
(別紙 )

医薬品の範囲に関する基準

人が経目的に服用する物が、薬事法 (昭和 35年法律第 145号 )第 2条第 1項第
2号又は第 3号に規定する医薬品に該当するか否かは、医薬品としての目的を有 して

いるか、又は通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識するかどうかに

より判断することとなる。通常人が同項第 2号又は第 3号に掲げる目的を有するもの

であると認識するかどうかは、その物の成分本質 (原材料)、 形状 (剤型、容器、包

装、意匠等をい う。)及びその物に表示 された使用 目的・効能効果 用法用量並びに

販売方法、販売の際の演述等を総合的に判断すべきものである。

したがつて、医薬品に該当するか否かは、個々の製品について、上記の要素を総合

的に検討の うえ判定すべきものであ り、その判定の方法は、 Iの 「医薬品の判定にお

ける各要素の解釈」に基づいて、その物の成分本質 (原材料)を分類 し、効能効果、

形状及び用法用量が医薬品的であるかどうかを検討の うえ、Ⅱの 「判定方法」により

行 うものとする。

ただ し、次の物は、原則 として、通常人が医薬品としての目的を有するものである

と認識 しないものと判断 して差 し支えない。

1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等か ら明 らかに食品と認識される物

2 健康増進法 (平成 14年法律第 103号 )第 26条の規定に基づき許可を受け

た表示内容を表示する特別用途食品

I 医薬品の判定における各要素の解釈

1 物の成分本質 (原材料)か らみた分類

物の成分本質 (原材料)力 、ゞ専ら医薬品として使用される成分本質 (原材料)で
あるか否かについて、別添 1「食薬区分における成分本質 (原材料)の取扱いにつ
いてJ(以下「判断基準Jと いう。)に より申」断することとする。
なお、その物がどのような成分本質 (原材料)の物であるかは、その物の成分、

本質、起源、製法等についての表示、販売時の説明、広告等の内容に基づいて判断
して差し支えない。

判断基準の 1 に該当すると判断された成分本質 (原材料)については、別添2
「専ら医薬品として使用される成分本質 (原材料)リ ス ト」にその例示として掲げ
ることとする。

なお、別添 2に掲げる成分本質 (原材料)であっても、医薬部外品として承認を

受けた場合には、当該成分本質 (原材料)が医薬部外品の成分として使用される場
合がある。

また、判断基準の1 に該当しないと判断された成分本質 (原材料)については、
関係者の利便を考え、参考として別添 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)リ ス トJにその例示として掲げることとする。



なお、当該リス トは医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するも

のであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではないことに留

意されたい。

2 医薬品的な効能効果の解釈

その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パ ンフレッ ト、刊行物、インター

ネ ッ ト等の広告宣伝物あるいは演述によつて、次のような効能効果が表示説明され

ている場合は、医薬品的な効能効果を標ぼ うしているものとみなす。 また、名称、

含有成分、製法、起源等の記載説明においてこれ と同様な効能効果を標 ぼ うし又は

暗示するものも同様 とする。

なお、食品衛生法施行規則 (昭和 23年厚生省令第 23号)第 21条第 1項第 1

号シの規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示等

をす る栄養機能食品 (以 下 「栄養機能食品」 とい う。)に あっては、その表示等を

医薬品的な効能効果 と判断 しないこととして差 し支えない。

(一)疾 病の治療又は予防を目的とする効能効果

(例)糖 尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸漬瘍の予防、月千障害・

腎障害をなおす、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘がなおる等

(二)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

ただ し、栄養補給、健康維持等に関す る表現はこの限 りでない。

(例)疲 労回復、強精 (強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能

力を高める、回春、若返 り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分

泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓のl」Jき を高める、血液を浄

化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収 を増す、健 胃

整腸、病中・病後に、成長促進等

(三)医 薬品的な効能効果の暗示

(a)名 称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの

(例)延 命○〇、○○の精 (不死源)、 ○○の精 (不老源 )、 薬○〇、不老

長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方等

(b)含 有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの

(例)体 質改善、健胃整腸で知 られ る○○○○を原料 とし、これ に有用成分

を添カロ、相乗効果をもつ等

(c)製 法の説明よりみて暗示するもの

(例)本 邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△、×××等の薬

草を独特の製造法 (製法特許出願)に よって調製 したものである。等

(d)起 源、由来等の説明よりみて暗示す るもの

(例)○ ○○ とい う古い自然科学書をみ ると胃を開き、欝 (う つ)を散 じ、

消化を助け、虫を殺 し、痰なども無 くなるとある。 こうした経験が昔か

ら伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等

(e)新 聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談な どを引用又

は掲載することにより暗示するもの



(例)医 学博士Ooooの 談

「昔か ら赤飯にOOOを かけて食べると癌にかか らぬといわれている。

…………癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋自代謝異常と○〇〇が結

びつきはしないかと考えられる。J等

3 医薬品的な形状の解釈

錠剤、丸剤、カプセル剤及びアンプル剤のような剤型は、一般に医薬品に用いら

れる剤型 として認識 されてきてお り、これ らの剤型 とする必要のあるものは、医薬

品的性格を有するものが多く、また、その物の剤型のほかに、その容器又は被包の

意匠及び形態が市販 されている医薬品と同 じ印象を与える場合 も、通常人が当該製

品を医薬品 と認識する大きな要因 となっていることから、原則 として、医薬品的形

状であつた場合は、医薬品に該当するとの判断が行われてきた。

しか し、現在、成分によってく品質管理等の必要性が認められる場合には、医薬

品的形状の錠剤、丸剤又はカプセル剤であらても、直ちに、医薬品に該当するとの

判断が行われてお らず、実態 として、従来、医薬品的形状 とされてきた形状の食品

が消費 されるようになってきていることか ら、 「食品」である旨が明示 されている

場合、原則 として、形状のみによって医薬品に該当するか否かの判断は行わないこ

ととする。ただし、アンプル形状など通常の食品 としては流通 しない形状を用いる

ことなどにより、消費者に医薬品 と誤認 させることを目的 としていると考えられる

場合は、医薬品と判断する必要がある。

4 医薬品的な用法用量の解釈

医薬品は、適応疾病に対 し治療又は予防効果を発揮 し、かつ、安全性を確保す る

ために、服用時期、服用間隔、服用量等の詳細な用法用量を定めることが必要不可

欠である。 したがつて、ある物の使用方法 として月風用時期、服用間隔、服用量等の

記載がある場合には、原則 として医薬品的な用法用量とみなすものとし、次のよう

な事例は、これに該当するものとする。ただし、調理の 目的のために、使用方法、

使用量等を定めているものについてはこの限 りでない。

一方、食品であつても、過剰摂取や連用による健康被害が起きる危険性、その他

合理的な理由があるものについては、む しろ積極的に摂取の時期、間隔、量等の摂

取の際の目安を表示すべき場合がある。

これ らの実態等を考慮 し、栄養機能食品にあつては、時期、間隔、量等摂取の方

法を記載す ることについて、医薬品的用法用量には該当 しないこととして差 し支え

ない。

ただ し、この場合においても、 「食前J「食後J「食間Jな ど、通常の食品の摂

取時期等 とは考え られない表現を用いるなど医薬品と誤認 させることを目的 として

いると考えられる場合においては、引き続 き医薬品的用法用量の表示 とみなす もの

とする。

(例)1日 2～ 3回、 1回 2～ 3粒

1日 2個



毎食後、添付のサジで2杯づつ

成人 1日 3～ 6錠

食前、食後に 1～ 2個づつ

お休み前に1～ 2粒

Ⅱ 判定方法

人が経目的に服用する物について、 Iの 「医薬品の判定における各要素の解釈J

に基づいて、その成分本質 (原材料)を分類し、その効能効果、形状及び用法用量
について医薬品的であるかどうかを検討のうえ、以下に示す医薬品とみなす範囲に

該当するものは、原則として医薬品とみなすものとする。なお、 2種以上の成分が

配合されている物については、各成分のうちいずれかが医薬品と判定される場合は、
当該製品は医薬品とみなすものとする。

ただし、当該成分が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のた

めに使用されているものと認められ、かつ、当該成分を含有する旨標ぼうしない場

合又は当該成分を含有する旨標ぼうするが、その使用目的を併記する場合等総合的
に判断して医薬品と認識されるおそれのないことが明らかな場合には、この限りで

ない。

医薬品とみなす範囲は次のとおりとする。

(一)効 能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、判断基準の 1 に該当

する成分本質 (原材料)が配合又は含有されている場合は、原則として医薬

品の範囲とする。

(二)判 断基準の1 に該当しない成分本質 (原材料)が配合又は含有されてい

る場合であって、以下の①から③に示すいずれかに該当するものにあっては、

原貝Jと して医薬品とみなすものとする。

① 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの     ｀

② アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの

③ 用法用量が医薬品的であるもの


