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本日のお話

１．お薬と区別する
２．種類を見分ける
３．安全性を重視する
４．使う時のポイント
５. 買い方にも注意



日本人の平均寿命・健康寿命

国 歳

1 香港 81.70

2 スイス 81.50

3 日本 81.09

4 ノルウェー 80.91

5 スウェーデン 80.72

男性 女性

国 歳

1 香港 87.66

2 日本 87.26

3 スペイン 85.84

4 韓国 85.40

5 フランス、スイス 85.30

平成30年7月20日 厚生労働省発表資料

健康寿命を延ばすこと
が重要

セルフケアが重要
（健康食品の活用）



セルフケア・セルフメディケーション

セルフケアとは

「健康を管理し、病気を予防し、病気の際に対処するため
に、自分自身で行う活動」をいい、健康的な食事や運動、衛
生管理を心がけること、セルフメディケーションを実践する
ことなどがこれに含まれる。

セルフメディケーションとは

「自己が認識している疾病または症状を処置するために、
医薬品を個人が選定し、使用すること」と定義されており、
これには、自分自身の健康管理の手段として、軽度の疾病ま
たはけがを緩和・軽減するための一般用医薬品の使用が含ま
れる。

世界保健機関（WHO）



健康食品と医薬品は

全く異なるもの！

?
？



医薬品と健康食品の３つの違い

医薬品 健康食品

病気の人が対象
健康がきになる人
が対象

製品としての
品質が一定

同じ製品でも
品質は一定とは
限らない

医師・薬剤師の
管理下で利用

選択・利用は
消費者の自由



健康食品と医薬品の品質の違い

健康食品では表示があっても実際にコンドロ
イチンがどれだけ入っているかわからない。

国民生活センター（2008年8月）



個別の製品個別の原材料

品質に影響する要因
・利用した素材の品質
・複数の素材の添加
・不純物の混入
・その他

製品の製造

「原材料情報」 vs 「製品情報」

成分の一般的な安全性・有効性の情報が
最終製品に適用できるとは言えない！

ビタミンA
ビタミンC
カルシウム
○○エキス
△△エキス
□□抽出物

最終製品に添加された
原材料中の有効成分の量と純度が重要

医薬品との大
きな違い



医薬品と食品を混同しないために

・医薬品的な効能効果を標ぼうの禁止

・健康の保持増進効果等の虚偽・誇大
広告等の表示の禁止

食品には、

第3類医薬品第2類医薬品

第2類医薬品 第2類医薬品

指定医薬部外品
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健康食品とは

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康
の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指している
ものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基

準等を満たした「保健機能食品制度」があります。
（厚生労働省ホームページより）

医薬品と食品の明確な区別が重要

一般食品

サプリメント
いわゆる健康食品
栄養補助食品
などを含む

保健機能食品

機能性表示食品

（事前登録型）

特定保健用食品（個別許可型）

条件付き
疾病リスク

低減表示
規格基準型

栄養機能食品
（規格基準型）

医薬品

医薬部外品を含む
（個別承認型）



特定保健用食品（トクホ）

健康が気になる人のための食品。製品そのも
のを用いて安全性・有効性試験を実施。

特定の保健の用途を表示する食品。有効性や安
全性について、消費者庁の審査を受けている。

•おなかの調子を整える
•コレステロールが高めの方に
•血圧が高めの方に
•骨の健康が気になる方に、ミネラルの吸収を
助ける
•歯の健康に役立つ
•血糖値が気になり始めた方に
•食後の血中中性脂肪が上昇しにくい、身体に
脂肪がつきにくい



トクホ製品の表示
製品のキャッチコピーと

決められた重要事項の表示の違い

トクホの表示で大切なのは、以下の3つです。

① 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバラ
ンスを。」

② 一日当たりの摂取目安量、摂取方法
③ 関与成分

これは、キャッチコピー！

重要事項はココに
表示！

・原材料名
・栄養成分
・保健機能
・利用上の注意事項
・問い合わせ先



栄養機能食品
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄
養成分の補給・補完を目的とする。審査や届け出
は不要。

表示できる文言、上限量と下限量が決められている。

ビタミン・ミネラルなどが不足している人
が利用するための製品

ビタミン 13種類 ：
A、 B1、B2、B6、B12、C、E、D、K、ナイアシン、パント
テン酸、
葉酸、 ビオチン
ミネラル6種類 ：
鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅、カリウム
その他：
n-3系不飽和脂肪酸



意味：この食品は、カルシ
ウムの補給に役立ちます。

栄養機能食品の表示

ここが重要！

例）

元気なウコン！！
栄養機能食品（ビタミンC）

ビタミンCの補給が
出来る食品です。



機能性表示食品

健康が気になる人のために、事業者の責任で、機
能性を表示する食品。有効性や安全性についての
根拠となる情報を販売前に、国に届け出る。

届け出られた情報を消費者が自分で確認して判断する。
製品そのものの情報なのか、そうではないのかも、消費
者が見極める。

安全性の評価：
食経験、既存情報の調査、安全性試験の実施

有効性の評価：
最終製品を用いた臨床試験→「○○の機能があります」
製品または成分に関する文献調査→「○○の機能があると

報告されています」



消費者庁HP http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf



全体で見れば、レスベラトロールの延命効果は明らか。
ただし、個別で見た場合、効果が得られるマウスもいれば、

効果が得られないマウスもいる。

レスベラトロールの摂取により、マウスの寿命が延びる

レスベラトロールを摂取していた
マウスは75％生存しているのに
対して、摂取していないマウスは
60％しか生存していない。

レスベラトロールを摂取していて
も25％は死んでしまう。摂取し
ていなくても60％は生存してい
る。

100週目の時点で、

効果が得られて
いるのは全体の
15％のみ

科学的根拠があれば効く？



栄養機能食品 特定保健用食品 機能性表示食品
いわゆる健康食品
サプリメント

内容

いずれかの成分を
国が定めた範囲内に
含んでいれば、国が
定めた機能を表示で
きる

企業より出された
データを国が全て審
査した上で、消費者
庁長官が許可する

事業者の責任にお
いて有効性・安全性
を評価し、事前に消
費者庁へ届け出る

健康の保持増進に
資する食品として販
売・利用されるもの
（定義はない）

対照
ビタミン13種
ミネラル6種
n-3系脂肪酸

食品全般
（一部除外項目あ

り）

食品全般
（一部除外項目あ

り）
食品全般

安全性
製品としての安全性

は企業の責任
国が審査 事業者の責任 企業の責任

有効性
科学的根拠が
認知されている

国が審査 事業者の責任 不明

目印 なし
・機能性表示食品

・届出番号
なし

健康食品の特徴
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消費者の「健康食品」利用実態調査
（2012年 消費者委員会）

対 象：インターネット調査会社登録モニタ 10,000人（20～79歳）

時 期：2012年2月28日～3月5日

調査方法

消費者委員会：消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査、
http://www.cao.go.jp/consumer/doc/20120605_chousa_houkoku.pdf



健康食品による健康被害報告

16
年度

17
年度

18
年度

19
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

報告件数 36 39 15 30 26 23 16 20 10

製品数 41 58 17 42 33 40 19 25 12

肝機能障害 11 13 ２ 10 11 8 7 5 1

発疹等皮膚症状 ６ 11 3 4 2 5 6 8 7

消化器症状
(下痢、腹痛、嘔吐等)

11 ９ 7 9 10 10 1 6 5

（注：24年度は10月末までのデータ）

「いわゆる健康食品」の健康被害情報
（厚生労働省及び厚生労働科学研究を参照）

保健所を介して厚生労働省に上がってくる被害報告は、
年間20件程度。ただし、国民生活センターには年間数百閒
の被害報告がある。



健康食品による健康被害の要因

1 ．製品側、企業側の問題

粗悪な製品、無許可無承認医薬品

健康被害への誤った対応

３．利用方法の問題

過剰摂取、複数製品の併用

医薬品の様に利用、医薬品との併用

２．利用者の問題

利用者の体調・体質



植物エキス等は天然・自然・・・

・産地、収穫時期、利用部位によって有効
成分が変動

・特にミネラル含量は土壌中のミネラルの
影響を受ける

天然物であることの難点

24



• 12の企業の30種類のハーブの44ハーブ製
品について、実際に利用されている原材料の
実態を調査(2013年の発表論文）

• 表示通りの正しい原材料の製品は48％
• 表示と異なる植物を使っていたのは59％
• 非表示の汚染物質や増量成分を含んでいた製
品が1/3

• 正しい原材料が利用されていたのは2/12の
企業

表示と異なる原材料が利用されている！

25



＜アレルギーに関する原材料の例＞

 ローヤルゼリー、コリアンダー、ウコン、エキナ
セア、コロハ、ザクロ、スピルリナ、ゼラチン、
プロポリス、三七人参、など天然の素材で多い。

 全ての人に発症するわけではない。
 既に何らかのアレルギー症状を経験した人は特に

注意が必要。

アレルギー症状がおこる
（発赤、発疹、肝障害など）

天然・自然が安全とは限らない



いくら良いといっても過剰摂取は問題

単一の成分や単一の効果のみに
注目するとバランスが崩れる

摂取量と生体影響の関係と食材の特徴

有効性の
反応 有害性の

反応

（
生
体
影
響
）

（摂取量）低 高

有効性
のカー
ブ

大

小

通常の食材として
摂取できる範囲

体積と臭いがある
ため、特定成分を
過剰摂取しにくい。

容易に過剰
摂取できる
ため安全性
に問題有り



Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomized 
controlled trial. BMJ. 336(7638):262-6(2008 ) 

高齢女性におけるカルシウムサプリメント
摂取と血管イベントの関係

閉経後の女性にカルシウムサプリメント（1000mg/日）を摂取させ
た群では、プラセボ群に比べて心筋梗塞や狭心症などの心血管イベン
トが増加傾向を示した（5年間観察、ニュージーランドでの研究）

カルシウムは少なすぎても多すぎても良くない！
成人女性の推奨量は650mg/日、耐容上限量は2500mg/日
摂取量は製品の栄養成分表示値から推定可能



健康食品を医薬品と誤用・併用した
ときの問題点

 現在行われている治療を放棄
→ 病状の悪化

 医薬品と併用
→ 相互作用による医薬品の薬効の減弱、

副作用の増強

適切な医療が実施できなくなる！



医師・薬剤師
に相談（人）

割合（％）

受診なし
（601名） 96 16.0

通院中
（1506名） 447 29.7

入院中
（2名） 0 0.0

対 象 ：回答に同意が得られた全国のサプリメントと医薬品の併用者2,109名
期間・方法：2014年7月18日～28日インターネット調査（株式会社マクロミル）
調査項目 ：サプリメント製品名・数、医薬品名・数、利用目的、受診状況、医療関係者への

相談、効果の実感、体調不良 等

健康維持
(%)

体質改
善(%)

疾病
予防
(%)

疾病治
療
(%)

受診なし
（601名） 57.6 13.3 8.0 4.0

通院中
（1506名） 52.8 11.4 8.0 11.9

入院中
（2名） 50.0 0 0 50.0

利用目的 医師・薬剤師への相談

医薬品服用者のサプリメントの利用実態



理由 人数

食品なので言う必要がない 653

病気（服用している薬）とは関係ない 509

今まで利用していて問題がないから 369

医師・薬剤師に聞かれない・話す機会がない 360

たまにしか利用していないから 74

医師・薬剤師に否定される・された 31

その他 12

複数回答

サプリメントの利用を医師・薬剤師に相談しているのは543名（25.7％）

医師・薬剤師に相談しない理由



医薬品と健康食品の相互作用の問題点
・そもそも相互作用を起こすかわからない

・相互作用を起こすとしても、実際に、どのくらいの量・期
間摂取したら相互作用を起こすのかわからない

・医薬品の血中濃度に影響したとしても、薬効（治療効果）
に影響するかわからない

・多くの人が複数の医薬品・複数の健康食品を併用している

・一つの製品中に数十須類の成分が入っている

医薬品と健康食品を併用しない

併用する場合は、必ず、医師・薬剤師に相談する



ハイリスクグループによる利用は要注意

妊産婦 乳児・小児高齢者病気の人

こんな表示には注意！
・食品ですので、お薬と一緒に飲んでも問題はありません。

・子どもからお年寄りまで、ご家族皆さまで安心してお飲みいただけます。

・妊娠中の方でも、安心してお飲みいただけます。

全ての人に安全な製品はない

食品にゼロリスクを求めることは現実には不可能
摂取量、利用対象者を考慮すべき！
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本当に必要かを考える
（過度な期待をしない）

健康被害
多大な出費

健康増進

悪い影響

良い効果

健康食品をセルフケアに役立てるには
①

（注）明らかに効果のあるものは医薬品になっている



食事摂取基準が策定されているビタミンやミ
ネラルならば、どれだけの量が必要かが想定
できるため、利用する価値はあるかもしれま
せん。

一方、必要量がよくわからない成分（ヒトで
の実験結果が乏しい成分）の摂取は、無駄な
摂取や過剰摂取による有害影響を受ける可能
性があります。

必要性の判断ができる成分を摂取



３．摂取方法、摂取目安量

４．注意事項

表示をしっかり見る

１．品質

２．成分・含有量

過剰摂取にならないように

必ず守る。わからなければ相談

トクホ、機能性表示食品、ＧＭＰマークを目印に

多く入っていれば効くわけではない

健康食品をセルフケアに役立てるには
②



製品名 A 製品名 B 症状等

○年◎月×日 2粒 × 3回 -

○年◎月△日 - 2個 摂取後に
かゆみが出た

○年◎月×日 2粒 × 3回 -

○年◎月△日 - 1個 摂取後に
かゆみが出た

メモの例

メモを取る

「製品B」は体質に合わない

健康食品をセルフケアに役立てるには
③

メモが大変であれば、ラベルや容器を捨てずに
保管しておく方法も。



１．すぐに使用をやめる

２．医療機関で診てもらう

３．最寄りの保健所に連絡する

体調に異変を感じたら？

健康食品をセルフケアに役立てるには
④



健康食品を疾病治療として用いる場合は、必ず、医師、
薬剤師、管理栄養士にアドバイスしてらう

セルフメディケーションに健康食品
を使わない



セルフケアの基本

健康維持には「健全な食生活」「適度な運動」「適度な休養」の
バランスが重要。健康食品はあくまでも補助的に。



食事バランスガイドを利用しましょう

健全な食生活とは、バランス良く食事する事

あくまで理想であって、毎日ではなく、一週間ぐらいの
期間で調整する。



食事バランスガイドに沿った食事は
死亡リスクを減らす

バランスの良い食事は総死亡、循環器疾患、脳血管疾患
による死亡リスクを低下させる。

BMJ 2016; 352: i1209



優先順位 1→２→３

1.通常の食材からの摂取

2.栄養表示を参考にして明らかな食品形態
のものから摂取

3.錠剤・カプセル状の製品は、品質や表示
内容を確認

健康食品・サプリメント選択の考え方

最初から錠剤やカプセル状の製品を選択する
必要はない
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全体
(n=164)

日本
(n=19)

インターネット
[n (%)]

32 (19.9) 12 (63.2)

小売店 13 (8.1) 1 (5.3)

友人 11 (6.8) 1 (5.3)

インターネット
または小売店

7 (4.3) -

渡航先 7 (4.3) -

その他 1 (0.6) -

不明 93 (57.8) 5 (26.3)

全体
(n=161)

日本
(n=19)

痩身 (n) 75 17

疾病改善 58 -

性機能改善 6 1

健康増進 2 -

筋肉増強 1 -

その他 3 1

不明 16 -

標榜効果

健康被害発生製品の特徴
（HFNet掲載の健康被害情報）

入手経路



健康食品による経済被害
定期購入に注意！

【対策】
•「定期購入」の文字がないか確認
•「解約・返品できるか」をチェック
•頼んだ記録を残す
•相談する

図 「定期購入」に関する相談件数の推移

消費者庁：平成30年版消費者白書
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consume
r_research/white_paper/2018/white_paper_1
12.html#zuhyo-1-1-4-6

【事例】
・「お試し」のつもりで申込んだが
「定期購入が条件」だった
・解約を申し出たところ通常価格で
購入すれば解約できると言われた
・電話がつながらず解約できない

急増中！



健康食品による経済被害
送り付け商法に注意！

消費者庁：平成25年版消費者白書
http://www.caa.go.jp/adjustments/hakusyo/2013/honbun_1_2_2_18.html

2013年がピーク 2018.5.31 
健康食品送りつけ詐欺で８容疑者逮捕 高齢者
５０００万円被害か 埼玉 （産経ニュース）
高齢女性に健康食品の注文を受けたと偽り商

品を送りつけ、現金をだまし取ったとして、詐
欺の疑いで、男8人を逮捕した。同様の手口で
昨年7月までの1年間に40都道府県の約1700
人から計5千万円をだまし取ったとみて調べて
いる。
逮捕容疑は「注文を受けていた商品が出来上

がった」などと嘘の電話をかけ、グルコサミン
など健康食品を代金引換で郵送し、計7万
4400円をだまし取ったとしている。

【対策】
•お金を払わない
•受け取らない
•クーリングオフをする
•相談する



相談の多い販売方法

1. 移動店舗・期限付き店舗
2. 説明会・展示会
3. 試供品、無料サンプル！
4. 「もうすぐ値上げします。今がお買い得！」
5. 「病院の薬は毒！？」
6. 契約書、請求書、レシート、領収書など一切なし



健康食品とかしこくつきあう
5つのポイント

１．医薬品との違いを認識し、病気の治療
目的には使わない

２．過剰な期待をせず、自分の目的にあっ
たものを選ぶ

３．安全性を第一に考え、摂り過ぎに注意
する

４．生活習慣の改善につながるように使う

５．なるべく、お店で買う


