
平成２８年度 

健康食品取扱事業者講習会 

東京都福祉保健局 
東京都生活文化局 

平成28年12月8日（木） 



１．食品衛生法 

２．食品表示法 
（概要、品質・衛生事項） 

３．食品表示法（保健事項） 

  健康増進法（誇大表示）    

５．特定商取引法 

６．医薬品医療機器等法 

８．事例紹介、質疑応答 

本日のスケジュール 

昼休憩 

４．景品表示法 

７．「機能性表示食品」 

 適正広告自主基準について 

休憩 
休憩 

休憩 



「健康食品」とは 

• 法令上、正式な定義はなく、一般的には普通
の食品よりも「健康によいと称して売られてい
る食品」を指している。 

 

※食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬品
医療機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品及
び再生医療等製品はこれを含まない。 

 （食品衛生法第４条第１項） 

 

 



「健康食品」の範囲 

「健康食品」：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す。 

         （「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会による） 

食品の名を 

借りた 

無承認医薬品 

特定保健用 
食品 

栄養機能 
食品 

いわゆる 
健康食品 

保健機能食品 

「健康食品」 
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食 品 

機能性表示 
食品 
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「健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項について」 

• 平成２８年６月３０日 消費者庁 

• 「健康食品」についての定義がなされている。 

＜抜粋＞ 

 本留意事項では、健康増進法に定める健康
保持増進効果等を表示して食品として販売に
供する物を「健康食品」という。 

 

 ※原文は消費者庁ホームページからダウンロード可 

 http://www.caa.go.jp/foods/index4.html 



「健康食品」に関連する法令 

景品表示法 

医薬品 
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健康増進法 
ＪＡＳ法 

特定 
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「健康食品」に対する規制 
• 取扱に関する規制 

  製造・輸入（許可・届出など） 

    販売（許可、特定の商取引に対する表示義務など） 

• 製品そのものに対する規制 

  製品・原材料（有害物質含有、汚染、指定外添加物）   

   形状（医薬品的な形状） 

• 表示・広告に対する規制 

  基本的表示事項（品名、原材料名、栄養成分表示等） 

        医薬品的な表現 

        虚偽・誇大な表現 
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 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見
地から必要な規制その他の措置を講ずることに
より、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防
止し、国民の健康の保護を図る。 

目的（１条） 

食品衛生法概要 



定義（４条） 

○ この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律」に規定する医薬品、医薬部外品
及び再生医療等製品は含まない。 

食品衛生法概要 

○ この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を
採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬
し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を
製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。（略） 

○ この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。 



３ 器具、容器包装に関する規定 

・器具又は容器包装の規格・基準の制定（18条） 

２ 内容成分に関する規定 

・販売等を禁止される食品及び添加物（6条） 
・新開発食品の販売禁止（7条） 
・添加物等の販売等の制限（10条） 
・食品又は添加物の基準及び規格（11条） 

１ 食品を取り扱う営業に関する規定 

・食品等事業者の責務（3条） 
・有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準（50条） 
・営業の許可（52条）  ・営業施設の基準（51条）  
・食品等の輸入の届出（27条） 

食品衛生法概要 



製造、輸入、販売等をしたり、営業上使用する食品、添
加物、器具、容器包装（販売食品等）について、自らの
責任においてそれらの安全性を確保するため、  

・安全性の確保に係る知識及び技術の習得 

・原材料の安全性の確保 

・自主検査の実施 

・その他の必要な措置 

を講ずるよう努めなければならない。 

食品等事業者の責務     

（食品衛生法）１食品を取り扱う営業に関する規定 



第１ 食品衛生責任者等 

 １ 食品衛生責任者の設置  ２ 管理運営基準要綱 ３ 衛生教育 

第２ 衛生措置 

 １ 一般的衛生事項 ２ 施設の管理 ３ ねずみ族、昆虫等の対策 

 ４ 食品取扱設備等の管理 ５ 給水、排水及び廃棄物の管理 

 ６ 食品等の取扱い ７ 運搬等 ８ 販売 ９ 検食   

 10 従事者の衛生管理 11 記録の作成及び保管  

 12 製品の回収、廃棄等 13 情報の提供 

公衆衛生上講ずべき措置の基準 

営業者はこれを遵守しなければならない。 

（食品衛生法）１食品を取り扱う営業に関する規定 



◎HACCP導入型基準の追加（平成27年4月施行） 

公衆衛生上講ずべき措置の基準 

（食品衛生法）１食品を取り扱う営業に関する規定 



許可を受けるには 

例えば 

取り扱う食品の種類によって、営業許可が 
必要な場合がある 

・菓子、清涼飲料水、醤油の製造など 

・粉末食品（錠剤などを含む）の製造など 

・定められた基準に合った施設 (営業施設の基準（51条）) 

・食品衛生責任者の設置 などが必要 

食品衛生法 

食品製造業 
等取締条例 

営業の許可  
（食品衛生法）１食品を取り扱う営業に関する規定 



国内流通 
不適格 

事前に検疫所の輸入食品相談指導室に相談を 

廃棄・積戻し 

販売、営業上の使用を目的として食品、添加物等
を輸入する際は、その都度、輸入届出が必要 

輸入手続の流れ 

事前相談 輸入届出 審査（検査） 通関 

食品等の輸入の届出 

（食品衛生法）１食品を取り扱う営業に関する規定 



３ 器具、容器包装に関する規定 

・器具又は容器包装の規格・基準の制定（18条） 

２ 内容成分に関する規定 

・販売等を禁止される食品及び添加物（6条） 
・新開発食品の販売禁止（7条） 
・添加物等の販売等の制限（10条） 
・食品又は添加物の基準及び規格（11条） 

１ 食品を取り扱う営業に関する規定 

・食品等事業者の責務（3条） 
・有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準（50条） 
・営業の許可（52条）  ・営業施設の基準（51条）  
・食品等の輸入の届出（27条） 

食品衛生法概要 



次に該当する食品・添加物の取扱いは禁止され
ている。 

○ 腐敗・変敗、未熟なもの 

○ 有毒・有害な物質が含まれるもの（疑いを 
  含む。） 

○ 病原微生物に汚染され、人の健康を損なう
おそれがあるもの 

○ 不潔、異物混入、その他の理由で人の健
康を損なうおそれがあるもの 

販売等を禁止される食品及び添加物 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



 コンフリー及びこれを含む食品 

・コンフリーが原因と思われるヒトの肝静脈閉塞性 

 疾患等の健康被害例が海外において多数報告 

・日本においてもコンフリーを摂食することによって 

 健康被害が生じるおそれがあると考えられる旨 

 の食品安全委員会の意見 

 平成１６年６月１８日 厚生労働省が
「コンフリー及びこれを含む食品」につ
いては食品衛生法第６条２号に該当す
るものとして販売等を禁止 

事例 

内容 

販売等を禁止される食品及び添加物 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



食品と健康被害との間に高度の因果関係が認めら
れない場合であっても、厚生労働大臣は健康被害の
防止のため、流通を禁止することができる。 

1. 一般に食経験がなく、人の健康を損なわないという確
証のないものが、「食品」として販売されていた場合 

2. 一般に食経験はあるが、通常想定される飲食の方法
とは著しく異なる方法で飲食されるものであって、人
の健康を損なわないという確証がない場合 

3. 重大な健康被害が発生した場合で、原因として疑わ
れる食品に「1」に該当するものが含まれていると疑わ
れる場合 

新開発食品の販売禁止 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



アマメシバ粉末剤、錠剤等の剤型の加工食品 

 「アマメシバ粉末（これを錠剤にしたものを含む）の長
期摂取と閉塞性細気管支炎との因果関係は否定できな
い」旨の食品安全委員会の意見あり 

 平成15年9月12日厚生労働大臣が「アマメシバを含む
粉末剤、錠剤等の加工食品」については食品衛生法第
７条２項の規定に基づき販売を禁止 

事例 

内容 
アマメシバ加工品を摂取した複数の人が閉塞性
細気管支炎を発症した旨の健康被害情報が厚
生労働省へ 

新開発食品の販売禁止 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



最近の注意喚起情報 

平成27年8月4日 

 
健康食品の原材料として使用された成分（２，４－ジニトロ
フェノール（DNP））の取り扱いについて 

平成27年8月4日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡 

 
健康食品の原材料として使用された成分（イボガイン）の
取り扱いについて 

平成27年8月4日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡 



食品、添加物等の規格基準 

 食品には、製造、加工、使用、保存等の方法に
ついての基準や、成分についての規格が定め
られているものがある。  

    （例：清涼飲料水、粉末清涼飲料、加工乳など） 

 「健康食品」という分類での規格基準はないが、
すべての食品に適用される成分規格、製造・加
工・調理基準等がある。 

厚生労働省法令等データベース 
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 

【食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日厚生省告示第370号】 
【乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 昭和26年12月27日厚生省令第52号】 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



食品添加物とは（４条） 

• 食品の製造の過程において又は食品の加工若しく
は保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他
の方法によって使用する物 

どんな種類があるか 

• 指定添加物（食品衛生法施行規則別表第１） 

• 既存添加物（平成8年4月16日厚生省告示第120号） 

• 天然香料（平成22年10月20日消食表第377号別添２） 

• 一般飲食物添加物（平成22年10月20日消食表第377号別添３） 

食品添加物 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



• 使用対象食品、使用量の基準が定められているも
のがある。 

食品添加物の使用基準（11条） 

食品添加物の指定制度（10条） 

• 海外で使用が認められていても、我が国では食品
添加物として指定されていないものがある。 

    食品等を輸入する際には注意が必要 

【食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日厚生省告示第370号】  

食品添加物 

（食品衛生法）２内容成分に関する規定 



食品添加物 
◎新たに指定（施行規則別表第１に追加）された食品添加物 

○平成27年2月20日 

 カンタキサンチン 

○平成27年5月19日 

 クエン酸三エチル 

○平成27年7月29日 

 アンモニウムイソバレレート 

○平成27年9月18日 

 1－メチルナフタレン 

○平成28年9月26日 

 亜セレン酸ナトリウム 

○平成28年10月6日 

 オクタン酸、過酢酸、次亜臭素酸水、１－ヒドロキシエチリデン
－１，１－ジホスホン酸 



３ 器具、容器包装に関する規定 

・器具又は容器包装の規格・基準の制定（18条） 

２ 内容成分に関する規定 

・販売等を禁止される食品及び添加物（6条） 
・新開発食品の販売禁止（7条） 
・添加物等の販売等の制限（10条） 
・食品又は添加物の基準及び規格（11条） 

１ 食品を取り扱う営業に関する規定 

・食品等事業者の責務（3条） 
・有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準（50条） 
・営業の許可（52条）  ・営業施設の基準（51条）  
・食品等の輸入の届出（27条） 

食品衛生法概要 



器具又は容器包装の規格基準 

【食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日厚生省告示第370号】  
【乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 昭和26年12月27日厚生省令第52号】 

• 器具、容器包装、それらの原材料についての
規格、製造基準が定められているものがある。 

• 全ての器具、容器包装、それらの原材料に
適用される一般規格がある。 

（食品衛生法） ３器具、容器包装に関する規定 


