
はじめに
　医学の祖ヒポクラテスは「汝の食事を薬とせよ、
汝の薬は食事とせよ」と言っている。中国には「薬
食同源」という言葉があり、その意味するところ
は「命の根幹は食にあり、食を誤れば病となり、
食が正しければ病を癒やすことができ、防ぐこと
ができる」となっている。
　こうした古くからある言葉は、近年の大々的な
分析疫学のコホート研究、症例対象研究などを通
して食生活の健康におよぼす寄与因子が明らかに
なり、立証されて揺るがぬものとなりつつある。
　日本にＮＳＴの本格的導入を積極的に進めた第
一人者の東口高志教授は食歴調査の重要性を「人
が“患者”になるにはそこに至る過程がある。例
えば、暴飲暴食が続いたり、塩分の摂り過ぎだっ
たり、野菜不足だったりと、病気の芽は、日々の
生活に潜んでいる。入院してきた患者だけを見て
いたら、その背景に気付かないこともある。さら
には運よく回復しても、再びそのような生活を続
けることで、次はさらに深刻な疾患に陥るかもし
れない。」と述べている1）。
　私は、ここ数年食の問題に関心を持ち種々の調
査をしていて、東口教授のこの言葉の重みを改め
て強く受け止めている。実際病院における食事指
導の最前線にいる管理栄養士が医師とケンカ腰で
栄養に関する議論を行い、患者の病気からの治癒、
ＱＯＬの上昇に大きく寄与している現場の状況も
ある。

食生活の在り方で実際に起こっていること
　日本における肥満者の数はメタボリックシンド

ローム対策を産みだすほどに増加の一途をたどっ
ている。ここで肥満というとすぐカロリー摂取過
剰という事が連想される。しかし、1950年の日本
人のカロリー摂取量は２千Kcalを越えていたのに
近年は２千Kcalを切っている。この現象から分か
るのは、単にカロリーだけが問題ではなく、何を
食べているかが問われることになる。そして詳し
く調べてみると、カロリー数としては1950年より
減少しているが脂肪の摂取量が３倍以上になって
いることがわかる2）。
　また魚菜食者を非菜食主義者と比較してみると
虚血性心疾患に罹患する可能性がかなり低下する
ことが複数の疫学研究で明らかにされている3）。
そして英国では食パンの業界ぐるみで食パン製造
に使用する食塩を減らし、そのことが心筋梗塞と
脳卒中を大幅に減らすと言う成果につながってい
る4）。私自身も減塩生活を実行したことで血圧の
薬が不要になったというとんでもない経験を有し
ている。
　このように食生活習慣を変化させれば、健康状
態を大きく変化させることができることはかなり
明確な事実である。特にメタボリックシンドロー
ムの方は食生活を改善することで非常に大きな効
果が表れることが知られている。しかし特定保健
指導の担当者から聞こえてくるのは、指導をして
も対象者がなかなか言う事を聞いてくれないこと
が問題であるとのことである。
　食生活行動を変えるという行為は非常に大変で
あるので、食生活はそのままに、薬のようなもの
で何とかできないだろうかという願いは、「痛い、
苦しい」といった自覚症状を伴わない肥満体であ
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る、血糖がやや高い、コレステロールがやや高い
とか血圧がやや高いといった病気と診断されない
人達の強い願望である。今世の中にはびこってい
る錠剤カプセル型のいわゆる健康食品および保健
機能食品は。そうした人達の願望をかなえるよう
な広告がなされ、現実にも良く売れている。
　しかし、錠剤カプセル型で自覚症状のない健康
状態を回復させようとすると、結果としてその錠
剤カプセルに頼りすぎることになってしまい、却
って逆効果になってしまうことが多いと推測して
いる。私が良く知っている非常に優秀な内科医も
立派な糖尿病であるが、彼の告白によれば「血糖
の上昇を抑えるいい薬が今は結構たくさん出てい
ますが、それを飲んで私は結局暴飲暴食をしてし
まった。実は患者さんで次第に糖尿病が進行して
行く人は、皆私と同じような生活を送った結果そ
うなるのですね。薬に頼っての暴飲暴食は許され
ないのですよ。」とのことである。その臨床的効
果が立証されている薬を使用してさえ、少し油断
をすれば結局は疾患状態の悪化を招いてしまうの
が現実である。
　ましてや、その効果の怪しい健康食品でメタボ
対策的な効果を謳っている錠剤カプセルの中には

「これを飲んでいれば、食べたいものを食べても
大丈夫」と宣伝された商品が非常に多く出回って
いるが、これは消費者に大きな誤解を与えるばか
りでなく幾つかの問題がある。

改めて錠剤カプセル型健康食品の問題点を考える
　錠剤カプセル型の健康食品に一般消費者はどう
しても“医薬品的効果を有する食品”で“食品は
安全なもの”という誤解をしてしまいがちである。
ここで問題点として特に強調しておかなければな
らないのは、錠剤カプセル型健康食品は①多量摂
取が容易であるために、過剰摂取による健康障害
が発生しやすいこと、②毎日の摂取が容易である
ため長期にわたる摂取が比較的容易であるが、特
定の化学物質の長期摂取に関する安全性試験がな
されていない物が多いこと、③品質管理に関する

規制が一般食品として扱われるためかなりいい加
減である可能性が高いこと等である。
　この他にも錠剤カプセル型の健康食品に関する
いくつかの問題は私も機会あるごとに訴えてきて
おり5）、食品安全委員会も2015年末に「いわゆる

『健康食品』に関するメッセージ」として一般消
費者に健康食品摂取の際の警告を具体的な事例を
加えて警告を発しているので参照されたい6）。
　さらにこうした健康食品の警告書に記載されて
いないが一般消費者に是非知って頂きたいもう一
つのことは、いわゆる健康食品が標榜している保
健機能効果を有する“「医薬部外品または第３類
医薬品」という範疇の「医薬品」”が販売されて
いることである。
　事実に私はその広告表示から「便秘が改善し体
調が良くなる」ことを示唆している健康食品の愛
用者に、医薬部外品の酵素製剤に変更してみるこ
とを地元の公民館レベルの講座でしばしば行って
いる。実際に私の話した通りに実行した何人かの
方から「使用していた健康食品より値段も安く、
効果が本当にあり助かっています。ありがとうご
ざいました」と感謝されている。中には効果があ
るので薬としての副作用を心配される方がおられ
るが、そんな時「この酵素製剤の医薬部外品は、
あなたが今まで飲んでいた“出所のはっきりしな
い酵素”よりはるかに品質管理や安全性に関して
は確保されていますよ。」と応えている。

対応する医薬部外品のあるものとない健康食品
　実際にこうした医薬部外品の酵素製剤は、
GMP施行工場で生産されているし、そのGMPに
よる品質管理のレベルは健康食品GMPの比では
ない。健康食品GMPが始まった頃にGMP認定を
受けたある健康食品メーカーが「原料を取り間違
える」という医薬品製造の世界では考えられない
ようなミスが報告されているが、これは医薬品的
観点でみればGMPが施行されていないのと同じ
で、製造工程の監査そのもののずさんさがひど過
ぎるからである。
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　前述の酵素製剤の例のように、錠剤カプセル型
健康食品の標榜している効果に対応する医薬部外
品または第３類医薬品が存在する場合、それらを
使用する方がよいと考えている。それは医薬部外
品または第３類医薬品は少なくとも多くの対応す
る錠剤カプセル型健康食品よりは長期に摂取して
も安全性が保証されているからである。さらに万
が一事故になった場合にも最終的には国が責任を
取ってくれることになっていることも重要であ
る。
　その一方で血糖や血圧を抑えてくれる、体脂肪
が減る、心が穏やかになる、筋肉を増強してくれ
る等の第２類以上の医薬品に類似した効能の錠剤
カプセル型健康食品は品質がしっかりしていれ
ば、それなりに意義がかなりあると考えている。
第２類以上の医薬品を使用する程ではない、いわ
ゆる未病状態といわれる軽度の検査値の高値を有
する人には、錠剤カプセル型保健機能食品の使用
でその状態の進行を止めたり改善が見込めたりす
る可能性がある。

　もちろん血糖値が明らかに異常な糖尿病患者
や、高血圧症と診断されている人達が食品だから
安全だと言ってこうした保健機能食品に頼ること
は明らかな間違いであるが、やや高い傾向にある
方などは、ふだんの食生活、運動やストレスに気
を付けながらその補助としてこれら錠剤カプセル
型食品を用いるとしたら効果は期待できる。その
場合対象商品を科学的レベルで理解できている医
療関係者や健康食品管理士のようなアドバイザー
の指導のもとで摂取する必要がある。
　日本の保健機能食品制度の大きな特徴として一
般食品形態の商品があることである。特定保健用
食品は飲料も含めるとその殆どが一般食品形態で
あり、機能性表示食品も11月10日現在でサプリメ
ント形状が５３９品目に対し加工食品形態は
６１１品目でさらに生鮮食品が１０品目ある。こ
のような一般食品形態の保健機能食品は、管理栄
養士さんなどが特定保健指導の時の食生活指導に
具体的な献立として使用できると期待し、私自身
がその試みを行っている7）。

図１　特別用途食品と保健機能食品の関係および関連法規
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品質が命である保健機能を表示する食品全般の在
り方に関するある提案
　以上、３回にわたって機能性表示食品、栄養機
能食品、特定保健用食品の３種類の保健機能食品
問題を取り上げたが、最初にも問題としたように
制度が非常に複雑である8）。そこで私は図１のよ
うな現行制度を図２に示すように纏めることを消
費者庁に提案したい。その理由を含めて若干説明
をさせて頂く。
　まず前号に記載したように栄養機能食品は規格
基準型であるにしてもあまりにも在り方に問題が
あるので8）、制度そのものを廃止する。そして基
本的には保健機能食品を次の２種類としすべて登
録制度にする。
特定保健用食品
　臨床試験が行われてその食品で保健機能のエビ
デンスが保証されている明らか食品。国の審査を
必要とする。一定の基準を満たしている成分に対
しては規格基準型制度を設ける。
機能性表示食品
　しっかりした研究レビューから保健機能のエビ
デンスが保証されている食品。ここには従来栄養
機能食品に分類されていたビタミン、ミネラルも
含む。事業者の責任で保健の機能表示をみとめる。

一定の基準を満たしている成分（例えば栄養機能
食品で認められているビタミン、ミネラルなど）
に対し規格基準型制度を設ける
　そして、大きな問題である品質管理に関しては
次のようなことを義務付ける。
生鮮食品、加工食品に関しては一定期間における
その成分のばらつきに関するするデータの保持。
監査の時に可能な限り直近のデータが提示できる
ようにする。
　錠剤カプセル型のいわゆるサプリメント形態の
商品に関してはGMP認定工場においての製造を
必須とする。

保健機能食品制度の有する本来の目的を見失わな
いように
　消費者庁が発足して保健機能食品制度の運用が
ここで行われるようになった。この制度が消費者
庁に移行された当初は特定保健用食品と栄養機能
食品の２つのみがこの制度下にあったが、平成25
年６月に安倍内閣の規制改革第３の矢として「健
康食品の機能性表示を解禁します」の掛け声のも
と消費者庁における検討会の後に機能性表示食品
制度がこの制度の中に付け加えられ、２年半が経
過した。この間に消費者庁は機能性表示食品のみ

図２　保健機能食品の在り方に関する提案
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でなく特定保健用食品にもしっかりした目を向
け、昨年９月には取り消し処分もだし、本年の春
には買い取り調査による含量不足などを指摘して
いる。そして、本年11月には「葛のイソフラボン」
を機能性成分として含む機能性表示食品の表示に
関して大手を含む16社に対し措置命令が出され
た。
　このように消費者庁による的確な表示へ向けて
の徹底指導は、消費者にとっては非常にありがた
いことであり絶えず目を光らせて頂きたい。さら
に、消費者庁のこの目は、保健機能食品制度に準
拠していて過激な広告を行っている製品ばかりで
はなく、いわゆる健康食品として同じようなこと
を行っている商品に対しては、もっと厳しく向け
て頂きたい。
　最後に、前述したように保健機能食品制度その
ものを全般的に見直す必要があると考えている。
ここで気になるのは、保健機能食品およびいわゆ
る健康食品問題を一般消費者からの観点からとら
えると「健康の維持」の手段である。私は全国各
地で行っている市民公開講座における消費者との
対話からこのことを痛感している。これは一般庶
民にとって健康食品を買う目的として非常に当然
のことであるが、私はこの許認可が表示を中心と
して重点的に監視されることが適切であるかとの
疑問がぬぐえない。もちろん現行の制度の維持の
観点からは、表示が適切に行われているかどうか
の取り締まりは非常に重要であるが、制度そのも
のを見直すような問題に直面した時に発生する問
題が表示問題のみに焦点をあてていて良いかと考
えている。
　米国ではダイエタリーサプリメントに関する監
視はFDAが行っており、その根本には国民の健
康を維持することが一番の根底にある。保健機能
食品制度も国民の健康維持のための制度として施
行されている。その一方で消費者庁で今まで行わ
れてきた検討会の構成メンバー等を拝見すると、
それなりに食と健康に関する優秀な学識経験者も
含まれているが、食の科学的リスク管理意識が欠

如していると感じられる方の発言がそれなりに採
択されて、制度を複雑化させていると感じている。
今業界ぐるみで大問題になっているが、食品の原
産地表示の問題なども、食のリスク管理の観点か
らは、もっと別なあり方があると考えているから
である。保健機能食品制度も最終目的は国民の健
康を維持増進させることにあることを改めて強調
しておきたい。
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