
保健機能食品をテーマに選んだ理由 

健康食品やドリンク剤の利用頻度 

普段から健康に気をつけるよう意識しているか 

資料：厚生労働省政策評価官室委託「健康意識に関する調査」（2014） 
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健康のために積極的にやっていることや、特に注意を払っていることが
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 健康に関わる施策として、疾病の予防や健康
維持・増進、健康寿命の延伸が注目されていま
すが、近年、国民自身においても、普段から健
康に気をつけるように意識している人が多いこ
とがわかります。このことから、疾病の予防や
健康維持に関心を持つ人が増えているように見
受けられます。 
 
 
 また、特定保健用食品の市場規模は拡大する
など、個人の嗜好や食生活の面においても健康
志向が見られるようになっており、健康に対す
る意識は近年高まっていると考えられます。実
際に、健康食品を常用している、あるいは利用
したことがある人が多いことがわかります。 
 
 
 6月中旬(2015)に、企業の責任で健康効果を
表示できる「機能性表示食品」の販売が始まり
ました。このことから、保健機能食品に一層の
注目が集まると考えられます。 
 以上のことから、保健機能食品についての興
味が深まり、このテーマを選択しました。 
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２６条に基づく国の許可が必要です。 

特定保健用食品 

栄養機能食品 

機能性表示食品 

一般食品 

保健機能食品 

医薬品 

医薬部外品 

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で
販売されている食品は一般食品です。 

食品 

保健機能食品ってなに 

乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等
の特別の用途に適する食品。特定保健
用食品も一部含まれます。 

特別用途食品 



特定保健用食品 

(トクホ) 

個別評価型 

(国の審査) 

健康が気になり始め
た人や、普段の食生
活に不安を感じてい
る人など。保健の目
的を期待する人！ 

病気のリスクを下
げる表示ができる 

栄養機能食品 

規格基準型 

(認められている成分) 

1日に必要な栄養成
分をとれない場合な
ど、栄養成分の補給
を主な目的として摂

取する人！ 

機能性表示食品 

届出型 

(事業者独自の審査) 

健康が気になり始め
た人や、普段の食生
活に不安を感じてい
る人など。保健の目
的を期待する人！ 

病気のリスクを下げ
る表示ができない 

申請方法 

何が違うの？ 

対象者 

許可表示 

詳しくは消費
者庁HPへ 

あくまで病気でない人を対象 

申請を出しやすい！ 表示の信頼性が高い 



特定保健用食品にはどんなものがあるの 

大豆たんぱく質 キトサン 
茶カテキン  

コレステロールが高めの方の食品 

オリゴ糖 乳酸菌 食物繊維 

おなかの調子を整える食品 

血圧が高めの方の食品 

骨の健康が気になる方の食品 

大豆イソフラボン  
ビタミンK2 カルシウム 

ラクトトリペプチド  
ゴマペプチド 杜仲葉配糖体 

この他にも血糖値が気になる方に適する食品、ミネラルの吸収を助ける食品などがあるので詳しくは 
こちらのHPをご覧ください。→食品衛生の窓（東京都福祉保健局） 



栄養機能食品にはどんなものがあるの 

カルシウム 

栄養機能表示  

骨や歯の形成に必要な栄養素です。 

栄養機能表示  

赤血球を作るのに必要な栄養素で
す。 

鉄 

栄養機能表示  

皮膚や粘膜の健康維持を助けるとと
もに、抗酸化作用を持つ栄養素で
す。  

ビタミンC 

栄養機能表示  

夜間の視力の維持を助ける栄養素で
す。 

ビタミンA 

この他にも亜鉛、銅、マグネシウム、ビタミンDなどがあるので詳しくはこちらのHPをご覧ください。 
→栄養機能食品とは（消費者庁） 



機能性表示食品にはどんなものがあるの 

ナイスリムエッセンス ラクトフェリン 
（ライオン株式会社） 

表示する機能性  

本品にはラクトフェ
リンが含まれるの
で、内臓脂肪を減ら
すのを助け、高めの
BMIの改善に役立ちま
す。 

食事の生茶 
（キリンビバレッジ）株式会社 

表示する機能性  

本品には難消化性デキストリン
（食物繊維）が含まれます。難
消化性デキストリンは、食事か
ら摂取した脂肪の吸収を抑えて
排出を増加させるとともに、糖
の吸収をおだやかにするため、
食後の血中中性脂肪や血糖値の
上昇をおだやかにすることが報
告されています。さらに、おな
かの調子を整えることも報告さ
れています。本品は、脂肪の多
い食事を摂りがちな方、食後の
血糖値が気になる方、おなかの
調子をすっきり整えたい方に適
した飲料です。 
 

ヒアロモイスチャー240 
（キューピー株式会社） 

本品にはヒアルロン酸
Naが含まれます。ヒア
ルロン酸Naは肌の水分
保持に役立ち、乾燥を
緩和する機能があるこ
とが報告されていま
す。 

表示する機能性  

ここでは一部の製品での表示する機能性についてしましました。他にもたくさんの機能性表示食品があるので
詳しくはこちらのHPをご覧ください。→機能性表示食品の届出情報 （消費者庁） 



保健機能食品で病気が治るの 

保健機能食品は 
健康の維持・増進のために国が安全性や有効性を考慮して設定した規格基準をみたす食品
で、健康な人、もしくは生活習慣病などの病気にかかるおそれがある人を対象としていま
す。 
 

医薬品は 
安全性や有効性、品質などについて法律に基づいた数多くの厳しい審査基準をみたして承
認・許可されており、病気の治療や予防を目的としています。 
 
医薬品に使われている成分を含む保健機能食品もありますが、製品中の含有量は医薬品より
少なく、利用目的や利用方法も医薬品と異なっていることがあります。 
保健機能食品はあくまで食品の１つであり、「治る」「効く」など医薬品的な効果は表示で
きません。 

保健機能食品を摂ったからといって病気が治るわけではありません 

健康な人 病気にかかりそうな人 

保健機能食品 

病気の人 

医薬品 
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保健機能食品と医薬品を一緒に使って大丈夫 

保健機能食品を使用している場合は必ず医師・薬剤師に伝えましょう!! 

保健機能食品を摂取することで医薬品の吸収を妨げ、医薬品の効果発現
が遅くなったり効果が弱まったりする可能性があります 

作用が似た医薬品と保健機能食品を同時に使用すると、効果が強まって
副作用が生じる可能性があります 

保健機能食品は身体の生理学的機能に影響を与える
成分を含んだ食品であるため、医薬品と一緒に使用
しない方が望ましい！ 

保健機能食品を摂取することで、医薬品の代謝・排泄に影響を与える可
能性があります 
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上手に利用するにはどうすればいい 

特定健康用食品 

機能性表示食品 

栄養機能食品 

まずは日常の食生活の改善をしましょう 

あくまでも「食品の一種」です 

食生活の乱れや、食事内容の不安の解消を目的と
して利用しても、期待する効果は得られません 

現在の食生活を改善するきっかけとして、適切に利用す
ることにより、一定の効果が得られるものといえます 

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 

バランスの良い食事、望ましい食生
活については、食事バランスガイド
や食生活指針を参考にしましょう 

摂取量を守り、過剰摂取に気をつけましょう 

望まない作用、足りている栄養素が期待できる商品
をたくさん摂ってもあまり効果は現れず、逆に、 
摂りすぎると望まない作用を起こすこともあります 

厚生労働省「食事バランスガイド」 



上手に利用するにはどうすればいい 

商品の使用用途をしっかり理解しましょう 

体脂肪対策 
 ・脂肪を消費しやすくする 

 ・脂肪の吸収自体を抑える   
      

商品によって機能が異なります 

商品に記載されている摂取方法をよく読
み、自身に適したものを選ぶことが大切で
す 

骨の健康維持 
 ・骨の形成に必要なビタミンKを多く含む 
 ・骨からのカルシウム溶出を抑制する成分を含む  
       

困った時は薬剤師や栄養士などの専門家にアドバイスを求めましょう 

対象が誰であるかを認識しておきましょう 

特定健康用食品 

機能性表示食品 

栄養機能食品 

誰を対象として設計された食品であるかを認識しておくことが、正しい利用法につながります 

「あくまで病気ではない人」向け 

病気の方、治療中の方に関しては、医師の指導に従うことが原則 
表示をよく読んで、医師にご相談の上、使用してください 

栄養成分の補給 

健康が気になり始めた 



サプリメントは、「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル 
形態のもの」といわれています 

広い意味では、スナック菓子や飲料でも、サプリメントと 
呼ばれることもあります 

サプリメントってなに 

サプリメントのうち、ビタミンやミネラルが栄養機能食品の規格を 
満たしているものは、「栄養機能食品」に分類されるものもあります 

同じ含有成分でも、医薬品・栄養機能食品(サプリメント)で用法・用量、 
目的が異なる場合があります。 
たとえば、ビタミンC(V.C)では・・・ 
 

医薬品： 
アスコルビン酸「ヨシダ」 1日50～2,000mgを1～数回に分けて服用   
             V.C欠乏症の予防・治療に     
 

栄養機能食品： 
大塚製薬 ビタメルトC   1日3粒(V.C 180mg 相当)を目安に摂取   
             美容を気づかう方、タバコや酒をたしなむ方に 
 
 


