
機能性表示食品はいわゆる食品形態のものが６割
を占めている。
　平成27年にスタートした機能性表示食品制度に
おける登録食品数は本年７月20日で1011件登録さ
れており、そのうち、サプリメント形状が464件、
加工食品形態が539件そして生鮮食品が８件であ
る1）。従って最も多い食品区分は加工食品形態で
ある。すなわち生鮮食品も含めていわゆる食品の
形態を有している商品が約６割を占めている。と
ころで、この制度は米国のダイエタリーサプリメ
ント教育健康法（DSHEA）を真似して作成され
施行されている2）。
　米国のDSHEAはそのダイエタリーサプリメン
トを、成分としては、ビタミン、ミネラル 、ハ
ーブまたはその他植物、アミノ酸、その他食用成
分、上記成分の濃縮物、代謝物、構成成分、抽出
物、混合物、医薬成分を含まない、ダイエタリー
サプリメントの成分は、食品添加物とみなさない、
と定義付けている。日本の制度ではビタミン、ミ
ネラル、たんぱく質、脂質を中心とした栄養成分
を対象外としているがその他の成分においては大
体同じである。登録されている保健機能の主な事
項を表１に示すが、特定保健用食品では認められ
なかった表示が幾つも認められる。
　ところでＤＳＨＥＡはその形状に関して「一般
的な食品、または単独で食事として用いるもので
はない」と定義付けているので現状の日本におけ
るいわゆる食品形態を有する機能性表示食品は米
国の定義では認められないことになる3）。
　日本の機能性表示食品制度は諸外国のサプリメ
ントを対象とした制度と大きく異なる一般食品の

機能を認めているが、このような制度の奇抜さを
ある意味で非常に興味深く感じて私は見守ってき
たが4）、特定保健用食品制度が存在する中でこの
ままでよいかという疑問を抱き始めている。その
大きな理由の一つは、特定保健用食品は全てヒト
臨床試験の裏付けをレベルの問題はあるが一応有
している。その一方で、機能性表示食品として登
録された1011件のうちヒト臨床試験を行って登録
されたのはわずか54件である。残りはすべて文献
検索により当該保健機能が証明されている成分が
含まれているということなのでその効果は必ずし
も保証されていない。

機能性表示食品で登録されている成分
　次に許可されている食品でどんな成分が認めら
れているかということを調査してみた。成分とし
て登録されている数は、約60種類あるがその登録
されている件数が10件以上あるものを表２に示
す。10件以上の登録のある成分が21種類でそれ以
下の登録数の成分は次のようになっている。カッ
コ内は登録件数、ヒアルロン酸Ｎａ（8）、米由来

表１　表示されている主な保健機能

保健機能食品制度を考え直す
　　その２　機能性表示食品の2年半を振り返り見えてきた事
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グルコシルセラミド（8）、ラクトトリペプチド（8）、
ガセリ菌SP株（7）、メチル化カテキン（7）、ク
エン酸（7）、ライチポリフェノール（6）、乳酸菌

（5）、ロイシン（5）、αーリノレン酸（4）、クリ
プトキサンチン（4）、サーデンペプチド（4）松
樹皮由来プロシアニジン（4）、キトサン（4）、エ
ピガロカテキンガレート（3）、ヒハツ由来ピペリ
ン（3）、ショウガ由来ポリフェノール（3）、ラク
トフェリン（2）、ローズヒップ由来ティリロサイ
ド（2）、りんごポリフェノール（プロシニジン）（2）、
ＢＣＡＡ（2）、コラーゲンペプチド（1）、イワシ
ペプチド（1）、カカオフラバノール（1）、イミダ
ゾールジペプチド（1）、グリシン（1）、ポリデキ
ストロース（1）、γ－グルタミル-Ｓ-アリルシス
テイン（1）、こんにゃく由来グルコシルセラミド

（1）、ガレート型カテキン（1）、セリン（1）、ヒ
スチジン（1）、わかめペプチド（1）、５－アミノ
レブリン酸リン酸（1）、クルクミン（1）
　表２から分かるのは、食品形態とサプリメント

形態でその登録されている成分と件数にかなりの
異なりが認められることである。そこで、５件以
上登録されている成分で食品形態とサプリメント
でどのようになっているかを調べてみると表３の
ようになる。この表で網掛けとなっている成分は、
食品形態とサプリメント形態のどちらでも登録さ
れている成分で、わずか６種類しかない。このよ
うに数が少ないことは、食品形態で摂取させた方
が良いものと、サプリメント形態で摂取させた方
が良い成分の存在を意味している。
　サプリメント形態で摂取させた方が良いことの
大きな理由は幾つかあり、一つはその成分を必要
量摂取するのに食品としてはとても摂取できない
ような量が必要である場合、ハーブの成分のよう
な一般的には食べない起源植物の抽出物で食品の
形態にはし難い場合、毎日同じ食品を一定量食べ
るのが大変なので簡易にその成分を摂取する場
合、さらに食品形態の場合多くは、水または空気
にその成分がさらされることになるが、空気、水

表２　10件以上の届け出のあった機能性表示食品として成分
　　　（平成29年７月11日時点の消費者庁ホームページより算出）
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といった要素の存在する中での安定性の確保が困
難な成分がある場合等である。
　いずれにしてもここで問題となるのは、サプリ
メント形態になっている成分には何らかのこうし
た要素が存在するので、食品形態であるものに比
較して、その品質管理が悪いと成分量の過不足に
よる過剰摂取または無効、不純物の混入などの事
件が発生する。したがってその品質維持が極めて
重要であることが明らかである。おそらく、この
点を問題として米国のダイエタリーサプリメント
制度は、一般食品形態のものをその対象としなか
ったと考えられる。

保健機能食品を含む健康食品に最近発生してきて
いる問題から言えること
　昨年から消費者庁が特定保健用食品、機能性表
示食品に関する幾つかのかなり重要な問題に対し
措置命令を含めたかなり重要な指摘がなされた
が、この問題は本誌において既に取り上げた5）。
その後、消費者庁から「打消し表示に関する実態
調査報告書」が７月に出された6）。打消し表示と

は、例えばいわゆる健康食品で良く見かける「こ
れは個人の体験であり、必ずしもこの製品の効果
を保証するものではありません」などの表示のこ
とである。
　この打消し表示に対して消費者庁はデモの広告
を作成し、それを消費者に見てもらい、どれくら
い消費者がある意味で誤解をするかという調査を
行っている。そして、その結論は多くの人が、打
消し表示を見落とすか、または見ていても、なお
かつ効果が期待できると解釈する傾向が非常に強
いことを見ごとに証明している。この結論は、消
費者庁として都合の良い結論のためのある恣意的
に選択された対象者から得られた結果でないこと
が報告書から読み取れる。すなわち調査の仕方と
しては「消費者庁が行う調査」というバイアスが
可能な限り排除されている。松永和紀氏はこの報
告書は打消し表示に対してガイドラインレベルに
位置付け、消費者庁が厳しい取り締まりを行おう
としている前兆であるとＦＯＯＣＯＭの一般記事
に書いているが、私も同じ印象を持っている7）。
　こうした状況下において最近国民生活センター

表３　食品成分として５件以上の届け出のあった食品成分
　　　（平成29年７月11日時点の消費者庁ホームページより算出）
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からプエラリアミリフィカ8）および健康食品によ
る薬物肝障害の可能性に関する注意喚起9）がホー
ムページ上に掲載された。プエラリアミリフィカ
の問題はすでに10年ほど前の研修会の私の講演で
数回取り上げた。その成分の女性ホルモン様の作
用に関してはNature10）に取り上げられるほど強
さを有するので摂取に関して基本的に勧めてはな
らないと話していた。その後あまり健康被害的な
情報が提供されなかったので、市民講座等で、効
果があり過ぎて危険な健康食品の一つとして時々
紹介していた。しかし国民生活センターの報告を
拝見して、改めて事業者の品質管理のいい加減さ
が引き起こす事態の深刻さ、そしてその品質の一
定でない強い有効成分のある物質を摂取すること
により消費者がこうむる健康障害の深刻さを読み
取れる。この問題に関しては厚生労働省も国民生
活センターの報告を受けて注意喚起を行ってい
る。
　もう一つ国民生活センターは８月３日に、健康
食品の摂取により薬物性肝障害を発症することが
あります－「医師からの事故情報受付窓口」から
－、という表題で次のような概説を行っている9）。
　消費者が商品・役務の利用等により事故に遭い
医療機関を受診した情報を直接医師から得ること
で、事故情報を早期に把握し、再発・拡大防止に
役立てるため、2014年８月より「医師からの事故
情報受付窓口」（愛称：「ドクターメール箱」。）（注
１）を開設しています。
　ドクターメール箱には、2017年７月20日までに
179件の情報が寄せられており、そのうち９件は
健康食品（注２）の摂取による「薬物性肝障害」
と診断された情報でした。（注３）
　薬の副作用の一つに、薬の服用により肝臓の機
能が障害される薬物性肝障害があり、健康食品等
でも発症することがあります。発症頻度はまれで
すが、重症化する場合もあります。
　そこで、ドクターメール箱に寄せられた健康食
品による薬物性肝障害の情報を取りまとめ、消費
者に注意喚起することとしました。

（注1）「医師からの事故情報受付窓口」
（注2）本報告書において、健康食品は、いわゆる
健康食品の他、保健機能食品も含みます。

（注3）件数は本件のために特別に事例を精査した
もの。
　この報告資料は、具体的には４ページのｐｄｆ
ファイルになっており、情報の概況には、179件
あった報告のうち肝障害を発症したケースに焦点
を合わせ「患者は全て40歳代以上で、50歳代が半
数以上（５件）を占めており、女性が７件、男性
が２件でした。全ての事例が経過観察も含めて１
カ月以上医療機関を受診しており、３件は入院治
療を受けていました。また、３件は健康食品と医
薬品・医薬部外品を併用していたという情報でし
た。」と書かれており、この９件のうち次の4件に
関して具体的な事例を報告している。

【情報１】通販で購入した特定保健用食品の粉末
青汁を１回飲用し、薬物性肝障害の重症

【情報２】知人に勧められたサプリメントの摂取
を続けたところ、薬物性肝障害の重症

【情報３】健康食品の摂取により薬物性肝障害を
発症

【情報４】10年前から摂取している健康食品と総
合感冒薬により薬物性肝障害を発症
この報告内容を見ると情報１は、特定保健用食品
であるだけに問題は重要であるが、この報告はど
のように摂取したかが中心で、その因果関係に関
する確たる証拠らしきものは不明である。しかし、
残りの３つの情報に関してはかなり強くその可能
性が伺われる。
　この報告を読んでいて私が思い出したのは、数
年前に当協会の教育委員会で健康食品と医薬品の
相互作用に関する「健康食品ポケットマニュアル」
を作成した時のことである。その際に幾つかの疾
患で薬物を摂取している人が健康食品を摂取して
肝障害を発生させているケースである。アガリク
スなどでは劇症肝炎を発症して、死亡したケース
が何例か報告されている。アガリクスの場合は、
劇症肝炎で死亡した患者は、全てががん患者であ
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ったので抗がん剤でもともと肝臓が傷められてい
るところへの負荷であるから当然そうなると予測
できていた。
　しかし、今回の国民生活センターの報告を見る
と抗がん剤のように少々の肝障害を前提として作
られた薬物でなくとも、薬物を摂取しているとい
うそのこと自体で、一部の人にはかなり深刻な肝
臓への負荷をかけている可能性を考える必要があ
る。したがって、この国民生活センターの報告の
意味するところは薬物と健康食品の相互作用に関
して重要なポイントを指摘したと感じている。
　いずれにしろ、このように機能性表示食品制度
の施行を契機として、健康食品の本質的な問題に
迫る事項が今まで以上に健康障害を問題として浮
かび上がらせてきた。このような社会的状況の中
で的確な健康食品に対する消費者の相談に対応で
きるのは基礎医学的思考力を有する人材でないと
無理であると考えている。すなわち、健康食品に
関してその使用の是非のコメントには病態検査学
的知識が必須であることが明確になって来た。
　その観点から、当協会の健康食品管理士は病態
検査の知識をかなり要求されているので、しっか
り研鑽をつんでいる人は、かなり的確に対応がで
きると考えている。実際に会員の中には先の医薬
品と食品の相互作用に関してまとめた「健康食品
ポケットマニュアル」のe-ラーニングによる研修
に挑戦して最後までやり遂げた人がかなりいる。
このことも、日頃の会員活動の中でこうした知識
の重要性に気付かれているからだと推測してい
る。
　このように、特別用途食品、特定保健用食品、
栄養機能食品、機能性表示食品、いわゆる健康食
品などによる健康維持のみではなく、その健康障
害にまで言及できる健康食品管理士の社会的活動
が本格化できる時期が始まりかけたことを認識し
ている今日この頃である。この記事を巻頭言とあ
わせてお読み頂ければ幸いである。
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