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錠剤・カプセル状の健康食品の品質等と
健康被害について

食のリスクコミュニケーション・フォーラム
『消費者市民のリスクリテラシー向上を目指したリスコミとは』
第2回 健康食品

は』

令和２年８月30日（日）
独立行政法人 国民生活センター

理事 宗林さおり
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PIO-NET情報の収集と活用
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年度

PIO-NET：全国消費生活情報ネットワークシステム（Practical Living Information Online Network System）
「消費生活年報2019」（http://www.kokusen.go.jp/nenpou/）より

PIO-NETにみる消費生活相談の件数の推移
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件数（万件）

「健康食品」の相談件数の推移

「消費生活年報2019」（http://www.kokusen.go.jp/nenpou/）より
※2019年度は2019年12月31日までの受付登録分の件数（2020年1月22日時点）
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件数の増加について
通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったという相談や、
解約申出期間中に連絡が取れず解約できないという相談もみられる。

「健康食品」の危害件数
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危害内容
1位 消化器障害 1,024件
2位 皮膚障害 496件
3位 その他の傷病及び諸症状 220件

「消費生活年報2019」（http://www.kokusen.go.jp/nenpou/）より
※2019年度は2019年12月31日までの受付登録分の件数（2020年1月22日時点）

2018年度危害件数(10,939件)
上位商品・役務等
1位 化粧品 1,819件（16.6%）
2位 健康食品 1,793件（16.4%）
3位 医療サービス 843件（7.7%）
4位 エステティックサービス 406件（3.7%）
5位 外食 373件（3.4%）

年度別の推移
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【事例１】健康食品による健康被害に関する紛争

申請人は、平成28年6月足のむくみが気になり、本件サプリ」をインターネットで
定期購入した。2～3日に1～2粒の量を1週間摂取していたが、7月上旬頃、食欲不振
や吐き気、黄疸の症状が出た。最寄りの病院に緊急入院することとなり、本件サプ
リが原因の薬剤性肝機能障害と診断された。現在は5種類の薬を服用しながら、症状
を固定。平成29年5月より自己免疫性肝炎の疾病名で特定医療費受給者認定を受けた。
DLST検査（薬剤によるリンパ球刺激試験）の結果、本件サプリに陽性反応が認め

られたこと等から、摂取により薬剤性肝機能障害及び自己免疫性肝炎を発症したと
して、製造物責任法に基づく損害賠償として合計約4200万円の支払いを求めた。

相手方は、 DLST検査の診断正答率が低いことや、本件サプリを原因とする同様の
肝障害の報告が一例もないことから、本件サプリに欠陥がないことを主張。

期日では、肝機能障害を起こすおそれのある成分Aにより薬剤性肝機能障害となっ
たとして、本件サプリに含まれるかどうかが争点となったが、分析の結果、成分Aは
検出されず、成分A類が含まれていた。

薬剤性肝機能障害との因果関係が仮にあることを前提として、治療費等の実費と
入通院慰謝料相当額を基準に300万円の和解金を支払う内容で和解した。

ADR（裁判外紛争解決手続）の事例①
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医師からの情報を受け付けるドクターメール箱（国民生活セン
ターＨＰ）には、2017年7月までに179件の情報が寄せられており、
そのうち9件は健康食品の摂取による「薬物性肝障害」であった。
薬の服用の副作用として、肝臓の機能が障害される薬物性肝障
害があるが、健康食品等でも発症することがあり、まれに重症化す
る場合もあることが分かった。
なお、公益社団法人日本医師会の「健康食品安全情報システ

ム」事業には、健康食品による薬物性肝障害の情報が2006年11
月から2017年6月までの10年7カ月の間に27件寄せられています

健康食品でも薬物性肝障害の事例もあり ードクターメール箱ー
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【症例１】 （情報受付年月：2014年1月、70歳代・女性）
健康食品9種類とビタミン剤1種類を服用していた。大量腹水、軽度の
黄疸の症状があり、急性肝不全（非昏睡型）、急性肝不全等となり、未
回復である。日本医師会内委員会では、利用している健康食品の数が
多すぎるため、判定を実施できなかった。

【症例２】 （情報受付年月：2011年6月、50歳代・男性）
ウコン末（春・秋）とクルクミンの健康食品を摂取していた。胃部の不快感と黄
疸（総ビリルビン24.72 mg/dL等）、劇症肝炎（PT34.2％、AST：1906 U/L、ALT：
2518 U/L）となったため、肝移植の可能性もあり大学病院へ転院させた。

公益法人日本医師会「健康安全情報システム」に寄せられた情報

健康食品による肝障害等の情報提供について、2017年7月10日に会員宛の周知
また、ウコンによる肝障害の報告が多く寄せられたことから、注意を促すポスター
を作成して全会員医師に配布し、待合室での掲示等の実施
●「健康食品」やサプリメントを摂りすぎていませんか？「ウコンについて」
http://dl.med.or.jp/dlmed/knkshoku/poster2.pdf
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医薬品副作用被害救済制度

平成３０年度の支給決定件数は1263件（83.1%)、不支給決定件
数は250件（16.5%),取り下げ件数６件（0.4%)
総支給額は約２４億円

○前提 適切に医薬品を使用して入院加療が必要となったこと

支払われる給付の種類
・入院治療の必要とする健康被害への医療をうけた場合

①医療費 ②医療手当
・日常生活が著しく制限される程度の障害

③障害年金 ④障害児養育年金
・死亡した場合

⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料

〇救済の対象外

副作用であっても入院治療を要しない場合。医薬品の使用方法が適正と認められな
い場合。製造販売者に損害賠償の責任が明らかな場合
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アンケート調査結果-制度の認知度-
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＜調査の概要＞

• 調査方法：インターネットアンケート調査 ・調査時期：2018年８～10月
• 対象者：「過去1年以内に錠剤またはカプセル状の健康食品を摂取している人」
• 有効回答者数：10,168人（男性：5,137人、女性：5,031人）
• 対象者年齢：20歳～78歳（平均44.7歳）

設問：あなたはそれぞれについてどのくらい知っていましたか。(択一)

・80％以上の人が、「トクホ」「機能性表示食品」といった健康食品の制度を知っていると回答
・GMPは「内容まで知っている」または「名前までは知っている」が約16.5%

アンケート調査結果-商品選択①-
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設問：あなたのイメージとしてあてはまるものを選んでください。(択一)
「どの商品が自分に合っているのかわからない」

「商品選択に自信がない」群 5,830人（57.4%）

・女性（59.9%）＞男性（54.8%）
・60歳代（53.2%）、50歳代（52.3%）、40歳代
（55.8%）、30歳代（59.0%）、20歳代（66.7%）と
年代が下がるほど自信がない

「商品選択に自信がある」群 3,719人（36.5%）

・男性（38.7%）＞女性（34.4%）
・20歳代（28.6%）、30歳代（37.3%）、40歳代
（36.6%）、50歳代（40.0%）、60歳代（40.3%）
年代が上がるほど自信がある
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アンケート調査結果-商品選択②-
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設問：購入するきっかけとなる情報は何ですか？（複数選択可）

■「商品選択に自信がない」群
■「商品選択に自信がある」群

アンケート調査結果-摂取目的と成分-
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設問：直近1年以内で最も飲む頻度が高かった健康食品について、
飲む一番の目的は何ですか。（択一）

・セサミン
・マカ、すっぽん
・黒酢・香醋

設問：販売者名と商品名は？（自由記述）
－各回答群で回答が多かった商品の主成分－

・乳酸菌
・DHA＆EPA
・ビタミン、ミネラル

・ビタミン、ミネラル
・無回答や不明等の回答が多い
（約4割、アンケートを回答している途中で医薬
品であると認識し、商品名の回答を控えた？）

ルテイン、ブルーベリー

全体では、
・ビタミン、ミネラル
・セサミン
・DHA＆EPA、オメガ3脂肪酸
・ブルーベリー、ルテイン
・一般用医薬品、医薬部外品（約8%）
の回答が多かった

サントリー「セサミンEX」

DHC「マカ」,
ていねい通販「すっぽん小町」

やずや,えがお,サントリー

回答が多かった商品名または販売者

「アレルケア」,ビアンネ「LAKUBI」

「DHA＆EPA+セサミンEX」

「ブルーベリーアイ」
「えんきん」

様々

アリナミン,
ハイチオー
ル,QPコーワ,
漢方薬など

アンケート調査結果-摂取量-
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設問：多めに飲む理由は何ですか？
（n=1,076人、複数選択可）

設問：直近1年以内で最も飲む頻度が高かった健康食品について、
飲む量はどのくらいですか。（択一）

設問：直近1年以内で最も飲む頻度が高かった健康食品について、
飲む量はどのくらいですか。（択一）

アンケート調査結果-疾病の有無と摂取による危害-
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設問：摂取により、体調に異常が出たこと
はありましたか？

設問：疾病がありますか？妊娠中や産後ですか？
(「疾病がある」、「妊娠中または産後である」は複数選択可)

【内訳】
疾病がある 2,555人,25.1%
妊娠中や産後である 381人,3.7%

消費者へのアンケート調査結果-飲んでいる健康食品-
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設問：あなたが飲んでいる（飲んでいた）錠剤またはカプセル状の健康食品はどのような効果を狙った
商品ですか。(複数選択可、上位8つを抜粋)

国民生活センターでのテスト
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飲んでいる健康食品がうたっている効果 カテゴリー 銘柄数

内訳

栄養機能
食品

機能性
表示食品

その他
健康食品

足りていない栄養素（ビタミン類、ミネラル類）
の補給（65.8%） ・・・ マルチビタミン 10 10 0 0

体力、持続力の維持・向上（疲れやすさの改
善）（32.0%）

・・・
・・・

GABA（γ-アミノ酪酸） 10 1 3 6
黒酢、香醋 10 0 0 10

美容、デトックス、エイジングケア、老化予防・防
止（32.0%）

・・・
・・・

コエンザイムQ10 10 2 0 8
酵素 10 3 0 7

ダイエット（体重、体脂肪の減少）
（22.3%） ・・・

HMB（3-ヒドロキシ-3-メチ
ル酪酸）

10 1 2 7

目の健康の維持・改善（17.3%） ・・・ ルテイン 10 3 3 4
おなかの健康（14.6%） ・・・ 乳酸菌類 10 0 0 10
不安のある関節、筋肉、骨の強化
（12.4%） ・・・ グルコサミン 10 1 3 6

血中の脂質・コレステロール値の維持・改善
（9.9%） ・・・ DHA、EPA 10 0 0 10

合計 100 21 11 68

消費者アンケート結果から、多くの消費者が摂取すると考えられた機能性成分10カテゴリー、
100銘柄を選定
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テスト対象銘柄
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崩壊試験結果
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※外観と原材料から各銘柄がどの形状にあてはまるかを判断

※液面に浮く検体は補助盤を使用（ハードカプセルの5銘柄のみ）

形状 外観
規定時間内に崩壊しなかった銘柄数

／試験対象銘柄数

素錠 14銘柄／26銘柄（54%）

コーティング錠 8銘柄／18銘柄（44%）

カ
プ
セ
ル
剤

ソフトカプセル 18銘柄／43銘柄（42%）

ハードカプセル 2銘柄／13銘柄（15%）

合計 42銘柄／100銘柄（42%）

日本薬局方「崩壊試験」の試験条件
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形状 試験液
規定時間

(分) 適合となる場合

素錠

水

30
①6個すべて崩壊した場合、適合
②1個または2個崩壊しなかった場合、12個追
加試験
→計18個中16個以上が崩壊した場合、適合

コーティング錠 60

カプセル剤 20

腸溶性錠
及び

腸溶性カプセル

第1液
（pH1.2） 120

①6個すべて崩壊しなかった場合、適合
②1個または2個崩壊した場合、12個追加試験
→計18個中16個以上が崩壊しなかった場合、
適合

第2液
（pH6.8） 60

①6個すべて崩壊した場合、適合
②1個または2個崩壊しなかった場合、12個追
加試験
→計18個中16個以上が崩壊した場合、適合

（参考）国民生活センターが過去に公表した商品テストの結果
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過去に公表した商品テスト
規定時間内に

崩壊しなかった銘柄数
／試験対象銘柄数

規定時間内に崩壊しなかった銘柄
の販売者名等

美容を目的とした「プエラリア・ミ
リフィカ」を含む健康食品

（2017年7月公表）
3銘柄／12銘柄(25%)

㈱サプライフ
㈱ディーエイチシー
㈱ミーロード

胎児の正常な発育に役立つ
「葉酸」を摂取できるとうたった
健康食品

（2011年5月公表）
3銘柄／26銘柄(12%)

健康フーズ㈱
㈱ネイチャーラボ
山本漢方製薬㈱

α-リポ酸を含む「健康食品」
（2008年9月公表） 5銘柄／17銘柄(29%) ㈱浅田飴、井藤漢方製薬㈱、㈱ケイセイ、

㈱資生堂、㈱新日建

関節に良いとされる成分を含む
「健康食品」

（2008年8月公表）
9銘柄／18銘柄(50%)

天野商事㈱、インターナショナルヘルスサービ
ス㈱、㈱エーエフシー、奥田製薬㈱、
㈱ケイセイ、ヒデ薬品㈱、㈱ファイン、
芳香園製薬㈱、ユウキ製薬㈱

高麗人参を主原料とした「健
康食品」

（2007年1月公表）
3銘柄／ 8銘柄(38%)

㈱ディーエイチシー
㈱エーエフシー
小林製薬㈱

公表後の業界のご対応
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○一般社団法人健康食品産業協議会
「崩壊性試験に対する考え方」について公表（2019.12.26）

（http://jaohfa.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/191225_崩壊性に対する考え方（産業協議会）.pdf）

○公益財団法人日本健康・栄養食品協会
GMP認定工場に対して錠剤・カプセル状等製品の崩壊試験の義務化（2019.8.1）

（http://www.jhnfa.org/news-0239.html）

（一部抜粋）

（一部抜粋）

GABA、HMBの含有量
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「GABAX」 Creare㈱

「鍛神HMBCa2,000mg」㈱イングリウッド
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外部分析機関に委託する際は要注意！
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・いずれも食品表示基準の手法(微生物学的定量法)
・試験機関Bでは簡易測定キット（公定法準拠）を使用。
・試験機関Aではカプセルは内容物のみ、B・Cではカプセル
込の分析。

ビタミンB6 グルコサミン

■商品1
(ソフトカプセル)

■商品2(錠剤)

■商品3(錠剤)

■商品4(錠剤)

・試験機関A・Bでは、（公財）日本健康・栄養食品
協会の品質規格基準で定められた吸光光度法。Cでは
HPLC法。

分析機関によって分析手法やデータにばらつきがあり、現状では成熟化していない。
26

※消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」(https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/)
機能性関与成分が「DHA・EPA」で、販売中の商品を調査。(2019年10月9日時点)

区分 銘柄名
一日摂取目安量当たり表示量 うたわれている機能性

EPA(mg) DHA(mg) EPA＋
DHA(mg)

中性脂肪の
低下

記憶力
サポート

医療用
医薬品

エパデール
通常1800
最大2700 ―

通常1800
最大2700

※主な適応：
高脂血症

サプリメント
形状

DHA1000 14 1000 1014 ○
EPA&DHA 600 400 1000 ○

自然に感謝海からの恵み極 100 900 1000 ○
○

(DHAのみ)
：
：

DHA＆EPA 45 270 315 ○
エバーライフ[コレステロール・中性脂肪] 25 275 300 ○
ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル 162 108 270 ○

加工食品
(その他)

健康イクラ 604 722 1326 ○
○

(DHAのみ)
毎日これ1本EPA+DHA1260mg
ソーセージ

780 480 1260 ○

すごいネギトロ 200 850 1050 ○ ○
：
：

生鮮食品 機能性伊勢の卵 39 352 391 ○

加工食品
(その他)

ポークソーセージ 83 217 300 ○
瀬戸内かあちゃんの食べる小魚 12 170 182 ○

一日摂取目安量当たり表示量 うたわれている機能性

「血中の中性脂肪を低下させる機能が報告されています」という、同様の機能性がうたわれていても…

消費者庁の機能性表示食品データベースからみた成分量（EPA・DHA）

：最高量、 ：最低量
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第58回 消費者委員会食品表示部会
【資料１－１】 食品表示基準の一部改正について より引用
（https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/200123_shiryou1_1.pdf）

指定成分等含有食品の表示（案） 美容を目的としたプエラリア・ミリフィカを含む健康食品

PIO-NETに寄せられた事故情報をもとに注意喚起を実施（2017年7月）
原材料にプエラリア・ミリフィカを含む健康食品の摂取により、月経不順や不正出血、乳房の異常等が

起きたという危害情報が寄せられた。
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危害件数

＜参考＞「美容を目的とした「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品－若い女性に危害が多発！安易な摂取は控えましょう－」
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20170713_1.html

被害者年代 危害内容

【事例１】
通信販売で女性らしい体型になるという健康食品を定期購入し、飲んでいると大量の不正出血が起こった。病院で
子宮内膜が厚くなっていると言われた。

【事例２】
高校生の娘がモデルのブログを見て、バストアップやダイエットのサプリメントを定期購入で契約。生理が２カ月も遅れ
ている。

日程 主な審議会名等

平成29年8月24日、
9月4日

薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会新開発食品調査部会新開発食品評
価調査会
• 「健康食品」の適正な製造管理のあり方について、より実効性のある仕組みの構築が必要。
• 「健康食品」の健康被害情報を処理する体制の充実強化が必要。
• 消費者に対する「健康食品」の情報提供について、充実強化が必要。 等

平成29年9月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

平成30年6月13日
公布

食品衛生法等の一部を改正する法律
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等として、厚生労
働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの（以下「指定成分等」という。）
については、それらを含む食品に係る健康被害情報の事業者からの届出や製造工程の管理など
の措置が適用されることとなった

令和元年5月20日、
7月1日

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
・プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、コレウス・フォレスコリー、ドオウレンが、指定成分の候補に。
・指定成分等含有食品の製造・品質管理や健康被害の報告制度について審議

令和元年9月3日 第755回食品安全委員会
・プエラリア・ミリフィカ等４品目の指定成分等への指定について
・指定成分等を含有する食品の製造又は加工の基準の設定について

令和２年１月20日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会

令和２年１月23日 消費者委員会食品表示部会(第58回～)

改正食品衛生法は今年6月に施行予定
29
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もう少し言葉を考えればよかった
指定成分等含有食品（●●●）

注意指定成分？危険指定成分？
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消費者事故等とは（生命・身体分野）

＜消費者事故等＞

消費生活において

■消費者に一定程度の被害が発生
・死亡
・治療に1日以上要する負傷・疾病
・一酸化炭素中毒

■生命・身体被害が発生するおそれの
ある事態

＜重大事故等＞

■消費者事故等のうち、被害が重大

・死亡
・治療に30日以上要する負傷・
疾病

・一定の後遺障害
・一酸化炭素中毒

■重大な生命・身体被害が発生する
おそれのある事態

・商品・役務の使用等で窒息・
火災等の発生

消費者事故等については、商品・役務の消費安全性が問題となる。
・被害が現実に発生した場合：商品等が消費安全性を欠くことにより生じたものでな

いことが「明らかである」場合だけが消費者事故等から除外
・被害が発生するおそれのある事態：消費安全性を欠くものであることが要件

消費者庁資料より

消費者安全法に基づく公表とは

✔ 消費者庁は、消費者安全法の規定による通知を受けた場合その他消費者
事故等の発生に関する情報を得た場合において、

✔ 当該消費者事故等による消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため消
費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、

✔ 当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の
消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表する。

【留意点】
・「行政処分」ではない。
・消費者事故等の状況を踏まえた「注意喚起」であり、最終的な対応は
個別の事業者（消費者）の判断による。

消費者庁資料より

国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/
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