (以下、薬機法とい う。)においては、以下 3点

について禁止 。制限規定が設けられている。

①虚偽・誇大広告の禁止 (法第 66条 )

・ 医薬品等の名称、製造方法、効能 。効果、性能に関して、虚偽・誇大

な記事の広告・記述 D流布を禁止

・ 医薬品等の効能 ,効果、性能に関して、医師等が保証したと誤解され

るおそれのある記事の広告 a記述・流布を禁止

・ 医薬品等に関して堕胎暗示、わいせつにわたる文書・図画の禁止

②特定疾病用医薬品広告の制限 (法第67条 )

・ 医師等の指導下で使用されるべき、がん等の特定疾病用の医薬品に関

して、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限

③未承認医薬品の広告の禁止 (法第 68条 )

,未承認医薬品等の名称、製造方法、効能 と効果、性能に関する広告の

禁止

2.広告の該 当性

薬機法における医薬品等の広告に該当するものは、以下の 3要件を満たす

ものとする。広告の媒体は問わない。 (口頭の説明も含む。)

※「薬事法における医薬品等の広告の該当性」 (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)

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

特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

一般人が認知できる状態であること

3.医薬品等適正広告基準

①  「医薬品等適正広告基準」 (平成 29年 9月 29日薬生発 0929第 4号厚生

労働省医薬 。生活衛生局長通知)~②
 「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項」 (平成 29年 9月 29日薬

生監麻発 0929第 5号厚生労働省医薬 。生活衛生局長通知)



目的 :

・ 医薬品等の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその

適正化を図ること。

広告を行 う者の責務 :

・ 使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な

情報の伝達に努めること。

主な基準 :

・ 医薬品等の品位の保持

・ 虚偽、誇大なおそれのある広告の禁止
。 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止
。 医療用医薬品等の一般人向け広告の禁止
。 他社製品のひぼう広告の制限

・ 医薬関係者等の推せん表現の禁止 等

4.医療用医薬品の販売情報提供活動ガイ ドライン

①  「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイ ドライン」 (平成 30年

9月 25日薬生発 0925第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 )

②  「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイ ドラインに関するQ&
A」 (平成 31年 2月 20日厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬姑策

課事務連絡)

③  「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイ ドラインに関するQ&
A(その 2)」 (平成 31年 3月 29日 厚生労働省医薬 。生活衛生局監視指

導・麻薬対策課事務連絡)

④  「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイ ドラインに関するQ&
A(その 3)」 (令和元年 9月 6日 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・

麻薬対策課事務連絡)

目的 :

・ 医療用医薬品の販売情報提供活動において行 う広告又は広告に類す

る行為を適正化することにより、適正使用を確保 し、もつて保健衛生

の向上を図ること。           ・

適用範囲等 :

・ 医薬品製造販売業者、その委託先 。提携先企業及び医薬品卸売販売

業者が行 う販売情報提供活動が紺象。

・  「販売情報提供活動」とは、能動的・受動的を問わず、特定の医療

用医薬品の名称又は有効性・安全性の認知の向上等による販売促進を

期待 して、情報を提供すること。



・ 「販売情報提供活動の資材等」とは、当該活動に使用される資料及

び情報をいい、日頭による説明、パソコン上の映像、電磁的に提供

されるもの等、その提供方法、媒体を問わない。

・ 医薬情報担当者、メディカル・サイエンス・ リエゾンその他の名称

やその所属部門にかかわらず、雇用する全ての者等に対し適用。

基本的考え方 :

・ 販売情報提供活動の原則

医薬品製造販売業者等の責務 :

販売情報提供活動の担当者の責務 :

その他 :

・ 未承認薬・適応外薬等に関する情報提供

・ 医薬関係者の責務 等

※ 上記の関連通知等については、厚生労働省ホームページに掲載しており

ますので、適宜御確認ください。

https://岬,mhlv.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunla/kenko望 _lrlou/iェ ak

uhin/koukOkukisei/index,html




