
医療機関の皆様へ

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は、当協議会会員に対し格別の御愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、私ども衛生検査所は、消費者庁と公正取引委員会の指導の下、昭和 59 年
に公正取引協議会を設置し、検体検査の受託に係る取引を不当に誘引する景品類の
提供を制限する公正競争規約を運用し、業界の正常な商慣習の確立に努めてきまし
た。規約は、景品表示法第 11 条の規定に基づき、消費者庁長官及び公正取引委員
会の認定を受けて設定した業界のルールであり、会員一丸となって、この規約の遵
守に取り組んできました。
　しかしながら、平成 25 年４月、消費者庁から、同 21 年の規約改正により禁止さ
れた、医療機関への真空採血管の無償提供が依然として広く行われているという状
況が見られたこと等について、再度、規約を周知徹底し遵守するよう厳しく指導を
受けたところであります。
　今日まで、当協議会会員は医療機関の皆様へ真空採血管は医療器具であり、衛生
検査所が医療機関へ無償提供することは、規約で禁止されている旨ご説明に上がり、
多くの医療機関において有償にしていただくか、卸業者から購入していただくよう
になりました。ご理解ご協力に感謝いたします。
　公正競争規約により、真空採血管をはじめとする採取用具類、検査機器等の無償
提供、長期にわたる無料検査等は禁止されていることについてご理解いただき、引
き続き、規約の完全遵守についてご協力賜りたくお願い申し上げます。

謹白　

　　　　　平成２７年８月

衛生検査所業公正取引協議会
会長　　　江　川　　洋

公正競争規約の完全遵守に関する
ご理解とご協力のお願い

〒102－0094
東京都千代田区紀尾井町3－27　剛堂会館ビル３階
TEL/FAX　0 3 － 3 2 6 3 － 2 4 4 0
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景品表示法と公正競争規約の関係

「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業
　　　　における景品類の提供に関する事項の制限」

　公正競争規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会がその業界の公正取引のルールとして景品表
示法に基づき認定したものです。
　消費者庁が法律を運用するに際しては、公正競争規約の定めが参酌されます。

【公正競争規約の認定要件】

　① 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること

　② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと

　③ 不当に差別的でないこと

　④ 公正競争規約に参加し、又は脱退することを不当に制限しないこと

景　品　表　示　法

第３条

告示

第11条

共同認定

景品類の制限及び禁止

内閣総理大臣(消費者庁長官)は、……景品類の
価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提
供の方法その他景品類の提供に関する事項を
制限し、又は景品類の提供を禁止することが
できる。

協定又は規約

事業者又は事業者団体は、……景品類又は表
示に関する事項について、内閣総理大臣(消費
者庁長官)及び公正取引委員会の認定を受け
て、……協定又は規約を締結し、又は設定す
ることができる。

（平成９年　公正取引委員会告示第54号）

医療用医薬品の製造又は販売を業とする者、医療機器の製造又は販売を業とする者及び衛生
検査を行うことを業とする者は、医療機関等に対し、医療用医薬品、医療機器又は衛生検査
の取引を不当に誘引する手段として、医療用医薬品若しくは医療機器の使用又は衛生検査の
利用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲
を超えて景品類を提供してはならない。

消費者庁長官及び公正取引委員会

衛生検査所業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約
 (昭和59年9月認定)

商慣行と
して参酌

医療用医薬品業、医療機器業及び衛生
検査所業における景品類の提供に関す
る事項の制限
 （平成9年告示第54号）



「公正競争規約」による景品提供制限の内容

次のものは、提供できないこととされています

１．物品及び土地、建物等
２．金銭、金券、株券、商品券などの有価証券等
３．きょう応（映画、演劇、旅行、その他催物等への招待や優待を含む。）
４．便益、労務その他の役務

次のものは、例外として提供が制限されないこととされています

１． 自社の衛生検査の利用に際して必要な容器類（検体を医療機関から検査センターまで
保管・輸送するための容器であって、検体採取など他の用途にも使用できるものは含
まない。）又は便益を高めるような物品の提供

２． 衛生検査に関する情報その他自社の衛生検査に関する資料、説明用資材等の提供

３． 短期間のテスト検査（原則１週間以内、新検査法による比較検査及び研究用検査につ
いては４週間以内）の提供

４． 慣例として行われる自社主催の忘年会等の親睦の会合、自社の創立記念行事等における
「社会通念上華美、過大にわたらない範囲」での景品提供

《無償供与が禁止されている採取用具類の代表例》
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■採血シリンジ

■真空採血管

■採血針

■マルチ針

■採血ホルダー

■便ヘモグロビン

■検体採取用具セット

■ハルンカップ



会 員 会 社 一 覧
施　　設　　名 県名 地区名

社会医療法人愛仁会　杏和総合医学研究所 兵庫 近畿
株式会社あすか製薬メディカル 神奈川 関東甲信越
株式会社アルプ　 石川 北陸
株式会社いかがく 京都 近畿
有限会社岩国臨床検査センター 山口 中国
株式会社エスアールエル 東京都 関東甲信越
株式会社エヌシーエル 栃木 関東甲信越
株式会社愛媛メディカルラボラトリー 愛媛 四国
株式会社愛媛臨検　 愛媛 四国
有限会社エフエムエルサービス 鳥取 中国
株式会社ＬＳＩメディエンス 東京都 関東甲信越
株式会社遠州予防医学研究所　 静岡 中部
株式会社オーエムエル 広島 中国
株式会社大阪血清田辺臨床検査センター 和歌山 近畿
株式会社大阪血清微生物研究所 大阪 近畿
株式会社大阪細胞病理研究所 大阪 近畿
株式会社岡山医学検査センター 岡山 中国
株式会社帯広臨床検査センター 北海道 北海道
株式会社環境分析研究所 福島 東北
有限会社北九州衛生検査研究所 福岡 九州
株式会社北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所 神奈川 関東甲信越
株式会社キューリン　 福岡 九州
株式会社キューリンパーセル 福岡 九州
株式会社協同医学研究所 福岡 九州
一般社団法人京都微生物研究所　 京都 近畿
株式会社近畿予防医学研究所 滋賀 近畿
株式会社グッドライフデザイン 愛知 中部
株式会社クリニカルパソロジーラボラトリー 鹿児島 九州
有限会社久留米臨床検査センター 福岡 九州
株式会社群馬臨床検査センター 群馬 関東甲信越
株式会社京浜予防医学研究所　 神奈川 関東甲信越
株式会社ケーアイエー 神奈川 関東甲信越
株式会社江東微生物研究所 東京都 関東甲信越
国産薬品工業株式会社 岐阜 中部
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ　元氣プラザ臨床検査センター 東京都 関東甲信越
株式会社サカイ生化学研究所 大阪 近畿
有限会社酒田臨床検査センター 山形 東北
有限会社佐々木臨床検査センター 広島 中国
株式会社札幌病理検査センター 北海道 北海道
札幌臨床検査センター株式会社 北海道 北海道
株式会社サンリツ　 千葉 関東甲信越
株式会社シー・アール・シー 福岡 九州
株式会社ジェ・シ・アル 京都 近畿
株式会社四国中検　 香川 四国
株式会社ジャパンメディカル　 山梨 関東甲信越
有限会社湘南医化学検査センター 神奈川 関東甲信越
株式会社昭和メディカルサイエンス 東京都 関東甲信越
株式会社西北五臨床検査センター 青森 東北
株式会社セントラル医学検査研究所 茨城 関東甲信越
一般財団法人総合保健センター　臨床検査所 岐阜 中部
株式会社組織科学研究所　 神奈川 関東甲信越
株式会社第一岸本臨床検査センター 北海道 北海道
株式会社第一臨床医学検査センター 埼玉 関東甲信越
有限会社多久臨床検査センター 佐賀 九州
株式会社立川臨床医学研究所　 東京都 関東甲信越
株式会社秩父臨床医学研究所　 埼玉 関東甲信越

（五十音順）　平成27年5月24日現在
施　　設　　名 県名 地区名

株式会社千葉細胞病理診断センター 千葉 関東甲信越
有限会社中央医学検査研究所 福岡 九州
株式会社中央微生物検査所 大阪 近畿
株式会社中央臨床検査研究所 岩手 東北
株式会社中央臨床メディエンス 岩手 東北
株式会社チューケン　日本医薬中央研究所 熊本 九州
つくば i-Laboratory有限責任事業組合 茨城 関東甲信越
ＤＰＲ株式会社 岩手 東北
株式会社東海細胞研究所　 岐阜 中部
株式会社東京公衆衛生研究所　 東京都 関東甲信越
一般財団法人東京保健会　病体生理研究所 東京都 関東甲信越
東部メディカルセンター株式会社 静岡 中部
株式会社東洋検査センター　 静岡 中部
有限会社長崎医学中央検査室 長崎 九州
株式会社新潟臨床検査センター 新潟 関東甲信越
株式会社ニチヤク医学検査研究所 大阪 近畿
株式会社日研医学 福井 北陸
日本医学株式会社 大阪 近畿
株式会社日本医学臨床検査研究所 京都 近畿
株式会社日本遺伝子研究所　 宮城 東北
一般社団法人日本厚生団衛生科学研究所 神奈川 関東甲信越
株式会社日本ノーバメディカル研究所　 東京都 関東甲信越
株式会社日本微生物研究所　 宮城 東北
株式会社日本病理研究所 宮城 東北
株式会社早川予防衛生研究所　 東京都 関東甲信越
一般財団法人阪大微生物病研究会 大阪 近畿
株式会社ビー・エム・エル 東京都 関東甲信越
微研株式会社 鹿児島 九州
株式会社兵庫県登録衛生検査センター 兵庫 近畿
株式会社兵庫県臨床検査研究所 兵庫 近畿
株式会社ファルコバイオシステムズ 京都 近畿
株式会社福山臨床検査センター 広島 中国
富士商事株式会社　衛生検査所 山形 東北
株式会社北信臨床 長野 関東甲信越
株式会社北陸シーピーエル　 石川 北陸
株式会社保健科学研究所　 神奈川 関東甲信越
株式会社保健科学東日本 埼玉 関東甲信越
一般財団法人北海道薬剤師会　公衆衛生検査センター 北海道 北海道
株式会社町田予防衛生研究所　 東京都 関東甲信越
株式会社松戸メディカルラボラトリー 千葉 関東甲信越
公益社団法人宮城県医師会　健康センター 宮城 東北
株式会社ミロクメディカルラボラトリー　 長野 関東甲信越
株式会社武蔵臨床検査所　 埼玉 関東甲信越
株式会社メディカルアート・ラボラトリー 東京都 関東甲信越
株式会社メディカルラボ 神奈川 関東甲信越
株式会社メディック　岐阜 岐阜 中部
株式会社メディック　堺 大阪 近畿
株式会社メディック　滋賀 滋賀 近畿
株式会社盛岡臨床検査センター 岩手 東北
有限会社山口臨床検査センター 山口 中国
株式会社ラボテック 　 長崎 九州
株式会社臨床病態医学研究所　 福岡 九州
株式会社リンショー　 広島 中国
株式会社リンテック　 福岡 九州
株式会社和歌山医化学研究所　 和歌山 近畿


