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H7N9鳥インフルエンザ感染予防 違法を代価にさせてはならない 
新民网 news.xinmin.cn 2013-04-14 14:12 来源：人民网 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

江蘇省南京市物価局は、本日、全市の医療機構、薬品販売店に対し、価格政策についての注意喚起文を

発布、全市の関連単位に対して、H7N9鳥インフルエンザ予防管理期間中の薬価の監督管理強化を要求し、

薬品の市場価格と秩序を保護すると同時に、全ての薬局と医院で販売している鳥インフルエンザ予防の漢

方薬などがこの期間中に高騰せぬようにと要求した（4月 8日<<揚子晩報>>） 

 

<<価格法>> 第 30条の規定： 

重要商品やサービス価格の著しい高騰、或いは顕著に高騰する恐れに対し、国務院及び省、自治区、直

轄市の人民政府は、一部の価格について、価格差率や利益率、値上の規定、値上申請制度や価格調整制度

等関連した措置を取ることができるものとした。 

ここから見えるのは、臨時価格への関与措置について、<<価格法>>では三つの方面から進めるべきと明

確化されている。 

第一、 価格への臨時介入措置の実施条件は、当該重要商品とサービス価格が顕著に上昇した、或いは上昇

する可能性があるということが前提となること、 

第二、 価格への臨時介入措置の実施手段は、価格差率や利潤の制限、及び、価格値上に関する規定、値上

申請の制度及び価格調整システムであること、 

第三、 臨時価格への関与措置を実施する権限がある機関は、国務院および、各省、自治区、直轄市の人民

政府であること 

 

今回の H7N9鳥インフルエンザ出現後、特に板藍根等の漢方薬（中成薬）が H7N9鳥インフルエンザを

予防できるとされ、南京など少なからぬ都市において、板藍根など関連薬剤が市民をして我先に群がり購

入をするというという事態が発生、一部地方では南京の薬品店における「品切れ」現象などが発生してお

り、その後の関連薬剤価格が大幅に高騰する恐れがあり、既に臨時価格介入措置を取る条件ができている。 

この状況下で、南京市物価局は価格の注意警告等の形式で、関連薬剤価格の高騰を防ぐ（コントロールす

る）方法をとる、積極的に行動するなどにより、有効に価格の監督管理機能を果たすことができる。 但し、

遺憾なことに、法律の関連規定には、 

制定或いは発布された中に『価格高騰は許されぬ』という内容が含まれていないため、内在する各種の

臨時価格関与措置の権力について、「違法行政だ」或いは「是正・阻止されるべきだ」との嫌疑がかけられ

るということが言える。 

 

H7N9鳥インフルエンザの予防管理に対して、法に基づき臨時価格介入措置を採ることは可能だが、こ

れは、採られた違法な価格・手段に必要性と正当性があることを意味してはいない。反対に、違法な措置

は、関連方面の法的知識が欠如していることを表しており、制定・発布する実施機関をして違法・不利な

状態に陥らせることになってしまう。 

法に基づきことを行うのは行政の基本原則であり、更に、政府機関は夫々の本来活動や高効率の行政に

より基本的な保障を与えねばならない。 が、価格の臨時管理措置を実施する際には、合法な主体が法の定

めるプロセスに則って進めるべきで、関与措置もまた合法的でなければならない。今回の件もまた、各関

係方面で活動を推進するに際しては、法に基づいた有効な措置を必ず前提とせねばならないという警鐘と

なる。 

 

オリジナルの URLが見つからないため、、この原記事と近い内容の URLを本日（2017年 9月 04日）見つ

けました。中国マスメディアのコピペ文化に感謝するしかないですね：苦笑 

 

http://news.qq.com/a/20130414/000430.htm 
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Prevention and Treatment of H7N9 Avian Flu Cannot be Paid by Breaching Law 
Xinmin Network news.xinmin.cn 2013-04-14 14:12 Source: People's Network 

 

Nanjing City, Jiangsu Province Price Bureau today, to the city's medical institutions and retail pharmacies, issued a 

price policy reminder letter, and asked the city's relevant units to strengthen the control on drug price regulation, and 

to maintain the stability of drug prices, to maintain the drug market price in order, at the same time, requested all 

pharmacies and hospitals to sell anti-avian-flu Chinese herbal Pieces in the control period shall not increase the 

price(s).  (April 8 "Yangtze Evening News") 

 

Article 30 of the "Price Law" stipulates that when the prices of important commodities and services are 

significantly higher or may rise significantly, the State Council and the people's governments of provinces, 

autonomous regions and municipalities directly under the Central Government may limit the price or profit rate, 

execute price declaration system, price adjustment system and other interventions. 

 

Thus, on the price of temporary intervention measures, "price law" clarifies from three aspects; 

1) the conditions for the implementation of the temporary intervention to price, is to meet this premise when the 

important commodity and service prices rose significantly or may be significantly higher; 

2) the implementation measure’s temporary intervention to the price, should be the limitation of the rate of price 

difference or profit, and the provisions of increasing price(s), the implementation of price increases reporting system 

and price adjustment system; 

3) the right to implement the temporary price intervention measures belongs to the State Council and the provinces, 

autonomous regions and municipalities directly under the Central People's Government. 

 

In the case of H7N9 avian influenza, particularly, as the relevant aspects of the release of Radix Isatidis and other 

Chinese herbal medicines (proprietary Chinese medicine) can prevent H7N9 case, people rushed to the drug stores in 

Nanjing and many other cities, to get Banlangen and other related medicines. In some places, especially Nanjing, 

some pharmacies were out of stock, the phenomenon followed by the sharp rise in the price of related drugs may have 

reached the temporary price intervention measures to be taken. For this, the Nanjing Municipal Price Bureau took 

price warnings and other forms of prevention (control) related to drug prices, this can be said that they are actively 

and effectively controlling the drug price(s). 

 

Unfortunately, in accordance with the relevant provisions of the law, since there is no description “do not allow 

increase of the drug price”, there is a room to be alleged as illegal administration or as is to be corrected or stopped 

on the right of temporary price intervention measures. 

 

In order to prevent and control H7N9 avian flu, temporal price intervention measure can be taken, however, it does 

not mean or does not explain the necessity and legitimacy of the illegal price means. On the contrary, the illegal 

measures, is indicating the relevant parties are lacking in legal mind, which will lead the authorities, who enacted and 

implemented the rule, to illegal and disadvantageous position 

 

To follow the law is the basic principles of administration, it is the government agencies of basic protection by 

doing their own work and efficient administration. However, in the implementation of price management measures, 

there should be a legitimate subject in accordance with legal procedures, interventions should also be legitimate. In 

fact, this event is also for the parties concerned to promote the work, must be legitimate and effective measures for 

the premise of a warning bell. 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

防治 H7N9 禽流感不能以违法为代价 
新民网 news.xinmin.cn 2013-04-14 14:12 来源：人民网 
-------------------------------------------------------------------------------- 

江苏省南京市物价局今天向全市各医疗机构、零售药店发出价格政策提醒函，要求全市相关单位加强 H7N9

禽流感防控期间的药品价格监管，保持药品价格水平的稳定，维护药品市场价格秩序，同时要求所有药店和

医院销售的防控禽流感的中药饮片在防控期内一律不得涨价。（4月 8日《扬子晚报》） 

《价格法》第 30条规定：当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国务院和省、自治区、直

辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等

干预措施。 

由此可见，关于价格临时干预措施，《价格法》从三个方面进行了明确，一是价格临时干预措施的实施条



件，即要满足当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨这一前提；二是价格临时干预措施的实施

手段，即可以采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等；三是有权实施

价格临时干预措施的机关，即国务院和省、自治区、直辖市人民政府。 

而在此次 H7N9 禽流感出现后，尤其是有关方面发布板蓝根等中药材（中成药）可以预防 H7N9 的情况下，

南京等不少城市的板蓝根等相关药材出现了市民抢购风潮，一些地方尤其是南京的一些药店出现了脱销的现

象，接下来相关药材价格大幅上涨的可能，已经达到了可以采取临时价格干预措施的条件。在此情况下，南

京市物价局采取价格提醒告诫等形式严防（控制）相关药品价格上涨，可以说是在积极作为，有效履行价格

监管职能。但遗憾的是，按照法律的相关规定，其没有制定和发布包括“不准涨价”在内的各种临时价格干

预措施的权力，涉嫌违法行政，应当被纠正或制止。 

对 H7N9禽流感防控，可以依法采取临时价格干预措施，但这并不意味着，更不说明采取的违规价格手段就

有必要性和正当性。相反，违规的措施，说明相关方的法治意识欠缺，让制定和发布实施机关陷于违法不利

的境地。 

依法办事是行政的基本原则，更是政府机关干好各项本职工作、高效行政的基本保障。但在实行价格临管

措施时，应该有合法的主体依照法定程序进行，干预措施也应该合法。这个事件其实也为各有关方面推进工

作时，必须以合法有效措施为前提敲了一记警钟。 
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