
はじめに
　食品表示法が2015年4月1日に施行され、その中に新
たな機能性表示制度として同法の食品表示基準に基づ
いて対象食品の名称を機能性表示食品とする制度も同
日施行された１）。この制度の大きな特徴は、1994年の
米国のDSHEA（ダイエタリーサプリメント健康教育
法）制度２）を参考に作られた点であるが、この制度
に倣うということは、企業はもちろんのこと「消費者」
の「自己責任」が大きく問われるという、今までの日
本ではあまりなじみのない制度が発足したのである。
　この制度では、消費者庁が要求する安全性、医薬品
との相互作用などを企業の責任において確かめ、有効
性安全性が確保されていることの確信が持てれば、機
能性の表示ができることになっており、すでに消費者
庁のホームページには11月13日現在で136品目掲載さ
れている。国はその内容は精査せず、手続きだけを確
認して受理番号を付与する登録制となっているので、
国民は企業から提供される情報を基に、自身で広く情
報を集め、自己判断でその商品を購買し使用しなけれ
ばならない、というのが今回の表示制度の大きな特徴
である。
　米国で同じような制度が21年前に発足した当初、そ
の表示情報が正しいのか、正しくないのかを判断する
ためのまとまったデータが無かった。そこで、この制
度施行後、1998年「ナチュラルメディシン・データベ
ース」が生まれた。世界で最初に本格的に作成された
データベースとして今もなお、データは日毎に手が加
えられており、現在はこの分野の最も信頼されるスタ
ンダードデータベースとなり、米国食品医薬品局

（FDA）からも信頼されるものとなっている。
　日本では同文書院がこの翻訳本を2006年に出し、そ
の後版を重ね、本年第４版の日本版では食事摂取基準
などにも対応しており、日本医師会、薬剤師会、歯科
医師会が総監修している。厚生労働省も信頼できるサ
プリメントの情報源としてHPやパンフレットの中に
ナチュラルメディシン・データベースを紹介してい
る。このような状況にあることから、このデータベー

スについて徹底調査をして、今度の新制度においてど
のような意義を有するかを考察してみたので報告す
る。

ナチュラルメディシンの名称について
　この度の日本の機能性表示食品制度は、安倍政権第
三の矢の目玉政策の一つとして米国のDSHEA制度を
参考にして作られ、本年の４月に施行された。米国の
DSHEA制度は1994年に施行され20年余りになり、米
国のダイエタリーサプリメントは現在までこの法律に
基づいて企業責任において発売されている。しかし、
企業データの信頼性に関しては国（FDA）が責任を
持たないとはっきり明言しているので、その商品に関
して社会的に信頼のおける情報が必要である。
　その信頼性レベルの参考資料として、ナチュラルメ
ディシン・データベースは、利益相反の無い中立的な
立場から医療従事者や消費者、ひいては行政に対し、
その時点の最新の知見を発信し続けている。すなわち、
業界や業界を賛助会員としている学会などが編纂して
いない点が極めて大きな特徴であり、これは我々日本
食品安全協会とよく似た立場を取っている。
　ここで、ダイエタリーサプリメントの問題において、
ナチュラルメディシンがどのような関係にあるのかが
問題となるが、それについてはおよそ次のようである。
米国でDSHEA制度においてダイエタリーサプリメン
トが定義されるまでは、これに該当する単語としてナ
チュラルメディシンという言い方が存在した。このナ
チュラルメディシンはいわゆる健康食品、サプリメン
ト、機能性食品を含めた、体に良いとされるもの全体
を指し、今でも使用されている。
　Therapeutic Research Center（ＴＲＣ）はDSHEA
が施行される前から医師、薬剤師をはじめ様々な医療
従事者に、医薬品や一般医薬品の投薬に関するアドバ
イスを主として提供していたが、ダイエタリーサプリ
メントの販売が始まった直後、膨大なナチュラルメデ
ィシンに関する質問を受けることとなった。
　ＴＲＣスタッフはすぐにこの分野で信頼できるエビ
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デンスに則った情報が非常に少ないことに気付いた。
正確に言えば、ダイエタリーサプリメントとして届け
出られたほぼすべての情報が「科学的根拠がある」と
されてはいるが、情報発信者のバイアスのかかった情
報となっていた。日本の制度についても当然同じこと
は予測される、と言うより既に消費者庁から出された
資料に関しては消費者団体等からエビデンスのレベ
ル、安全性等に関してかなりの疑義が出されている３）。
　米国ではそれまでの客観性の極めて高い医薬品、一
般医薬品の情報評価提供能力を生かして、ダイエタリ
ーサプリメントとして届け出られているほとんどの素
材情報を含んだナチュラルメディシン・データベース
の情報の提供を始めた。世界五大医学雑誌『JAMA』
でも最高クラスの評価を与え、「ナチュラルメディシ
ン・データベース」は現在この分野のゴールドスタン
ダードとして、全世界の行政、医療界ばかりでなく代
替統合医療界からも完全かつ実用的な情報として信頼
され続けている。
　スペイン語版、フランス語版に続き、日本語対応版

（日本訳だけではなく法律や食事摂取基準などの法体
系も日本に対応している）は日本医師会、日本薬剤師
会推薦として2006年に初版が出版され、第三版からは
日本医師会、日本薬剤師会、日本歯科医師会の総監修
となり2015年には第四版が出版されている。宇野文博
氏（同文書院社長）はこの本は国立健康栄養研究所の
健康食品の安全性・有効性情報データベース構築の基
となったデータベースで、現在でもこの情報は常に引
用されていると語っている。

ナチュラルメディシン・データベースの国外における
事情
　そこで、ナチュラルメディシン・データベースの世
界における実情を少し詳しく見てみた。まず、米国Ｆ
ＤＡ（Food and Drug Administration）をはじめ、NIH、
カナダHPA（Health Protection Administration）、英
国、オーストラリア、マレーシア他の国家行政機関が
正式に採用し、職員向けにライセンスを取得し公開し
ている。その他、55か国を超える行政の直接採用が確
認され、英国ではすべての医薬品情報（DI）センタ
ー（日本の各県薬剤師会医薬品情報センター相当）が
ライセンスを取得し、加盟薬局に公開している。カナ
ダ13州のうち、7州のすべての薬局店にライセンス取
得義務があり、他3州ではライセンス取得が推奨され、
他2州ではナチュラルスタンダードを採用していたが、
この組織は本年3月にナチュラルメディシンと統合さ
れたので、現在は名実ともに唯一のデータベースとな

っている。米国ではすべての大学病院、ほとんどの大
病院がライセンスを取得、それぞれの勤務医に公開し
ており、また、ほとんどの医薬品、食品会社が採用し、
お客様相談室で必須のデータベースとして利用されて
いる。
　米国で700万部を誇るコンシューマーレポートと米
国薬局方と三者が緊密な提携を行って、医療界、業界、
消費者に情報を行き渡らせている。米国最大の消費者
団体（consumer advocate group）が採用し、10万人
の医師を擁し1900万人が属する米国最大のKaiser 
health maintenance system（日本の保険組合システ
ムに相当）が、会員向けに公開し、生活習慣病発症低
減に寄与している。低減率は企業秘密となっているの
で数値としては不明であるが、保険機関が採用を続け
ていることは、効果が確実に上がっていることを推測
させるに十分である。各国の多くの食品会社、リサー
チ会社、薬局がその従業員のためにグループライセン
スを取得している。

掲載されている主な項目
　具体的に日本版のナチュラルメディシン・データベ
ース」の主な項目を列挙してみると次のようになる。
　成分名：ほとんどの健康食品素材は様々な名前で呼
ばれているので掲載されている成分名は最も頻繁に使
われる素材名（以下、素材）が、素早く検索するため
に原則項目名としてモノグラフのトップにされてい
る。別名ほかの欄には同じ生理作用があるものの呼び
名を学術名、英名も含めできるだけ掲載しており、そ
の数約１万５千種類と公表されている。　
　有効性：この評価は、厳密にエビデンスに基づいた
基準で行われ、推薦度評価を6段階で示している。有
効性レベルは、それぞれの症状などごとに表示される。
たとえばある症状にはレベル3だが科学的根拠により
別の症状にはレベル4などということがある。
　安全性：それぞれのモノグラフには科学的根拠のあ
る安全性情報も含まれる。安全性はその素材の使用方
法（経口摂取や注射など）によって異なり変わってく
る。各症状に関しての禁忌、副作用などにエビデンス
がある場合、または薬理学的に疑われる場合には示さ
れる。既知のアレルギーもリストアップされている。
また、妊娠中、授乳中に関しては、特にこの期間に安
全であるという科学的根拠がない限り使用しないよう
にと表記されている。
　服用量の目安：服用量の情報は、あくまで目安であ
って、必ずしも服用量の推奨や服用量に関する安全性
と効果性を示唆するものではなく、臨床試験の結果、
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一般的および慣習的な服用量、栄養補助食としての一
般的な摂取量が掲載されている。ただ、サプリメント
の多くは、まだその安全性と効果が確定的ではないも
のが多いことから、この服用量もあくまで目安である
ことを注意して使用すべきと考えられる。
　商品別臨床試験評価：すでに発売をされている商品
については、その品質に加え、独自に臨床試験をして
いる商品に対しての評価を行っている。その評価は編
集コメントに掲載されている。
　体内での働き：これはいわゆる作業機序となる。世
界の学術論文から作用機序に関したものだけを集めて
その考察結果を明記している。
　医薬品との相互作用：ナチュラルメディシン・デー
タベースの研究チームは、FDAの依頼により、健康
食品・サプリメントと医薬品との潜在的相互作用すべ
てに対して、科学的裏付けに基づいて評価を行うとい
う大規模な新しい試みを完了した。全ての相互作用は
厳密に分析および評価され、それぞれ重度、中等度、
および軽度に分類されている。
　ネット上でデータベースにアクセスした場合、併用
禁忌、より問題の少ない併用などが瞬時に表示される
システムとなっている。このように構成されているの
で本データベース使用者は、単に医薬品名と患者が使
用する健康製品名のリストを入力、クリックするだけ
で、どの相互作用に最も注意を払うべきかが瞬時で判
明できる。これはナチュラルメディシン・データベー
スの最も特徴的なコンテンツの一つと言える。1600以
上の相互作用を同定していると公表されているが、こ
の相互作用については今まで医療従事者があまり注目
していなかったという意味で、本データベースでも非
常に重要なパートの一つと考えられる。
　単に相互作用があるとの表記では必ずしも有用では
ないが。その作用が高、中、低に分けられ、高は併用
禁忌、中は併用注意（避けたほうがよいかもしれませ
ん）、低は経過注意（相互作用のある可能性があります）
となっている。利便性のため三段階に分かれているが、
実際には頻度（三段階）と重症度（三段階）の組み合
わせを総合的に評価した上で３段階に分類されてい
る。
　最近、この相互作用のみを簡単に調べることのでき
るポケットサイズの「健康食品・サプリメントと医薬
品との相互作用　速弾き辞典」が同文書院から発行さ
れたが、これもデータベースにまでさかのぼることが
でき、知りたい情報が簡単に調べられる座右の書に使
えるので薬局、ドラッグストア等で働く方々にお勧め
したい一冊と筆者は考えている。

「ナチュラルメディシン・データベース」日本対応版
の特徴
　日本対応版は、2006年に初版が出版されたが、2008
年には本体に掲載されていない日本特有成分約60に関
して情報を提供し、その一部は米国の本体のデータベ
ースに掲載がなされた。この第二版にはトクホの成
分・商品も掲載すると共に、医薬品との相互作用の危
険度をレベル分けし、服用量の目安および今まで全く
と言っていいほどまとまった情報がなかった医薬品に
よる栄養低減作用と厚生労働省からの助言で食薬区分
表を加え、本格的な日本対応版として出版された。そ
の後データの充実を図り2011年に三版、2015年に第四
版を出版している。
　日本対応版は書籍の他にクラウド版のデータベース
のリリースが本年６月中旬に行われ、そこには本体デ
ータベースの他に次の事項が追加されていると公表さ
れている。
　日本特有成分追加・トクホ成分データベース（商品
情報含む）・健康食品商品データベース（日本）・処方
薬データベース（日本、米欧医薬品一般名含む）・
OTC（一般薬）データベース（日本）・漢方データベ
ース（日本）などに加えて健康被害事例集データベー
スが挙げられている。この被害事例集の症例は、日本
の80大学の医科大学・大学医学部の各科の筆頭教授に
アンケート調査を行い、報告のあった症例に関して、
日本医師会の国民生活安全対策委員会の判定基準に基
づき選定、判定されたものなのでかなり信頼性の高い
重要なデータ集である。以上のデータ群が相互に検索
できる仕組みとなっているのでデータベースにアクセ
スすれば以下のような疑問に対応した回答が即座に得
られる。
　①この素材は安全か、②該当する食品と同じような
生理作用の成分はあるか、③副作用、症状禁忌はない
か、④この症状に対し危険な健康食品はあるか、⑤あ
る症状に対して効く健康食品はあるか、⑥血液凝固な
ど薬効全体に対する相互作用のある健康食品はない
か、などが検索できる。
　従ってある医薬品成分と相互作用のある素材を、健
康食品商品名、薬品名を指定して相互作用をチェック
したり、この薬品による栄養低減作用は、どのくらい
飲むのが適当かなども検索したりできる。さらにキー
ワードで健康被害事例を検索、英語、学術名などでも
検索でき、欧米で認められている全ハーブも収録して
いるので検索できる。
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データベースとハイクオリティー認証
　ナチュラルメディシン・データベースの大きな特徴
のひとつは、掲載されている成分は全て査読された世
界の学術論文をシステマティックレビューによってラ
ンク付けして表記している。そのレビューは閲覧者が
容易に理解できるように文章化し毎日アップデートさ
れている。日本の新しい機能性表示制度と大きく異な
る点は、レビューの対象論文として病者の臨床試験結
果も含んでいる。
　逆に言えば、それ故に病名ごとに評価がなされ、予
防効果などにも病名がはっきり明記されている。すべ
ての論文が疾患を対象としているわけではなく、健常
者対象の論文もレビューされているため、日本の新制
度においてもかなり参考にできると考えられる。毎日
アップデートされる世界中の医薬品情報、健康食品商
品情報などの付属情報とリンクしているので、世界で
最も信頼されるデータベースとしての地位を保ってい
るのは確かな事実であると確認できる。
　このように優れた情報のデータベースを活かそうと
このデータベースの発行元となっている一般社団法人
健康食品・サプリメント情報センター（ＪＡＨＦＩＣ）
は日本においてトクホではない、いわゆる健康食品を
一定の審査のうえ、しっかりしていると認めた商品に
ハイクオリティ（ＨＱ）認証なるマークを与えている。
その商品の素材情報がこのデータベースにリンクでき
るようにしている。この点は商品と成分、素材がその
機能のデータベースとリンクしている日本国内に存在
する唯一の独自な制度とみて良い。
　このリンクに関しては薬事法との関連で問題がある
ように感じられるが、同文書院の宇野氏によればＪＡ
ＨＦＩＣが当局と度重なる協議を行って厚生労働省が
こうした運用を認めていると述べている。ＪＡＨＦＩ
Ｃは今回の機能性表示食品の制度を考慮して本年６月
からＨＱ認証に対し厳しい審査を行う新しい制度とし
て運用すると発表し、実際に始めたと公表している。
　ナチュラルメディシン・データベースの素材情報が
非常に充実しており、ＪＡＨＦＩＣは利益相反のない
認証団体である点である点を考慮すると、消費者団体
等が提出している新制度に対する具体的な疑義に対し
てＨＱ認証は機能性表示食品制度を補う非常に有用な
認証の一つになり得ると思われる。しかし、ここにも
大きな問題点がある。それは、製品の品質に踏み込ん
でいない点である。
　医薬品の世界では、同じ薬剤で錠剤、カプセルのよ
うな状態であっても、作成方法の違いで摂取された後
の崩壊、吸収、排泄等は全く異なっていることが常識

である。すなわち、Ａという成分が入った同じ錠剤や
カプセルであっても、作成方法が異なれば作用に関し
ては夫々全く未知である。したがって、医薬品は製品
個々に関して臨床試験をし、ＧＭＰ準拠工場で作成し
なければならない。この点は日本の新制度の機能性表
示食品のシステマティックレビューによる制品とＨＱ
認証製品は同じ問題をかかえている。米国のダイエタ
リーサプリメント制度においては品質管理を重視し、
医薬品のように製品個々ではなくてもｃＧＭＰ準拠工
場で作成されていない製品は販売禁止になっており、
当局が実際に手入れを行っている４）。
　以上のようにナチュラルメディシン・データベース
は相当に完成度の高いデータベースであることが明ら
かになった。当協会としても全国のほとんどの病院に
健康食品管理士が既に存在する事実を重視し５）医師
会、薬剤師会、臨床検査技師会等と協力して健康食品
による消費者の被害をなくすためにこのデータベース
を活用する教育システム構築を教育委員会に提言して
ゆく予定である。

謝辞：本稿を纏めるに当たって失礼と思われるような
質問に対しても丁重に根拠をしっかり示してご回答を
頂いた同文書院宇野文博氏に紙面を借りて深謝いたし
ます。
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