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緊急避妊薬スイッチOTC化の承認に関するパブリックコメントについて
緊急避妊薬スイッチOTC化の承認に関するパブリックコメントについて

緊急避妊薬
• 緊急避妊薬（EC: emergency contraception）とは、避妊に失敗した場合に緊急措置とし

て行う避妊法のことで、性交の後に服用し妊娠を回避するための経口薬。性交後72時間以内
に服用することで避妊効果を示す。通常行う避妊法に対しアフターピルとも呼ばれる。

キーワード 内容

スイッチOTC
• 国民のセルフメディケーションの実施における選択の幅が拡がる、あるいは国民により効果を発揮

する医薬品が提供できることを目的として、購入に当たり処方箋が必要であった医薬品を薬局
やドラッグストアなどで販売できるように”スイッチ”すること。

パブリックコメント
• パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般

から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を
図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とした制度。

1. パブリックコメントへ参加し、「緊急避妊薬スイッチOTC化の承認」について自身の要望をまとめ提出すること

2. ファクトチェックブックにて紹介されていない、見過ごされている視点や課題があれば積極的に共有すること

3. 周囲の人々へパブリックコメントへの参加を呼び掛けること

緊急避妊薬スイッチOTC化に承認に向けて挑戦して頂きたい事
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緊急避妊薬OTC化の承認は、国際的なジェンダー平等やSRHRの促進を求める声及びセル
フメディケーションを後押しする経済財政政策（骨太の方針）により検討を促されています
年 海外：国連等の国際会議 日本：国会・内閣府 厚労省 アドボカシー活動

1979年 国連総会にて「女子差別撤廃条約」
採択

1985年 女子差別撤廃条約が批准される
1994年 国際人口開発会議
1999年 男女共同参画社会基本法成立

男女共同参画基本計画閣議決定
2000年 続可能な開発サミット

2014年 「日本再興戦略」改訂2014

2015年 続可能な開発サミット

2017年 第2回検討会議 緊急避妊薬スイッチOTC化申請
第3回検討会議（結果：不可）

2020年 第5次男女共同参画基本計画閣議決
定

「第5次男女共同参画基本計画パブ
リックコメントに伴うユースからの提言」を
提出

2021年 第16回検討会議（緊急避妊薬の検討
の進め方の方針について協議） 緊急避妊薬スイッチOTC化再申請
第17回検討会議（前回検討時の課題
の対応状況報告）

「薬局での緊急避妊薬の販売を訴える
要望書」を提出

経済財政運営と改革の基本方針
2021(骨太方針2021)の閣議決定

「緊急避妊薬の早期OTC化実現を求め
る要望書」を提出

2022年 女性版骨太の方針(女性活躍・男女共
同参画の重点方針)の閣議決定

第19回検討会議（海外実態調査の結
果報告）
第20回検討会議（海外実態調査の結
果報告に対する意見の共有）
第22回検討会議（パブコメ案検討など）

リプロダクティブ・ヘルス
という概念が提唱される

スイッチOTC化の促進を
進めることが言及される

SRHR分野での目標が設
定される

「処方箋無しで緊急避妊薬を利用
できるよう健康支援の視野に立って
検討する」との方針が記載される

OTC化の検討を進め、セルフメディ
ケーションを推進する旨が明記される

R4年中のパブリック
コメントの実施に言及

 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議
目的※：
医療用医薬品から要指導・一般用医薬品への転用（スイッチ
化）について、欧米諸国での承認状況及び消費者・学会等から
の要望等を定期的に把握し、要指導・一般用医薬品としての適
切性・必要性を検証することにより、消費者等の多様な主体から
の意見がスイッチ化の意思決定に反映される仕組みを構築するこ
と。さらに、開発の可能性について、その予見性を向上させるとと
もに、検討過程の透明性を確保することを目的とする。

※第1回医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議、開催要綱より。

＃男女共同参画ってなんですか

緊急避妊薬を薬局でPJ
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主な論点のご紹介

ECPファクトチェック2021における主な論点
①
(3)

緊急避妊薬について女性は正しく理解できないのか？ ⑪
(27)

緊急避妊薬が手に入りやすくなると「安易な」考えに流れてしまうか？

②
(7)

緊急避妊薬が容易に手に入ると避妊具の使用が減ったり、性感染
症が増えたりするか？

⑫
(30)

性暴力被害者に対する支援を提供できることが緊急避妊薬を処方
できる条件なのか? 

③
(10)

思春期の女子に緊急避妊薬へのアクセスをよくすると弊害があるか？ ⑬
(32)

緊急避妊薬処方後、必ず産婦人科受診は必要か？

④
(11)

生殖内分泌や性教育についての知識を持った産婦人科医師のみが
処方すべきか？

⑭
(33)

緊急避妊薬について女性は正しく理解できないのか？

⑤
(14)

緊急避妊薬の提供には高度な産婦人科の専門知識を要するの
か？

⑮
(34)

本来、排卵日をふまえた上で、服用するかどうかを指導するのか？

⑥
(17)

産婦人科の専門以外の人間には、緊急避妊薬は扱えないのか？ ⑯
(35)

本来、1 錠でいいのに何錠も買うことがあり得るのはいけないのか？

⑦
(18)

緊急避妊の成否確認のため服用後のフォローアップ受診は全例で必
要か？

⑰
(37)

性暴力を受けたり、支配される関係にある人がいて、性教育が不十
分であるため、教育についての議論なしに緊急避妊薬の薬局での販
売を検討することはできないのか?

⑧
(20)

緊急避妊薬の処方は1 回につき一人一セットに限定すべきで、面前
内服をさせることが望ましいのか？

⑱ ・・・順次追加

⑨
(21)

現在、対面診療のほとんどで処方時に内服を促しているのか？

⑩
(22)

高度な産婦人科の専門知識を持った医師による事前の問診・スク
リーニングが必要か？

※（）内の番号はECPファクトチェック2021における各論点の番号
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参考：スイッチOTC化承認の流れ

出典：第16回検討会議資料資料1-2”検討会議における今後の検討の進め方について”
（https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000788191.pdf）
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参考：パブリックコメント提出の流れ

出典：意見公募手続等の普及啓発用パンフレット（https://www.soumu.go.jp/main_content/000526565.pdf）
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参考：関連資料一覧
＃ 団体・内容 リンク
国際機関による情報発信（国連・WHO）

1 WHO_”Family Planning 2018 edition”
「避妊・家族計画提供者のためのグローバルハンドブック」 リンク

2 WHO_”Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills (LNG ECPs)”
「レボノルゲストレル緊急避妊薬の安全性に関するファクトシート」 リンク

3 FIGO（国際産婦人科連合）・ICEC（国際緊急避妊コンソーシアム）_” Emergency Contraceptive Pills”
「緊急避妊薬医療・サービス提供ガイダンス」 リンク

行政機関による検討会議・規程・情報発信
1 内閣府_男女共同参画社会基本法（逐条解説） リンク
2 内閣府_第５次男女共同参画基本計画 リンク
3 内閣府_経済財政運営と改革の基本方針2021（骨太方針2021） リンク
4 内閣府_女性版骨太の方針（女性活躍・男女共同参画の重点方針） リンク
5 厚生労働省_医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議*1（第2,3,16,17,19,20回議事録、発表資料参照） リンク
6 厚生労働省_検討会議委員名簿（2020年7月8日時点） リンク
7 厚生労働省_オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 リンク
8 厚生労働省_オンライン診療の適切な実施に関する指針 リンク
9 厚生労働省_「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における対応について リンク
10 文部科学省_学校における性に関する指導について（第17回検討会議資料） リンク
11 E-GOV_パブリックコメント募集サイト リンク

*1：以下「検討会議」

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70210/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf?sequence=1
https://www.figo.org/news/emergency-contraceptive-pills
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/index_02.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2021/decision0618.html
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku_346305.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000647007.pdf#page=2
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_513005_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000838180.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
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参考：関連資料一覧
＃ 団体・内容 リンク
アドボカシー活動
1 男女共同参画ってなんですか リンク
2 男女共同参画ってなんですか_第5次男女共同参画基本計画パブリックコメントに伴うユース提言 リンク
3 緊急避妊薬を薬局でプロジェクト_スイッチＯＴＣ医薬品の候補となる成分についての要望（申請書） リンク
4 緊急避妊薬を薬局でプロジェクト_緊急避妊薬のスイッチOTC化に向けての要望（第17回検討会議発表資料） リンク
5 緊急避妊薬を薬局でプロジェクト_これまでの取り組み リンク
6 緊急避妊薬を薬局でプロジェクト_ECPファクトチェックブック リンク
7 NPO法人ピルコン_活動内容 リンク
8 なんでないのプロジェクト_活動紹介 リンク
9 公益財団法人ジョイセフ_活動紹介 リンク
10 Change.org_アフターピルの市販化を求める署名 リンク
関係団体による見解・情報発信
1 あすか製薬_緊急避妊薬とは リンク
2 日本産婦人科学会_スイッチ OTC 医薬品の候補となる成分についての要望に対する見解 リンク
3 日本産婦人科医会_緊急避妊薬について リンク
4 日本薬剤師会_オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について リンク
5 日本医師会_緊急避妊薬に対する日本医師会の見解（2020/10/7・14 日医定例記者会見） リンク
6 日本OTC医薬品協会_第12回検討会議発表資料 リンク
7 性暴力救援センター・大阪SACHICO_第20回検討会議発表資料 リンク

https://u30equal.com/message/
https://u30equal.com/2020/09/05/u30genderequal-9-4/
https://kinkyuhinin.jp/wp-content/uploads/2021/05/OTC_ECP_20210528.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000838178.pdf
https://kinkyuhinin.jp/project/#project02
https://kinkyuhinin.jp/wp-content/uploads/2021/09/Factcheck202109.pdf
https://pilcon.org/activities
https://www.nandenaino.com/
https://www.joicfp.or.jp/jpn/project/fields/
https://www.change.org/p/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%AB-%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E5%A6%8A%E8%96%AC-%E3%82%92%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%B1%8A%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84?source_location=topic_page
https://www.aska-pharma.co.jp/general/oc/emergency.html
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000172974.pdf#page=13
https://www.jaog.or.jp/qa/youth/jyosei200122/
https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/online/index.html
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/009623.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000688497.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000934758.pdf
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