
本年の７月４日付けで「健康食品」の安全性確保検討委員会の報告書が厚生労働省から発表さ

れた。こうした検討委員会の報告書は通常「パブリックコメント」が求められてから正式に公表

されるが、今回の場合はそうした過程を経ずに公にされた。この報告書に相前後して昨年発足し

た超党派の議員連盟による健康食品問題研究会とリンクして活動を開始した「エグゼクティブ会

議」からもサプリメント新法の原案が提示された。

これらの一連の動きは、健康食品が現在抱えている非常に複雑な問題に原因がある。すなわち、

栄養機能食品と特定保健用食品から構成される保健機能食品制度はある程度定着してきてそれな

りに評価できる状態にはある。しかし、その一方で、一般社会ではかなり一般的に通用している

いわゆる健康食品や非常に粗悪な問題の多い健康食品のすべてが相変わらず一般食品の範疇で取

り扱われている。そして、しばしば消費者は一部の粗悪な健康食品によって健康のみならず経済

的にも大きな被害を受けることが発生している。

実際このいわゆる健康食品として社会において販売されている多くの商品は、その商品がどの

ように構成されていて、どのような目的のために使用できるかが明示してある。それは一般的常

識とでも言える問題であるが、こと健康食品の世界の問題となると食品の有する機能を勝手に表

示するといったことは全く許されない。

したがって、消費者には○○という原材料が入っている商品が複数並んでいるとき、どの商品

を選択したらよいかの情報が全くない。ましてや、この商品をどのように摂取して、どんな健康

的影響があるかについてを購入しようとする人は全く知ることができない。結果として、このこ

とは悪徳業者にとっては非常に都合の良い話になってくる。すなわち、いわゆる悪徳業者は薬事

法違反すれすれ、または実際に違反をして効果効能を巧妙に過大評価して伝えて消費者を騙すよ

うな行為を行っている。そして、法規をまともに守れば守るほど企業はその商品の有する真の意

義を全く語れないのが現状である。

また、ビタミンＡが夜盲症に、ビタミンＣが壊血病に有効であることは中学当たりの理科で習

う非常に有名な事実である。しかし、ビタミンＡやＣの栄養機能食品はその濃度が医薬品と同じ

であってもそのような疾患に有効であることを表示できない。

こうした状況というのは明らかに異常である。しかし、昭和46年に出された食薬区分に関する

この通達は今も歴然として強い力を有していて、多くの人がおかしいと言いながら従っているの

が現状である。しかし、近年食品の有する機能の研究開発が進み、日常の食生活にそれら機能性

食品を取り入れることにより、その摂取者の健康状態をより良く保ったり、特定の疾患に対して

予防効果を示したり、時には治癒させたりすることが明らかになってきた。

このような幾つかの問題をベースに保健機能食品制度が発足し、食品に若干ではあるが保健機

能を表示することが可能となった。そして疾病リスクの低減をカルシウム、葉酸に認め、その販

売に当たっては厚生労働省に届出が不要となっている。しかし、見方を変えればこのレベルでし

か食品の有する保健機能表示ができないということである。

長村　洋一
（鈴鹿医療科学大学）
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　　検討会報告を受けて 



現状ではこのように、特定保健用食品以外の食品の健康に対する機能的側面はほとんど消費者

に明らかにする手段がない。その一方で、たとえば平成17年のいわゆる健康食品の売り上げは２

兆１千億であり、そのうち、特定保健用食品は約７千億であった。言い換えれば特定保健用食品

よりも、保健機能が表向きは消費者に語られずして流通している健康食品の方が、特定保健用食

品の２倍位多いということを示している。そして、特定保健用食品では発足以来副作用的なこと

で販売中止などに追い込まれたものは一つもないが、それ以外のいわゆる健康食品による健康被

害には死者まで出ている。しかし、健康食品で深刻な被害を出しているかなりの数に上る物が医

薬品を混入させたケースである。そして、昔から健康食品といわれて使用されているものにはあ

まり健康被害の報告はないのも事実である。

こんな状況の中で、健康食品業界からは、商品を販売するものの責任として食品の機能も消費

者に伝えることができる法的整備が強く要求されていた。昨年から本年の7月まで重ねられた、

「健康食品」の安全性確保に関する検討委員会、は厳しいいわゆる46通知に触れることなく、こ

うした現状に即したようするのにはどのようにしたら良いかということを踏まえて開催された。

この報告書はまず、概要が次のように書かれている。

「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書（概要）

国民の健康に対する関心の高まり等を背景として、これまで一般に飲食に供されることのな

かったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が「健康食品」として流通する中で、消費者に

とってより安全性の高い製品が供給されるために、原材料の安全性確保や製造工程の適切な管

理、健康被害情報の収集・分析、消費者に対する情報提供・相談支援等について今後の方策を

検討

（注）本報告における「健康食品」とは、広く健康の保持増進に資する食品として販売されるものから特定保

健用食品を除いたもの

錠剤、カプセル状等の食品については、従来から原材料の安全性自主点検ガイドラインや適

正な製造工程管理に関するガイドラインが示されてきたが、このような取組をさらに進め、そ

れが消費者にも把握できるようなものとなるよう、次のような点に留意することが適切

（１）原材料の安全性の確保

・文献検索による安全性・毒性情報等の収集

・食経験に基づいて安全性が担保できない場合には、原材料等を用いた毒性試験の実施

（２）製造工程管理による安全性の確保

成分の濃縮等の加工工程を経る錠剤、カプセル状等の食品については、原材料等の受入れ

から最終製品の包装・出荷に至るまでの全工程における製造管理・品質管理の体制の整備（Ｇ

２．製造段階における「健康食品」の安全性確保を図るための具体的な方策

１．はじめに
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ＭＰ（適正製造管理））が重要

（３）実効性の確保

原材料の安全性及び製造工程管理による安全性の確保の実施状況について、第三者機関が

確認する仕組み（第三者認証）を設けることにより、消費者がより安全性の高い製品を選択

できるようになり、製造事業者において安全性向上への取組が促されることも期待

（具体的な第三者認証の仕組み）

・認証機関については法令に基づく指定等ではなく、学識経験者や消費者、製造事業者等か

らなる認証協議会を組織し、認証機関の指定、認証基準の設定、認証機関の指導監督等を

行う体制

・認証協議会の設立・運営等に当たっては、行政当局も情報交換、連携を図るべき

・認証を受けたことを示すマークを統一

「健康食品」に起因する健康被害情報の収集は、被害の拡大防止や再発防止のために有益で

あり、今後は「健康食品」と健康被害との因果関係が必ずしも明確でない場合や、被害の程度

が重篤でない場合も含め、より積極的に情報収集を行うことが期待

・医師等への情報提供（「健康食品」の現状、過去の被害事例等）の推進

・食品行政機関において、消費者行政機関が把握している健康被害事例についても的確に情

報収集・分析ができるよう十分な連携

・製造事業者による市販後調査の拡大

「健康食品」に関する誤った情報や過大な期待が氾濫する現在、健康被害の発生等を防ぐた

めにも、「健康食品」の安全性や健康食品一般に関する正しい知識の普及啓発を行うことが必

要

・製造事業者による適切な摂取目安量や注意喚起の表示

・アドバイザリースタッフについて、養成課程や活動のあり方に関し関係者において協力し

ながら一定の水準確保のため取組

この報告書によれば、図１に示されているように大きく分けて、１．製造段階での原料も含め

ての安全性確保、２．健康被害情報の収集とそれに対しての対応、３．消費者に対する普及啓発、

の３つの骨子から構成されている。そして、まずこの検討会の報告書の対象となっているのは図

２に示されるように特定保健用食品を除いたいわゆる健康食品として扱われてきた物を対象とす

るという点である。

４．消費者に対する普及啓発

３．健康被害情報の収集及び処理体制の強化

54



55

図１
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ここで、少し注意を要するのはこの報告書の冒頭において図２に示すように、次のようにある

意味で健康食品が定義された点である。

「健康食品」の法律上の定義はなく、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と考えられるが、本検討会の報告書においては、これらの食品から個別

に有効性や安全性に関する国の審査が行われている特定保健用食品を除いたものを対象とする。

これは、我々の健康食品管理士認定協会設立の折に、健康食品という名称が定義されていない

ことなどから健康食品以外の名称が必要ではないかと検討された。しかし、まさに今回厚生労働

省が定義したような概念は一般市民に定着している概念であり、たとえばサプリメントとか栄養

補助食品といった名称の物ができても、特にいい加減なことをやっている業者は、健康食品とい

う言葉が健在である限り、その名称で問題のある行為を行う。そこで、我々の協会は立ち上げの

とき、あえて健康食品という名称を用いることとした。今回、検討の対象とする物に対して、特

別な名称を作らず、図２に示されているように健康食品を一応の定義を与えている。そして、こ

の定義が出され、特定保健用食品とともに記載された図が提示されたたことによりある意味で現

在世の中に出ている健康食品というもの全体を包含する言葉が誕生したことになる。そして、こ

の結果、我々の協会の活動にある範疇を明確に示してくれることになった。

このように健康食品を定義して提案された第１の製造段階での原料も含めての安全性確保であ

るが、報告書で強調されているのは、原材料の安全性に関する確保の問題とGMP認証である。

GMPに関してはすでに厚生労働省はガイドラインを出している。そのガイドラインにのっとって

行われたGMP認証は基本的には品質の保持に関する事項である。しかし、GMPにより品質の保

持が図られ、原材料が安全であれば、健康食品の場合は元々そんなに危険なものではないので、

摂取量、摂取方法等に関する適切なアドバイスを与えることにより、安全性が確保できる、とい

う観点である。
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このうち、GMPに関してはすでに前述のようにガイドラインが出されているが、原材料の安全

性確保に関してはまだ何も出されていなかった。この原材料の安全性確保に関しては図３に示さ

れているように食経験と、文献検索を中心とすることになっている。この両者から確証の得られ

ないものに関しては実験を行うとなっている。そのようにして原材料の安全性を確保した上で、

それをどう扱ってゆくかの全体像が図４に示されている。しかし、具体的な実施方法については

全く示されていない。したがって、食経験とはどんなレベルであるのか、また文献検索によって

安全性が確認できると判断するのにはどういうレベルのものを指すのか、そして実験を行わなけ

ればならなくなったときに、どれくらいの実験を行えば良いのか、といった事項に関しては全く

指示されていない。

しかし、これらの事項をいちいち具体的に記述して指示をすることは、現時点においては不可

能に近い事項である。そこで、それら安全性確保に関する事項を図５に示すように第三者機関に

よって認証し、認証されたものに対して認証マークを出すという制度が考えられた。この第三者

機関による認証という問題が今回提案された大きな骨子の一つである。そして、厚生労働省とし

てはGMPも含めて第三者機関は民間活力を活かしたいという意図が強く、複数の機関で行って欲

しいという意向を明らかにしている。そのため、日本健康・栄養食品協会がこの第三者認証機関

のプロトタイプを作られるということで一早く名乗りを挙げている。しかし、業界からは是非業

者をバックにしない第三者機関にこの問題に着手して欲しいとの声も強く、その機関として当協

会に期待するとのかなり強い声も聞こえてきている。

第２の提案として、健康被害情報の収集とそれに対しての対応、が挙げられ、その概要は図６
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に示されているような流れで行われることになっている。この流れのいたるところにおいてアド

バイザリースタッフの関与がなければ正常にこのシステムは稼動しないのは明白である。したが

って、このシステムをしっかりと活用するためにこの各機関にアドバイザリースタッフを置かな

ければならないといった法律的後押しが必要であると考えられる。

そして、第３番目に消費者に対する普及啓発、を取り上げ、ここにアドバイザリースタッフの

活用が強く打ち出されている。しかし、現在は、アドバイザリースタッフそのものの位置づけが

非常にばらばらである問題点が指摘されており、報告書でも、

「健康食品」に含まれる成分の特徴、その必要性、使用目的、摂取方法等について正しく情報

提供できるよう、アドバイザリースタッフの養成課程や活動のあり方に関し一定の水準を確保で

きるよう取組を進める。

と現在の自称アドバイザリースタッフをそのまま認めていないことを明確に示している。現在、

当協会は栄養情報担当者と単位の互換性を図るなどの方法により相互にその知識レベルを同じよ

うに保つことを開始した。今後はさらにこうした交流を深めしっかりした活動を行っている集団

の社会的認知を図ることに力を入れることになる。

以上のように、今回の厚生労働省から出された、「健康食品」の安全性確保に関する検討会報

告書、はこれを実行するにあたってこの分野の知識の豊富なアドバイザリースタッフの大きな活

躍が期待される内容である。当協会の教育委員会を中心にこうした動きに対応してゆく予定であ

るが、会員諸氏のよりいっそうの研鑽がなければこのことは実現しないのも明らかであるので、

そうした自覚を持っていただくことをお願いする次第である。

以下に報告書の前文を掲載する。
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「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書

平成20年７月４日

１．はじめに

我が国では、国民の健康に対する関心の高まり等を背景として、数多くの「健康食品」が販売

され、消費者に利用されるようになってきている。こうした「健康食品」に対しては、これまで

も、国民がそれぞれの食生活の状況に応じて適切な選択ができる等のために、一定の規格基準や

表示基準等を定めるといった行政的な取組みが行われてきたところである。

（注）「健康食品」については、法令上の定義はなく、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と考えられるが、以下における「健康食品」については、これらの食品から個

別に有効性や安全性に関する国の審査が行われている特定保健用食品を除いたものを指すこととする。

その一方、近年、これまで一般に飲食に供されることがなかったものを原材料とするものや錠

剤やカプセルなど特殊な形態のものを含む様々な食品が「健康食品」として広く流通するように

なってきている。

このため、「健康食品」の製造までの段階においては、食経験のない食材の増加など原材料の

安全性の確保が改めて問題となるとともに、製造される製品の品質の確保を図るため、製造工程

の適切な管理がより一層求められている。

また、「健康食品」が販売される段階においては、消費者が個別の製品を選択する際に、製造

者の安全性に関する取組について目安となる表示がないことに加え、消費者が「健康食品」に関

する適切な情報提供・相談支援を受けられる体制も未だ十分なものとはなっていない。

さらに、実際に「健康食品」に起因すると疑われる健康被害が発生した場合においても、その

健康被害が当該製品によるものか否かの因果関係の把握が容易ではないこと等から、全体として

健康被害情報の収集や分析が進まず、類似する事案の再発防止に十分活用されていないおそれが

ある。

上記のような状況を踏まえ、本検討会は、平成19年７月以降、計９回にわたって開催し、ヒア

リング希望のあったすべての関係団体（11団体）からヒアリングを実施するとともに、平成19年

７月11日から同月31日までホームページ等を通じて国民から広く意見募集も行った上、今後の

「健康食品」の安全性確保のあり方について議論を重ねてきたが、今般、その結果を取りまとめ

たのでここに報告する。
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２．製造段階における「健康食品」の安全性の確保を図るための具体的な方策

（１）基本的な考え方

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第８条第１項において、食品関連事業者は、その事業

活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認

識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する旨が定められて

おり、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第３条第１項も、食品の製造事業者等は、自らの責

任においてそれらの安全性を確保するため、その製造等をする原材料の安全性の確保等の必要な

措置を講ずるよう努めなければならない旨を規定している。

このように、「健康食品」を含む食品の製造事業者は、製造する食品の原材料の安全性の確保

等に関して、第一義的な責任を負うこととなっているが、錠剤、カプセル状等の食品については、

原材料の中に天然に微量に含まれる成分まで濃縮されることとなるという特性にかんがみ、原材

料の安全性に関する「健康食品」の製造事業者による自主点検や適正な製造工程管理に関するガ

イドライン（平成17年２月１日食安発第201003号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）が厚

生労働省において作成され、提示されてきたところである。

しかしながら、現状では「健康食品」の製造事業者において十分にこうした取組がなされてい

るか否かについて、実際に製品を購入しようとする消費者など事業者以外のものからは容易に把

握されるような状況になっていないことから、以下のように事業者とは別個の外部機関において

検証を行うという枠組みを導入すること等によって、「健康食品」の製造段階において、その安

全性確保を一層図っていくための方策を示すこととする。

（２）原材料の安全性の確保

薬事法（昭和35年法律第145号）に基づいて品目ごとに製造販売の承認が必要となる医薬品と

は異なり、食品を製造すること等は原則として自由とされているが、食品におけるこうした取扱

いは、食品やその成分についてはその一般的な安全性が食経験によって確かめられているという

考え方に基づいているものである。

一方、「健康食品」として製造されるもののうちには食経験（通常とは異なる製造方法につい

ての食経験を含む）が不十分な原料を用いるものもある。

したがって、「健康食品」の製造事業者は、「健康食品」を製造するに際して使用する基原原料

について、文献検索により安全性・毒性情報等の収集を行うとともに、これまでの食経験に基づ

いて食品としての安全性を担保することができないと判断した場合には、原材料等を用いた毒性

試験を実施して追加的な知見を得ることが必要となる。
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原材料の安全性の評価に当たっては、食経験情報に基づいた評価を行うことが基本となるが、

場合によっては新しく開発された食品が既存の類似した食品と同等であるかを比較して評価する

ということもあり得る。また、それらの評価は、基原原料を中心としつつも最終製品も視野に入

れて実施すべきものと考えられる。

このような評価が適切に実施されるか否かは、安全性に関する文献検索による調査能力に大き

く左右されることから、事業者自体において調査能力の水準が確保されることや、これを促進す

るための取組が事業関係者全体において講じられることも重要である。

そして、「健康食品」の製造事業者が行った原材料の安全性評価が一定の水準に達しているも

のであることについて、当該事業者以外の第三者により客観的な立場から確認がなされることに

よって、「健康食品」の安全性が一層確保されるとともに、その結果として当該製品に対する信

頼性も向上していくものと考えられる。

（３）製造工程管理による安全性の確保

成分の濃縮等の加工工程を経る錠剤、カプセル状等の形状の「健康食品」については、製品の

均質化を図り、その安全性と信頼性を高めるために、原材料等の受入れから最終製品の包装・出

荷に至るまでの全工程における製造管理・品質管理の体制を整備すること（GMP ＝ Good

Manufacturing Practice ）が極めて重要となる。

（注）製造工程・品質管理の体制整備に関する基準としては、GMPの他にISO （International Organization for

Standardization ）規格等も存在するが、本報告においては、「健康食品」の安全性確保に関する体制整

備についての提言であることから、元来は医薬品の製造及び品質管理において導入されたシステムを参

考に「健康食品」の製造過程の特性に応じたものとして構築されたGMPの考え方を中心に据えることと

した。

GMPは、衛生的、合理的で作業しやすい適切な製造環境の確保のための構造設備基準と、原材

料の受入れから製品の包装・出荷までの適切な手順書を作成し、これに則った管理を行うもので

あるが、具体的な体制については、それぞれの製品の本質や製造の実態に応じて定められるべき

ものである。原材料の製造工程においても同様の管理が求められることとなる。

なお、このようなGMPが行われていなければ製品の均質性や安全性が確保されないおそれがあ

り、また何がどのくらい含有されているか確定し難いこととなる。こうした事態を放置すること

は、万が一「健康食品」に起因する健康被害が発生した場合の原因究明にも支障を招くこととな

るものと考えられる。

また、GMPについても、原材料の安全性の確保の場合と同様に、一定の水準に達したものであ
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るか否かについて当該事業者以外の第三者によって客観的な立場から確認がなされることが、製

造される製品の安全性の一層の確保に繋がり、結果として当該製品に対する信頼性の向上にも寄

与するものと考えられる。

（４）実効性の担保を図るための具体的な仕組み

「健康食品」の原材料の安全性確保やGMPに関して第三者機関による確認（第三者認証）を導

入することは、より質の高い製品の普及や消費者の選択可能性の向上に繋がるものであり、事業

者がより安全性の高い製品を製造する技術力を強化していく一助となることも期待され得るもの

である。

ただし、第三者認証について具体的な仕組みを検討するに当たっては、（１）で述べた基本的

な考え方を基にしつつも、「健康食品」については、その原材料や加工方法が多様であり、現時

点では個別の安全性基準を定めることが困難であること、消費者から広く理解を得ていくために

は実際の認証の基準や表示内容ができるだけ統一されたものであることが望ましいことといった

事情について十分に考慮することが必要である。

したがって、第三者認証の実施に当たっては、法令に基づく指定等の形式をとることを想定す

るものではないが、学識経験者、消費者、製造事業者等からなる認証協議会を組織することとし、

同協議会が要件を定めて認証機関の指定や認証基準の設定等を行うとともに、認証機関の指導監

督等も実施することが、認証機関による認証行為が適切になされることを担保する観点から適当

であると考える。

なお、このような位置付けであっても、認証協議会が果たすべき役割の公益的な性格にかんが

み、実際に認証協議会を設立するに当たっては、行政当局も関係者への広報周知に協力し、その

円滑な組織形成を支援するとともに、設立後の同協議会の運営においても、行政当局を含めた関

係者間において十分な情報交換、連携が図られることにより、直面する課題解決に努めるべきも

のと考える。

また、第三者認証を受けた製品については、当該認証を受けたものであることが容易に分かる

ような表示（原材料の安全性評価について第三者認証を受けたものについてはその旨のマーク、

GMPについて第三者認証を受けたものについてはそのことを表すマーク）を行って、消費者が

「健康食品」を選択しようとする際に、その安全性の判断に資する情報提供ができるようにする

ことが適当である。

上記のようなマークを「健康食品」に付与することは、それぞれの製品が原材料の安全性評価

がなされたものであること、あるいはGMPが行われたものであることといった安全性確保を実現

するために必要となる過程を経た製品であることについて、その時点の知見に基づき、第三者で
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ある外部機関が確認したに過ぎず、その製品の絶対的な安全性を保証するものではなく、また有

用性を保証するものでもない。

したがって、こうしたマークの意味についての十分な広報活動が伴わないのであれば、製品に

マークを付与することは消費者に対して、その製品の安全性や有用性について誤解や過大な期待

を生じさせるおそれも否定できない。

しかしながら、「健康食品」全体における安全性確保の取組を推進していくためには、より多

くの製品が原材料の安全性評価やGMPといった過程を経て製造されることや透明性の高い第三者

認証が行われることが重要である。また、消費者がこうした取組の意義について十分理解し、こ

うした取組が行われたものについては、他のものと区別して一定の評価を与えるものとするため

の基盤整備が必要である。

このため、第三者認証の認証機関においては、原材料の安全性評価やGMP一般に対する普及啓

発等を進めることを条件として、第三者認証を経た製品に対してその旨のマークを付与していく

ことが適当であると考える。

３．健康被害情報の収集及び処理体制の強化

「健康食品」に起因する健康被害については、一般の食中毒と同様に、患者が受診した医療機

関の医師から保健所に対して通報され、保健所を設置する各自治体を通じて厚生労働省に報告さ

れることとなっている。

このような「健康食品」等による健康被害発生の未然防止のための体制整備と健康被害が発生

した際の被害拡大防止のための対応手順を定めた「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止

対応要領」（平成14年10月４日医薬発第1004001号厚生労働省医薬食品局長通知）は、「健康食品」

に起因する重篤な症例が生じた場合に、当該事例の概要の公表等を通じて、健康被害の発生や拡

大の防止に対して一定の役割を果たしてきたものといえる。

さらに、「健康食品」に起因する健康被害についても、緊急の対応が必要と思われる事態が発

生した場合には、国民生活担当大臣の下に食品危害情報総括官が招集され、関係府省が独自に保

有する情報の収集・分析が行われるとともに、緊急の対応が講じられることとなっている。

しかしながら、「健康食品」と健康被害との因果関係が必ずしも明確でなく、また重篤な症状

を呈するに至らなかった場合であっても、幅広く事例を収集し続けることにより、成分や症状の

関連性について一定の知見が得られ、新たな健康被害発生の未然防止等に繋がることが期待され

る。
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このため、保健所等の関係行政機関に「健康食品」に関する健康被害に関する十分な情報が伝

達されるよう、「健康食品」等が原因と疑われる健康被害が生じた場合に患者の診療に当たるこ

ととなる医師や、健康食品販売時に購入者に対面することとなる薬剤師等を対象として、健康被

害情報収集の重要性や最近の「健康食品」の現状、過去の健康被害事例等について具体的な事例

分析等も含めた情報提供が進められるべきである。

上記に加え、食品安全行政部門においては、国民生活センターや消費生活センターにおいて把

握されている「健康食品」等が原因と疑われる健康被害事例についても的確に情報収集や分析を

進めることができるよう、平素よりこのような関係機関等と十分な連携を図っていくべきである。

「健康食品」については、様々な成分が含まれていたり、症状を呈した人にいくつもの「健康

食品」が同時に摂取されている場合やそれらの相互作用によって健康被害が生じるに至ったと考

えられる場合もあることから、一般的に因果関係を特定させることは容易な作業ではないが、収

集した健康被害情報の分析によって得られた新たな知見があれば、消費者、医療機関や製造事業

者に対して幅広く関係情報を提供していくべきである。

なお、一部の製品については、製造事業者によって試験的に市販後調査が行われているが、消

費者による摂取実態を正確に把握する観点からも、このような取組が今後拡大されていくことが

期待される。また、市販後の苦情対応、相談窓口等の機能の充実により、製造時の安全性確保へ

のフィードバックも期待される。

４．消費者に対する普及啓発

最近、「健康食品」として販売されたものの中には、医薬品成分を含んだものや、科学的根拠

なしに有用性を強調するものも見られ、消費者においてもこれらを摂取することで疾病の治癒や

身体機能の回復まで期待する者も少なくはない。

しかしながら、健康な食生活の基本はバランスのとれた食事であり、上記のような製品の摂取

は、期待した効果が得られないのみならず、過剰摂取等による健康被害の発生にも繋がりかねな

いものもある。

このため、「健康食品」の安全性に関する問題や「健康食品」一般に関する知識の普及啓発を

行い、消費者の理解を促進していくことが大変重要である。

このうち、「健康食品」の安全性確保に関する情報については、その有用性に関する情報と比

較して、これまで消費者における関心が必ずしも高くはなく、その結果として、製造事業者や流

通事業者においても、安全性確保に関する取組について消費者に対する情報提供をあまり積極的

に実施してこなかった。
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しかしながら、２．で指摘したような製品の原材料の安全性確保や製造工程管理が適切である

かといった情報の重要性に加え、消費者による過剰摂取を避けるためにも、「健康食品」におけ

る正確な成分表示を前提として、科学的根拠に基づき設定された適切な摂取目安量の表示や注意

喚起表示が理解されるような取組が必要であり、これらが製造事業者等の責任において実施され

ることが重要である。

また、「健康食品」一般に関する知識の普及啓発については、従来より「健康食品」に含まれ

る成分の機能、その必要性、使用目的、活用方法等について理解し、正しく情報を提供できる身

近な助言者の役割が重要との観点から、管理栄養士、薬剤師等のアドバイザリースタッフが積極

的な役割を果たすことが期待されてきたところであるが、現在までにある程度の人材養成が進ん

できたものの、備えている知識の水準は様々で、消費者における認知度等は、決して十分ではな

い。

こうした人材について、消費者から一層の信頼性が得られるよう、養成過程や活動のあり方に

関し関係者において協力しながら一定の水準の確保を図るための取組を進めていくとともに、こ

のような知見を有する人材の活用を通じて、「健康食品」の安全性、他の食品等との相互作用、有

用性について最新の知見に基づく情報提供が実施されるような仕組みを整備していくことが期待

される。
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