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公益財団法人日本健康･栄養食品協会（JHNFA）とは

沿革

 1985年4月、当時の厚生省の認可団体として、

財団法人 日本健康食品協会が発足。

 1992年7月、日本栄養食品協会との統合で、

財団法人 日本健康・栄養食品協会に改称。

 その後、2011年7月に、内閣府より公益性を認められ、公益財団法人

に移行。 業界内では「日健栄協」と呼ばれる事が多い。

事業の概要

 健康食品を利用する消費者の皆様に、安心して健康食品をご利用い

ただくための様々な事業の推進、更に会員事業者及び関係業界の健

全な発展のための支援

 特定保健用食品（トクホ）、機能性表示食品などの保健機能食品、

特別用途食品の申請や届け出に関する支援、調査研究及び適切な知

識の普及啓発

 健康食品の品質・安全性に係る認証・認定三事業を通じて、安全・

安心な高品質の製品の流通を推進

公益財団法人日本健康・栄養食品協会



日本において“健康食品”の定義は曖昧

消費者庁HPの図を一部改編
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/


法令上の定義有り

栄養機能食品は表示出来る機能性が非常に限定されており、他の２つとは異質
。むしろ、その他の健康食品に近い側面もある。詳細はのちほど。

日本において“健康食品”の定義は曖昧

“いわゆる健康食品”、“いわゆる「健康食品」
”と言う場合もある。これらを保健機能食品も
含めて使う場合もあり結局曖昧。

前スライドの図に書き込み
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健康食品の市場規模、形態

 2009年の１兆８,３９０億円から毎年増加傾向

 2017年： 約２兆３,１９０億円

 2018年予測： 約２兆３,６６０億円

「明らか食品」（19.0％）、「ドリンク類」（41.6％）、

「サプリメント」（39.4％）

特定保健用食品は、３,９０４億円 （16.5％）

機能性表示食品は、１,９７５億円 （ 8.3％）

しかし、健康食品の定義が曖昧なため、
上記数値の精度には限界がある。

食品開発展2018セミナー（富士経済グループ）資料より
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では、トクホや機能性表示食品の効果の確かさは？

効
果
の
確
か
さ

確か

不確か

規格基準型
トクホ

トクホ
機能性

表示食品効果があったという
科学的報告が多数
ある成分のみに許
可される

あくまでもイメージです。

しかし、効果が確かな製品でも効果が大きいとは限らない。

国がヒト試験の結果（科学
的根拠）を審査する。
ただし、試験１例で可。

国に科学的
根拠を届出
（企業責任）

そ
の
他
の
健
康
食
品

玉石混交

栄養機能
食品は？



健康食品の安全性確保に係る第三者認証の仕組み

原材料の安全性確保、製造工程管理（GMP）による品質確保のため、一定の水準
に達しているものについて第三者による客観的な立場から確認がなされることが
実効性の確保を図る上で極めて重要
また、認証の基準や表示はできるだけ統一されたものであることが望ましい。

学識経験者、消費者、製造事業者等で構成

認証機関の指定や認証基準の設定

認証機関の行う認証が適切に実施されるよう指導監督の実施

健康食品認証制度協議会

関係者への周知、
情報交換、連携
により支援

厚生労働省

認証機関Ⅰ（日健栄協）

審査
監督

認証機関Ⅱ（JIHFS)

審査
監督

A 飲料 B 食品 C 茶 F 茶D 飲料 E 食品

認証（マーク付与）*1 認証（マーク付与）*2

＊1： 「原材料の自主点検」
「健康食品GMP」

＊2： 「健康食品GMP」

申請
報告

申請
報告

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

第三者認証では：

 透明性の確保

 実施内容の検証
が重要

厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課新開発食品保健対策室作成資料を一部改編
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適切な製品設計が重要

1. 適切な原料規格及び製品規格の設定とその検証方法の確立

安全上、適切な摂取目安量の設定：「原材料の本質的安全性」

適切な安全衛生基準の設定：「食品としての一般的安全性・衛生性」＋α

2. 原材料（成分）の作用に係る注意喚起の必要性判断（医薬品との相互作用
等）：「原材料の本質的安全性」

原材料の本質的安全性

有効成分とそれに係る原材料に
起因する有害影響の防止

食品としての一般的安全性・衛生性＋α

有害微生物、有害化学物質、異物等に
起因する有害影響の排除

実現のためには

健康食品の安全性確保とは

適切な製品設計に基づく製品の実現には、
適切な製造管理・品質管理が必要

人為的間違いの防止、汚染・品質低下の防止

⇒ 一定品質の確保（有効成分の均質性など）

健康食品GMPに
よる製造管理・
品質管理が有効

更に



健康食品の製造における安全性確保の第１ステップ

安全性自主点検認証

高品質の健康食品を製造する為の“設計図”

認定健康食品
（JHFA：“ジャファ”）

健康食品の製造における安全性確保の仕上げのステップ

健康食品GMP

主に

原材料の
安全性

最終製品
の

品質規格

製造
管理

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 （日健栄協）

健康食品の認証・認定３事業とそのマーク

規格基準の
策定

最終製品の
認定

工場認証
（製品、原材料）

最終製品の個別
認証

原材料又は
最終製品の
認証

厚労省支援の第三者認証制度の下で運営

厚労省支援の第三者認証制度の下で運営

公益財団法人日本健康・栄養食品協会9
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安全性
自主点検認証

対象：原材料、最終製品
健康食品事業者が行なった
原材料の安全性の点検内
容を、学識経験者が審査し
適正と判断した原材料を認
証する。更にその原材料を
使用した最終製品にも、別
途審査をした上でマークの
表示を許可する。

認定健康食品
（JHFA）表示許可

対象：最終製品

当協会が設けた健康食品
の品質などに関わる規格基
準（有効成分の含有量、摂
取目安量、安全・衛生基準
等）を満たしているとして、
有識者による審査で認めら
れた最終製品にマークの表
示を許可する。

健康食品ＧＭＰ認証

対象：工場（原材料、
製品）、個別最終製品

当協会の健康補助食品
GMPガイドラインに適合し
ているとして、有識者によ
る審査で認定された工場、
また当該工場で製造された
最終製品で、別途審査に
合格したものにマークの使
用・表示を許可する。

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

健康食品の製造における
安全性確保の第１ステップ

高品質の健康食品を
製造する為の“設計図”

健康食品の製造における
安全性確保の仕上げ

日健栄協の認証・認定３事業

安全性評価済み（適切
な1日摂取目安量の設
定等）の原材料を、

適切な製品設計（有効成分の
含有量、1日摂取目安量、安
全衛生基準など）のもとで、

適切な製造工程管理、
品質管理の下で製造
する。

厚生労働省が支援する第
三者認証制度のもとで運営

厚生労働省が支援する第
三者認証制度のもとで運営
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安全性自主点検認証事業の概要

申請者が所定の点検表に沿って
点検対象原材料の安全性を点検

認証登録後も継続的情報収集を
義務付け（3年毎に更新審査）

事務局確認

（文献検索方法や、収集情報の
解釈について助言）

制度の基本的仕組み

学識者による審査

（収集情報に関する申請者の自
己流解釈の可能性を排除）

原材料事業者の申請の場合、納入先（最終
製品の製造者）への的確な情報伝達を要求

① 点検対象原材料の適切な摂取目安量
② 注意喚起表示の必要性、等

定期的（年１回）な点検（文献検索などによる
安全性情報の収集と評価）を要求

1. 機能の発現を意図して使用される原材料やそ
れが由来する素材（基原材料）とその含有成分
に関する情報収集（食経験、その他の安全性情
報） 学術文献の調査は必須

2. 点検対象原材料を最終製品に用いる場合の安
全上適切な摂取目安量とその設定根拠を示す

3. 基原材料（当該原材料が由来する素材）に含ま
れる成分で効能には無関係だが安全上、管理
すべきものはあるか （例：イチョウ葉のギンコ
ール酸）

4. 医薬品との相互作用など注意喚起の必要性の
判断

追加の試験（動物試験等）を求める場合もあり
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認定健康食品（JHFA）マーク表示許可制度

JHFAマーク表示許可制度の趣旨

 健全な健康食品の市場育成を図る

 不良品の流通と健康被害の発生を
未然に防止

 消費者に安心安全な製品と正しい情
報を提供

当協会が特定の食品群の品質
などに関わる規格基準を設定

適合性が確認されたものに
JHFAマークの表示を許可

（4年毎に更新審査）

申請品（最終製品）について、
品質規格基準への適合性を
有識者からなる審査会で審査

制度の基本的仕組み
1986年、12食品群の
JHFA規格基準を公示、
JHFAマークの申請受付開
始。2019年10月末時点で
69食品群・231製品。

特徴

更新年以外も毎年、定期報告で規格成分等の
分析結果、パッケージ見本などの提出必須。

最終製品中の規格成分：
新規申請及び更新時は、自社分析不可、当協会指定検査機関による分析が必須

定期的にしっかり検証！
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＃６９

フコイダン食品

13

2019年10月現在

１１ｶﾃｺﾞﾘｰ

６９種類



JHFAの規格基準が出来るまで

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 14

ある食品群の規格
基準作成の動き

 事業者側の要請

 または当協会の
働きかけ

規格基準検討会
で審議、問題点が
あれば指摘、解決
されれば承認

学識経験者

規格基準
として公示

当協会

 適用範囲：食品の種類・形状

 定義：（１）成分・本質 （２）製品の名称

 製品規格：

（１）外観・性状、（２）規格成分及び含有量、

（３）安全・衛生基準

 原材料規格

 試験方法：（１）規格成分試験、（２）安全・衛生基準

 製造・加工等の基準

 表示・広告基準

規格基準の構成および内容

規格基準の項目として共通
の試験方法を設定。

 試験方法の検討時に当
協会の指定検査機関に
試験サンプルを提供し、
妥当性を検証。

事業者

専門部会の設置、
規格基準原案の
作成

規格成分の1日当りの摂取目

安量は、食経験情報、安全性
及び有効性に係る論文情報、
流通製品の実態などを考慮し
て設定。



・ＧＭＰソフト： 管理組織の構築及び作業管理手順を作成し、
実施、記録、保存する

・ＧＭＰハード： 構造設備・製造機器の構築

Ｇ Ｍ Ｐ

両者

で補完ソフト ハード
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ソフトと
ハードで対応

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会

GMP（適正製造規範） とは

人為的間違いの防止

汚染・品質低下の防止

一定の品質確保

いつ、誰が製造しても常に一定の品質の製品を作るためのルール

人は間違うものという考え、
手順に従い重要な工程は

ダブルチェック

異物による汚染をなくす、
作業員の衛生状態の管理

工程ごとにチェックする

GMP理念
（３原則）
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日健栄協の健康食品GMP：適合認定プロセス

GMP製品マークは、GMP認定工場で製造された個別製品について、必要書類と共に
申請書を提出、GMP製品表示審査会を経て、表示が許可される（更新申請3年毎）。

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会

３年毎の更新年を除き毎年実施
（継続的にレベル向上を支援）

３年毎：書類調査、実地調査後に
審査会で更新の可否判定

※ 協会外、健康食品関連企業外の有識者
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消費者に対する適切な知識の普及啓発に関する

日健栄協の取組： 「健康食品相談室」

一般消費者の健康食品に関する相談窓口

月曜～金曜 午後1時～4時（祝日を除く）

専用電話：03-3268-3295

主な質問内容：

1. 健康食品の健康被害例の照会

2. 健康食品の成分内容について

3. 健康食品の有用性について

4. 健康食品の飲み合わせ

対応（回答等）に当たっての情報源：

 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報

 健康食品サプリメント［成分］のすべて（ナチュラルメディシン・データベース）

 健康食品サプリメント 医薬品との相互作用辞典

 当該健康食品の原材料のネット情報

 機能性表示食品の届出論文情報（消費者庁サイト）、etc.
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 連絡のきっかけ：地方自治体の消費生活セ
ンターやお薬の相談窓口等からの紹介

 また、消費生活センターからの直接の問合
せもあり

 高齢の親御さんの問題から自身の病歴に
係る人生相談的なものまで、様々な内容に
対応
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健康食品相談室の相談内容（2018年度310件）



公益財団法人日本健康・栄養食品協会 19

「食品保健指導士の養成」

食品保健指導士とは、保健機能食品等の専門アドバイザーです。

消費者のみなさんが、健康食品について正しく理解し有効に利用できるように
するために、みなさんからの相談に適切に応じられる専門家のことをいいます。

認定食品保健指導士数 1408名 （令和元年10月1日現在）

詳細はこちら： http://www.jhnfa.org/hoken-0.html

食品保健指導士養成講習会（平成13年より実施）

 講習会を受講し、改めて行われる試験に合格することが必要

 5年毎の更新：所定の単位を取得した指導士に対して更新が認められる

 受講資格

① 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、看護師、保健師、助産
師、臨床検査技師などの有資格者及びこれらに相当すると認められるもの。

② 学校教育法に基づく大学を卒業した方で、関連業務に3年以上従事した方

③ 学校教育法に基づく短大・専修学校・公と学校を卒業した方又はこれらの方と同
等以上の学力があると認められた方で、関連業務に５年以上従事した方

④ ①～③の要件を満たさないが、理事長が受講能力を有すると認めた方

問合せ先： 教育研修担当 TEL：03-3268-3160 Ｅメール：kensyu@jhnfa.org

http://www.jhnfa.org/hoken-0.html
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食品保健指導士養成講習会（2020年度予定）

願書締切り 講習期間 会場
第51期 7月 13日 2020年7月31日（金）～8月3日（月） 福岡
第52期 9月 28日 2020年10月21日（水）～10月24日（土） 東京

■受講資格
薬剤師、管理栄養士、栄養士、看護師、保健師、助産師、臨床検査技師等の有資格者及びこれらに相当すると認
められた方。要件を満たさないが、公益財団法人日本健康･栄養食品協会理事長が受講能力を有すると認めた方

■講習内容（20科目・29時間）
Ⅰ.食品保健の科学 Ⅱ．食品保健のリスク・アナリシス Ⅲ.食品保健関係法規 Ⅳ．食品保健指導の実際

■講習会講師
畝山智香子 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部部長
枝窪 歩夢 独立行政法人国民生活センター 情報相談部
川島 由起子長野県立大学 健康発達学部 食健康学科 教授
桑﨑 俊昭 公益社団法人日本食品衛生協会専務理事
児玉 浩子 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科 教授
清水 誠 東京大学名誉教授・東京農業大学客員教授
関澤 純 食品保健科学情報交流協議会顧問
中村 丁次 神奈川県立保健福祉大学学長 ♦ (社)日本栄養士会会長
信川 益明 医療法人社団千禮会理事長 ♦ 日本健康科学学会会長
早川 明夫 株式会社皇漢薬品研究所学術調査室長
藤谷 朝実 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科 准教授
山田 和彦 女子栄養大学 栄養学部 実践栄養学科 教授 他

■受講料（税別） 会員－72,300円 一般ー87,600円

【お問い合わせ先】（公財）日本健康・栄養食品協会 学術情報部 教育研修担当
〒 162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-27

TEL：03-3268-3160 FAX：03-3268-3135 E-mail：kensyu@jhnfa.org
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1. “どんな食品も完全に安全とは言えない、つまりゼロリスクは

無い”（食品安全委員会） を、健康食品事業者が安全性向上

の努力を出し惜しみする言い訳にすべきではない。安全性向

上の努力に“天井”なし。

2. トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品といった法令上の定

義があるもの以外にも、「健康への効果」を謳う多くの健康食

品が流通している。こうした「効果」を期待させる以上は、一般

食品以上に品質および安全性への配慮をすることは事業者と

しての責任。

3.健康食品の安全性向上、消費者の方々からのより一層の信

頼を頂くには、

一般食品以上の高いレベルの要求 を当然のものとして受け

入れる業界風土の醸成が必要。

ま と め

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

事業者向けセミナーなどの最後にお話しする内容です
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ご清聴有難うございました


