
(4)「書面」による情報提供の問題点について

検討会報告書 4頁 14行 日～16行日によれば、第 1類医薬品に係る情報提供におい

て 「書面」を用いる理由として、「薬剤師による情報提供の内容を購入者ができるだけ

理解 しやすいようにするためのものであり、購入者の理解を補助することのほか、購

入後の記憶を補 うものとしての役割もあると考えられる」とあります。「購入者の理解

の補助」や 「記憶を補う」ということは、ウェブ上やメール等のや りとりで必要な情

報をじっくり読むことができ、また、当該や り取りを記録にも残せるネット販売のほ

うがより趣旨を満たせるといえます。 ウェブ上の画面を文書として印刷することもで

きることも踏まえると、ウェブ上での情報提供等も「書面を用いて」を満たすものと

して解釈運用することが適切と考えます。

以上のとおり、今回の規制案は、昨今のECの問題の進展やネットを利用する消費者の

切実なニーズをかえりみず、また、ネット販売を起因とした健康被害の実例も示すことの

ないまま、ことさらネット販売を大幅に制限しようとしているものであり、このままでは

非常に問題があります。また、「対面の原則」の趣旨である消費者の安全を確保する意味で

の情報提供は、ネットでもその特性を生かして十分に行うことができます。

貴省におかれましては、今回のパブリックコメントで提出された各種意見を十分に踏ま

え、ネット販売の継続を認める省令改正を行つていただくことを切に願います。

上以
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医薬品を購入した消費者のレビュー、医薬品のネット販売に関するアンケー トでの購入動機に関する回答結果等から収集 し
たものを記述しています (固有名詞は伏せ、誤字脱字はそのままにしています)。

消費者のニーズ

I.外出が困難な方の

ニーズ

医薬品のネット販売に関する利用者の声

「親の介護をしているので、外出できない。そのためネットで買えるのはありがたい。」
「産後 lヶ 月未満だったため。」
「日光ア レルギーがでて出歩けなかったから。」
「スノーボー ドでの事故で脊髄を損傷 し、骨髄液が漏れるので、外出がままならない。漢方薬を

服用すると症状が緩和するのでずっと続けたい。ネ ッ トで購入できるのは本当にありがたい。」

心

「メニーエール症候群で、めまいで困つています。症状がひどいときには歩 くことができません。
改善の為に漢方薬はかかせません。ネ ットで送ってもらうのはとてもありがたいです。」

「医薬品が気安 く買えて、

「両方の類にできた、

と購入。子育て中で

だきます。」

利用者の声

「国内炎ができやすい私にはとても大事なものです。
いけないのでネットで売つててよかったです。」

シミ。 日だつて、メイクでも消えません。

、病院に行 く時間がない私に、救世主か。

介護 している身には嬉 しい限 りです。」

(別添)

小 さい子供がいるので歯医者にもなかなか

この○○で治れば奇跡かなあ―

使用後の報告をまたさせていた



ト
∞

消費者のニーズ

Ⅱ.時間的に薬局・薬

店に訪問して購入

するのが困難な消

費者のニーズ

「仕事の都合で、勤務地が遠くなり、利用する交通機関も変わった。いつも買っているお店の営
業時間に通えなくなったがその店がネットで同じ商品を販売しているので便利です。仕事が休
みの日には実店舗に出向き、症状などの確認や相談を受けていただいています。通える日が少
ないのでネットで引き続き販売してほしい。」

「いつも冬になると雪で交通機関が不便にな ります。

か ります。」

ドラングス トアで購入するより、安 く買えて大満足。

ないから、風邪の引き始めに飲ませるのに、常備薬 と

子どもも喜んでいます。」

Ⅲ.地理的に薬局・薬

店に訪問して購入

するのが困難な消

費者のニーズ

「時間がないものにはネットで購入できるところがいいです。」
「肛門周囲膿症からいきなり短期間にあな痔になりました。仕事が忙しい為病院に行くための連
休取得もままならず、体質改善も含め漢方で何とかならないものかとネットでいろいろ調べ購
ノ、。」

利用者の声

「OOが 、安かつたので購入です☆お薬 も、

構、 レパー トリーあ りました☆」

「漢方など近くに扱っていない商品が買えなくなるのは、どうなの ?今後扱いの店の近くに引つ

越せってこと?」

ですのでネットで購入できるのは本当に助

共働きなので、す ぐに病院へ連れて行け

して重宝 しています。味もおい しいので、

ネ ットで買えるなんて忙 しい人には便利ですよねず結



消費者のニーズ

Ⅲ.地理的に薬局・薬

店に訪問 して購入

するのが困難な消

費者のニーズ

「娘の紹介で○○薬局を知 りました。遠いのでいつも送ってもらってます。私の村は人口 160
0人 しかいないのでいつも飲んでいる漢方薬を売つているお店がありません。娘がOOで 注文
してくれています。本当にたすかっています。漢方薬がないと調子が悪 くて。」

「近所の薬局が後糸性者不足のため廃業 しま した。そこのお薬は他のお店にはなく
たところ私の県には 3件 しか扱つていませんでしたD同 じ県でも非常に遠 く、
ん。ネ ッ トで買えることを知 り以来本当に助かつてます。」

「定価販売ですが、田舎に ドラックス トアが無いので、こういうネット販売は便利です。」
「どこにでも、なんでも塗れて、スースーした感 じが良い。田舎でなかなか薬局に行けないので、
助かります。」

「この鼻炎薬は他のメーカーに比べると値段が安いのでこの時期にはうちの家族全員で重宝して
います。ただ私の家の近くには売っている所が遠く不便でした。インターネットで検索してみ
たら、値段は底値ですし、配送も次の日には到着で満足です。」

ヽ
り

利用者の声

「集団感染の流行に乗ってしまいました。周 りの薬局は全て品切れ状態で、
先になってるとの事。こういう時はネット店があるとほんと便利ですね。

「この商品は買いたくても薬屋さんでしか扱いがありませんし、なかなか品切れで購入できませ
んでした。在庫があったところでお店では 2つ しか売つてもらえません。父は今これしか吸え
ませんじ外出することが困難なので私がいつも走り回つて買い求めていました。 2カ ー トン買
えて大助かりです。お店の姑応も迅速ですので、また利用させていただきます。」

、メーカに尋ね

とても通えませ

入 つて くるのがまだ

助か りま した I」



り
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消費者のニーズ

Ⅲ.地理的に薬局・薬

店に訪問して購入

するのが困難な消

費者のユーズ

「実家の父にこの薬がいいと伯母が言つたので買つてきてと頼まれましたが、田舎なので常在の

品ではなく、取り寄せで 1箱の注文はできないとのこと。念のためと思つてネット検索したら

見つかり、しかも注文後 3日 で到着なんて、ビックリです。送料も無料で有り難いと思いまし

た。」

Ⅳ.実店舗で購入する

ことに強い抵抗を

感 じる方のニーズ

「ビジネス街に住んでいるので、近所の ドラングス トアに子供向け商品がなく、いつ もインター

ネ ッ トで購入 しています。 このいちご味が一番おい しいらしく、嫌がらずに飲んでくれます。

子供向けなだけあって、効き目は緩やかなので、引き始めや何 となく風邪を疑 うようなときに

のみ使用 しています。」

「検査薬等を買いづらい。売つているところが少ない。必要なものなのに、店頭で買いづらいも
のであリネットで購入できることは非常に重宝しています。店頭でしつかり説明を読むのも恥

ずかしいですが、ネットではページでそれがゆっくりよめるし、その場でカラダの部分を見な

がら検討できるので嬉 しいです。」 (注 :妊娠検査薬 )

利用者の声

「薬局で買いにくいのでネン

すいです。」 (注 :痔の薬 )

「注文後 2日 で、届きました。すぐ、欲 しかつたけど、なじみの薬局に買いに行くのは恥ずかし

かったので、ネット販売は重宝しました。すぐ、届いたのが一番 うれ しいですね。」 (注 :妊娠

検査薬)

卜で購入できるのは助か ります。匂いもなく色も無色なので使いや



消費者のニーズ

Ⅳ.実店舗で購入する

ことに強い抵抗を

感 じる方のニーズ

「ここのお店は発送が早く発症後に購入 したので一 日も早 く欲 しかったのでとても助か りま し

た。病気の原因がわかつているのに病院で 2時間以上またされ、何度も通わないといけないの

は子持ちの私にとって本当に大変なことなので自宅で自分で治せるのはあ りがたいです。今は

完治 しました。若干薬が挿入 しにくいかん じが したので星 1つ減 らしま した。薬局で買 うのは
やや抵抗のある薬なのでネ ッ ト販売はいいですね」 (注 :腔カンジタの再発治療薬 )

「うちの婆ちゃん談))す ごくよいそうです。お婆ちゃんの外出も増えました。何となく店頭では
買いにくい品でも、ネットなら宅配でくるので便利ですね。 産後の女性にも人気があるようで

す、ここなら価格の面でも対応のよさでも安心とお得です。我が家は もう数回注文してますよ
♪」 (注 :尿 もれ対策の薬)

「お薬が安く手軽に買えて便利です。

の点気にせずに買えます。」

利用者の声

「ちよつとお店では(/一＼*)ハジュカチ.…

と便利だよd(^―
へ
)ネ」(注 :軟膏薬)

u

「こうい うのって店頭では買いにくいので、ネ ッ トは便利です。パ ッケージも一見水虫の薬には

見えない (に きびの薬かなつて思 う)ので、いいですね。薬が効いたのか、すっか り治 りま し
た。」 (注 :水虫薬 )

「やつぱ り店頭では購入 しづらいですよねぇ。通販便利です。通販できなくなると、非常に困
る 。・・」 (注 :坐薬 )

鼻炎のお薬つて外で買うの恥ずかしいけど、ネントだとそ

くて買えないのでネ ット購入。いざってい うときある
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消費者のニーズ

V,その他実店舗 と比

較 した場合の優位

性によるニーズ

「せつかく薬局に行つても普段から使つているお気に入 りのものがなく、別の商品を強引な トー

クで買わされてしま うことってないですか?(特に胃薬など)OOな ら、店員 さんとわず らわ しい

話をすることも商品棚の前で うろうろすることもなく検索 してみつかつたものを決済するだけ

です。医薬品を銘柄指定で買 うとき、ネ ッ ト通販は意外にも便利だと思いま した。J

「確実に探 している商品を効率よく見つけたいから。」
「ネットで詳しい説明文などを見ながら購入できる。」
「新商品を探 しやすい、

「自宅で じっくり成分等を把握出来るため。」

利用者の声

他メーカーの同種の薬を比較 しやすい。



2008年 12月 11日

厚生労働大臣

舛添 要一 様

一般用医薬品の通信販売の継続を求める要望書

貴省は、一般用医薬品のうち第 1類医薬品と第 2類医薬品の通信販売を 2009年 6月 より

全面的に禁止する薬事法に係る厚生労働省令案を本年 9月 に示されたところです。
上記の省令案がそのまま確定し実施されることになれば、通信販売で医薬品を購入する

のが不可欠な消費者にとっては、その手段が奪われることになり、そのような方たちの健

康維持の必要性の観点からは重大な問題があります。今回の省令案が利用者にとって非常
に重大な影響を及ぼすことは、医薬品のネット販売継続を求める署名がわずか 3週間で 1

0万超集まったことや、利用者の手紙等をご覧いただければ明らかであります。このよう
な状況を踏まえ、現状問題なく行われている一般用医薬品の通信販売を継続させることを

要望いたします。

一方、一般用医薬品はリスクを伴 うものであることから、その販売に当たっては、健康

被害の防止のための措置が講じられる必要があります。その観点からは、一般用医薬品の

流通は、実店舗での販売と通信販売の別なく、適切な情報提供とともに行われる必要があ

るものです。私たちは、別紙の方針案について、通信販売の継続を前提として、関係者に

よる詳細な議論を要望いたします。

私たちは、一般用医薬品の流通に係るすべての業者が今後も使用上の注意等の情報提供
をより充実させていくほか、行政側なども含め、副作用情報の有効活用、一般用医薬品の

道切な使用のための普及啓発等を促進することで、一般用医薬品の販売における情報提供
の環境整備を図つていくことが望ましいと考えます。

また、インターネット等の利用・活用を通じてこれ らの環境整備が実現されるために、

行政や一般用医薬品の流通に係るすべての事業者、利用者と協力 してまいる所存です。

【販売事業者 (団体)】

医薬品ネット販売推進協議会

NPO法人日本オンラインドラッグ協会

社団法人日本通信販売協会

【インターネットションピングモール運営事業者】

ヤフー株式会社

楽天株式会社

【有識者】

インターネット先進ユーザーの会
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