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第３１回２０１５年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   入選作 

 

「栄養指導の手法を取り入れた健康食品の消費者教育」～健康食品の正しい理解と上手な利用に向けて～ 

 

消費生活アドバイザー （東京都在住） 

                                                               石﨑 美英 

Ⅰ．はじめに 

 健康食品市場は拡大し、現在、多くの消費者が何らかの健康食品を摂取していると考えられる。健康食品は、

上手に利用すれば食事の補完ともなり、健康の維持・増進に役立つものである。しかし、健康食品は玉石混淆

でもある。ある一定の効果が見込めるものから、悪徳商法に利用されるような効果・効能が不明な健康食品も存

在し、ファッションと同じく、その時々で流行する健康食品もある。また、摂取している健康食品が、現在の健康

状態や食事の状況や改善すべき生活習慣に適合しているものかわからないまま、健康食品を無意識に摂取し

ている人も多いと思われる。私は管理栄養士として、過去 1000 人以上の方々の特定保健指導、高齢者健康相

談に携わってきたなかで、健康食品の上手な利用についての教育の必要性を強く感じるようになった。 

 そこで、高齢者大学と企業での講義を通じて健康食品の利用実態を調査し、健康食品の正しい理解と上手な

利用について考察して、健康食品の消費者教育について提言する。 

 

Ⅱ．健康食品の意識調査 

地域活動として、A市高齢者大学（60歳以上の 82名）と B社消費生活アドバイザ

ー（30歳～60歳代の 20名）に対して、講義する機会があった。代表的な健康食品

（図 1）の実物を示しながら、保健機能性食品制度の概要と、その正しい使い方につ

いて説明した後、保健機能食品利用の意識調査アンケートをおこなった。  

                  

1．健康食品の摂取状況 

日常的に健康によいといわれる食品を摂取しているのは、2 グループと

も 40％程度であることが分かった（図 2）。平成 26 年に消費者庁が作成し

た「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査結果」（*1）によると、最

近１年間に「健康食品」を摂取したことがある割合は全体の 44％で今回の

アンケートに近いことが分かった。同調査によれば、過去 1 年間に健康食

品を摂取した人の摂取目的は、「健康増進」41％、「栄養バランス」38％、

「疲労回復」23％、「特定の栄養素摂取」15％であった。複数回答ではある

が、健康状態全体の底上げを希望する意見が多い結果であった。今回の 2

グループ調査では摂取目的を調査していないが、健康意識の高い方々で

あり、同様ではないかと考えられる。 
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図 1. 代表的な健康食品の展示例 



 

 

2 

 

考えてる 

 39% 

だいたい

考えてる 

46% 

あまり考

えてない 

9% 

考えてな

い 2% 

無回答

4% 

3 
1 

6 

11 
9 8 

1 2 1 

図 5.健康食品購入の動機となった情報源 

 

2．食事の重要性に対する認識 

「食事はバランスを考えて摂取するようにしていますか」という問いに対し、2グループとも年代を問わず、「して

いる」、「だいたいしている」回答が 75-85%占めており、大多数の方々は食事が健康の基本であるという意識が

高いことが分かった。図 3にA市高齢者大学での割合を示す。しかし、そういった意識を持ちつつも、40%程度の 

 

 

方々が何らかの健康食品を摂取しているのも事実である。さらに、保健機能食品の機能性表示内容をいつも確

認して摂取している人は 13％程度にとどまっている事から（図 4）、食事と健康食品を切り離して、なんとなく気軽

に購入しているのではないかと考えられる。そこで、購入の動機となった情報源についても質問をしてみた。 

 

3．健康食品購入の動機となった情報源 

A市では新聞広告、テレビ番組、テレビ CMなどが多

く（図 5）、広告を読み解き、食事のバランスを考えなが

ら、本当に必要な健康食品を自分で判断できるための

知識が必要になる。しかし、健康食品の歴史は浅く、正

しい摂取の仕方などを体系的に学校教育等でなされて

いないのが現状である。そこで、今後も増加が見込まれ

る健康食品の正しい理解と上手な利用についての消費

者教育を提言する。 

 

Ⅲ．健康食品の消費者教育の提言 

1．栄養教育の現状  

現在、栄養教育は、ⅰ)成長期の子供に食事と栄養の大切さを教える家庭科や保健体育などの学校教育、

ⅱ)特定の疾病（糖尿病、脂質異常症、高血圧など）がある人や妊産婦（妊娠期・授乳期）を対象とした食事での

栄養指導、ⅲ)40 才以上でメタボリックシンドローム相当の対象者の生活習慣改善を目的とした特定保健指導な

図 2. 健康食品の摂取状況 

図 3. 食事のバランスを考えている割合（A市） 
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図 4. 機能性表示を確認している割合（A市） 
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どがある。いずれも、子供や特定の疾病者に対して、食事の大切さを教え、生活習慣を改善するための栄養教

育であるため、健康食品を上手に利用するための教育までは含まれていない。したがって、学校の栄養教育や

特定の疾病をもたない成人の消費者教育において、健康食品に関する体系的な教育は存在していない。 

一方で、消費者に対する情報公開の一環として、消費者庁や厚生労働省が作成した消費者教育ポータルサ

イト等で、健康食品に関する情報を簡単に閲覧できるようになった。また、平成 27 年 4 月に機能性表示食品制

度が成立し、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢が増加している。健康食品は上手に使うことで栄養

素を効率よく吸収できる等、忙しい人にとっては有益なものだと考えられる。しかし、種類が多く食事との関係が

複雑であり、消費者だけで正しい知識を得られているかは疑問である。やはり、十分な知識を持った専門家から

直接指導や説明を受けることが重要だと考える。 

専門家の直接指導の代表例として特定保健指導がある。これは、40 才以上でメタボリックシンドローム該当者

に対して、対面によって生活習慣の改善を直接指導するのが特徴である。特に、自身の健診結果を把握するこ

とから始めるので、意識付けが高くなり生活習慣の改善に効果がある。健常者は自身の健診結果の理解が浅い

人が多く、健康食品を上手に利用するためには、まず自身の健康状態を把握することが必要であり、そのため

には特定保健指導の手法が大変有効であると考えた。 

そこで、特定保健指導の手法を用いて、健常者も含めて健康食品教育ができないか検討をおこなった。 

 

2．特定保健指導でおこなっている栄養指導 

現在の特定保健指導では、主として内臓脂肪型肥満

に着目し、対象者のもつリスクの数に応じた個別の保健

指導をおこなっている。自分の体の状態を自覚して、生

活習慣の原因を分析した上で、目標を数値化して、生活

習慣を変えていく行動を促し、継続させることを、対面で

指導をすることを特徴としている。具体的には、以下のス

テップで生活習慣病の改善をおこなっている。 

① 自覚：対象者が健診結果から定量的に身体状況を理

解し、生活習慣に関する質問シート（表１）を使い、生

活習慣改善の必要性の自覚を促す。 

② 分析：代謝等の身体メカニズムを説明し、生活習慣

（食習慣や運動習慣、喫煙習慣、飲酒習慣等）との関

係を理解させる。 

③ 行動計画の策定：健診データの改善を目指し、自身

の課題となる生活習慣の改善項目を自ら選択する。 

④ 目標設定：無理をせずに実現可能な目標値の設定、

表 1. 生活習慣に関する質問シート 
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表 2. クロスモニタリングシート 

健康宣言をおこなう。 

この特定保健指導での栄養指導の手法を取り入れて、分かり難い健康食品の制度や表示等を周知し、消費

者が上手に健康食品を選択できるようになる健康食品の消費者教育の具体的な内容と、その実践結果につい

て述べる。 

  

3．栄養指導の手法を取り入れた健康食品の消費者教育と実践結果 

提言の健康食品の消費者

教育では、上記の①～④の

指導方法に対して、以下の 2

項目を新たに加えた。1つ目

は、③行動計画の策定ステ

ップの中で、考案したクロス

モニタリングシート（表 2）を使

い、機能性群毎に分けた健

康食品の選択状況、検診結

果と生活習慣の相互関係が

一目で分かるようにした。こ

れにより、自分にあった適切

な健康食品を機能性毎に

（例えば、脂肪の吸収を抑える、アルコール摂取量を減らす等）考えることが可能となる。2つ目は、自身の健康

状態、行動計画、摂取している健康食品について、独りよがりにならず、客観性をもたせるために、小グループ

で情報を共有し合うためのグループワークを最後に加えたことである。 

これらによって、生活習慣の改善に役立つ健康食品の利用について学び、生活習慣の改善を前提にした上

で、自分にあった健康食品を選択できるようにする。例えば、やみくもに健康食品だけに頼るような体重減への

取り組みを減らし、食生活を楽しみながら生活習慣改善へと行動変容していくような教育を目指している。 

そこで、私が所属する消費生活アドバイザーの研究会において成人の健常者への教育を実践してみた。参

加者は 40～60 代の 9 名であり、全員が消費生活アドバイザー資格を保有している。企業に勤める会員が大多

数で、食品開発担当者、食品関連事業者、食品流通事業者も含んでいる。前述の A 市高齢者大学と B社のグ

ループに比べ、健康食品の摂取については積極的なグループである。最初に保健機能食品制度の概要として、

健康食品の定義、その中での保健機能食品の位置づけ、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品

それぞれの規制の内容、特徴等について講義をおこなった上で、作業シート（生活習慣に関する質問シート、ク

ロスモニタリングシート）を使って次の 4 ステップに分けて教育を進めた。 

 

(1)自分の健診結果と生活習慣の把握（保健指導①相当） 

健康商品例 検診結果 生活習慣の現状 

機能性群 1 機能性群２ 
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図 6．参加者の健康状態の課題（複数回答） 
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保健指導で使用する生活習慣に関する質問シート（表 1）を使い、生活習慣をどのように改善すべきかを説

明する。具体的には、体重の測定と記録の習慣、運動習慣、甘味のある飲料を飲む習慣、飲酒習慣、間食

習慣、夕食の時間と量などである。次に、改善すべき項目と取り組むべき生活習慣の関連付けを目で見て理

解できるような形や数値であらわし、生活習慣改善について自覚を促す。 

(2)生活習慣の課題と健康食品の関係把握（保健指導②相当＋追加） 

今回作成したクロスモニタリングシート（表 2）を使用して、自身の健康状態と生活習慣上の課題を把握し、健

康食品との関係を自覚させる。基準値を超えた項目と、改善が必要な生活習慣項目、及び現在摂取してい

る健康食品に○をつけてもらう。基準値を超えた項目と改善が必要な生活習慣の関連性について説明した

上で、それぞれを線で結び、改善が必要な生活習慣と機能性毎に摂取している健康食品を見える化して、

適切な選択かどうかを考えてもらう。 

(3)健康食品の見直しと行動目標の宣言（保健指導③④相当＋追加） 

自覚やモチベーション維持につなげることを狙いとして、クロスモニタリングシートを使いながら、運動と食事で

1 つずつ取り組むべき課題を決定する。目指す姿をイメージしてもらい、自身の言葉でなりたい自分の姿を表

現する。例えば、BMI22を目指す、週に 2日休肝日を設ける、間食を控える、メタボからの脱却などである。 

(4)グループワーク（個別の特定保健指導では実施していない） 

自身の健康状態や、行動計画、また摂取している健康食品について、客観性を持たせるためにグループ内

で情報を共有し合う。もともと健康食品を全く摂取しておらず、今後も摂取する意思がない人もいれば、良い

ものがあれば使用してみたいという人もいる。すでに健康食品を多種類摂取しており、今後も継続したい意

向の人もいる。グループワークによって、自分の健康状態の向上のために、何が必要だと考え、適切な健康

食品の利用等について他の人の意見を改めて聞くことも大切なことである。 

 

4．実践を通して分かったこと 

参加者は全員が消費生活アドバイザーの資格を保有し

ており、食品会社・流通関連事業会社に勤務している人も

含まれており、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性

表示食品についての周知度は高かった。参加者が健康状

態の課題と考えているのは、肥満、腹囲など体型的な問題であり、体重減を重視している（図 6）。教育後のアン

ケート調査から、(a)健康食品の摂取に関しては、毎日摂取

する人＋時々摂取する人の割合が 70％近く占め（図 7-a）、

健康食品の摂取に熱心なグループであった。(b)生活習慣

の改善の重要性に関しては、「食生活改善をしてから、再

度必要分を考えて摂取する」、同じく 70％近い人から理解

が得られた。「カロリーを減らして必要栄養素を摂取する」

「運動量を増やす」という、生活習慣を改善した上での健康

人 

図 7－ａ．生活習慣改善の重要性の理解 
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食品 

の利用を考えるとの意見であった（図 7-b）。また、(c)上手な

摂取の考え方に対しては、80％近い人が「サプリメント、保

健機能食品の効果的な活用をする」、「健康食品なんて気

やすめだという感じでいたが、良いと思えるなら上手に取っ

て役立てていきたい」という考え方にかわった（図 7-c）。これ

らの結果より、今回提言した健常者に対する栄養教育はある

程度有効であったと考えられる。 

しかし、「健康食品の購入や利用についての考え方が変わ

り、摂取量が変わりそうですか？」という質問に対しては、減る

という回答はなく、健康食品の購入や利用を増やしたいという

意見が 30％以上あった。もともと健康食品の摂取に熱心なグ

ループであったので、より良く利用したいという考えに至った

と思われるが、摂取量が減ることを予想していたので意外で

あった(図 8)。グループワークで他の人の摂取している健康食

品についての話を聞いたことも要因の一つかと思われる。 

消費者にとって健康食品は薬と同等に考えられている可

能性があり、薬と違って効果の自覚が少ないため一度摂取

すると止めるきっかけが難しい。健康状態に 100%の自信があ

る人は殆どおらず、健康食品によって健康が改善する見込

みがあれば摂取したいと思う人が多いと思われる。したがって、

健康食品を摂取するようになる前での消費者教育が一番有

効であり、健康食品の正しい理解と上手な利用に繋がってい

くと考えられる。 

 

Ⅳ．今後の課題と展望 

1．特定保健指導への展開 

対面で消費者に直接語りかける特定保健指導は、健康食品教育にとって重要な役割を担っている。今回の

実践例を踏まえて、特定保健指導で実践を図っていくことが有益であると考える。そして、その結果を踏まえて、

特定保健指導をする保健師、管理栄養士の育成において、健康食品についての制度や知識をカリキュラムに

加えることを提案していきたい。栄養指導の基本的な考え方としては、運動と食事の改善を基本としており、血

圧を下げるなど、数値を直接的に改善する目的で健康食品を摂ることは勧めてはいない。あくまでも、運動と食

事による生活習慣の改善の補完（例えば、脂肪の吸収を抑える、アルコール摂取量を減らす等）として、健康食

品を上手に利用し、無理なく楽しく生活習慣改善ができれば理想ではないかと思う。そのため、特定保健指導

者も健康食品の正しい理解と利用について知識を得て、それを指導対象者にも伝えることができるようにしてい

変化なし 

34% 

1品増加 
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2品以上 

増加  

22 % 

無回答 

33% 

図 8．教育後の健康食品の摂取量変化 

図 7-b．生活習慣改善の重要性の理解 
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図 7-c．上手な摂取の考え方の変化 
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きたい。 

2．学校教育や地域社会への展開 

 行政が提供する健康食品についての消費者教育ツールは非常に少ない。学校教育においても、健康食品に

関する教育を受けることは殆どなく、健康食品について、中立的な情報を得ることは難しい反面、様々な情報を

メディアから受け取ることになる。今後、私が所属する消費生活アドバイザーの研究会などで消費者目線の小冊

子やパンフレット等を作成し、消費生活アドバイザーの会でおこなっている学校教育の講師養成講座に反映さ

せていきたい。また、それらのツールを利用して、地域の高齢者大学や消費生活センターにおいて、健康食品

との上手なつきあい方について啓蒙活動を進めていきたい。 

 

3．クロスモニタリングシートの充実 

健康食品の種類があまりにも多いため、その機能や効果について把握しきれない部分があり、今回のクロスモ

ニタリングシートだけでは十分表現できない。例えば、毎日ビールを飲む習慣がある人が一部または全部をノン

アルコールビールに変えれば、摂取カロリーとアルコール量を減らすことができることや、貧血の方が鉄のサプリ

メントを摂取することが有効であること、また、高血圧で便秘もある方は排便時のいきみによる血圧上昇を防ぐ意

味で、食物繊維、乳酸菌等の摂取で便通の改善が見込めることなど、認められている効果も多くあり、如何にし

て多くの効果をクロスモニタリングシートで伝えられるかが課題である。また、乳酸菌を摂取することの出来るチョ

コレートなど、あらたな健康食品も続々と開発されている。今後も、健康食品の動向を把握し、随時クロスモニタリ

ングシートを改訂していく必要がある。 

  

健康はあらゆる人の願いであり、共通の悩みでもある。また食品は毎日どんな人でも摂取しているものであり、

どんな立場の消費者にも一番身近な問題である。多種多彩な健康食品の中から、一人ひとりの健康状態や、な

りたい姿の実現に役立つものを上手に利用し、または利用はしないという選択もできる、自己管理能力のある消

費者が増えることを願ってやまない。 

 

 [参考資料] 

(*1)消費者庁  「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査結果」  平成 26 年 4 月 4 日

www.caa.go.jp/foods/pdf/140404_shiryo_4_1.pdf 

 

 

［審査委員長からのコメント］ 

 
自身の経験を盛り込み、健康食品に関する消費者教育について今後の進め方を導いています。クロスモ

ニタリングをさらに発展させた研究を期待します。 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140404_shiryo_4_1.pdf

