
  
  

はじめての方に 

  
今年の6月より、大衆薬（一般用医薬品・ＯＴＣ医薬品）の販売方法が大きく変わります。 

  
これまでは大衆薬の取り扱いに関するルール（許可規制）は少々ありましたが、驚くことに、

販売に関するルールは一切ありませんでした。 

薬剤師などの専門家が不在であっても、アルバイトやパートなどの医薬品の素人が販売して
も、インターネットで販売しても、どう売っても医薬品販売に関して規制する法律は無かったので
す。 

  
昨今、わが国の国民の安全・安心を求める声が日に日に高まりを見せています。 

  
その一方で、少子高齢化社会の到来に伴う国民医療費の高騰を抑制するため、大衆薬の活

用（セルフメディケーション）が強く求められてきています。 

  
世界先進各国は、高齢化社会における医療費の高騰を抑制させるために、医療用で使われ

た治療薬を予防・改善薬として大衆薬化しています。（医療用医薬品を大衆薬にすることを「ス
イッチＯＴＣ」といいます） 

それらの国はいずれも、医薬品を安全かつ効果的に使用するために数々の制度改正を行
い、効き目は強いがリスクも高い生活習慣病の医薬品を予防薬としてスイッチＯＴＣ化させ、「セ
ルフメディケーションの推進」を国策で実現しています。 

  
いよいよ、わが国においても、こうした動きが本格的に起こってきました。 

「一般用医薬品（大衆薬）の販売制度改正」（いわゆる改正薬事法）は、こうしたわがこうしたわがこうしたわがこうしたわが国国国国のののの国国国国民民民民
のニーズやのニーズやのニーズやのニーズや構造的構造的構造的構造的医医医医療問題療問題療問題療問題をををを解決解決解決解決するため、大衆薬の販売制度について実に半世紀ぶりに改
正され、施行されるのです。 

  
これらの内容について詳しく、かつ正しく知って頂くために、このサイトを立ち上げました。  
  
  
  

  

  
 ※一般用医薬品･大衆薬･市販薬･売薬･ＯＴＣ医薬品とは 
 厚生労働省に承認された基準で製造され、消費者が、自分の意思で選
択、購入、使用する医薬品をいいます。医師による処方せん調剤などの医
療用医薬品と区別されます。 

  一般用医薬品の呼び方は、主に法律用語として使われます。これに対
し一般的には、大衆薬、市販薬などと呼んでいますが、一般用医薬品製造

メーカーの団体である、日本ＯＴＣ医薬品協会は「ＯＴＣ医薬品」で統一することを決め、ＣＭ等で使用
しています。 
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〔改正薬事法の背景と経緯〕 

●驚驚驚驚くことにくことにくことにくことに薬薬薬薬事法制定（Ｓ３５）以事法制定（Ｓ３５）以事法制定（Ｓ３５）以事法制定（Ｓ３５）以来来来来、、、、医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売にににに関関関関するするするする法律法律法律法律はははは皆無皆無皆無皆無だっただっただっただった 
  

現行の改正薬事法は、昭和35年に制定されました。この内容をみると、調剤を行う薬
局の開設・設備・提供方法などは詳しくルール化されていました。しかし、大衆薬を販売
する一般販売業、薬種商販売業、配置販売業、特例販売業などの販売業に関するルー
ルは、開設許可に関するルールはあったものの、販売に関するルールはほとんど存在し
ていませんでした。 

  

  
  
    ●大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬もももも医薬医薬医薬医薬品品品品ですですですです。安全。安全。安全。安全ではありませんではありませんではありませんではありません 

大衆薬（一般用医薬品）による重篤な事故や被害は、年間300件ほど厚生労働省に報告
されていますが、軽度なものや体質や依存性によるもの、これに因果関係の不明なも
の、体質や報告のないものなどを加えると、軽く10万件を越えると言われています。  

「大衆薬は安全」、「漢方薬は安全」と考えられる方も多いと思いますが、これまで安全
とされていた大衆薬で、サリドマイド被害や、スモン（キノホルム）被害、そして今日に至っ
てはステロイド剤によるムーンフェイス症状、スチーブンジョンソン症候群（ＳＪＳ）など多く
の取り返しのつかない薬害が起こっているのも事実です。 

特にＳＪＳについては、いつも使っている医薬品であっても、突然突然突然突然にににに副作用副作用副作用副作用があらわれがあらわれがあらわれがあらわれ、、、、
処処処処置置置置がががが遅遅遅遅れるとれるとれるとれると一生不自由一生不自由一生不自由一生不自由なななな生活生活生活生活をををを強強強強いられるいられるいられるいられることになります。 

大衆薬と言えども、副作用の症状に関しては一刻一刻一刻一刻もももも早早早早いいいい原因原因原因原因のののの解明解明解明解明とととと、適切、適切、適切、適切なななな処処処処置置置置がががが
必要必要必要必要なのです。 

  
 （参考資料1：一般用医薬品による国内副作用報告の状況 

 参考資料2：わが国の医薬品による主な薬害） 
  
参考リンク：ＳＪＳ患者会   （http://www.sjs-group.org/） 

                   全国薬害被害者団体連絡協議会  
（http://homepage1.nifty.com/hkr/yakugai/） 

※リンク先の新しいウィンドウが開きます。 
  
  

    ●厚厚厚厚労労労労省省省省はははは、何度、何度、何度、何度となくとなくとなくとなく医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売にににに関関関関するするするする方法方法方法方法をををを通知通知通知通知でででで出出出出してましたしてましたしてましたしてました 
  

こうした状況に対し、これまで厚生労働省はたびたび、都道府県薬務課および地区保
健所に、大衆薬の安全な提供（販売および授与）に関する通知を出してきました。 

この通知に基づき、都道府県薬務課および地区保健所は、管轄するエリアにおける販
売業の取締りや監視指導に力を入れてきました。 

  
通知に基づく行政指導には、法律に基づく通知・指導と、法律に基づかない通知・指導

との2種類があります。 

 



前者の法律に基づく通知・指導は強制力があり、守らなければ行政処分などの罰則罰則罰則罰則のののの
対対対対象象象象となります。 

これに対して後者の法律に基づかない通知・指導は、必要に応じて行うことは良いので
すが強強強強制力制力制力制力はなくはなくはなくはなく、、、、それをそれをそれをそれを実実実実行行行行するかするかするかするか否否否否かはかはかはかは、指導、指導、指導、指導されるされるされるされる側側側側のののの自由自由自由自由となっています。 

                                                                                                    （行政手続法３２条第１項および
第２項） 

  
  
●行政手行政手行政手行政手続続続続法法法法によりによりによりにより、法律、法律、法律、法律にににに基基基基づかないづかないづかないづかない通知通知通知通知････指導指導指導指導はははは強強強強制力制力制力制力がないがないがないがない 
  

これはそもそも、許可を取扱う行政があまりにも勝手な法解釈と理由で、許認可を受け
ている者を取締り、法的な背景に乏しいにもかかわらず行政処分などの罰則を与えて来
たことに由来します。こうした状況に対し、平成5年に総務省に「行政手続法」が設置さ
れ、こうした行き過ぎの行政指導を厳しく監視することになったのです。（各都道府県でも
これに基づいた条例を設け実施されています） 

その結果、法律に基づかない通知・指導には強制力が伴わなくなったのです。 
  
したがって、薬事法および省令などの法律に基づかない（無かった）大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬のののの販販販販売売売売につにつにつにつ

いてのいてのいてのいての数々数々数々数々のののの通知通知通知通知やややや指導指導指導指導にはにはにはには、、、、そのそのそのその内内内内容容容容がががが必要必要必要必要かつかつかつかつ重要重要重要重要だとしてもだとしてもだとしてもだとしても強強強強制力制力制力制力がなくがなくがなくがなく、その
指導に従って行うか否かは、受け手である販売事業者の自由なのでした。 

  

    ●「「「「やったやったやったやった者勝者勝者勝者勝ちちちち」」」」のののの医薬医薬医薬医薬品販品販品販品販売売売売のののの実実実実態態態態にににに、、、、国国国国民民民民のののの安全安全安全安全をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが高高高高まるまるまるまる 

周知のとおり、わが国の国民は生活の安心・安全を世界一求める国民であると言われ
ています。 

当然国民には、生活全般にわたって「安心・安全」を求める権利があります。特に近年
は、様々な有害物質が含まれた食品問題や偽装問題、製品事故などが話題になり、きわ
めてデリケートな社社社社会会会会問題問題問題問題になってきています。 

大衆薬においても、これまでこれまでこれまでこれまで何何何何もももも販販販販売売売売ルールがルールがルールがルールが無無無無かったことがかったことがかったことがかったことが不思議不思議不思議不思議です。これまでの
良し悪しは別として、行政手続法以前は圧倒的な力を持つ行政の通知、指導で調整され
てきた大衆薬の販売でしたが、現在は行政手続法が施行され、その強制力と指導力が
失われました。そのため、近年の医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売についてはについてはについてはについては「「「「やったやったやったやった者勝者勝者勝者勝ちちちち」「何」「何」「何」「何でもでもでもでもＯＫ」ＯＫ」ＯＫ」ＯＫ」

 



「責任「責任「責任「責任はないはないはないはない」」」」のののの状状状状況況況況でした。 
  
こうした大衆薬の販売状況に対して、多くの国民より「安心・安全」のための制度整備を

求める声が日に日に高まってきたのです。 

  
  

   ●すべてのすべてのすべてのすべての医薬医薬医薬医薬品品品品はははは、、、、効効効効果果果果とリスクをとリスクをとリスクをとリスクを併併併併せせせせ持持持持っているのですっているのですっているのですっているのです  
  

どんな医薬品にも、期待期待期待期待したしたしたした効効効効果果果果（ベネフィット）と期待期待期待期待しないしないしないしない効効効効果果果果（リスク）とが存在しま
す。 

このリスクの中身は副作用と有害事象とに分かれます。副作用の中には期待しなかっ
た効果ではあるが、有用な効果が得られることが稀にあります。（血圧の薬で、頭髪が生
えたとかの例） 

ここで問題になるのが、有害事象をもたらすリスクです。このリスクを上手に管理し、期
待する効果を手に入れることが大切です。 

  
リスクを上手に管理するためには、 
  
１）自分の体質や症状に合っているか。（適合確認） 

２）用法・容量は適正か。（適正使用） 

３）この医薬品には、どんな有害リスクがあるのか。（リスク予知） 

４）有害リスクと思われた場合、どう対処するか。（リスク対応） 
  

などの情報をあらかじめ知ってから、正しく服用することが大切なのです。 
  
  

   ●世界先進各世界先進各世界先進各世界先進各国国国国ではではではでは、高騰、高騰、高騰、高騰するするするする医医医医療費療費療費療費をををを、大、大、大、大衆衆衆衆薬薬薬薬のののの活用活用活用活用でででで抑制抑制抑制抑制していますしていますしていますしています 

 その一方、高齢化の進む世界先進国においては、医療費の高騰の主要因となっている
生活習慣病や慢性疾患に対する対応が、医療政策の中心となってきています。 

 特に欧米や豪州などの先進国は、その一つの活路として、大衆薬（一般用医薬品）の活
用による生活習慣病や慢性疾患の予防および未病改善（血圧や血糖値が高いが、未だ
病気（合併症）に至っていない状態で改善すること）に力を注ぎ、大きな成果をあげていま
す。 

米国や英国では、この生活習慣病や慢性疾患の予防・未病改善に大衆薬を用いて改
善してしまおうとする、いわゆるセルフメディケーションの推進を国国国国策策策策として打ち出し、リスリスリスリス
クのクのクのクの高高高高いいいい医薬医薬医薬医薬品品品品をををを安全安全安全安全にかつにかつにかつにかつ効効効効果的果的果的果的にににに使用使用使用使用するためのするためのするためのするための様々様々様々様々なななな規制改革規制改革規制改革規制改革やややや販販販販売売売売制度改制度改制度改制度改
正正正正を行っています。 

  
  

    ●今後「今後「今後「今後「医医医医療制度療制度療制度療制度のののの崩崩崩崩壊壊壊壊」」」」かかかか「高負「高負「高負「高負担担担担制度制度制度制度のののの導入」導入」導入」導入」いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの選選選選択択択択となるとなるとなるとなる 

わが国の医療費は、現在約34兆円になっており、厚生労働省によると2025年の医療
費は69兆兆兆兆円円円円になると予測されています。 

現状から言えば2025年を待たずとも、世界に誇ってきた国国国国民皆保民皆保民皆保民皆保険険険険のののの破綻破綻破綻破綻とととと医医医医療制療制療制療制



度度度度のののの崩崩崩崩壊壊壊壊はははは、時間、時間、時間、時間のののの問題問題問題問題だだだだと言われています。医療費を使う高齢世代の増加に対し、
医療費をさほど使わないがその大半を負担する、若い世代にこのことをあまり知らせる
と、健康保険の加入および負担を拒否する方が増え、医療制度の崩壊がさらに早まると
言われています。 

  

    ●今２０今２０今２０今２０歳歳歳歳のののの方方方方がががが３７３７３７３７歳歳歳歳頃、消費頃、消費頃、消費頃、消費税税税税２０２０２０２０パーセントパーセントパーセントパーセント時代時代時代時代がくるかもしれないがくるかもしれないがくるかもしれないがくるかもしれない？？？？ 

昨年の11月4日に、内閣府より「政府社会保障制度国民会議」が発表され、新聞やテレ
ビのトップで報じられました。 

これによると、このままでいけば現在現在現在現在のののの社社社社会会会会保障（保障（保障（保障（医医医医療療療療およびおよびおよびおよび年金）年金）年金）年金）をををを維持維持維持維持するのにするのにするのにするのに
はははは、2025年には現保険制度でいけば消費消費消費消費税税税税率率率率はさらにはさらにはさらにはさらに3.3％～％～％～％～3.5％％％％、または保障費ア
ップ分を税で全てまかなうと、さらに消費税率は9～～～～13％％％％アップアップアップアップになることになります。 

今年20歳を迎えた方々が結婚をして子育てにお金がかかる37歳頃、消費税率20％時
代がくるかもしれないのです。 

この事は、他人事ではいられません。このままいけばこれらのことは、明日の私たち
や、私たちの子供の世代に確実にやってくる現実なのです。 

  

  
  

  ●薬薬薬薬事法改正事法改正事法改正事法改正のののの目的（理念）目的（理念）目的（理念）目的（理念）はははは「現行「現行「現行「現行医医医医療制度療制度療制度療制度のののの維持」「維持」「維持」「維持」「医医医医療費高負療費高負療費高負療費高負担担担担のののの抑制」抑制」抑制」抑制」 
  

こうしたわが国の状況に対し、このたびの改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法のののの目的目的目的目的は、大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬のののの「安全「安全「安全「安全なななな使使使使
用」用」用」用」をををを確立確立確立確立しししし、、、、そのそのそのその上上上上でででで欧欧欧欧米先進米先進米先進米先進国国国国でとられているようなでとられているようなでとられているようなでとられているような大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬をををを活用活用活用活用しししし医医医医療費療費療費療費のののの抑制抑制抑制抑制をををを
行行行行うううう「セルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーション」を推進することにあるのです。 

  
まず医薬品の安全な提供方法を確立し、その上で医療用からスイッチＯＴＣ化された生

活習慣病薬、慢性疾患薬を安全かつ効果的に使用し予防・未病改善を行うことで、より
多くの方が重篤な疾病を回避し、健康で快適な毎日を過ごすことができるようになりま
す。その結果、医療費の大幅な抑制（約10～15兆円の抑制が可能と推測）を図ることが
できるのです。 

この改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法は、「「「「医薬医薬医薬医薬品品品品のののの安全安全安全安全なななな提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確立」確立」確立」確立」と「「「「セルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションのののの推推推推
進」進」進」進」、「「「「そのそのそのその結果結果結果結果としてのとしてのとしてのとしての医医医医療費抑制療費抑制療費抑制療費抑制によるによるによるによる現現現現医医医医療制度療制度療制度療制度のののの維持」維持」維持」維持」にこそ、その狙いがある
のです。 

この事は、改正薬事法を検討した「厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討会」の報
告書（平成17年12月）にも明記されています。 

  



 
  
  ●薬薬薬薬業界業界業界業界もももも国国国国民民民民のののの求求求求めるめるめるめる「安全」「安全」「安全」「安全」とととと「「「「医薬医薬医薬医薬品品品品のののの有有有有効効効効活用」活用」活用」活用」のありのありのありのあり方方方方のののの議論議論議論議論をををを重重重重ねるねるねるねる 
  

これまで医薬品を提供してきた薬業界は、こうした高まる「安心・安全」に対する国民の
要求と大衆薬の新しい役割について、多くの議論を重ねてきました。 

その結果、これまで自由だった医薬品の販売制度を改め、一定の販売ルールの導入
を決意しました。「安全性」を高めるとともに、将来将来将来将来のののの世代世代世代世代にににに高高高高いいいい医医医医療費負療費負療費負療費負担担担担をををを強強強強いることいることいることいること
やややや、、、、医医医医療制度療制度療制度療制度のののの崩崩崩崩壊壊壊壊をををを避避避避けるけるけるけるために大衆薬の販売制度の改正（規制ではなく是正）を行
うことにしたのです。 

この事について、新聞やメディアで国民に対し少しも報じていないことが、きわめて残念
です。 

  
  
   ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法のののの目的目的目的目的やややや内内内内容、容、容、容、実実実実態態態態をよくをよくをよくをよく研研研研究究究究してくださいしてくださいしてくださいしてください 
  

改正薬事法をよく研究して下さい。一部の報道で言われているような、厚生労働省の
省益や業界保護的な制度でないことがすぐわかります。 

  
天下りについて問題視されている現在、市販薬の制度改正および将来的な使用につ

いての改正薬事法が、厚生労働省の役人にとって、どんな利益があるのでしょうか。（天
下りの事業所がつくられたり、関係団体に新しい事業がおこったり、おこるような内容は
一切ありません。） 

地方自治体の薬務課や保健所職員にも、多くの業務が発生することになります。登録
販売者試験への対応や許可変更、さまざまな届出への対応など、その対応すべき内容
の多さと複雑さを考えると、さすがに頭が下がる思いです。 

  
また、今まで自由にやり放題であった大衆薬販売業者に、これだけの販売ルールを行

わなければならないことになったことに対し、販売業者にどれだけのメリットがあるという

  



のでしょうか。（多くの取扱いや販売に関するルール、取扱い医薬品の規制など良く調
べてみてください。これまで一般販売業で取り扱えた医療用医薬品は、今後の店舗販売
業では取り扱いが出来なくなります。） 

  
この改正薬事法は、私の知る限りでは、稀に見る「国民主体」「将来的展望」に立った、

行政行政行政行政とととと業界業界業界業界のののの決決決決断断断断とととと行動行動行動行動ではないでしょうか。 
  
  
    ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法はははは、、、、まさにまさにまさにまさに国国国国民民民民････行政行政行政行政････業界業界業界業界のののの「三方一「三方一「三方一「三方一両両両両損」損」損」損」のののの制度改革制度改革制度改革制度改革 
  

今わが国の薬業界は、この制度の対応に大変な投資と行動を行っています。 

叩かれ続けている厚生労働省の役人も、自分たちの将来をかえりみず政策を信じて頑
張っています。地方行政の方々も実に多くの対応を行っています。私自身、厚生労働省
や地方行政と長年戦い続けてきた者ですが、このたびの改正薬事法にかける熱意と努
力は固く信じられるものがあります。 

  
また、このこのこのこの制度制度制度制度はははは、生活者（、生活者（、生活者（、生活者（国国国国民）民）民）民）のののの参画参画参画参画とととと責任責任責任責任がががが強強強強くくくく求求求求められますめられますめられますめられます。この制度をよく知

り、より「安全で」「便利に」「効果的に」医薬品を自己責任として使用することが、生活者
に求められるのです。 

まさに、この改正薬事法は、私たちの将来の世代ため、国民、行政、業界の「三方一両
損」の制度だといえるのではないでしょうか。 

必ずや、この改正薬事法が将来の生活者や子供たちに評価されることを信じて、携わ
っている方々は歯をくいしばって頑張っているのです。 

  

                           ～すべては国民・地域生活者のために～ 
  

  
  

  
   ●販販販販売売売売制度制度制度制度のルールのルールのルールのルール化化化化はははは、「販、「販、「販、「販売売売売者責任制度」者責任制度」者責任制度」者責任制度」のののの導入導入導入導入となるとなるとなるとなる 

  
次に、この薬事法改正によって何が変わるのか述べましょう。 

まず、販売業者についてこれまで医薬品の販売についてのルールはありませんでした
から、一般用医薬品の事故は「行政行政行政行政のののの許認可責任許認可責任許認可責任許認可責任」「メーカーのメーカーのメーカーのメーカーの製造物責任製造物責任製造物責任製造物責任」「消費者消費者消費者消費者のののの
自己責任自己責任自己責任自己責任」の三極責任から成っていました。 

つまり、何か問題があれば、店舗はその受付窓口は行いますが、全てメーカーにまわ
すことになっていました。メーカーは、その製造物責任（ＰＬ法）として、訴訟から示談まで
対応してきました。 

医薬品の事故、または副作用被害が広範囲・大多数に至った場合は、その方々が集
まり訴訟団を結成し、国を相手どって訴訟し国の許認可責任を求めます。 

そして、多くの軽度の副作用および有害事象は自己責任として、理由もわからず消費
者が我慢してきたのです。どこにも相談できず、いわば泣き寝入り状態でした。 

  
しかし、この改正薬事法によって販販販販売売売売のルールのルールのルールのルールが定められ、今後は販販販販売売売売者者者者のののの「販「販「販「販売売売売責責責責

任」任」任」任」がががが大大大大きくきくきくきく問問問問われるわれるわれるわれることになります。大衆薬の陳列方法や、医薬品ごとの情報提供者お
よび情報提供内容、専門家の常駐体制の維持など、多くの販売業者に販売ルールを義
務づけたのがこの改正薬事法なのです。 

そして、このルールを守らなかった事業者には、行政行政行政行政処処処処分分分分として営業停止や許可取り
消しが命ぜられるばかりでなく、もし事故が起こった場合には刑事責任刑事責任刑事責任刑事責任や民事責任民事責任民事責任民事責任が問
われることになります。 



生活者・使用者が何かあったらすぐ購入した販売店に相談し、早急な対応がとられな
ければならないことを販売店に義務付けた制度なのです。 

  
   

  

          ～私たちは知っています。 

              生活者や消費者を守ることを規制強化だとはいわないことを。 

       正義の味方のように規制緩和と騒ぐ人ほど我田引水な人が多いこ
とを～ 

  
  
  ●販販販販売売売売ルールのルールのルールのルールの導入導入導入導入でででで、大、大、大、大衆衆衆衆薬薬薬薬のののの可能性可能性可能性可能性がががが大大大大きくきくきくきく高高高高まりますまりますまりますまります 
  

こうして、いわば野放し状態であったわが国の大衆薬販売（提供）制度に一定のルール
が設けられ、 

  
１）消費者・生活者の安全の確保及び担保 

２）セルフメディケーションに必要な医薬品供給体制の確立 

３）国民の健康の維持及び生活習慣病の減少 

４）高騰する医療費の抑制及び医療制度の維持 
  

を実現することが可能となったのです。 
  

初めこそ利用者も、事業者も少々のキツさを感じるかもしれませんが、やがて、この改
正薬事法は世界で最も誇れる制度として、全ての国民が体感することになると思います。 
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〔改正薬事法施行と医薬品無店舗販売〕 

  
    ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法によリによリによリによリ医薬医薬医薬医薬品品品品のののの通販通販通販通販････ネットネットネットネット販販販販売売売売がががが制限制限制限制限されされされされ、業者、業者、業者、業者がががが反反反反発発発発 
  

ここにきて、これまで販売ルールの無かったときに自由に販売できた通信販売業者や
ネット販売業者から、改正薬事法への反発が起こっています。 

  
確かに、彼らの一部にはこの改正薬事法が事業の生死につながってしまうことになる

販売業者がいると思います。何とか知恵を出し、救済しなくてはならないとも思います。 

しかしその一方では、力力力力まかせでこのまかせでこのまかせでこのまかせでこの改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法そのものをそのものをそのものをそのものを骨骨骨骨抜抜抜抜きにきにきにきにしようと、一部の
国会議員や行政改革会議（内閣府）に働きかけている方もいます。一部のメディアも、そ
の力を正義として一方的に報道しています。公的な報道であれば、もっと改正薬事法の
理念や目的、内容を調べ、正しい報道に努めて頂きたいものです。「安全性と利便性、あ
なたはどちらを選びますか」なる上辺だけの報道には辟易です。 

私たちの決意と努力、この改正薬事法がもたらす将来の日本国について、少しも報じら
れない一連の報道に落胆する毎日です。（改正薬事法が正しく運用されなければ、わが
国の将来に大きな禍根を残すことになるでしょう） 

  
  
    ●なぜなぜなぜなぜ今頃今頃今頃今頃になってこうしたになってこうしたになってこうしたになってこうした不不不不満満満満行動行動行動行動をとるのかがをとるのかがをとるのかがをとるのかが不思議不思議不思議不思議ですですですです 
  

そもそも、今回の薬事法改正は、2006年（平成18年）6月に通常国会（第69号議案）で
国会議員によって可決されたものです。 

その決議で医薬医薬医薬医薬品販品販品販品販売売売売業業業業はははは、「店、「店、「店、「店舗舗舗舗販販販販売売売売業」業」業」業」・・・・「配置販「配置販「配置販「配置販売売売売業」業」業」業」のリアリティスペースをのリアリティスペースをのリアリティスペースをのリアリティスペースを用用用用
いたいたいたいた2つのつのつのつの販販販販売売売売形態形態形態形態のみのみのみのみ、と決定しました。この時の国会審議の議事録を見ると、衆参お
よび与野党ともに安全性を強く求めました。その後、これによって決定された改正薬事法
に基づき、実施のための省令が検討されてきました。 

つまり一部の国会議員や規制改革会議の方が言う様な通販やネット販売規制の法律
は、国会議員自らの手で作ったのです。本当に通販やネット販売が必要とあれば、第3の
販売業「無店舗販売業または通信販売業」として、国会で審議すべきでありました。 

  
詳細な実施ルールとして定められる省令は、改正薬事法に基づいてつくられなければ

ならず、ここに位置づけられた2つの販売業の実施省令は、当然ながらすべてリアリティ
スペースで実施する省令となります。 

この法律を決める前の厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会は、全てオープ
ンで開催され、内容も即時公開されてきました。通販やネット業者においても、問題があ
るのであれば、法律が出来る以前に声をあげるべきではなかったのでしょうか。なぜ今頃
になってこれまでの多くの議論を反故にするような行動を取るのか理解しがたいし、法治
国家の破壊とも思える行為です。 

  
→参考資料：現行薬事法と改正薬事法の異なり及び医薬品のネット販売について

（PDF、427KB）  
  
  
  
  ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法にににに適合適合適合適合できないできないできないできない人人人人たちのたちのたちのたちの救救救救済済済済をををを考考考考えるえるえるえる 
  

今日起きている改正薬事法における大衆薬販売の問題には、大別して２つあると思い
ます。 

  
その１つは利用者、消費者サイドの問題です。 

体が不自由であったり、家庭の事情、山間僻地、離島のため薬局や薬店、ドラッグスト
アで医薬品の購入ができない（購入しにくい）方々の問題です。 



もう１つは事業者、販売業者の問題です。 

これまで医薬品の販売ルールが無かったために、自分たちの事業のやり方で自由に
行えた医薬品販売や提供が、新しく設けられたルールにそぐわなく販売ができなくなり、
新しい販売方法に変更せざるを得なくなる問題です。 

  
前者の利用者も後者の販売者も、全体の１～２％位だと思います。少ないからといって

無視するのではなく、これらの利用者や販売業者に何らかの救済や支援方法を考えなく
てならないと考えます。 

だからといって、９８～９９％の生活者、利用者生活者、利用者生活者、利用者生活者、利用者のののの「安心「安心「安心「安心・・・・安全」安全」安全」安全」やややや「「「「セルフメディケーショセルフメディケーショセルフメディケーショセルフメディケーショ
ンンンンのののの推進」推進」推進」推進」をををを犠犠犠犠牲牲牲牲にすることはにすることはにすることはにすることは、、、、断断断断じてじてじてじて避避避避けなければならないけなければならないけなければならないけなければならないと考えます。 

多くのメディアが、「買えない人」「売れなくなる人」を大きく取り上げ、安全を手にする多
くの国民の声や、その対応を行う事業者の声を紹介しない事は残念です。 

こういった内容や状況をしっかり押さえて、こうした「購入者」や「事業者」への救済策を
講じることが必要だと思います。 

  
  
●大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬をををを購入購入購入購入できないできないできないできない方方方方へのへのへのへの救救救救済済済済をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか 
  

今回の改正薬事法における販売業は、「店舗販売業」と「配置販売業」との２つの販売
業になります。 

したがって、店店店店舗舗舗舗販販販販売売売売業者業者業者業者とととと配置販配置販配置販配置販売売売売業者業者業者業者がががが協力協力協力協力しししし、改正、改正、改正、改正薬薬薬薬事法事法事法事法のののの求求求求めるめるめるめる条条条条件件件件をををを満満満満たたたた
しながらしながらしながらしながら医薬医薬医薬医薬品品品品をををを届届届届けるシステムをつくるけるシステムをつくるけるシステムをつくるけるシステムをつくることが大切です。既に、日本薬剤師会、日本チ
ェーンドラッグストア協会、日本置き薬協会など、医薬品販売に関する9団体が集まり、こ
れらの方々に医薬品を提供するシステムや方法を考え、厚生労働大臣に提案していま
す。  

  

  

  
 いま、医薬品の販売に携わる方々によ
って、医薬品を購入しにくい方々に対し、
改正薬事法を遵守しつつ確実に医薬品
を提供することができるよう、協議を重ね
ています。  

→参考資料：厚生労働大臣に提出した
提案書（PDF、1.34MB）  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ●大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬のののの無店無店無店無店舗舗舗舗販販販販売売売売のののの方方方方々々々々へのへのへのへの救救救救済済済済をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか 

一口に無店舗販売業と言っても、その内容は幾つかの形態に分けることができます。 
  
１）医薬品のネット販売業者 

２）家庭薬製造販売業者 

３）伝統薬製造販売業者 
  

などが主にそうです。 
  

２）の家庭薬製造販売業者および３）の伝統薬製造販売業者は、使用者も特定され長



年の実績もある医薬品の販売が主で、零細な事業者も多く、他の方法がとりにくい
方々がほとんどだと思います。既既既既存存存存のののの販販販販売売売売業者業者業者業者もももも協力協力協力協力しししし、法律、法律、法律、法律をををを遵守遵守遵守遵守しながらしながらしながらしながら販販販販売売売売がでがでがでがで
きるきるきるきる可能性可能性可能性可能性をををを探探探探ることがることがることがることが必要必要必要必要だと思います。 

  
しかし、問題は大手事業者による大衆薬のカタログやネット販売業者への救済です。 

現状の「無店舗販売のルール」無し状態で彼らの主張をそのままにすると、大衆薬全
般（第１類から第３類医薬品）のみならず、薬局であれば医療用（薬局）医薬品までスル
ーで販売が可能となってしまいます。「「「「無店無店無店無店舗舗舗舗販販販販売売売売のルールのルールのルールのルール化化化化」」」」とととと「「「「責任所在責任所在責任所在責任所在のののの明確化明確化明確化明確化」」」」
「「「「行政行政行政行政のののの監視指導体制監視指導体制監視指導体制監視指導体制」」」」のののの整備整備整備整備がががが無無無無いいいい限限限限りりりり、救、救、救、救済済済済策策策策はははは無無無無いいいいと思います。 

この、一部の方々のネット購入の利便性を優先するあまり、大多数の国民の安全性や
医療費負担の抑制（医療制度の維持）を犠牲にしてはなりません。 

  
→参考資料：現行薬事法と改正薬事法の異なり及び医薬品のネット販売について

（PDF、427KB） 
  

  
    ●法整備法整備法整備法整備なくしてネットなくしてネットなくしてネットなくしてネット販販販販売売売売をををを認認認認めたらどうなるかめたらどうなるかめたらどうなるかめたらどうなるか 
  

法整備法整備法整備法整備をしないでをしないでをしないでをしないで医薬医薬医薬医薬品品品品のネットのネットのネットのネット販販販販売売売売がががが認認認認められるとめられるとめられるとめられると、現在のネット業者のみならず、
多くの大手資本や、既存ドラックストアチェーンが一斉に参入することになるでしょう。事事事事
実実実実上上上上のののの医薬医薬医薬医薬品販品販品販品販売売売売のののの自由化自由化自由化自由化になるになるになるになると思われます。改正薬事法で実現しようとした「「「「医薬医薬医薬医薬
品品品品のののの安全安全安全安全なななな提供」「異常時提供」「異常時提供」「異常時提供」「異常時のののの早期早期早期早期対処対処対処対処・・・・改善」改善」改善」改善」はははは消消消消ええええ、自由販売競争が激化します。一部
のポータルサイト業者は大儲けし、価格も少々下がるかもしれませんが、交換条件（トレ
ードオフ）として「安全「安全「安全「安全・・・・安心性」安心性」安心性」安心性」がががが失失失失われるわれるわれるわれることになるでしょう。 

また、ネット販売による山間僻地への医薬品提供は一時の弱者救済のように一見思わ
れますが、そのために医療保険制度の破綻を防ぐことが出来なくなり、結果的に多多多多くのくのくのくの医医医医
療格差（療格差（療格差（療格差（医医医医療難民）療難民）療難民）療難民）をををを作作作作ることになるることになるることになるることになると思われます。 

日本の国民は、いったいどちらを選ぶんでしょうか。 
  
※アメリカでは医薬品を自由に売っている、と主張する人がいますが、アメリカにはわ

が国のような皆保険制度がなく、任意保任意保任意保任意保険険険険にににに加入加入加入加入できないできないできないできない人人人人が約4500万人居り、医医医医療難療難療難療難
民民民民は実に約6000万人も居ると言われています。医療を受けられないその人たちのため
に大衆薬販売が自由化されている側面があると言われています。 

これはちょうど自分を守るためにライフルや拳銃の販売が規制できないのと同じです。
その為に多くの事故や事件が起こっています。 

日本ではアメリカのようにならないためにも、大衆薬の安全で効果的な使用を制度化
し、皆保皆保皆保皆保険険険険制度制度制度制度をををを守守守守らなければならないらなければならないらなければならないらなければならないと思います。 



むしろ、現在のアメリカはセルフメディケーションを推進させ、医療費の抑制を行うため
に、新たな医薬品販売の規制を設け、効果的な医薬品を大衆薬として提供できるように
なってきています。 

  
  
    ●急急急急がれるがれるがれるがれる法整備法整備法整備法整備  
  

したがって、安全安全安全安全なななな医薬医薬医薬医薬品品品品のネットのネットのネットのネット販販販販売売売売をををを実実実実現現現現するためにはするためにはするためにはするためには、法整備、法整備、法整備、法整備がががが必要必要必要必要ですですですです。 
ただし前にも述べたように、これらの内容は薬薬薬薬事法事法事法事法でででで「無店「無店「無店「無店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業またはまたはまたはまたは通信販通信販通信販通信販売売売売

業」業」業」業」というというというという新新新新しいしいしいしい販販販販売売売売形態形態形態形態をををを設設設設けるけるけるける必要必要必要必要があります。そしてそれに基づいた運営ルールと
して、省令が実施されるべきです。 

現在面白おかしく報道されている様な“ネット業者VS厚労省・既存医薬品販売業者”と
いう図式ではなく、国国国国民主体民主体民主体民主体のののの議論議論議論議論がががが為為為為されるべきされるべきされるべきされるべきであり、改正薬事法の求める目的や
狙いを実現する為に、ネット販売も整備される必要があります。 

  

  
  

 ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法のののの手順手順手順手順にににに問題問題問題問題があったかがあったかがあったかがあったか 
  

これまで、以下の手順でこの改正薬事法の決定・実施のための省令の決定がなされてき
ました。 

すべて長期間の議論を経て、これらの手続きをとってきており、手続き上の不備はなかっ
たと思います。  

  
  
・・・・薬薬薬薬事法事法事法事法をををを改正改正改正改正するためのするためのするためのするための検検検検討討討討会会会会のののの設置設置設置設置 
  

１）厚生科学審議会に薬事法の一部を改正するための「医薬品販売制度改正検討部会」
を設置 

    検討委員は厚生労働大臣より委嘱されます 

２）検討会の報告が作成され、審議会に提出 

３）検討会報告に基づき、法律案が作成されました 

４）パブリックコメントを経て案の調整を行い、国会提出されました 

→ 情報機器情報機器情報機器情報機器をををを用用用用いたいたいたいた医薬医薬医薬医薬品販品販品販品販売売売売についてはについてはについてはについては、第、第、第、第13回回回回・・・・14回回回回・・・・15回回回回のののの3度度度度にににに渡渡渡渡りりりり審審審審
議議議議されました。 

  
  

・・・・国会国会国会国会審議審議審議審議 
  

１）厚生委員会での審議・追加・調整 

２）衆議院および参議院の審議 

→ 販販販販売売売売業業業業をををを「店「店「店「店舗舗舗舗販販販販売売売売業」「配置販業」「配置販業」「配置販業」「配置販売売売売業」業」業」業」のののの2販販販販売売売売業業業業としましたとしましたとしましたとしました。。。。 

ネット販売の問題についても厚生労働委員会で審議された結果、 

無店無店無店無店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業としてとしてとしてとして確立確立確立確立されることなくされることなくされることなくされることなく国会国会国会国会でででで成立成立成立成立されされされされ、公布、公布、公布、公布されました。 

（平成19年6月14日） 
  
   

・・・・施行令（政令）施行令（政令）施行令（政令）施行令（政令） 
  

１）国会で成立された改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、実実実実施施施施するためのするためのするためのするための基本基本基本基本内内内内容容容容やややや方針方針方針方針がががが閣議決閣議決閣議決閣議決



定定定定された。 

→ 3度の政令が閣議決定され、天皇により公布されました。 
  
  

・・・・省令省令省令省令 
  

１）「店舗販売業」および「配置販売業」における実施のための細則を定める省令づくりの
ための局長私的諮問会議である検討会を設置 

２）この検討会報告書を基に省令案を作成 

３）パブリックコメントを経て省令公布 

→  店店店店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業においてのにおいてのにおいてのにおいてのネット・通信販売について検討され、これまでも認めて
きた経緯から、第3類医薬品までネット・通信販売を可能としました。 

   
   
  
    ●法律法律法律法律づくりとネットづくりとネットづくりとネットづくりとネット販販販販売売売売のののの議論議論議論議論 
  

    １）薬事法改正のための「厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会」にて、 

      専専専専門家門家門家門家をををを交交交交えたえたえたえた情報提供機器情報提供機器情報提供機器情報提供機器をををを用用用用いたいたいたいた医薬医薬医薬医薬品販品販品販品販売売売売にににに関関関関するするするする議論議論議論議論が3度に渡ってなされ
ました。 

→  今後の可能性は残すものの、「安全性「安全性「安全性「安全性のののの担担担担保」保」保」保」のののの難難難難しさしさしさしさや現状のネットネットネットネット販販販販売売売売におけにおけにおけにおけ
るるるる様々様々様々様々なななな問題問題問題問題点点点点から、通信技術を用いた医薬品の販売については見送られました。 

    しかしこれまで認めてきた経緯から、カタログやネット販売による医薬品の販売を、
無店無店無店無店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく店店店店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業としてとしてとしてとして、情報提供義務のない第３類第３類第３類第３類医薬医薬医薬医薬品品品品
（当時３類）のみで認める方向性が示されました。 

  
    ２）国会でインターネット販売に対する議論 

→  衆衆衆衆参参参参およびおよびおよびおよび与与与与野党野党野党野党のののの国会国会国会国会議員議員議員議員から、医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売においてはにおいてはにおいてはにおいては、安全性、安全性、安全性、安全性をををを最優先最優先最優先最優先にににに
することすることすることすること、、、、またインターネットまたインターネットまたインターネットまたインターネット販販販販売売売売へのへのへのへの規制規制規制規制をををを設設設設けるべきけるべきけるべきけるべきとの発言が、３度の参議院
厚生労働委員会および１度の衆議院厚生労働委員会でありました。 

    結果的に医薬品販売業は、リアリティスペースでリアリティスペースでリアリティスペースでリアリティスペースで医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売をををを行行行行うううう２２２２つのつのつのつの販販販販売売売売業業業業
「店「店「店「店舗舗舗舗販販販販売売売売業」業」業」業」とととと「配置販「配置販「配置販「配置販売売売売業」業」業」業」のみのみのみのみで、国会成立となりました。 

  
  

    ３）省令による通販およびネット販売の議論について 

     
      ●省令を定める検討会は、国会で定められた「店舗」と「配置」の販売業の運営ルールを

定める場です。 
  

 この検討会では、薬事法で定められた医薬品販売業である、「店「店「店「店舗舗舗舗販販販販売売売売業」業」業」業」とととと
「配置販「配置販「配置販「配置販売売売売業」業」業」業」のののの２２２２つのつのつのつの販販販販売売売売業業業業にににに関関関関するするするする医薬品の管理、専門家の常駐、リスク別
陳列、情報提供のあり方、専門家の識別および掲示など多多多多くのくのくのくの販販販販売売売売ルールがルールがルールがルールが整整整整
備備備備されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。 
  
 ここでネットネットネットネット販販販販売売売売のののの可能性可能性可能性可能性についてもについてもについてもについても、、、、ネットネットネットネット業者業者業者業者のヒアリングものヒアリングものヒアリングものヒアリングも行行行行いいいい検検検検討討討討されまされまされまされま
したしたしたした。。。。ネット販売業という販売業の形態が薬事法に無いため、当然ながらリアリテ
ィスペースである店舗で、ネット販売の方法を整備するのには限界がありました。 

 店舗販売業がネット販売を行うための届出や、情報提供義務のない第３類医薬
品のネット販売・カタログ販売が行えること、その場合店舗内で掲示する内容の一
部と同じ内容を掲載することなどが話し合われました。 

  
  

●店舗販売業でネット販売・通信販売を行うには限界があります。 
  

 この検討会は、「店舗の対面と同じ結果が得られるネットの方法」とか「専門家の
認定をネットではこうする」「リスク別陳列はカタログならこうする」など、ネットネットネットネット販販販販売売売売



やカタログやカタログやカタログやカタログ販販販販売売売売のどののどののどののどの様様様様なやりなやりなやりなやり方方方方をすればをすればをすればをすれば店店店店舗舗舗舗とととと同同同同じじじじ状状状状態態態態がががが担担担担保保保保されるかをされるかをされるかをされるかを検検検検討討討討
するするするする会会会会議議議議ではありませんではありませんではありませんではありません。 
  
 くどい様ですがあくまでもこのこのこのこの検検検検討討討討会会会会はははは、改正、改正、改正、改正薬薬薬薬事法事法事法事法でででで決定決定決定決定しているしているしているしている「店「店「店「店舗舗舗舗販販販販売売売売
業」業」業」業」とととと「配置販「配置販「配置販「配置販売売売売業」業」業」業」のののの実効実効実効実効性性性性あるあるあるある施行施行施行施行のののの規則規則規則規則をををを検検検検討討討討するするするする場場場場なのです。 
  
 もし、改正薬事法の求める内容について、ネットやカタログ販売独自の運用方法
を決めるのであれば、はじめから店舗販売業の間借りの状態ではなく、「ネット販
売業」または「無店舗販売業」としての業形態の確立が、薬事法の中に位置付け
られなければなりません。 
  
現現現現状状状状のままネットのままネットのままネットのままネット販販販販売売売売やややや通信販通信販通信販通信販売売売売のすべてののすべてののすべてののすべての方法方法方法方法をををを、、、、強強強強引引引引にルールとしてにルールとしてにルールとしてにルールとして店店店店舗舗舗舗販販販販
売売売売業業業業のののの中中中中にににに組組組組みみみみ入入入入れるとれるとれるとれると、店、店、店、店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業ルールにルールにルールにルールに矛盾矛盾矛盾矛盾をきたしをきたしをきたしをきたし、法的機能、法的機能、法的機能、法的機能をををを失失失失ううううこ
とになってしまいます。 

  
  

 改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法におけるにおけるにおけるにおける販販販販売売売売業業業業のルールのルールのルールのルール化化化化についてについてについてについて 
  

  
  
  

●リアリティスペースのリアリティスペースのリアリティスペースのリアリティスペースの店店店店舗舗舗舗のののの間借間借間借間借りでりでりでりで、、、、ヴァーチャルのヴァーチャルのヴァーチャルのヴァーチャルの店店店店舗舗舗舗運運運運営営営営はははは難難難難しいのですしいのですしいのですしいのです 
  
      前述したように、省令省令省令省令をををを定定定定めるめるめるめる検検検検討討討討会会会会とはあくまでとはあくまでとはあくまでとはあくまで、、、、薬薬薬薬事法事法事法事法でででで定定定定められためられためられためられた医薬医薬医薬医薬品販品販品販品販

売売売売業（業（業（業（つまりつまりつまりつまり店店店店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業およびおよびおよびおよび配置販配置販配置販配置販売売売売業）業）業）業）におけるにおけるにおけるにおける医薬医薬医薬医薬品品品品のののの安全供給体制安全供給体制安全供給体制安全供給体制についについについについ
てててて整備整備整備整備するするするする為為為為のもののもののもののものです。 

    これらを検討してきた委員の方々にとっては、「ネットいじめだ」「ネットに関して何の
議論もしていない」などとの罵声を浴びせられても、戸惑うばかりか怒りさえ覚えてく
るのも当然のことです。こうした声に屈すれば、民主国家、法治国家の危機となりま
す。（近年、こうした破破破破壊壊壊壊的的的的なやりなやりなやりなやり方方方方で、取り返しがつかなくなった規制改革なるもの
が何と多いことか） 

  



     つまり、リアリティスペースを使った店舗販売業の中で、バーチャルスペースの販売
ルールを整備すること自体に無理があるのです。バーチャルスペースによる医薬品
の販売業を確立して、店舗販売業や配置販売業と同じように、ネット・通信販売独自
のルールをつくり、国民の求める「安心・安全」の提供体制をとることが大切なので
す。 

  
  
              ●現在行現在行現在行現在行われているわれているわれているわれている検検検検討討討討会会会会についてについてについてについて 
  

    この2009年2月24日に立ちあがった「医薬品新販売制度円滑施行検討会」で、舛
添大臣から「医薬品の安全な提供を保ちながら、医薬品を買えない人に供給するた
めに、この検討会を立ち上げた」との発言がありました。 

     したがって、医薬医薬医薬医薬品品品品をををを買買買買えないえないえないえない人人人人へのへのへのへの医薬医薬医薬医薬品供給品供給品供給品供給のののの問題問題問題問題とネットおよびとネットおよびとネットおよびとネットおよび通信販通信販通信販通信販売売売売
のののの問題問題問題問題についてについてについてについては、最終的に重なる部分もあるかもしれませんが、議論議論議論議論としてはとしてはとしてはとしては分分分分
けてけてけてけて考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるがあるがあるがあると思います。 

  
             まず医薬品を買えない人については、既既既既存存存存のののの店店店店舗舗舗舗販販販販売売売売業業業業とととと配置販配置販配置販配置販売売売売業業業業でででで薬薬薬薬事法事法事法事法

にににに則則則則りながらりながらりながらりながら、、、、どこまでカバーできるかをどこまでカバーできるかをどこまでカバーできるかをどこまでカバーできるかを検検検検討討討討する必要があります。 

          次にネットおよび通信販売については、まずはネット販売業者側が、これまで検討
してきた方々やその内容について「ぶっ壊してやる」ではなく、敬意を示すことが大切
だと思います。 

          その上で、この検討会のメンバーの同意を得て、厚生労働大臣または厚生科学
審議会に座長より「医薬品のネットまたは通信販売制度の確立について」の検討部
会設置の要望書を提出してもらうことを取り付けることが大切です。 

  
          さらに厚生科学審議会において検討部会が設置されたとしても、その決定・実施

に至るまでの結論や期間は不明であるため、現在現在現在現在のののの営営営営業業業業ができるだけができるだけができるだけができるだけ続続続続けられるよけられるよけられるよけられるよ
うにうにうにうに、期限（例、期限（例、期限（例、期限（例えばえばえばえば3年年年年とかとかとかとか））））をををを切切切切ったったったった救救救救済済済済措置（措置（措置（措置（経経経経過措置過措置過措置過措置にはなれないにはなれないにはなれないにはなれない））））およびそのおよびそのおよびそのおよびその
条条条条件件件件をこの検討会で話し合ってもらうことです。 

          この場合のネットおよび通信販売は、これまでどおり店舗販売業（または経過措
置にある一般販売業）の中で位置づけられて営業を行うことになると考えられます。
店舗販売業ルールの崩壊につながらない方法で、しかも現在の営業が安全に継続
できるようにするために、みんなで知恵を出すことが大切だと考えます。 
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〔改正薬事法によるメリットを考える〕 

  
    ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法はははは、、、、国国国国民民民民のののの求求求求めるめるめるめる安全性安全性安全性安全性にににに応応応応ええええ、、、、かつわがかつわがかつわがかつわが国国国国がががが迎迎迎迎えるえるえるえる高高高高齢齢齢齢化社化社化社化社会会会会にににに対応対応対応対応するためにするためにするためにするために、、、、
大大大大衆衆衆衆薬薬薬薬のののの販販販販売売売売制度制度制度制度をををを整備整備整備整備したものですしたものですしたものですしたものです 

  
  

○改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法のののの狙狙狙狙いはいはいはいは？？？？ 

この改正薬事法が施行されると、生活者にとって多くの可能性が実現されます。 
  

    ・・・・安全、便利、安全、便利、安全、便利、安全、便利、効効効効果果果果のののの三位一体三位一体三位一体三位一体のののの実実実実現現現現（（（（国国国国民民民民のニーズのニーズのニーズのニーズ）））） 

    １）大衆薬を安全にかつ効果的に服用することが可能となります。 

    ２）薬害など副作用の回避または早期発見・早期処置ができます。 

    ３）大衆薬販売店舗数および長時間営業店舗が増え、安全かつ便利になります。 
  
この「安全、便利、効果」が三位一体で実現するシステムが確立されると、次のようなメリ

ットが得られます。 
  

    ・・・・世界世界世界世界にもにもにもにも誇誇誇誇るるるる現在現在現在現在のののの医医医医療制度療制度療制度療制度のののの維持維持維持維持（（（（高高高高齢齢齢齢化社化社化社化社会会会会へのへのへのへの対応対応対応対応）））） 

    １）医療費高騰の主要因である生活習慣病の予防・未病改善薬を、大衆薬として使う
ことが可能となります。 

       （現在、日本では皆無ですが、欧米先進国は制度整備し、国策として行っていま
す。） 

    ２）生活習慣病の発症を遅らせたり、発症そのものの数を減少させることが可能となり
ます。 

       （厚生労働省は2025年の医療費を、現在の34兆円から69兆円になると予測。その
増加の大半は、生活習慣病および高齢化によるものです。） 

    ３）生活習慣病の予防や未病改善の実現により、現在の国民皆保険制度が保たれ、
世界にも誇る現在の医療制度が維持されます。 

       （私たちの孫子の世代に、この素晴しい医療制度をみんなで協力し何としてでも残さ
なくてはなりません。） 

  
おそらく、わが国で実施されるこの改正薬事法の内容は、確実に実行されると世界の

モデルとなる医薬品販売制度になるものと考えられます。 

  
  
    ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法のののの施行施行施行施行はははは、生活者、、生活者、、生活者、、生活者、医薬医薬医薬医薬品品品品のののの利用者利用者利用者利用者にににに多多多多くのメリットをもたらしますくのメリットをもたらしますくのメリットをもたらしますくのメリットをもたらします 
  
             改正薬事法が施行されると、施行後すぐに得られるメリットと、将来的に得られるメリット
が実現します。 
  

・・・・施行後施行後施行後施行後のののの直接直接直接直接メリットはメリットはメリットはメリットは何何何何かかかか 

    １）医薬品に情報が提供され、安全に使う事ができます。 

    ２）医薬品に関する疑問や問題点について、すぐに対応されます。 

    ３）長時間営業、深夜営業の店舗が増え便利になります。 

    ４）多くの店舗で医薬品の購入が可能となり、便利になります。 

    ５）服用後の異常について、早く適切な対応が可能となります。 

    ６）有害事象等が生じた場合、副作用被害救済制度が適用されます。 

      その他 
  
・・・・将来将来将来将来的的的的なななな国国国国民民民民のメリットのメリットのメリットのメリット 

    １）生活習慣病、慢性疾患等の予防や未病改善薬が、安全かつ適切に提供されま
す。 



    ２）セルフメディケーションの推進により、高齢者の健康維持・増進が図れます。 

    ３）重度な疾病にあった方々は、手厚い医療が受けられる制度が維持されます。 

    ４）働く世代の医療費負担を極力抑えることができます。 

    ５）予測される医療費の高騰を抑制し、国民皆保険及び国民医療制度が維持されま
す。 

    ６）将来の医療や健康に関する不安が軽減します。 

      その他 
  
おそらく、私どもの知る限り、このたび実施される改正薬事法は、世界先進国が迎える

高齢化社会の医療制度維持政策に対し、世界で最も優れた一般用医薬品提供制度にな
るものと考えられます。 

  
  
  
  

○改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法のメリットをのメリットをのメリットをのメリットを最大限最大限最大限最大限にするためにはにするためにはにするためにはにするためには 
  

これまでの薬事法には、大衆薬の販売に関するルールは無く、販売者は各社各様に
販売していました。しかしこのたびの改正薬事法は、国民の求める「安心「安心「安心「安心・・・・安全」安全」安全」安全」なななな供給供給供給供給
体制体制体制体制のののの確立確立確立確立と、医医医医療費抑制療費抑制療費抑制療費抑制をををを実実実実現現現現するするするする「「「「セルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションのののの推進」推進」推進」推進」を目的に、大衆薬
販売の法的整備を行ったものです。 

  
これらの改正薬事法のメリットを実現するためには、生活者および利用者の自覚と努

力、供給者および販売者の自覚と努力が不可欠です。 
  
  

    ・・・・生活者生活者生活者生活者・・・・利用者利用者利用者利用者のののの自自自自覚覚覚覚とととと努力努力努力努力 

        １）新しい販売制度内容を知る 

    → 新販売者制度について、店内に掲示されます。    
    まず、この制度を早く理解してください。 

        ２）新しい販売制度を活用する 

    → この制度は医薬品を安全かつ効果的に使用するための制度です。 

    また何かあったら早急に対応できる様になっています。この制度をうまく活
用して下さい。 

        ３）生活者の自己責任が高まる 

    → 販売および供給の制度が整えられたことにより、使用する方々に自己責任
が強く求められることになります。適正な購入、安全な服用は、購入者、使用
者が充分な情報を得て、行われなければなりません。 

  
    ・・・・供給者供給者供給者供給者・・・・販販販販売売売売者者者者のののの自自自自覚覚覚覚とととと努力努力努力努力 

        １）改正薬事法の徹底、完全実施 

    → この改正薬事法および省令を含めると、実に多くの実施すべき内容が新た
に決められました。その内容をすべて確実に行わなければなりません。 

        ２）たゆまない自己研鑽・資質の向上 

    → よりこの制度を活用して頂くために、法律でも求めているように医薬品の供
給者は常に自己研鑽、資質の向上に努めなくてはなりません。 

        ３）生活者・利用者を主体とした事業体制 

    → この改正薬事法は、すべて「生活者主体」に基づいた内容です。これらをよ
り効果的に実現するためには、あらゆる既存事業者が連携し、協力しなけれ
ばなりません。これも、これまでに無かった体制です。 

        ４）供給者・販売者責任を自覚すること 

    → これまでは医薬品の販売ルールが無かったため、販売におけるトラブルは
あったものの、販売者の責任はあいまいなものでした。今後は法的にその責
任が明確になり、いい加減な販売を行うと行政・刑事・民事の三つの責任が生
じることになります。 



  
この改正薬事法は、多くのメリットがある反面、利用者と供給者に強い自覚と信頼関係

づくりのための多くの努力が求められます。この改正薬事法は、世界にも誇れるもので
す。みんなの力で確実な成果をあげていきましょう。 

   



  
  

［改正薬事法の概要］（これまでと今後） 

  
  ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法によりによりによりにより、、、、これまでからこれまでからこれまでからこれまでから、今後、今後、今後、今後このようにこのようにこのようにこのように変変変変わっていきますわっていきますわっていきますわっていきます 
  
  

○薬事法改正の理念 
  

これまで大衆薬販売のルールが無かった薬事法に、次の目的や改正理念のもと
に、新たに販売ルールを整備することになりました。 

  
    （１）国民の求める医薬品の安全な提供・販売体制の確立を図る。 

    （２）その上で、医療費の高騰を抑制する「セルフメディケーションの推進」を図る。 
  
→ 結果的に、医薬医薬医薬医薬品品品品のののの安全性安全性安全性安全性がががが高高高高まりまりまりまり、、、、しかもしかもしかもしかも効効効効きききき目目目目のののの強強強強いいいい有有有有効効効効なななな医薬医薬医薬医薬品品品品がががが安全安全安全安全

にににに購入、使用購入、使用購入、使用購入、使用できるようになりできるようになりできるようになりできるようになり、高騰、高騰、高騰、高騰するするするする医医医医療費療費療費療費のののの抑制、抑制、抑制、抑制、医医医医療制度療制度療制度療制度のののの維持維持維持維持がががが実実実実
現現現現する。 

  

  
○一般用医薬品（大衆薬）の販売業 
  

これまで医薬品の販売業は一般販売業、薬種商販売業、配置販売業、特例販売
業の４形態でしたが、この薬事法の改正によって、店舗販売業と配置販売業の２つ
の形態となります。 

これらの２形態はいずれもリアリティスペースでの医薬品の販売および授与とな
り、通信販売やネット販売などのバーチャルスペースでの販売は、制度の不確実さ
や安全性の担保の観点から、限定的なものとなりました。（平成18年通常国会第69
号議案決議） 

  



  
○一般用医薬品（大衆薬）をリスク別に３分類 
  

医薬品は全て、期待すべき効果（ベネフィット）と、期待しない効果（リスク）とが共
存します。しかし、その医薬品成分により、そのベネフィットとリスクの度合いが異なり
ます。 

そこで、厚生労働省は医薬品の専門家から成る専門委員会を立ち上げ、現在の
大衆薬に使われている医薬成分について、リスク別に３分類しました。 

  
    （１）第１類第１類第１類第１類医薬医薬医薬医薬品品品品（特にリスクが高いもの） 

  一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分
を含むもの。 

（例）現時点では、Ｈ2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 
  

    （２）第２類第２類第２類第２類医薬医薬医薬医薬品品品品（リスクが比較的高いもの） 

  まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの 

（例）主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬 等 
  

    （３）第３類第３類第３類第３類医薬医薬医薬医薬品品品品（リスクが比較的低いもの） 

  日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれ
がある成分を含むもの 

（例）ビタミンＢ・Ｃ含有保健薬、主な整腸薬、消化薬 等 
  

これまでの一般販売業および薬種商販売業は、リスクの高い医療用医薬品まで取
扱う事ができ、しばしば危険性が指摘されてきましたが、この改正薬事法によって販
売業は大衆薬（一般用医薬品）の販売のみになりました。 

  



   
  

  
  

     ●医薬医薬医薬医薬品品品品のリスクのリスクのリスクのリスク区区区区分分分分によってによってによってによって、具体的、具体的、具体的、具体的にこのようなにこのようなにこのようなにこのような事事事事がががが出出出出来来来来るようになりまするようになりまするようになりまするようになります 
  

○リスク別パッケージ（外装）表示とリスク別陳列 

リスク別に３分類された医薬成分を含んだ医薬製品の販売に、様々なルールが設
けられました。 

  
（１）製品の外装表示 

 パッケージの外装に、そのリスク表示を行わなければなりません。（当分の
間、印刷対応ができなければ、シール貼り対応でも良い） 

 これによって、医薬品を購入または使用しようとする方々に、どのリスクにあ
る医薬製品なのかをわかるようにしました。   
  



  
  
（２）リスク別陳列 

 売場での陳列において、同じ薬効（胃腸薬とか目薬とか、同じ種類の医薬品
同士）であれば、別のリスクのものを同じ売り場に陳列しても良いが、リスクがリスクがリスクがリスクが
混混混混じりじりじりじり合合合合わないわないわないわない陳列方法陳列方法陳列方法陳列方法が求められています。 

 また、リスクの高い第１類医薬品は、お客様が直接手にとれない陳列が求め
られ、薬剤薬剤薬剤薬剤師師師師によるによるによるによる直接直接直接直接のののの販販販販売売売売が義務づけられました。 

 第２類医薬品の中でも特に注意を要する医薬品（指定第２類指定第２類指定第２類指定第２類医薬医薬医薬医薬品品品品）は、専専専専
門家門家門家門家のいるのいるのいるのいる説説説説明明明明カウンターよりカウンターよりカウンターよりカウンターより７ｍ以７ｍ以７ｍ以７ｍ以内内内内にににに陳列陳列陳列陳列することになっています。 



  
  

（３）購入者、使用者の対応 

 医薬品を購入または使用する場合、その医薬品がどのリスク区分にあるか
を知り、専門家から情報提供を受けたり、相談したり、添付文書を注意深く読
んだり、リスク回避のための方法をとることができるようになりました。 

（当然、購入後・使用後の異常にも対応することになりました） 
  
  

  
  

  
     ●医薬医薬医薬医薬品品品品をををを安全安全安全安全にににに使使使使うためにうためにうためにうために必要必要必要必要なななな情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・相談相談相談相談応応応応需需需需はははは、利用者、利用者、利用者、利用者のののの大切大切大切大切なななな権権権権利利利利となりますとなりますとなりますとなります 
  

○リスク別情報提供と相談応需体制 
  

今回の改正薬事法の最も特徴的なのは、薬剤師や登録販売者などの医薬医薬医薬医薬品品品品のののの専専専専
門家門家門家門家がががが、、、、医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売時時時時にはにはにはには常常常常にににに在席（常駐）在席（常駐）在席（常駐）在席（常駐）しししし、、、、医薬医薬医薬医薬品品品品をををを購入購入購入購入しようとするしようとするしようとするしようとする方方方方へのへのへのへの
情報提供情報提供情報提供情報提供およびおよびおよびおよび購入購入購入購入したしたしたした方方方方やややや使用使用使用使用したしたしたした方方方方へのへのへのへの相談相談相談相談応応応応需需需需をををを対対対対面面面面でででで行行行行うことうことうことうことです。 

  
    （１）情報提供と相談応需について 

  情報提供情報提供情報提供情報提供とは、医薬品を購入しようとした方に、店側が一方的にその医薬品
について、 
  

    ①当該医薬品の名称 

    ②当該医薬品の有効成分の名称及びその分量 

    ③当該医薬品の用法及び用量 

    ④当該医薬品の効能または効果 

    ⑤当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を
防止するために必要な事項 

    ⑥その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用
のために必要と判断する事項 



  
の６項目を伝えることです。 
  
 これに対して、相談相談相談相談応応応応需需需需とは購入しようとする方または購入した方が行う質質質質
問問問問やややや相談相談相談相談にににに対対対対してしてしてして、、、、応応応応えたりえたりえたりえたり情報情報情報情報をををを提供提供提供提供したりすることです。 
  
 情報提供、相談応需ともに医薬品については「添付文書」に基づいた内容で
なければならないことになっています。 

                ※登録販売者とは 

都道府県が実施する認定試験に合格した、一般用医薬品販売の為の資格です。
医薬品の成分、効能・効果、リスク（副作用）情報、関係する法律など、一般用医薬
品の販売および相談応需に必要な知識を有しています。登録販売者の受験に関し
ては、一年間以上の実務経験が必要となります。  
  
 登録販売者は、第2類・第3類の医薬品販売を行うことができます。 

  
  
（２）なぜ情報提供と相談応需を行う必要があるのか 

  
       ①購入時の情報提供は使用者のリスクを下げる為の対応 

 情報提供は、医薬品の使用上使用上使用上使用上のリスクをのリスクをのリスクをのリスクを下下下下げげげげ、安全性、安全性、安全性、安全性をををを保保保保つためのつためのつためのつための対応対応対応対応とし
て行われます。従ってリスクの最も高い第一類医薬品は、購入時に薬剤師が
一人ひとりに対し説明文書を用いて、安全に服用するための情報提供を対面
で行います。第二類医薬品についても同様に、リスクを下げるために専門家に
よる情報提供が対面で行われます。第三類医薬品についてはリスクの低さか
ら、専門家による購入時の情報提供は義務付けられていません。 



 

      ②購入後の相談応需は副作用等の被害を最小限にするための対応 

 医薬品を購入し、使用後体使用後体使用後体使用後体にににに変変変変調調調調があったりしたがあったりしたがあったりしたがあったりした場合、早急場合、早急場合、早急場合、早急にににに対応対応対応対応しなけれ
ばいけません。リスクの高い第一類医薬品は薬剤師が対応し、第二類･第三
類医薬品においては薬剤師および登録販売者が対応することが義務付けら
れています。早早早早くくくく適切適切適切適切なななな対応対応対応対応はははは重篤重篤重篤重篤なななな副作用被害副作用被害副作用被害副作用被害をををを防防防防ぐためにぐためにぐためにぐために最最最最もももも重要重要重要重要なことなことなことなこと
です。 

  
                   ③国民は情報提供・相談応需を得る権利を手に入れたのです。 

   この改正薬事法によって、国国国国民民民民はははは、、、、医薬医薬医薬医薬品品品品におけるにおけるにおけるにおける「安心「安心「安心「安心････安全」安全」安全」安全」とととと自分自分自分自分のののの健健健健
康康康康をををを自分自分自分自分でででで求求求求めめめめ、自分、自分、自分、自分でででで実践実践実践実践するためのするためのするためのするための権権権権利利利利・・・・手段手段手段手段をををを制度制度制度制度としてとしてとしてとして初初初初めてめてめてめて手手手手にににに
入入入入れるれるれるれる事が出来たのです。 

  
  
（３）リスク別情報提供および相談応需について 
  

①第１類第１類第１類第１類医薬医薬医薬医薬品品品品の情報提供 

 薬剤師が直接、購入者に説説説説明文書明文書明文書明文書を用いて対面で情報提供を行い、相談
にも応じます。購入者は、いつも使っている医薬品であるような場合、情報
提供を拒否することができます。したがって購入者が第１類医薬品を購入し
た場合は、薬剤師から情報提供を受けて購入した場合か、購入者が情報提



供を拒否して購入した場合かいずれかとなります。 
  
②第２類第２類第２類第２類医薬医薬医薬医薬品品品品の情報提供 

 第２類医薬品の販売時には、薬剤師または登録販売者が対面で情報提供
および相談に応じます。情報提供は「努力義務努力義務努力義務努力義務」ではありますが、店舗では
積極的積極的積極的積極的なななな情報提供情報提供情報提供情報提供にににに努努努努めますめますめますめます。また、購入者は必要に応じて遠慮なく情報
提供および相談を求めて下さい。 

 特に、第２類医薬品の中でもリスクの高い指定第２類指定第２類指定第２類指定第２類医薬医薬医薬医薬品品品品については、
はじめての使用であれば情報提供を受けるのが良いでしょう。 
  

③第３類第３類第３類第３類医薬医薬医薬医薬品品品品の情報提供 

 薬事法では、リスクの低い第３類医薬品についての情報提供の義務を販
売者に課していません。（ネットおよび通信販売が可能となる理由） 

 但し、相談相談相談相談応応応応需需需需は第３類といえども義務義務義務義務となっています。 

 購入者が、自分に合っているのか、より効果的に正しく使用するためには
どうすれば良いかなど、必要に応じて薬剤師または登録販売者に情報提供
や相談応需を求めて下さい。 

  
（４）運用体制について 
  

①一般従業員の販売および授与行為について 

 薬剤師や登録販売者の管理・指導の下であれば、一定の範囲で専門家で
ない一般従業員も医薬品の販売および授与のための補助業務は行えること
になっています。専門家の常駐(在席)が前提条件です。 

②こうした医薬品のリスク表示、陳列、情報提供内容および提供者、相談応需、
連絡先などの内容は、すべて店内掲示によって知らされることになっていま
す。（但し、既存業者には３ヶ年の経過措置がとられ、その間に準備し、掲示す
ることになっています） 

  
  

  
  



    ●そのそのそのその他他他他にもにもにもにも、改正、改正、改正、改正薬薬薬薬事法事法事法事法によってによってによってによって身近身近身近身近にこのようなにこのようなにこのようなにこのような変変変変化化化化がありますがありますがありますがあります 
  
  

○改正薬事法で変わるその他の内容 
  

改正薬事法では、その実施ルールを定めた省令を含めると、実に多くの販売ルー
ルが設けられています。生活者・消費者の皆様に関係する内容について述べます。 

  
（１）専門家不在時に医薬品売場を閉鎖します 

 薬剤師が不在で登録販売者がいる場合は第１類医薬品売場を閉鎖、薬剤
師も登録販売者も不在時には医薬品売場全体を閉鎖します。 

 閉鎖方法はいろいろですが、不在時および閉鎖時には「不在表示板」をかか
げ、医薬品の販売または購入ができないことを知らせます。不在時の販売お
よび購入は薬事法違反となりますので、専門家のいる店舗でご購入下さい。 

  
（２）名札と着衣 

だれが薬剤師なのかわからないという声に対し、今回の法律では薬剤薬剤薬剤薬剤師師師師・・・・登登登登
録録録録販販販販売売売売者者者者をををを名札名札名札名札でででで明記明記明記明記しししし、、、、着着着着用用用用させるさせるさせるさせることになりました。名札着用の義務に対
して、業界ではこの名札に加え、義務ではありませんが白衣などの着衣につ
いても生活者・消費者に専門家がわかりやすくするための一定のルールを定
め、実施することになりました。 

  

  
  

（３）制度内容についての店内掲示 
  
改正薬事法の内容および施行のための省令内容について、店内に掲示しま
す。 

 これによって医薬品を購入または使用する方が、どんな医薬品を選んだら良
いか、どんな情報が得られるか、異常があったらどう対応すれば良いかなどの
詳細が知らされ、医薬品の正しい選択・購入・使用が可能になります。 

 これらの内容の掲示によって医薬医薬医薬医薬品品品品のののの販販販販売売売売がががが全全全全国国国国統一的統一的統一的統一的なものとなりなものとなりなものとなりなものとなり、、、、さらさらさらさら
にににに制度制度制度制度のののの実実実実施施施施チェックについてはチェックについてはチェックについてはチェックについては、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの役所役所役所役所だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、生活者、生活者、生活者、生活者・・・・消費消費消費消費
者者者者もももも行行行行うことができるうことができるうことができるうことができるようになります。 

 その一方で、この制度を活用し、被害をおこさない努力が、販売業者だけで
なく生活者・消費者にも求められることになります。 

  



  
  

○経過措置 

販売制度改正内容があまりにも多くあることもあり、既存の一般販売業、薬種商販
売業、配置販売業の事業者には、その対応対応対応対応のためののためののためののための経経経経過措置期間過措置期間過措置期間過措置期間が設けられてい
ます。 

しかし、改正薬事法の施行日（平成平成平成平成21年年年年6月月月月1日日日日）より、既存販売業であっても経過
措置をとらないですぐに実施しなければならないものがあります。（配置販売業除く） 

  
経過措置をとらない主な内容は次のとおりです。 



  
（１）リスク別陳列 ― リスク別パッケージ表示による陳列 

（２）リスク別情報提供および相談応需体制と実施 

（３）専門家の名札の着用（専門家の区別） 

（４）その他（あまり生活者・消費者には関係のない内容です） 
  
その他の経過措置内容については、医薬品販売業者にとっては、経過措置期間

（３年）は義務が生じませんが、医薬医薬医薬医薬品品品品のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖やややや店店店店内掲内掲内掲内掲示示示示などなどなどなど、、、、医薬医薬医薬医薬品購入者品購入者品購入者品購入者にとっにとっにとっにとっ
てててて必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく早早早早くからくからくからくから対応対応対応対応していきますしていきますしていきますしていきます。 

  



  
  

 まとめ ーセルフメディケーションを国民運動にするためにー 

  
     ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法にににに関関関関するするするする署名運動署名運動署名運動署名運動はしないことにしましたはしないことにしましたはしないことにしましたはしないことにしました 
  

「店頭やネットで署名を集めるべき」などの意見もありました。 

しかしルールも無しに、また問題の本質も伝えずに、数値集め競争を行うことにどれだ
けの意味があるのでしょうか。 

署名運動は行わずに、改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法におけるこれまでのにおけるこれまでのにおけるこれまでのにおけるこれまでの経経経経緯緯緯緯やややや、、、、そのそのそのその内内内内容容容容についてきっについてきっについてきっについてきっ
ちりとちりとちりとちりと伝伝伝伝えるえるえるえることが大切だと思い、署名運動はしないことにしました。 

   
  
     ●いつもいつもいつもいつも生活者生活者生活者生活者・・・・消費者消費者消費者消費者はおいてきぼりはおいてきぼりはおいてきぼりはおいてきぼり 
  

業界の人や規制緩和を唱える人はいつも「生活者、消費者のため」と言います。メディ
アはその内容を知ってか知らずか、有名人や有力者を中心におもしろおかしく報じます。 

こうした論議のときやその結果は、実際はいつもいつもいつもいつも生活者生活者生活者生活者やややや消費者消費者消費者消費者がおいてきぼりとなっがおいてきぼりとなっがおいてきぼりとなっがおいてきぼりとなっ
ているているているているのが残念です。 

  
  
     ●改正改正改正改正薬薬薬薬事法事法事法事法とセルフメディケーションのとセルフメディケーションのとセルフメディケーションのとセルフメディケーションの推進推進推進推進をををを国国国国民運動民運動民運動民運動としてとしてとしてとして広広広広めてくださいめてくださいめてくださいめてください 
  

改正薬事法によるセルフメディケーションの推進は、まさに国国国国民民民民のためのもののためのもののためのもののためのものであり、
私たち自身や次の世代のためにも、「国民運動」として実現してゆかなければならないと
考えています。 

ぜひ、皆さんの力を貸してください。 
  


