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 愛知県支部ニュースは、会員の

皆様の意見交換の場として会員の

皆様からの情報発信をお待ちして

おります。テーマ、字数の制限は

特にありませんので、ご寄稿よろし

くお願いします。 

（年 6 回発行予定の支部ニュース

に随時掲載します。） 

 

 

巻頭言 

  医薬品のネット販売 

                     理事 横 山 泰 久 

 今年１月、最高裁で、「処方せんの要らない医薬品のネット販売を一律に

禁ずる厚生省の省令は違法で、無効である。」との判決が出た。これを契機

に厚労省内に通信販売の出来る薬品を検討する会議が開催され、これと同

時に医薬品の通販業者はここぞとばかりに今まで控えていた第一類医薬品

（スイッチＯＴＣ＝これまで医師が処方していた薬剤で、害が少ないので

ＯＴＣとなったもの 例えばガスター１０など）や第二類医薬品（風邪薬

など）の通信販売を始める宣伝広告を開始し、インタネット上に溢れるよ

うになった。第三類に分類されるビタミン剤は従来より普通のドラッグス

トアで自由に販売されているし、スギ薬局などでは第一類・第二類の薬品

も店頭に並び、特に薬剤師の説明もなく自由に販売されている現状である

から、改めて最高裁がネット販売の規制が違法であると判決を下したのも

おかしな話である。厚労省と薬剤師会は第一類・第二類の対面販売を継続

したい方針だし、通販会社側は、今回の最高裁の判決に勢いづいて、第一

類から第二類までネット販売を広げたい方針だから、厚労省での規制改革 

は当然紛糾することになる。 

 もともとこの方策は、離島の住民や過疎地にする高齢者の利便性を重視

して進められてきたものだが、米国や英国では処方せんの発行されている

医薬品でも僻地への供給の利便性を考慮して、一定の認定を受けた薬局と

薬剤師が安全確保を保証する状態で、すでにネット販売が行われているよ

うである。これら処方せんの必要な薬剤は、生命と健康維持に必要なもの

ばかりであるから、患者さんに定期的に確実に供給されないと困ったこと

になる。この種の薬剤は、日本では医師に診察を受けた上での処方箋発行

と薬局での対面販売が義務付けられていて、ネット販売など問題外となっ

ている。我が国では現在でも、また近い将来高齢者が増えて独居老人が僻

地と共に、都会でも独力で対面販売を受けに行けない状態が多く起こりう

ることを考えると、今回の最高裁の判決が出たからといって、処方箋の要 

らない一般薬の取り扱いについて改めて会議を開くなど、全く時代遅れも 
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甚だしく、患者不在の行政第一・商売第一の争いなどやってもらっていては大変迷惑である。患者主体に考え

れば、薬品のネット販売の問題はすでに処方箋薬（一部のものに限られるであろうが）の販売を検討すべき段

階に来ていることを厚労省は認識すべきで、彼らに猛省を促したい。 

 勿論、処方箋薬は使用上危険を伴うことがあるので、単に対面販売のみならず訪問看護・訪問薬剤使用を含

めた安全対策を主眼にしたシステム作りが必要であろうし、ネット販売業者の認定など解決すべき多くの問題

はありそうだが、早速検討を始めるべきであろう。 

 ２月１６日、朝日新聞の社説欄に「過剰な規制は止めよう」とのこの問題に関する論説はあったが、この点

にまで触れられていなかったのは残念である。 

 このため、この拙文を脱稿することにした。 

                         （医療法人横山胃腸科病院 理事長） 

 

日本病院会常任理事会報告（平成２５年２月） 

副支部長 末 永 裕 之 

１．平成 25 年度事業計画（重点項目）について 

（１）見える化の促進 

  ①情報収集・分析・共有化事業の推進 

  ②「ニュース」、「雑誌」、「ホームページ」等の充実 

  ③会員施設への情報発信の推進 

  ④医療支援システムの構築 

  ⑤ウェブ会議の推進 

（２）一般社団法人としての基盤整備 

  ①理事会等の活性化 

  ②会員病院増加への取り組み 

③事務局組織の見直し 

④人事の活性化 

⑤シンクタンク機能の整備 

⑥収益事業への取り組み 

⑦プライバシーマークの取得 

⑧支部の拡大並びに活性化 

⑨都道府県病院協会への支援 

（３）病院医療の再生 

  ①医療人の育成 

   ・資格認定者等の養成 

   ・病院中堅職員の育成 

   ・病院実務者の研修 

  ②医療提供体制の見直し 

   ・社会保障と税の一体改革（2025 年の医療提供体制） 

・病院機能情報の報告・提供の具体的な方策 
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   ・シームレスな医療提供体制構築 

   ・精神科医療提供体制の改革 

  ③診療報酬体系のあり方 

   ・次期診療報酬改定への取り組み強化 

     社会保障財源の確保、ＤＰＣ制度の検討 

 ④消費税原則課税への取り組み 

（４）医療の質と安全の取り組み強化 

  ①医療の質・評価の推進 

  ②医療基本法の策定に向けて 

  ③診療行為に係る死亡・事故の原因究明制度のあり方 

  ④ＱＩプロジェクト事業の強化 

（５）国際活動 

  ①ＡＨＦ（アジア病院連盟）・ＩＨＦ（国際病院連盟）の活動 

  ②ＷＨＯ（世界保健機構）への協力・支援 

  ③ＷＨＯ 国際統計分類協力センター活動の実施 

  ④医療の国際化への取り組み 

（６）医療関係団体との連携推進 

（７）災害対策活動 

（８）国際モダンホスピタルショウ 

２．平成 25 年度学会等の開催 

（１）第 63 回日本病院学会 

   平成 25 年 6 月 27 日（木）～28 日（金） 新潟県（会場：朱鷺メッセ、ホテル新潟） 

（２）第 39 回日本診療情報管理学会学術集会 

   平成 25 年 9 月 5 日（木）～6 日（金） 茨城県（会場：つくば国際会議場） 

（３）病院長・幹部職員セミナー 

   平成 25 年 8 月 1 日（木）～2 日（金） 東京都（会場：ルポール麹町） 

   2 日には、八千代病院理事長の松本隆利先生の講演もあります。 

（４）国際モダンホスピタルショウ（ＩＭＨＳ）2013  

平成 25 年 7 月 17 日（水）～19 日（金） 東京都（会場：東京ビッグサイト） 

（５）第 54 回人間ドック学会学術大会 

   平成 25 年 8 月 29 日（木）～30 日（金） 静岡県（会場：アクトシティ浜松） 

３．報告事項 

（１）救急医療委員会 平成 24 年度救急医療に関するアンケート調査 

  ・調査項目：①病院の基本情報、②救急車不応需率、③時間外救急患者の動向、④救急外来原価計算、⑤

救急外来における未収金、⑥医師の救急業務に関する解釈の不統一に関する問題、⑦時間外外来自己

負担金（選定療養費）、⑧終末期医療 

（２）社会保険診療報酬委員会 平成 26 年度診療報酬改定に向けて要望項目 

  ・項目：①臨床研修病院入院診療加算の点数見直し、②看護補助加算の 10 対 1 入院基本料への拡大、 

    ③がん診療連携拠点病院加算対象拡大、④栄養サポートチーム加算のチーム医療に対する再評価、 
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    ⑤高齢者等の口腔ケアに対する加算の新設等 

（３）医療制度委員会 

  ・医療基本法に関して四病協医療制度委員会でも医療基本法に関して議論し、日医案と突合して医療提供

側として一本化を図っていく方向性で進めていく。 

  ・「医療基本法策定に際しての日本病院会からの提言（案）」がまとめられた。日病案は、病院医療を提供

する側の発言をしていく。しかし、「医療行為は原則的正当行為であるから、その結果に対し賠償を求め

られない」との文言は受け入れられないのではないか等の意見もある。マスコミに対しての謙抑的報道を

求める文言においても、理念法の内容であるべきで相応しくないとの意見も出た。 

（４）医療の安全確保推進委員会  

  ・「診療行為に係わる死亡・事故の原因究明制度の在り方について」成案が提出される。四病協、日病協

でも検討され概ね方向性が固まりつつある。日病の考え方がかなり踏襲されている。 

（５）日本病院団体協議会 代表者会議 

  ・田村厚生労働大臣表敬訪問及び要望書提出 

①高度・急性期医療機能の充実、②地域医療の充実、③医療機能に応じた診療報酬体系の確立、 

④医療に関わる死因究明制度等の早期確立、⑤医療施設への消費税の原則課税と軽減税率化 

    これらの要望について、④については取組の難しさを指摘されたものの早急に進めていくべきもの、

⑤は今後の問題として自民党とも相談しながら進めていきたいとの発言があった。 

（６）准看護師の生涯教育研修体制のあり方に関する連絡協議会 

   准看護師による看護師国家試験のための要件の緩和（准看護師免許取得後 10 年の勤務経験を要す）を

5 年にしてはどうか。准看護師と看護師の試験日程を別にしてはどうか。 

   平成 23 年度の看護師就職者（新卒・既卒）で約 12 万人、離職看護師数 14 万 4600 人 

（７）チーム医療推進会議 

   看護師の特定行為 29 行為に対し、「特定行為認証制度」を「特定行為に係る看護師の研修制度」に改

める。教育や認証のあり方を巡り、日医、看護大学の抵抗があり、（国が認証をする、と民間でも許可す

るの）両論併記となる？ 

４．協議事項 

（１）社会保障制度改革国民会議 

   財源抜きの議論の中で安部政権では骨抜きにされるのでは・・・ 

（２）第二次安部政権の医療政策のゆくえ 

   石井監事からＴＴＰ参加により営利法人・株式会社の算入、混合診療の解禁あるいは保険免責制が導入

されていく等、厳しい見通しが述べられた。 

                           （小牧市民病院 病院事業管理者・院長） 

 

 

 重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴS）については、平成 25 年 3 月 4 日から、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律 114 号）の四類感染症に位置づけられ、当該感染症の患者を

診断した医師からの届出が義務付けられました。 

 平成 25 年 3 月 12 日現在、国内の感染が医療機関からの情報提供により 8 例が確認されております。引き

続き、過去の症例の掘り起こしも含め当該感染症が疑われる患者があった際には、国立感染症研究所への情報

提供及び検査等の相談をしていただくようお願いします。 

医療情報 


