
　◆医療、薬事、高齢者介護サービス等に関する広告　

　

１　病院・診療所及び医業・歯科医業に関する広告

１　医療法等で定められた表示可能な事項

（１）医師又は歯科医師である旨

（２）法律で定められた診療科名

　・〔医業〕内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科（又は胃腸内科）、

循環器内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳

神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、ひ尿

器科、性感染症内科、こう門外科、産婦人科（又は産科・婦人科）、

眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、心療

内科、アレルギー科、リウマチ科など

　・〔歯科医業〕　歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

　・〔厚生労働大臣の許可を受けたもの〕　麻酔科のみ　

　　　　　　医師名を付記すること　麻酔科（医師名○○）

（３）病院又は診療所の名称、電話番号及び所在地を表すもの、並びに病院又

は診療所の管理者の氏名

（４）診療日、診療時間及び予約による診療の実施の有無

（５）厚生労働大臣が定める医療機関又は法令の規定に基づく病院又は診療所

もしくは医師、歯科医師である旨

　（イ）厚生労働大臣が定める医療機関である場合

　　・健康保険病院、社会保険病院（又は各診療所）である旨　・船員保険病

院（又は同診療所）である旨　・国民健康保険病院（又は同診療所）であ

る旨

　（ロ）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場合

　　・救急病院　・休日夜間急患センター　・第二次救急医療機関　・エイ

ズ診療拠点病院　・災害拠点病院　・へき地医療拠点病院　・総合周
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産期母子医療センター　・がん診療連携拠点病院　等である旨

　　　※当該制度の概要や認定を受けた年月日についても表示可能

　（ハ）法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院も

しくは診療所又は医師もしくは歯科医師である場合

　　〔主なもの〕

　　　・保険医療機関又は特定承認保険医療機関　・労災保険指定病院、労

災保険二次健診等給付病院（又は各診療所）　・母体保護法指定医　

　　　・臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院（又は同診療所）　

　　　・身体障害者福祉法指定医　・精神保健指定医、精神保健指定病院又

は応急入院指定病院　・生活保護指定医又は同歯科医、生活保護指定

病院（又は同診療所）　・結核予防法指定病院（又は同診療所）　・指定

養育医療病院（又は同診療所）　・指定療育機関　・戦傷病者特別援護

法指定病院（又は同診療所）　・公害医療機関　・外国医師又は外国歯

科医師臨床修練指定病院　・指定自立支援医療機関　・特定感染症指

定医療機関、第一種又は第二種感染症指定医療機関　・入院時食事療

法の基準に適合している保険医療機関…等である旨

　　　・「特定疾患治療研究事業」による治療研究に係る医療の給付を行って

いる旨　・児童福祉法施行令（第23条の２第２項第１号）の医療の給付

を行っている旨

　　　・指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定介

護療養型医療施設である旨　等

　　　※指定を受けた制度に関する説明等の表示も可能

（６）入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護

師その他の従業者の員数、その他当該病院又は診療所における施設、設

備又は従業者に関する事項

　（イ）病床の種別は、「一般病床」、「療養病床」、「精神病床」、「感染症病床」、

「結核病床」の５種に類別される

　（ロ）従業者の員数に関する事項で表示可能なもの
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　　　・従業者の人数　・従業者の患者数に対する配置割合　・性別や職種

別又は病床、病棟もしくは診療科ごとの人数や配置状況　・医療従事

者以外の従業員の人数及び配置状況　等

　　　（注１）人数や配置割合はいつの時点の数値であるかを歴月単位で付記

し、少なくとも年に１度は更新すること

　　　（注２）人数や配置割合は、年報やホームページ等で公表されているも

のであること

　（ハ）施設、設備に関する事項で表示可能なもの

　　①施設の概要　（客観的な事実として検証可能な事項であること）

　　　・病院、診療所の建物の外観又は内装の写真もしくは図絵　・病院、

診療所の敷地内の写真もしくは図絵　・敷地面積　・床面積　・階層

数　・エレベーター数　・設計者、施工者の名称　・免震又は耐震構

造である旨　・工法　・工期　・病棟配置図　・院内案内図　等

　　②保有する施設設備に関する事項

　　　・手術室や集中治療室（ＩＣＵ）、患者搬送車等の有無又はその数、も

しくはその室の面積等

　　③据え置き型医療機器等の配置状況

　　　・画像診断装置や放射線治療器等の据え置き型医療機器、又は空気清

浄機等の医療機器以外の据え置き型機械器具の配置状況、及びそれ

らの一般的な名称（ＭＲＩ、ＣＴ、ガンマナイフ等）、写真、導入台

数又は導入日等について表示可能

　　　（注１）医療機器の販売名や型式番号については表示できない（薬事法

による規制）

　　　（注２）医療機器の機能や使用に関する説明等も表示可能。但し後掲

（11）に規定する表示可能な内容であること

　　④病室、機能訓練室、談話室、食堂、浴室又は院内売店その他の設備に

関する事項

　　　・これらの設備についての有無、数、広さ、空調状況、利用可能時間、

費用又は設置年月日等の表示が可能

－74－



　　⑤障害者等に対する構造上の配慮

　　　・バリアフリー構造、院内点字ブロック、点字表示又は音声案内設備

等の有無、その他車椅子利用者、視覚障害者等への配慮を施した構

造である旨等の表示が可能

（７）当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、

看護師その他の医療従事者及び医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、

性別、役職、略歴、その他のこれらの者に関する事項で厚生労働大臣が

定めるもの

　　　（注）医療従事者には非常勤の者も含む。但し常勤者と誤認されないよ

う、非常勤である旨もしくは勤務日時等を明示すること

　（イ）医療従事者とはつぎの者をいう

　　　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科

衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、

理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、

救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士又は栄養士

　（ロ）医療従事者及び医療従事者以外の従業者の役職

　　　（例）「院長」「外科部長」「薬剤主任」「看護師長」「事務長」等

　　　（注）役職は当該病院、診療所における役職のみ表示可能で、それ以外

の学会や公的団体等での役職は表示できない（略歴の中では可）

　（ハ）医療従事者の略歴

　　　・略歴は医師や歯科医師等、医療従事者としての一連の経歴を簡略に

示すものとして、生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した

医療機関（診療科、期間を含む）等について総合的に表示すること

　　　（注）専門医や認定医等の資格の取得については略歴に含めないこと

　（ニ）医療従事者以外の従業者の略歴

　　　・前項（ハ）に準じて表示すること

　（ホ）医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨

　　　・厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた場合にはそ
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の旨の表示ができる

　　　　（例）「（財）日本消化器病学会認定　消化器病専門医」

　　　　　　「（社）日本看護協会認定　がん看護専門看護師」

　　　　（注）「医学博士」の称号は表示できない（略歴の中では可）

　　　　　※表示可能な専門医資格は別掲〔表１〕参照のこと

（８）管理、運営に関する事項

　　・医療に関する相談に応ずるための措置や医療の安全を確保するための

措置、個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置、その他の病

院、診療所の管理、運営に関する事項について表示することができる

　〔主なもの〕

　（イ）休日又は夜間における診療の実施

　（ロ）診療録を電子化している旨（電子カルテの導入）

　（ハ）セカンドオピニオンの実施又は実績に関すること

　　　・内容の説明や費用、予約の受け付けに関する表示も可

　　　・他の医療機関に紹介した患者数又は他から紹介を受けた患者数の表

示も可（但し、当該患者数の集計に係る期間を併記すること）

　（ニ）当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している

旨

　（ホ）当該医療機関内において症例検討会を開催している旨

　　　・症例検討会は、当該医療機関のスタッフが可能な限り参画し、定期

的に開催されているものであること。臨床病理検討会の開催の有無

や予後不良症例に関する院内検討体制の有無、それらの開催頻度、

構成メンバー等についても表示可。但し検討内容については、後掲

（14）に規定する表示可能な治療の内容に関するものであること

　（ヘ）医療の安全を確保するための措置

　　　・当該医療機関内での医療の安全を確保するための措置として、安全

管理のための指針の整備、安全管理のための医療事故等の院内報告

制度の整備、安全管理のための委員会の開催、安全管理のための職

員研修の開催等について、それらを実施している旨及び開催頻度等
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について表示できる。院内感染の防止に関することも表示可能。

　（ト）個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置

　（チ）平均待ち時間

　　　・前年度等の実績から、外来患者の受付から診療を始めるまでの待ち

時間について、診療科別や曜日別に表示できる。実態に合わせて適

宜更新すること

　（リ）当該医療機関の開設日、診療科別の診療開始日

　その他

（９）紹介できる他の医療機関又は保健医療サービスもしくは福祉サービス機

関（業者）の名称、並びにそれらの機関との施設、設備又は器具の共同利

用の状況、及びその他の連携に関する事項

　　　・共同利用できる医療機器に関して、利用先の医療機関名や当該医療

機器の一般的名称、写真等の表示も可。但し当該医療機器の商品名

や型番及び当該医療機器による治療の効果等に関する事項は表示で

きない

　　　・他の医療機関との連携に関する事項として、紹介率又は逆紹介率に

ついても表示可能。但し算定式及び算定に使用した患者数等につい

ては年報や自己のホームページ等で公表されているものであること

（10）診療に関する諸記録に係る情報の提供及び医療に関する情報の提供に関

する事項

　（イ）ホームページアドレス、電子メールアドレスの表示（ＱＲコードも可）

　（ロ）入院診療計画書を提供する旨又はその提供方法等

　（ハ）退院療養計画書を提供する旨又はその提供方法等

　（ニ）診療録等の診療に関する諸記録に係る情報の提供

　　　・諸記録に係る情報開示等の手続に関する事項や相談先、提供の実績

等について表示できる

（11）提供される医療の内容に関する事項

　（イ）検査、手術、その他の治療の方法

　　・つぎのいずれかに該当するものについて表示でき、内容の説明や治療
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方針等についても表示可能。但し成功率や治癒率等の治療効果や、

治療の方法等の優良又は優位性に関しては、暗示や推測等も含めて

表示できない

　　①保険診療として実施している治療の方法

　　　・診療報酬点数表に規定する療養の実施上認められた手術、処置等

　　　　（例）「大腸ポリープの内視鏡的切除を日帰り手術で行います」

　　　　　　「終夜睡眠ポリグラフィー検査実施」

　　②評価療養及び選定療養において実施される検査、手術その他の治療の

方法

　　　・「評価療養」…先進医療や医薬品の治験に係る診療など

　　　・「選定療養」…特別の療養環境の提供（差額ベッドでの入院等）や時間

外の診療など

　　③分娩（保険診療に係るものを除く）

　　　・分娩を実施している旨、又は分娩のための費用や出産育児一時金受

領委任払いの説明等の表示ができる。「出産」や「お産」等の文言、帝

王切開の実施等についても表示可能

　　④自由診療（公的医療保険が適用されない診療）のうち前項①②と同一の

手技、療養等で行われる検査、手術その他の治療の方法。但し公的医

療保険が適用されない旨、及び標準的な費用を併記する場合に限る

　　　（例）「歯列矯正（自由診療・標準的費用50万円～70万円）」

　　⑤自由診療（公的医療保険が適用されない診療）のうち薬事法の承認又は

認証を得た医薬品又は医療機器を用いる検査、手術その他の治療の方

法。但し公的医療保険が適用されない旨、及び標準的な費用を併記す

る場合に限る

　　　（例）「内服の医薬品によるＥＤ治療（全額自己負担・初診料５万円～７

万円）」

　　　　　「眼科用レーザー角膜手術装置の使用による近視手術（保険証は使

えません・費用両眼約50万円）」

　　　　　（注）医薬品又は医療機器の販売名、型式番号等は表示できない
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　（ロ）提供される医療の内容（前項（イ）の検査、手術、その他の治療の方法を

除く）

　　①法令や国の事業による医療の給付を行っている旨

　　　・「小児慢性特定疾患治療研究事業」、「特定疾患治療研究事業」等によ

る医療の給付を行っている旨の表示ができる

　　②基準を満たす保険医療機関として届け出た旨

　　　・診療報酬上の各種施設基準を満たす保険医療機関として地方社会保

険事務所又は都道府県知事に届出た場合、各基準に適合している

旨、並びに当該基準の内容や届出日等を表示することができる

　　　〔施設基準適合の届出により表示できるものの一部〕

　　　・回復期リハビリテーション病棟　・緩和ケア病棟　・精神療養病棟

　　　・老人性認知症疾患治療病棟　　・特殊ＣＴ撮影及び特殊ＭＲＩ撮影

　　　・大動脈バルーンパンピング法　・ペースメーカー移植（又は交換）術

　　　・体外衝撃波胆石破砕術　・精神科デイ・ケア　・老人慢性疾患外来

総合診療　・寝たきり老人在宅総合診療　・重度認知症患者デイ・ケ

ア　その他

　　③往診の実施

　　　・「訪問診療の実施」等の表示並びに往診に応じる医師名、対応する時

間、訪問可能な地域等についても表示できる

　　④在宅医療の実施

　　　・訪問看護ステーションを設置している場合にはその旨を表示するこ

とができ、「在宅自己注射指導の実施」、「在宅酸素療法指導の実施」

等についても、前項（イ）の表示可能な治療の内容であれば表記可

（12）当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患

者又は入院患者の数、その他の医療の提供の結果に関する事項で厚生労

働大臣が定めるもの

　（イ）手術の件数

　　前項（11）の（イ）に規定する表示可能な手術の件数でつぎのものに限る

　　①診療報酬点数表で認められた手術（自由診療として実施する場合を含む）
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　　②先進医療として届出された手術（自由診療として実施する場合を含む）

　　③薬事法の承認又は認証を得た医療機器を使用し、承認又は認証された

範囲で実施された手術

　　（注１）手術件数の集計に係る期間を暦月単位で併記すること

　　（注２）手術件数は自己のホームページや年報等で公表されているもので

あること

　（ロ）分娩の件数

　　　（注１）分娩件数の集計に係る期間を暦月単位で併記すること

　　　（注２）分娩件数は自己のホームページや年報等で公表されているもの

であること

　（ハ）患者の平均的な入院日数

　　つぎの計算式により計算されたものであること

　　　・在院患者延数÷｛（新入院患者数＋退院患者数）×0.5｝

　　病床区分等ごとに計算する場合

　　　・在院患者延数÷｛（新入院患者数＋他の病床等から移された患者数＋

退院患者数＋他の病床等へ移された患者数）×0.5｝　

　　　　　※病床間の移動は同一医療機関内での移動であること

　　　（注１）平均入院日数の算定に係る期間を暦月単位で併記すること

　　　（注２）平均入院日数は自己のホームページや年報等で公表されている

ものであること

　（ニ）在宅患者、外来患者及び入院患者の数

　　　（注１）患者数の集計に係る期間を暦月単位で併記すること

　　　（注２）患者数は自己のホームページや年報等で公表されているもので

あること

　　　（注３）疾患別の患者数も表示可能。但し管理記録により事後に患者数

の検証が可能であること

　（ホ）平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数

　　　前項（ニ）の（注１）（注２）（注３）を準用する

　（ヘ）平均病床利用率
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　　　・当該医療機関全体又は病床区分、病棟、診療科、疾病ごとの平均病

床利用率の表示が可能

　　　つぎの計算式により計算されたものであること

　　　・１日平均在院患者数÷算定に係る期間の末日の病床数

　　　（注１）平均病床利用率の算定に係る期間を暦月単位で併記すること

　　　（注２）平均病床利用率は自己のホームページや年報等で公表されてい

るものであること

　（ト）治療結果に関する分析を行っている旨、及び当該分析の結果を提供し

ている旨

　　　・治療結果を検討する検討会の開催頻度や構成メンバー、分析結果の

入手方法等についても表示可能

　　　（注）分析結果そのものを表示することはできない

　（チ）患者満足度調査を実施している旨、及び当該調査の結果を提供してい

る旨

　　　（注）調査の結果そのものを表示することはできない

（13）厚生労働大臣が定めるその他の事項

　（イ）健康診査の実施

　　・医師等が診断、治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医

学的知識を用いて健康に関する診査を行うもの

　　・実施する健康診査の種類や対象者、部位及び費用や宿泊の有無等の表

示も可

　　　（例）「乳幼児健診」、「胃がん検診」、「肝炎ウイルス検診」、「人間ドック」

　　（注）医学的、社会的に評価の定まっていないものは表示できない

　　　（例）「遺伝子検査」、「アンチエイジングドック」

　（ロ）保健指導又は健康相談の実施

　　・主として予防的なものであって、医師等が診断、治療を目的とした通

常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康

の保持増進のための日常生活上の指導等を行うもの

　　・対象者や指導対象、実施日時、担当医師名、費用等についても表示で
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きる

　　　（例）「がんに関する健康相談」、「生活習慣病に関する健康相談」、「歯

の健康相談」、「乳幼児保健指導」、「禁煙指導」

　　（注）医学的、社会的に評価の定まっていないもの及び症状や治療行為等

に関するもの、疾患名を掲げたもの等については表示できない

　（ハ）予防接種の実施

　　・予防接種は予防接種法において規定されているもの又は薬事法におい

て承認されているワクチンを使用したものであること。対象者や接種

の回数、１回あたりの費用等についても表示可能

　　（注）予防接種の効果に関する事項やワクチンの商品名の表示はできない

　（ニ）薬事法に基づく治験に関する事項

　　・治験を実施している旨、治験実施者の名称、当該治験薬の一般的名称

（成分名）又は開発コード、対象となる疾患名、治験を実施する医療機

関名等の表示が可能（「３薬事関係の広告」の（４）を参照のこと）

　　（注）治療効果に関する事項及び当該治験薬の販売名（商品名）は表示でき

ない

　（ホ）当該医療機関と同一敷地内に併設されている介護保険法に基づく介護

サービス施設の名称及び当該施設で提供される介護サービスの内容等

について

　（ヘ）当該医療機関と同一敷地内に併設されている医療法人の付帯業務を行

う施設の名称及び付帯業務について

　　　〔付帯業務〕

　　　医療関係者の養成又は再教育、医学又は歯学に関する研究所の設置、

疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設の設置など、医療法第42

条第１項に掲げる業務であること（第３号を除く）

　（ト）患者の受診の便宜を図るためのサービス

　　①費用の支払い方法又は領収に関する事項

　　　・クレジットカードの使用や分割払いの可否等も表示可能

　　②入院患者に対して提供する医療に係るものを除くサービス及びそれら
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に要する費用

　　　・テレビの貸与やその費用、インターネットの接続環境の提供など

　　③対応することができる言語（手話、点字を含む）

　　　・通訳の対応時間や費用など、通訳の配置に関することも表示可能

　　④当該医療機関の施設内に設置された店舗等

　　⑤駐車設備に関する事項

　　⑥送迎サービス

　　⑦携帯電話の使用に関する事項

　（チ）当該病院、診療所の開設者又は経営者（法人の場合は法人の理事長に

限る）に関する事項

　　　・氏名又は名称、略歴等について表示できる

　（リ）外部監査を受けている旨

　　　・公認会計士又は監査法人の監査を受けている旨の表示ができる

　　　　（注）監査を受けた年月を併記すること

　（ヌ）財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果

　　　・個別具体的な審査項目の結果についても表示可能

　（ル）財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をし

ている旨

　　　・「ＩＳＯ9000シリーズ」の品質マネジメントシステムの認証を取得し

ている旨の表示ができる。認証取得日や審査登録機関の名称等につ

いても表示可

　（ヲ）都道府県知事の定める事項

（14）その他の事項で表示可能なもの

　（イ）挨拶や告知等

　　　開業挨拶、就任挨拶、診療方針、催し物の告知、お知らせ事　等

　　　（注）主観を交えず客観的事実に即し誇張のない表示であること。

　　　　　医療に関して述べるときは、医療法で定められた広告可能な事項

の範囲を逸脱しないこと

　（ロ）広告のカットや背景に使われる写真やイラスト等
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　　①医療に関する事柄でないもの

　　　（例）・自然の風景　・街並み風景　・樹木　・草花　・鳥　・動物

　　　　　・陶磁器　・絵画　・乗り物　・幾何学模様　等

　　②当該医療機関に従事する者以外の人物

　　　・著名人や芸能人の表示も可。但し著名人や芸能人が当該医療機関の

患者等である場合にその旨を表示することは不可

　　　（注１）人物を使って医療に関連する表示を行うことはできない

　　　　（例）・患者の座った車椅子を押す様子　・医師や看護師でない者に

そのような姿をさせる　・元気を回復し、治療の効果が得られ

たかのような姿　・当該医療機関を推奨する旨の吹き出しを入

れる　等

　　　（注２）当該医療機関に従事する者の人物写真、集合写真等も表示可能

　（ハ）当該医療機関の紋章やシンボルマーク等

　（ニ）多色、単色を使用したもの

２　表示できないもの

（１）医療法等で認められたもの以外の事項

　・医療法第６条の５に掲げる事項を除いては表示することができない

　（例）・専門外来　（但し １　の（14）に掲げる表示可能な保険診療や健康診査

等であれば、特定の治療や検査を外来の患者に実施する旨の表示は

可能。「糖尿外来」「花粉症外来」「乳腺検査外来」等）

　　　・死亡率、術後生存率　・未承認医薬品による治療の内容　・優良誤

認を与えるおそれのある表示（著名人が受診している旨、新聞やテ

レビ雑誌等で紹介された旨、専門家の談話等の表示も不可）

（２）内容が虚偽にわたる表示

　（注）「完ぺき」、「絶対」、「究極」等の文言を含む表示も事実上あり得ない

こととして虚偽表示とみなす

　　　（例）完ぺきな医療体制、絶対安全、究極の治療法　等

（３）他の病院、診療所と比較して優良である旨の表示
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　・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ことを、例え客観的事実の裏付けが

あったとしても表示することはできない

　（例）・県内唯一の医療機関　・県内最大の療養病床数　・全国有数の治療

実績　・当院だけで実施される先進治療　・最新のＭＲＩを県内で初

めて導入　等

（４）誇大な表示

　・施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に

誇張し又誤認させる表示は認めない

（５）客観的事実であることを証明できない内容のもの

　・患者や医療従事者の主観によるものや、事実であることを証明できない

内容については表示できない

　（例）・患者の体験談の紹介　・伝聞や科学的根拠に乏しい情報からの引用

　　　・「比較的
毅 毅 毅

安全な手術」（何と比較して安全であるか不明）　・「理想的
毅 毅 毅

な医療環境」（「理想的」であるかどうかは証明できない）

　（注）新聞や雑誌の記事からの引用…記事内容が医療法で認められた広告可

能な事項に関するもので、客観的事実の裏付けがあり優良誤認につな

がるおそれがない場合に引用可能。なお治療の効果に関する事項は広

告可能な事項ではなく引用しないこと

（６）公序良俗に反する内容のもの

　・不安や不快感を与えるもの　・露骨、挑発的な内容のもの　等

（７）その他

　（イ）品位を損ねる内容のもの

　　（例）・治療代等の安さや有利性を強調するもの　・おかしさや面白さを

強調する内容のもの　等

　（ロ）医療法以外の法令及び当該法令に関する広告ガイドラインで禁止され

ている表示事項

　　〔主なものの一部〕

　　・医薬品の商品名は表示できない（薬事法）
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　　　（注）医薬品が特定されない場合は医薬品に関する表示可能

　　　　（例）「当院ではジェネリック医薬品を採用しています」

　　　　　　「ＥＤ治療薬を取り扱っています（自由診療・標準的費用５万円

～７万円）」　等

　　・不当に顧客（患者）を誘引し、公正な競争を阻害するおそれのある表示

は認めない（不当景品類及び不当表示防止法）
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（表１）表示可能な専門医資格

 整形外科専門医（社）日本整形外科学会

皮膚科専門医（社）日本皮膚科学会

麻酔科専門医（社）日本麻酔科学会

放射線科専門医（社）日本医学放射線学会

眼科専門医（財）日本眼科学会

産婦人科専門医（社）日本産科婦人科学会

耳鼻咽喉科専門医（社）日本耳鼻咽喉科学会

泌尿器科専門医（社）日本泌尿器科学会

形成外科専門医（社）日本形成外科学会

病理専門医（社）日本病理学会

総合内科専門医（社）日本内科学会

外科専門医（社）日本外科学会

糖尿病専門医（社）日本糖尿病学会

肝臓専門医（社）日本肝臓学会

感染症専門医（社）日本感染症学会

救急科専門医（中）日本救急医学会

血液専門医（社）日本血液学会

循環器専門医（社）日本循環器学会

呼吸器専門医（社）日本呼吸器学会

消化器病専門医（財）日本消化器病学会

腎臓専門医（社）日本腎臓学会

小児科専門医（社）日本小児科学会

内分泌代謝科専門医（社）日本内分泌学会

消化器外科専門医（中）日本消化器外科学会

超音波専門医（社）日本超音波医学会

細胞診専門医（ＮＰＯ）日本臨床細胞学会

透析専門医（社）日本透析医学会

脳神経外科専門医（社）日本脳神経外科学会

リハビリテーション科専門医（社）日本リハビリテーション医学会

老年病専門医（社）日本老年医学会

　心臓血管外科専門医
券
犬
鹸

（ＮＰＯ）日本胸部外科学会

（ＮＰＯ）日本血管外科学会

（ＮＰＯ）日本心臓血管外科学会
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　呼吸器外科専門医
券
犬
鹸

（ＮＰＯ）日本胸部外科学会

（ＮＰＯ）日本呼吸器外科学会

消化器内視鏡専門医（社）日本消化器内視鏡学会

小児外科専門医（ＮＰＯ）日本小児外科学会

神経内科専門医（中）日本神経学会

リウマチ専門医（中）日本リウマチ学会

乳腺専門医（中）日本乳癌学会

臨床遺伝専門医（中）日本人類遺伝学会

漢方専門医（社）日本東洋医学会

レーザー専門医（ＮＰＯ）日本レーザー医学会

気管支鏡専門医（ＮＰＯ）日本呼吸器内視鏡学会

アレルギー専門医（社）日本アレルギー学会

核医学専門医（中）日本核医学会

気管食道科専門医（ＮＰＯ）日本気管食道科学会

口腔外科専門医（社）日本口腔外科学会

歯周病専門医（ＮＰＯ）日本歯周病学会

歯科麻酔専門医（中）日本歯科麻酔学会

小児歯科専門医（中）日本小児歯科学会

大腸肛門病専門医（中）日本大腸肛門病学会

婦人科腫瘍専門医（ＮＰＯ）日本婦人科腫瘍学会

ペインクリニック専門医（中）日本ペインクリニック学会

熱傷専門医（中）日本熱傷学会

脳血管内治療専門医（ＮＰＯ）日本脳神経血管内治療学会

がん薬物療法専門医（ＮＰＯ）日本臨床腫瘍学会

周産期（新生児）専門医（－社）日本周産期・新生児医学会

生殖医療専門医（社）日本生殖医学会

小児神経専門医（－社）日本小児神経学会

心療内科専門医（ＮＰＯ）日本心療内科学会

一般病院連携精神医学専門医（中）日本総合病院精神医学会

（社）＝社団法人、（財）＝財団法人、（中）＝有限責任中間法人

（ＮＰＯ）＝特定非営利活動法人、（－社）＝一般社団法人  
2009年11月現在
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２　助産師の業務又は助産所の広告

　医療法で定められたつぎの項目以外は表示できない

（１）助産師である旨

（２）助産所の名称、電話番号及び所在地を表示する事項並びに助産所の管理

者の氏名

（３）就業の日時又は予約による業務の有無

（４）入所施設の有無もしくはその定員、助産師その他の従業者の員数、その

他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項

（５）当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、性別、役職、

略歴及びその他の助産師に関する事項で厚生労働大臣が定めるもの

　　（注）その他の厚生労働大臣が定める事項

　　　（イ）助産師の専門性に関する認定を受けた旨

　　　（ロ）生活保護指定助産師である旨

　　　（ハ）受胎調節実地指導員である旨

（６）患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の

安全を確保するための措置、個人情報の適正な取り扱いを確保するため

の措置、その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項

（７）嘱託医師の氏名又は嘱託する病院もしくは診療所の名称、その他の当該

助産所の業務に係る連携に関する事項

（８）助産録に係る情報の提供及びその他の当該助産所における医療に係る情

報の提供に関する事項

（９）その他厚生労働大臣が定める事項

　〔主なもの〕

　　・当該助産所で行われた分娩の件数　・分べんの介助の実施　・自宅分

べんの介助の実施　・保健指導の実施　・訪問指導の実施　・健康診査

の実施　・妊産婦数及びじょく婦数　・外部監査を受けている旨　・㈶

日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録している旨　等

 〔医療法第６条の７〕
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３　薬事関係の広告

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具などの広告は薬事法、医療品等適正

広告基準にしたがって掲載する

（１）つぎのものは掲載しない

　（イ）名称、製造方法、効能・効果又は用法などについて、許可の範囲をこ

えたものならびに最大級の表示をしたもの

　　　（例）最高の技術、近代科学の粋をあつめた

　（ロ）専門医の診断、治療によらなければ治癒が期待できない疾患について

その診断、治療によることなく治癒が期待できるかのような表示のも

の

　（ハ）特殊疾病（がん、肉腫、白血病など）に使用される医薬品で医師の指導

を必要とする医薬品の広告

　（ニ）医薬関係者、理美容師、病院、診療所、公務所、学校その他団体が医

薬品などの効能・効果について指定、公認、推せん、指導又は選用し

ている旨の表示をしたもの

　　　（例）○○医大推せん、厚生労働省公認、○○病院指定

　（ホ）堕胎を暗示したり、わいせつ文書・図画を用いたもの

　（ヘ）承認されていない医薬品などの広告

　（ト）効能・効果や安全性などについて、確実であると保証するような表示

のもの、ならびに使用者の体験談などを入れて効能・効果の増大を表

示したもの

　　　（例）安全性は確認済、副作用がない、○○を約束する

　（チ）医薬品を化粧品的、食品的な感覚で使用するような表示のもの、なら

びに医療用具について美容器具的又は健康器具的用法を強調したもの

　　　（例）お茶がわりに、ホットドリンクとして

　（リ）医薬品などの乱用を助長するような表示のもの

　　　（例）毎日飲もう○○、衰えを防ぐ

　（ヌ）承認を受けた効能・効果のうち一つだけを強調した専門薬のような印
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象を与える表示のもの

　（ル）不快・不安感を与える表示のもの

　（オ）他社の製品をひぼうするような表示のもの

　（ワ）懸賞で多額の商品を提供するもの、ならびに医薬品を提供する旨の広

告

　（カ）医薬品などの品位を著しく損ない、信用を傷つけるおそれのあるもの

（２）「使用上の注意」を記載する必要のある医薬品などについては、つぎのよ

うに表示すること

　　　『この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい』

　　（注）ゴシック体で12ポイント以上の文字を使い明確に見える場所に表示

すること

（３）医療用具の広告については厚生労働省の承認番号を表示すること

　　　表示については「厚生労働省承認○○号」などと「厚生労働省」の名称を

つけずに、承認番号のみを表示すること　　例　「承認番号21BZ4321」

（４）治験の被験者募集広告

　（イ）表示可能な事項

　　　①治験の目的、内容、注意事項

　　　②治験の対象となる疾患名及び症状

　　　③治験薬の名称、治験記号（商品名又は販売名の表示は不可）

　　　④治験対象者の基準

　　　⑤治験を実施する医療機関名及びその所在地

　　　⑥治験の依頼者名（企業名）及びその所在地

　　　⑦治験薬を開発、製造する事業体の紹介

　　　⑧問い合わせ先

　（ロ）表示できない事項

　　　具体的な治療効果に関すること

　（ハ）つぎの表示は認めない

　　　①治験の有効性、安全性、信頼性に関して優良、有利であるかのよう

な表示
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　　　②医師や薬事の専門家等の推奨もしくは推奨しているかのような誤認

を与える表示

　　　③他の治験薬や医薬品と比較して自己の優位性を掲げたり、他をひぼ

う、中傷する表示

　　　④金銭の支払いによって被験者を誘引するかのような表示

　　　⑤不快、不安をあおる表示

　　　⑥虚偽、又は誇大な表示

４　健康食品、美容食品、健康器具、美容器具などの広告

（１）健康・美容食品、健康・美容器具などの広告については、医薬品的、医

療用具的な効能効果を表示しないこと

　　　（注）利用者の体験談や医学的データを添えるなどの手法で、効能効果を

間接的、暗示的に表示することも認めない

（２）食品に関し、健康の保持、増進の効果等について、事実に相違する表示

や誤認させる表示はしないこと 〔健康増進法第32条の２〕

（３）厚生労働省の定めるつぎの食品（保健機能食品）は、一定の範囲内で効

能、効果並びに栄養成分の機能の表示ができる

　（イ）特定保健用食品

　　特定の保健用途のために利用されることを趣旨とした食品で、身体の生

理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、厚生労働省

がその有効性や安全性等を承認したもの

　　身体の生理的機能や組織機能の維持、改善に役立つ旨の表示ができる

　　　※「条件付き特定保健用食品」

　　　　特定保健用食品の審査で要求される身体への有効性の科学的根拠の

水準には届かないものの、一定の有効性が確認される食品で、有効

性は限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件に特定保

健用食品として許可されたもの

　（ロ）栄養機能食品
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　　身体の成長、発達、健康の維持に必要な特定の栄養成分を含む食品とし

て、厚生労働省の定める基準に従い、当該栄養成分の機能表示ができる

もの

　　　※厚生労働省の定める規格基準を満たすことで、許可申請や届け出の

必要なく製造、販売が可能

　　　※機能表示が可能な栄養成分

　　　　・ビタミン類（12種類）

　　　　　ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、

ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＢ12、ビタミンＣ、ビタ

ミンＤ、ビタミンＥ、葉酸

　　　　・ミネラル類（５種類）

　　　　　亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム

　　　〔表示例〕

　　　　・「ビタミンＣは、皮膚の粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸

化作用を持つ栄養素です」

　　　　・「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」

　　　（注）疾病名の表示や医薬品と誤認される表示、また特定の保健の目的

が期待される旨の表示はできない

５　高齢者介護サービスの広告

１　施設サービス　（介護保険制度に基づくサービス事業）

（１）介護老人保健施設（老人保健施設）

　＜病状が安定期にある要介護の高齢者に対し、在宅復帰を目指した看護や

機能訓練などを行う施設＞

　・つぎの項目以外は表示できない

　（イ）施設の名称、所在地、電話番号

　（ロ）施設に勤務する医師及び看護師の氏名

　（ハ）施設及び構造設備に関する事項
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　　　①療養室（広さ、個人用ロッカー、洗面所等の設備）

　　　②機能訓練室（広さ、機械・器具等の設備）

　　　③認知症専門棟を有する場合は、その旨及び定員、施設設備

　　　④食堂（広さ、設備等）

　　　⑤談話室、レクリエーション・ルーム（広さ、テレビ・ソファー等の

設備）

　　　⑥浴室（特別浴槽等の設備）

　　　⑦協力病院及び協力歯科医療機関

　　　⑧在宅介護支援センターを設置している場合は、その旨及びその事業

内容等

　　　⑨訪問看護ステーション又は特別養護老人ホーム等を併設している場

合は、その旨及びその事業内容等

　　　⑩その他、特色ある施設（ボランティア・ルーム、家族介護教室等の

設置状況）

　（ニ）職員の配置員数

　　　①職員の職種ごとの員数（常勤換算した場合の員数）

　　　②医師、看護師の技能、経験、年齢又は性別に関する事項

　（ホ）提供されるサービスの種類及び内容

　　　①レクリエーション、理美容その他日常生活上のサービスの内容

　　　②指定通所リハビリテーション又は指定短期入所療養介護を実施して

いる場合は、その旨

　　　③利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その

旨及びその室数

　　　④紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護

支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護

療養型医療施設、病院又は診療所の名称

　　　⑤サービスの提供に関する諸記録に係る情報を開示できる旨

　（へ）利用料の内容

　　　徴収する利用料の費目、金額、支払い方法、領収について

－94－



　（ト）その他、都道府県知事の許可を受けた事項

〔介護保険法第98条〕　

　（注１）医療の内容に関する事項は表示できない

　（注２）広告内容は虚偽であってはならない　

（２）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

　＜常時介護が必要で在宅での生活が困難な高齢者に対し、日常生活の世話

や機能訓練、健康管理などを行う施設＞

　・つぎの規定により掲載する

　（イ）表示は客観的、具体的事実に基づき、虚偽、誇大でないこと

　　　（注）特に施設の概要やサービス内容などの表示において

　（ロ）施設の外観や内部その他の写真、絵図は事実に即したものであり、美

化、誇張しないこと

　（ハ）つぎの表示は認めない

　　　①自己の優良、優位性を掲げる表示、又は優良、優位であるかのよう

に誤認を与える表示

　　　②「安心」「安全」を掲げ、約する表示

　　　③医療にかかわる表示

　　　④将来の予定又は計画事項（認可、許可を得ているものは可）

　

（３）介護療養型医療施設（療養型病床群など）

　＜長期の療養を必要とする要介護の高齢者を受け入れる医療機関の病床＞

　　・病院、診療所の広告の中で、「指定介護療養型医療施設」である旨の表

示ができる

２　居宅サービス　（介護保険制度に基づくサービス事業）

　・広告掲載規定は前項 １　の（２）の介護老人福祉施設の規定を準用する

（１）訪問介護（ホームヘルプサービス）

　＜介護が必要な高齢者の居宅をホームヘルパーが訪問し、入浴や食事、洗
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濯、掃除などの世話を行うサービス＞

（２）訪問入浴介護

　＜居宅での入浴が困難な高齢者のために、移動入浴車などで訪問して入浴

の介助を行うサービス＞

（３）訪問看護

　＜通院が困難な高齢者に対し、看護師などが居宅を訪問して療養の上の世

話や診療の補助などを行うサービス＞

　　（注）訪問看護ステーションの広告においては勤務する看護師の氏名、経

歴及び看護師等の配置員数を表示することができる

（４）訪問リハビリテーション

　＜理学療法士や作業療養士などが高齢者の居宅を訪問し、心身機能の維持

回復や日常生活の自立援助のための機能訓練を行うサービス＞

（５）通所介護（デイサービス）

　＜日帰り介護施設（デイサービスセンターなど）で入浴や食事、機能訓練な

どを日帰りで行うサービス＞

（６）通所リハビリテーション（デイケア）

　＜介護老人保健施設や医療機関などで機能訓練などを日帰りで行うサービ

ス＞

（７）短期入所生活介護（福祉施設のショートステイ）

　＜居宅での介護が一時的に困難になった要介護の高齢者が、介護老人福祉

施設などの施設に短期間入所し、日常生活の世話や機能訓練などを受け

るサービス＞

（８）短期入所療養介護（医療施設のショートステイ）

　＜介護老人保健施設や療養型病床群などに短期間入所し、医学的管理のも

とで看護や機能訓練、日常生活の介護などを受けるサービス＞

（９）特定施設入所者生活介護

　＜有料老人ホームや軽費老人ホーム（60歳以上の高齢者で、家庭環境や住

宅事情などから自宅で生活するのが困難な低所得者を低額な料金で受け

入れる施設）などの入所者に対して行われる介護サービス＞
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　　（注）必要表示事項は後掲　４　の（１）の有料老人ホームの項を参照のこと

（10）福祉用具の貸与

　＜介護を必要とする高齢者の日常生活の自立を助けるために、車椅子や

ベッドなどの福祉用具を貸し出すサービス＞

（11）居宅療養管理指導

　＜医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理、指導を行う

サービス＞

３　地域密着型サービス　（介護保険制度に基づくサービス事業）

　・広告掲載規定は前掲 １　の（２）の介護老人福祉施設の規定を準用する

（１）認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

　＜少人数で共同生活を送る認知症の高齢者に対し、機能訓練や入浴、食事

などの世話、介護などを行うサービス＞

（２）認知症対応型通所介護

（３）小規模多機能型居宅介護

（４）夜間対応型訪問介護

（５）地域密着型特定施設入居者生活介護

（６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

４　その他のサービス施設

（１）有料老人ホーム

　　＜老人福祉法第29条の規定に準拠した施設であり、高齢の入居者に「食

事の提供」、「介護の提供」、「洗濯や掃除等の家事」、「健康管理」のいず

れかのサービスを提供する施設であって、老人福祉施設（軽費老人

ホームや養護老人ホーム等）でないもの＞

　　つぎの４種の類型に区分される

　　①介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

　　②介護付有料老人ホーム（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護）

　　③住宅型有料老人ホーム
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　　④健康型有料老人ホーム

　（イ）必要表示事項

　　　毅有料老人ホームの類型を施設の名称に近接して表示すること

　　　　（例）有料老人ホーム○○（住宅型有料老人ホーム）

　（ロ）表示上の主な注意点

　　　毅有料老人ホーム（以下「ホーム」とする）の事業主体と運営主体が異な

る場合はそれぞれの法人名を表示すること

　　　毅ホームの建物の写真や完成予想図を載せる場合、その建物又は土地

が自己の所有でないときは、建物、土地の権利形態（貸借関係等）を

表示すること

　　　毅ホームの入居者の利用に供される施設又は設備の表示（写真や文章

での紹介等）を行う場合、当該ホームが設置したものでないもの、当

該ホームの敷地又は建物内に設置されていないもの、また利用する

にその都度費用を支払う必要があるものについては、それぞれその

旨を明示すること

　　　毅ホームの入居者の居室についての表示（写真や平面図、文章での説

明等）を行う場合、入居者を他の居室に住み替えさせることがあり

得るのであれば、その旨を明示すること。その際、占有面積が減少

する、当初入居した居室の権利が変更、消滅する、追加的な費用が

必要になる、また居室の変更に応じた費用の調整が行われないので

あれば、それぞれその旨を明示すること

　　　毅ホームと医療機関との協力関係についての表示（「医療機関と提携」

「協力○○病院」等の文言や医療機関の建物の写真等）を行う場合は、

その医療機関との具体的な協力内容や費用負担の有無について明示

すること

　　　毅介護に関する資格を有する職員に関して表示する場合（例「看護師、

介護福祉士がお世話します」等）は、当該職員の数を常勤又は非常勤

の別ごとに明示すること

　　　毅つぎの用語及びそれらに類する用語は、客観的事実の裏付けがない
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限り使用しないこと

　　　　・最も優れ、最上位にあることを表す用語

　　　　　　最高、最高級、一級、極、等

　　　　・他よりも抜きん出ていることを表す用語

　　　　　　日本一、日本初、業界一、当ホームだけ、他に類を見ない、超、等

　　　　・全く欠けるところがない完全性を表す用語

　　　　　　完全、完璧、絶対、万全、等

　　　　・具体的な数値を明示せずに使われる用語

　　　　　　多数、多くの、十分な、等

　　　　・一定の基準より高度に厳しく選別されたことを表す用語

　　　　　　特選、厳選、特別、等

　　　　・他よりも先に有利に扱われることを表す用語

　　　　　　最優先、優先的に、等

〔公正取引委員会告示／（社）全国有料老人ホーム協会　　

　「有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン」〕

（２）ケアハウス

　＜身体機能の低下などで独立して生活するのに不安のある原則60歳以上の

高齢者が対象の入居施設。１人で身の回りのことができることが条件。

軽費老人ホームの一種だが、国の施設基準を満たし、規定の人員配置を

することで「特定施設入居者生活介護」の施設として認められる＞

　　・広告掲載規定は前掲 １ の（２）の介護老人福祉施設の規定を準用する

（３）介護保健施設ではない老人ホーム

　　・広告掲載規定は 前掲 １ の（２）の介護老人福祉施設の規定を準用する

　　①養護老人ホーム

　　　＜65歳以上の高齢者で、身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的

な理由により、居宅での生活が困難な者を入居させる福祉施設＞

　　②軽費老人ホーム
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　　　＜家庭環境や住宅事情などの理由により、居宅において生活すること

が困難な所得の低い高齢者（原則60歳以上）を低料金で受け入れ、日

常生活に必要な便宜を供与する福祉施設＞

　　　　毅Ａ型　　食堂があり、食事の提供を行う　　（例）あかねの里

　　　　毅Ｂ型　　原則として食事の提供のない自炊型の施設

（４）高齢者向け優良賃貸住宅

　＜高齢者の身体特性に配慮した居住仕様を供え、緊急通報サービス等の利

用が可能な高齢者向け賃貸住宅。知事や市長が、高齢者の居住の安定確

保に関する法律に基づき認定する＞

　　・不動産広告の「新築賃貸用マンション」又は「賃貸マンション・貸家・

賃貸アパート等」の掲載規定に準ずる

６　あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復

師の広告

免許があるものに限り掲載する、またつぎの各項以外は表示できない

（１）施術者の氏名及び住所

（２）業務の種類

（３）施術所の名称、電話番号、所在地

（４）施術日又は施術時間

（５）その他厚生労働大臣が指定する事項

　（イ）表示可能な用語

　　　・「もみりょうじ」「やいと」「えつ」「小児鍼」

　　　・「ほねつぎ」「接骨」

　（ロ）医療保険療養費支給申請ができる旨

　　　但し、支給申請に当たっては医師の同意が必要である旨を明示するこ

と

　（ハ）予約に関する事項
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　（ニ）休日又は夜間における施術の実施

　（ホ）出張による施術の実施

　（ヘ）駐車設備に関する事項

７　整体、カイロプラクティック、気功、電気療法など民間療法、

施術等の広告

前項６のあんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復師

の広告に準じる。

（注１）これらの民間療法の広告規制はないが、医療行為に及ぶ手技の実施、

治療を標ぼうすることは不可

（注２）電気療法や放射線療法などの医業類似行為は許可を受けたものである

こと

８　獣医師又は動物診療施設の広告

（１）表示可能な事項

　（イ）獣医師である旨

　（ロ）常時診療に従事する獣医師の名前

　（ハ）専門科目

　　　①　一般に広く認められているもの

　　　　　（例）内科、外科、繁殖科、皮膚科など

　　　②　診療対象動物を示すもの

　　　　　（例）犬猫専門、小鳥専門など

　（ニ）獣医師の学位又は称号

　　　（例）獣医学博士、○○大学修士、獣医師など

　（ホ）診療施設の名称、電話番号及び所在地を表すもの

　（ヘ）診療日又は診療時間

　（ト）入院設備の有無
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　（チ）保健指導又は健康相談

　（リ）診療料金

　（ヌ）農林水産省令で定める事項

　　（例）犬、猫の不妊手術、健康診断、狂犬病などの予防注射、犬糸状虫症

の予防など。但し、他の診療所との比較や処置にかかる費用は表示

できない。

（２）表示できない事項

　　・診療業務に関する技能、療法又は獣医師の経歴

〔獣医療法第17条〕

　　（注）動物の写真や図絵、診療施設の外観図などは、（２）に規定する診療

業務に関する技能、療法に係らない限り表示できる

－102－


