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総説

健j棄食品の実態とその安全性@有効性

梅境敬コ*

Actual Condition of Health Foods and Their Safety and Effectiveness 
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Information Center， National Institute of Health and Nutrition: 
1-23-1 Toyama， Shinjuku-ku， Tokyo 163-8636 
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1.はじめに

近年の豊かな食生活ならびに金品や食品成分に関する科

学研究の進歩に伴い，誰でも自由に自己判断で摂取できる

食品に対して，効率的な栄養補給ならびに体調調節作用や

疾病予防効果が期待されるようになっている.健康食品と

呼ばれる製品は，そのような期持に応えるものとして市場

に流通し，拡大の一途をたどっている. しかしながら，健

康金品の実態は撞めて多様であり，不通切な利調，あるい

は組患な製品や違法製品の利用によって健康被害を起こし

ている事例も見受けられる.本稿では，市場に流通してい

る多様な健康食品について，その穂類や利用実態，過去に

発生した健康被害，成分や製品に関する有効性や安全性に

ついて紹介する.

2. r健康金品jの実態と利用状況

1) r健蔑食品Jの実態

健康食品という言葉には明確な定義がない.一般には

「健康に何らかの良い効果が期待できる食品全般jが該当

すると考えられ，それらは国が制度を創設して機能等の表

示を許可している「保健機能食品(特定保健用食品と栄養

機能食品の総称)Jと，それ以外の円、わゆる健諜食品J

に大別できる(閣1).

保健機能食品のうち，特定保健用食品(通弥，特保また

はトクホ)は，機能性食品(食品の三次機能を強化した食

品)と認識されている製品の中で， ヒトにおける有効性・

安全性が個別製品として審査され，保健機能等の表示が許

されたものである.また，栄養機能食品は，サプリメン

トや栄養補助食品，健康補助食品と呼ばれている製品の中

で， ビタミン 12種類(どタミン Kを除くビタミン)とミ

ネラル5額類(カルシウム，鉄，マグネシウム，銅，亜

*独立行政法人間立縫康・栄裳研究所情報センタ :;=163
8636東京都新宿!玄戸111ト23-1
umegaki@nih.go.jp 

鉛)について，その含有量が国の定めた基準量で含まれて

いる製品に対して，既定の栄養機能等が，製造者・販売者

の自己認証で表示できるものである 1)

一方，いわゆる佳子康食品に分類される製品の名称として

は，機能I生食品，栄養補助食品，縫康補助金品，サプリメ

ントなどがあり，これらの製品に対しでは栄養機能や保鎚

機能の表示をすることはできない.また，食品に医薬品の

ような病気の治療・治綴の効果を表示したものや違法に医

薬品成分を添加したものは，無添認無許可医薬品として行

政の摘発を受けている.

錠剤やカプセル状の製品は，医薬品との誤認・混同を避

けるため，以前は食品としては認められていなかった.特

定保縫用食品についても， 1991年の制度創設時には，

「通常の食品形態であることjが重要な許可要件となって

いた.それは，病気の治境・治癒に利用される医薬品と特

定保纏用食品を明確に底5.)'1しなければ，医薬品を用いた適

切な治療ができなくなるおそれがあったためと解釈でき

る.そのような中で， 1990年代の後半から検討された規

制緩和措霞によって，錠斉IJやカプセル状の製品であっても

一般食品

f健康食品J

令

然承認無許可医薬品

図1. 健康食品・機能性食品・サプリメント・特定保縫用食
品・栄養機能食品の大まかな関係
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図 2. 日本における食品の機能表示の変遷

食品と書かれていれば，直ちに医薬品とは判断されないこ

ととなり， 2001年に保健機能食品制度が創設された後で

は，錠剤やカプセル状の製品が鍵康食品の主流になってき

ている.

錠~Jやカプセノレ状の製品は， ビタミンやミネラルといっ

た特定成分を容易に摂取できるという利点はあるが，一方

でそれらの成分を過剰摂取してしまうという欠点がある.

また，製造工裡において目的成分以外の有害成分も無視で

きない量で濃縮される危険性がある. ビタミン等の食品へ

の利用や食品に関する形状等に関する規制緩和措置がとら

れ，特定保健用食品や栄養機能食品等の新しい表示制度が

できても，食品と霞薬品が常に明確に区別されてきている

ことは特筆すべきであろう(閣 2). 米国の dietarysup同

plementにおいても，医薬品との誤用を避けるために，

罷薬品的な治療および予i坊にかかる用語の使用は禁止され

ている2)

2) 健康食品の利用状況

健康食品という言葉が意味する製品が暖昧なために，そ

の利用実態を正確に把握することは難しい.最近実施され

た誠査によると，国民のほぼ半数以上の人に利用経験があ

り，その利用居的は，疲労・体力回復，健康維持，栄養成

分の補給，病気の予防や治境，体質改善，美容，ダイエッ

トなどとなっていた*'健康食品に病気の治療効果を期待

する人の割合は健常者よりも患者で高く， しかも通践患者

よりも入院患者においてより高いことも示されている3)

特定成分が濃縮されたサプリメントの利用実態は，層内外

で把握されており，大人だけでなく子どもにおける利用の

拡大も明らかにされている.ちなみに， 2002年に米患の

乳幼児を対象に実施された調査では， 4~5か丹の乳見で

*'健康食品の利用に関する 3万人調査は00リサーチ結果
No. 139) 
http://research.goo.ne.jp/database/data/000368/ 

8%， 6~1lか月で 19%， 12~24 か丹で 31%と，月齢と

ともにサプリメントの利用が増加するという結果が示され

ているの. 2008年に日本で実施された調査では，幼児の

約 15%がサプリメントと考えられる濃縮物を利用してい

ることが報告されている 5)

3. 健康食品の安全性に影響する要醤

健鹿食品は，基本的に誰でも自由に自己判断で利用でき

るlつの食品であるが，特定成分が容易に過剰摂取され

てしまうおそれがあるために，安全性は通常食品とは異な

る視点で考える必要がある.その際に特に留意する事項と

しては，製品の品質や形状，利用方法，不確かな'情報の 3

点が挙げられる.

1)製品の品質や形状

製品の品質が確保されていることは，安全性だけでなく

有効性を保証するうえでも極めて重要であり， GMP (適

正製造規範)に従った一定品質の製品製造が求められる.

そのため， 2005年 2月 1日，厚生労働省から「錠剤，カ

プセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方 (GMP

ガイドライン)Jと fT錠剤，カプセル状等食品の原材料の

安全性に関する自主点検ガイドラインj という 2つのガ、

イドライン(食安発第 0201003号)が出された.米国の

dietary supplementについても， CGMPs (Current 

Good Manufacturing Practices)を遵守した製品製造が

求められ，企業規模に応じて 2008年 6丹から 2010年 6

月までに，すべての企業が対応しなればならないことと

なった*2

*2 FDA， Current Good Manufacturing Practices (CGMPs)， 

Dietary Supplem巴nts
http: j j www. fda. gov j Food j DietarySupplements j 

GuidanceComplianceRegula tory Informa tion j設εgulations
Lawsjucm110858.htm) 
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健康食品の安全性を考えるうえで製品の形状も重要な要

素である.通常の明らかな食品形態であれば，食品が本来

持っている昧・香り・色や体積と，私たちの2郁子性の関係

から，向じ食品を大量に継続摂取することはない.その結

果，食品中に含まれる特定成分を継続的に過剰量摂取する

ことは考えにくく，その有害影響を受ける可能性はほとん

どないと考えられる. 日本人の食事摂取基準 2010年版で

示されているどタミンやミネラルの耐容上限量 (UL)は習

慣的な接取量を示したものであるが，その値はサプリメン

ト等の濃縮物を想定して設定されている61 その理由は，

通常の食材から習慣的にじLを謡える輩で， ビタミンやミ

ネラルを摂取する状況はほとんどなL、からである.

2) 製品の利用方法

品質が一定で安全性が確保された製品であっても，

と誤認・混同した利用，法薬品との併用，アレルギ一体

質などで影響を受けやすい人が利用した条件では，

響を受ける可能性がある.健膜食品に含まれている成分

は，本来は生体に対する作用が弱い成分であり，病気の治

療・治癒ができるほどの薬理作用はほとんどないと考えら

れる，そのような製品を病気の治療・治癒を目的に利用す

ると，病状を悪化させてしまうことになる.また，健康食

品が法薬品と併用されると，相互作用によって医薬品の作

用の増強や減弱を起こす可能性もある.その代表例として

は，軽度から中程度のうつに有効性が示唆されているセン

ト・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギ 1)ソウ)を合む

製品がある.セント・ジョーンズ・ワートを含む製品の摂

取により，薬物代謝酵素が誘導され，多くの援薬品の作用

が減弱される事17IJが知られている71 どタミン Kと血液凝

関関止剤のワルファ 1)ンカリウムが桔抗することもよく知

られており， ビタミン Kは納豆だけでなく，育汁等の濃

縮物に多量に含まれていることが明らかにされているお.

なお，寵薬品と健康食品の相互作用については，さまざま

食街誌 Vol.51， NO.6 

な報告が出されているが，相互作用に関与する成分が，鍵

康食品中にどれだけの最で含まれているかが暖昧なことか

ら，鍵康食品の製品の摂取が，陸薬品の薬効にまで影響す

るかどうかについては，明曜には判酷できないのが実靖で

ある.

3) 情報の氾濫

健麗食品による健康被害に大きく影響している要留とし

て，インターネットやテレどなどの商品薮売サイトから出

されている不確かな情報，ならびにその情報を鵜呑みにし

てしまう消費者行動が挙げられる.消費者は，インター

ネット，友人・知人から提長されている情報を{言頼できる

情報源とみなしており，専門職から提供されている情報は

それほど参照していないようである*1 そして，健醸食品

に付いている「食品j という言葉，ならびに「天然や自

然」の素材という雷葉から，有害性を過小評{出iし，存効性

を過大評価している.また，鍵康食品では，ある成分を徴

も摂取すれば有効と考え，多最に摂取しでも食品だか

ら安全と考える傾向がある.そして成分や原材料に関する

データを，複数成分を添加した製品にまで安易に当てはめ

ている. このような問題は，特定成分の摂取量と生態影響

の関連が認識されていないことに関部している.実際に利

用する製品としての安全性・存効性は，製品に添加される

原材料の純度，含有量，ならびに問時に添加される後数の

原材料閣の相互作用を考癒して判断する必要がある.

4. 過去の健藤被害事例とその内容

健康食品による健康被害は，類似した事例が繰り返され

ることが多く，過去に起きた被害事例を認識しておくこと

が，被害の未然訪止に有効である.健康食品が関係した被

害事例において，違法に添加された医薬品の事例を除け

ば， I京国が明確になっているものや意第な被害ぞ起こした

ものは，実際には多くはない.表 1は健康食品が関連し

表1. ii主康食品開述の製品による主な有害J:jJ(9lj(医薬品成分の添加事例は徐く)

原因物質 症状等 係j考

クロレラ 顔，手の皮j替炎 製品中;こ光過敏主主の皮!霞炎を起こすフェオホルパイドが多量に含有.

L-トワフ。卜ファン
好酸球土器多筋1f言症候群

製品ctの不純物，過剰摂取ならびに利用者の体質が被容に関連したと但定.
(死亡(9ljあり)

ゲルマニウム
腎臓機能障害

腎毒性がある薮化ゲルマニウムの濃縮ソフトカフ。セルの過剰摂取.
(死亡Wljあり)

アマメシパ加工品 問答性総気管支炎
海外では食材としての摂取経験はあったが，過剰摂取したことが被害に関連した
と想定.

アリストロキア鼠の宅建物 野路答，尿路系のがん
アリストロキア属の横物(関;Ki援，広紡巳など)に有害なアワストロキア殺が含
まれている.

コンフリー 日干静脈問寒性疾患、など 有答なピロ 1)ジジンアルカロイドが含まれている.

タピオカ入りダイエット
下痢 tl味料のひーソルピトールの過剰摂取.

ココナッツミ lレ

中国製のダイエット茶
肝障害 本米の中国茶の飲用方法とは異なったやj用法が被答lこ関迷したと想定.

「雪茶j

スギ花粉含有製品 アナフィラキシー スギ花粉症患者が，自己判断で花粉使症状の緩和目的でスギ花粉含有製品を利用.



December 2010 健康食品の実態とその安全性・有効性 399 

表2. 食事摂淑基準が策定されている栄養索

大まかな分類 個自1]の成分等

三大栄養素 タンパク質，脂質，炭水化物

微量ミネラル 鉄，亜鉛，銅，マンガン，ヨウ索，セレン，クロム，モリブデン

多量ミネラル ナトリウム， カリウム， カノレシウム， マクネシウム， リン

ij旨j存性ビタミン ビタミン A，ビタミン D，ビタミン E，ビタミン K

7]<i容t1どタミン
t:'9~/81 ビタミン 82 ビタミンお6 ビタミン間一ン l 
パントテン酸， ビオチン，葉桜， ビタミン C

栄養機能食品として取り上げられている成分は，上の表Eわのビタミン K以外のどタミンと，
5種類のミネラル(鉄，カルシウム，マグネゾウム，銅，亜鉛)のみ.

たこれまでの被害事例をまとめたものである.発生年と論

文等で報告された年，行政機関から注意喚起情報が出され

た年にずれがあるが，クロレラ製品に含まれていたフェオ

ホルパイドによる光通敏症は 1981年，ゲルマニウム製品

に含まれていた駿化ゲルマニウムによる腎障害は 1988年，

アリストロキア属の植物による腎障害と尿路系のがんにつ

いては 2000年，アマメシパ(サウロパス・アンドロジナ

ス)加工品による関塞性縮気管支炎とコンフリー(シン

フィツム)による肝静脈閉塞性疾患等については 2004年

に，それぞれ行政機関から注意喚記情報が出されている.

1990年頃に米国で発生した L-I、1)プトファンのサプ 1)メ

ントによる好酸球増多筋痛症候群 (EMS)は多数の死者を出

した事問であり，その内容は本誌に詳しく紹介されてい

る円以上の健康被害事例のほとんどは，有害物震が含ま

れていることによるが，その被害の背景として，消費者が

健康食品の有用1主任過大評価したことが関錯している.

ほかにも健康食品が関連した被害事例の報告はあるが，

特定成分と健康被害の因果関係が明確に証明できているも

のは少ない.ガルシニア抽出物(ガルシニア・カンボジ

ア)のヒドロキシクエン識のように，動物実験で精巣に悪

影響を及ぼす可能性が報告されて，行政からその情報提供

がなされているものもある*3 アガリクス(カワリハラタ

ケ)を含んだ製品による発がん促進作用に関する情報で

は，検討された 3製品の lつに多験器イニシエーション

処理を行った実験系で発がん提進作用が認められたが，他

の2製品に発がん促進作用は認められなかった料.なお，

発がん{足進作用が認められた製品は，メーカーによる岳

的な販売停止と回収が行われた.

5. 健康食品に利用されている成分の安全性・有効性

1) 錨耳目成分の有効性

健康食品に添加されている成分の有効性を判断すると

*3ガルシニア抽出物を継続的に摂取する健康食品に関する倍
報提供について(食発第 03070001号，平成 14年3月7

臼)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0307即l.html
判アガ 1)クス(カワリハラタケ)を含む製品に践する Q&A

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-
anzen/qa/060213-l.html 

き，表 2に示したような食事隈取基準等が策定されてい

る成分，あるいは栄養機能食品として表示できる成分であ

るか否かが重要である.すなわち食事票取基準が叢定され

ている成分については，不足状態で諸給する意義を示した

ヒトでの科学的根拠が多く蓄積されている.間諜に，栄養

機能食品として機能表示できる成分についても，日本人が

状況によっては不足する可能性が想定されるものである.

それらの成分は，不足している人が補給・補完することで

有益な効果が得られることは明らかである.一方で，食事

摂取基準等が策定されていない成分については，現状では

有効性の科学的根誕が十分にあるとはいえない場特定保母子

用食品に利用されている成分(保健作用に関与する成分)

についても，有効性を示す科学的援拠はそれほど蓄額され

ているとはいえず，今後のデータ収集が望まれるものが多

2) 樹53IJ成分の安全性

個別成分の安全性評舗において会経験が重要視される

が，その食経験とは，調理加工を含めた成分の摂取方法，

摂取量と摂取期間，摂取形態，消化吸収安踏まえた体内吸

収と体内濃度の関係などを考慮した内容である.例えば，

セレンは食事摂叡基準が策定され，サプリメントとしての

有用性が海外論文で示されているがiOL その研究はセレン

の摂取量が少ない地域の対象者において実施されたもの

で，ほとんどの日本人には適簡できない. 日本人は日常の

食事から推奨量をf鵠えたセレンを摂取しており，健寝食品

などからセレンをさらに摂取すると過剰症を起こす危険性

が高い.摂取成分の形態を考惑する事例としては，特定保

{陸南食品に利用されているイソフラボンの安全性評揺が挙

げられる.特定保健用食品の安全性において，イソフラボ

ンは配糖体やアグリコンなどの形態で強化された食品とし

て評倍されており桁，その考え方をこれまでの食経験があ

る豆痛や納豆からイソフラボンを摂恕する条件に安易に外

挿することは適切で、ない.それは前述のように通常の食材

は味・香りと体種ならびに私たちの暗好性の関係から，特

食品安全委員会，大豆イソフラボンを含む特定保健局食品
の安全性評価の基本的考え方
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_isoftavone 180309_ 
4.pdf 



400 

定の食材からイソフラボンを過剰な量になるほど毎日摂取

しなL、からである.接取した成分の生理的濃度を考惑する

必要がある事例としては，茶カテキンが挙げられる.茶カ

テキンは高濃度で細胞等に作用させると染色体損傷を惹起

することが示されているがll)，消化管からの吸収量が極め

て少なく血液中濃度も低いために，非生理的な高濃度で実

施された試験管や堵養細胞における実験結果を，食品とし

て経話接取したときの安全性評艇に安易に適用することは

できない.

{建鹿食品に利用されている素材には，イチョウ葉エキス

のギンコール駿やアガ 1)クスのカドミウムのように， もと

もと有害とされる物質を含むものもある.原材料中にもと

もと含まれている有害成分については，その原材料レベル

ならびに製品レベルでの有害物質の含有震に住意しなけれ

ばならない.また，市販されている健鹿食品の中には，良

いといわれている成分が複数添加されているものもある

が，成分の組み合わせによっては有害影響が起こる可能性

もある.その事例の 1っとして， ピロ 1)ジジンアルカロ

イドを含む描物(例えば，コンフリー，西洋フキ，コンブ

リヘフキタンポポ)と肝薬物代謝酵素を活性化する素材

の組み合わせがある. ピロリジジンアルカロイドは，肝臓

の CYP3Aによって l¥λoxideや共役ジエンピロールに変

換され，強力なアルキル化剤としてタンパク質や核酸と皮

ttすることが報告されている 12) そのためどロ 1)ジジンア

ルカロイドを含む素材と肝臓の CYP3Aを誘導する素材

を同一製品に添加することは適切でない.

3) 情報は現時点の評価

健康食品に利用されている成分の安全性・有効性の評揺

は，いずれも科学技術の進歩に伴って新たな知見が得られ

れば，それまでの評価は変わる.例えば，青酸配糖体の i

つで、あるアミグダリンは，抗がん作用があるといわれてい

た時期もあったが，現在ではそのような作用はなく，むし

ろ脊酸中毒を起こす可能性があるため注意喚起情報が出さ

れている 13) 過剰摂取しでも有害影響がないと考えられて

いたビタミン EやβEカロテンは，サプリメント等で過剰

摂取すると無益だけでなく，利用対象者によっては宵害影

響が出る可能性が最近の大規模な調査結果で示されてい

る14) ついても，一般には適芯できない極めて

希な事例報告が含まれていることもある.そのようなこと

から，安全性や有効性の情報は，あくまで現時点の情報で

あり，将来変わる可能性があることも考癒する必要がある.

際に， Natural Medicine Comprehensive Database 

(http:j jwww.naturaldatabase.com)は，国内外で健康食

品の素材に関する情報提供サイトとして参販されているが，

その有効性や安全性の評舗は遂次変更されている.

6. 健康食品の安全性・有効性博報データベース

健康食品は安全性が確保できて初めて有効な利用が可能

となる.安全性を確保するためには，有害物質の混入がな

く品質の確かな製品が製造・供給されること，過去に起き

食街誌 Vol. 51， NO.6 

た有害事例を蓄積して一椴に広く周知し，類似した被害発

生を未然に防止することが重要である.また，健鹿食品の

中には宵効性の科学的根拠のない成分が利用されているも

のもあることから，成分に関する有効性'情報の有無を明確

にして公開し，不適切な製品の乱用を防ぐことも安全性の

篠保につながると考えられる.そのような考え方から，

「健康食品jの安全性・有効性靖報のデータベース

(http://hfnet.nih.go.jp/)では，有効性と安全性の詞方を

提供し，有効性情報については「科学的根拠が見当たらな

い」という靖報を棲撞的に伝えている.有効性や安全性に

関する情報をデータベース化しておくことは，どの部分の

知見が不足しており，それが今後の研究課題であることを

明らかにすることができ，データベース化した情報は，あ

る時点で解析して鑓陵被害などの特徴を明践にすることも

できる.例えば，データベース化した被害事例を 2007年

12月末の時点で解析したところ， 1，956件の文献情報の

中で，アレルギーを含めた体質にかかわるもの (728件)

が最も多く，次いで長期または過剰摂取 (456件)，医薬

との相互作用 (334件)となっていた15)

7. おわりに

健康食品は，消費者の健蔵志向の高まりから今後も廃れ

ることなく，人々の重大な関心事になっていくことは間違

いない.そのような状況で健康食品による健康被害の未然

防止と拡大防止を図ることは食品露生上，重要な課題と考

えられる.健康食品に利用されている成分は食経験のある

ものが多く，有害物質が多量に製品に混入しない眼り，通

常の利用では健藤被害が起こることを事前に予測すること

は撞めて難しい.そのため，市叛後の有害影響のモニタリ

ングに重点を置いた調査研究が，安全性の硲保には有効と

思われる.また，少なくとも原材料レベルでの品質を保持

するための成分分析に関する研究，摂取量と生体影響に関

する誹究も望まれる.さらに，留や公的機聞から提供され

ている情報が，過大評師されたりi最小評価されたりするこ

となし多様な消費者に正確に認識されるための情報低速

に関する誹究も必要と考えられる.以上のような取り組み

や研究が実施されれば，健嬢食品は有効で安全に利用する

ことが可能になるであろう.
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