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書籍「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〔成分〕の 

すべて」について 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、令和元年７月１日付日医発第 360 号（地 126）の文書を以って、貴会にご連

絡いたしました書籍「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〔成分〕のすべて」につきましては、別紙のとおりでございます。既に到着済みで

したら恐縮です。本書の日医会員向け発売案内パンフレットは、日本医師会雑誌７月

号に同封して全会員に配布しておりますが、改めて添付してお送り申し上げます。 

貴会には、ご多忙の中お手数をおかけして誠に恐縮ですが、健康食品安全情報シス

テム事業及び本書籍の周知等につき、ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。なお、不明な点は、下記宛にお問い合わせいただければ幸甚に存じます。 

また、本書の出版元である「同文書院」社が貴会を訪問し、本書についてご説明す

ることもあるかと存じますが、その際はよろしくお取り計らいの程お願い申し上げ

ます。 

 

本件問合せ先 日本医師会地域医療課（担当  青木・土屋） 

TEL 03-3942-6137  FAX 03-3946-2140  E-Mail chiiki_1@po.med.or.jp 

 

 

「健康食品安全情報システム」事業 都道府県医師会向けサイト 

 

http://www.med.or.jp/pshoku/index.html 

ＩＤ ****   パスワード ******（紙の郵送文書に記載） 

※ 恐れ入りますが、ＩＤやパスワードを第三者に知らせることがないよう、お願いいたします。

また、メンバーズルームには、会員向け情報を掲載しています。 



健康食品・サプリ
間
……

どんな症状、病態に効くか成分ごとに6段階で評価

症状禁忌、副作用、使用方法・使用期間ごとの安全性を記述
妊娠中・母乳授乳期の安全性についてもすべて記述

併用禁忌、危険度レベルを3段階で記述。食品同士の相互作用、
併用した場合の対処方法や代謝酵素阻害等のメカニズムも記述

臨床試験の結果をふまえた一般的な使用量、
および栄養補助食品としての摂取量を記述

E皐謹置盈tlli回ilMI

固量盟量置・
！日用機序iアレルギーなり

医薬品の添付文書ではわからない

相互作用約2,600を網羅
最新の知見を踏まえて記述を充実
第5版より約200頁の増加

白割！＇；~~割問こ
「相互作用早引き事典J

「症状・病態別有効性早引き事典」

発行・発売株式会社同文書院



正確、豊富な情報を、見やすくよ使いやすく。
五十音やアJレファベット、別名ほか、など索引も充実。

世界で“最も信頼できる”
健康食品・サブリメント・
データベースの日本対応版

米国医学研究所のガイドラインに則

り、サプリメン卜、ハーブ、ビタミンなどに

ついて最新で包括的なシステマティック

レヒ、ユ一手法を駆使して情報を提供。

成分・素材名
一 般的な日本語名、英 文 名 、

代 表 的な別名など。

別名ほか
学名やその他の英文名など。

概要
成分・素材の由来や歴史、

一般的 な 使 わ れ 方 など。

52 

こともあります，食品として。開理捕やマーガリンに使

用されています．製造量ではペンキつや出しリノ

リウムや石鹸の材料として使用されます．防水剤として

も使mされています．

...目｛ナチユラル・スタンヂード｝

B臣蝉仁柚と亜蝉の積子仁ついて

亜麻の穂子と亜麻仁袖は 必銅脂肪酸のαーリノレン

陵町宝雌です．体内でaーリノレy酸はn-J;j'，脂肪酸に

茸換されます．

麻仁袖に含まれる aーリノレン酸がl問題となることはな 亜麻仁油と値花油を酔Ill鎮取すると 総コ レステロー

いようです．斑蝉の種子などの植物由来のa－リノレン ル値および低比重リボタンパク（LDL.悪玉）コレス

醸ヵ'JY（立腺がんリスクに彫響を丑ぼすことはないようで テロール値がわずかに低下するようです。ただL，こ

すが．一郷町研究で，乳製品および町 、ι（ドコサヘキサエン酸）を強化し

ン酸と前立腺がんとの関連が示さ槽 E、－ ~－ ~·－ 白はないようです．
亜麻仁油を庄膚に塗布する場合1 ．司司、，圃41I ・E I Iー－ー－ .. ;IE蝉仁袖を毎日3カ月間帯｛取し

ら〈安全です．手甘への塗布では』 司圃’‘－・ . ・E、，．、．， tわばりの症状が改普することはな

に使朋されています． ‘ ， ヴウマチの量産度を示す臨床検査値

小兇小兇が経口摂取する場合，短期間であればおそ にも影響はみられません．

ら〈安全です0 7～ 8量の小児による経口摂取では．最 ．科学的データが不十労です

JDカ月間まで安全に使則されています． 動脈硬化 注意先陥事動障害（AD!ID），乳がん心疾

出血性疾血亜麻仁油は出血性高m虫者の重度の出 血。 ドライアイ乾蝿庇府運動能力．血液透析

血リスクを高めるおそれがありますω 出血性疾患の場合 阻V／エイズ高血圧 多のう胞性卵巣症棋群（PCOS)

にはe 亜瞬仁油を使用する前に医師などに相保してえだ 肺炎，前立腺がん．不安便秘がん肱疾.¥V.，体置

さい． ． 斌少など．

手術亜蝉仁油は手術中手荷後の出胤リスクを甫·~ ．．体内で申錨曹

るおそれがあります．少なくとも手術前2週間は。位m I 亜麻仁袖にはa－リノ レン酸などの多価不飽和脂肪酸

しないでください． 1が畳富に合まれています．亜蝉仁捕に古まれる a－リノ
．鮭姐中および母現鍵乳掴 Iレ＂n置などの化学物質は貴症を抑えるようです．そのた

妊娠中 妊娠中町経口摂取はおそらく安全ではありま lめ亜麻仁柚は関節リウマテをはじめとする炎症 （腫脹）

せん．一部町研究では 妊娠中期または陸期に摂取する l性疾患に有用と考えられています．

医磁晶との縄互作用

5.1 

血液凝留を姉制するおそれのおるハーブおよび健康食

品・サプリメント

亜麻仁池は血桂凝固にかかる時間を噌加させるおそ

れがあります.I障仁柚と 血植旋回を抑制するほかの

ハープおよび健康食品。サプリメントを静朋すると 血

植旋回がさらに抑制され，人によっては出血および紫斑

のリスクが高まるおそれがあります。このようなハープ

および健端企品サプリメン トには アンゼリカ！クロー

プ。タンジンI ニンニク．ショウガ。イチョウ，朝鮮人

書などがあります．

亜麻仁油5摘を1日2回4週間白 手首へ塗布します。

亙.の種子

FLAXSEED 

概説（ナチュラルスタンダード）
ハーバード・メディカルスクールの

データベースと合併。

リグナンはエス トログンに似た植物性ホルモンです。

亜麻の種子（亜麻仁袖ではない）のリグナJが抗酸化作

用を促進させて，エストログン代耐を産化させます．

宜物雌雄としてI 亜麻の種子には （亜麻仁illlではない）

下;II）の特性があります．大量摂取したり十分な水なしで

鈍取したりするとI 腸隅塞を起こすおそれがあります．

血楕植へのE麻の種干の効果はよくわかっていません．

と 早産町リスクを高めるおそれがあることが示峻され

ています．ただL，妊娠中期または揖期から分娩まで亜

麻仁illlを摂取しても安全であるとする研究もあります。

十分なデータが仰られるまでは妊娠中の摂取は避けて

くだきいB

母乳授乳期母乳授乳期の摂取の安全性については

データが不十分です．安全性を考慮して摂取は避けて

回血漉濠園奄抑制する医蹟届（抗II固麗／低血小板薗）

亜麻仁剖！は血植接聞を抑制する可能性があります．亜

麻仁油と血檀凝闘を抑制する医藁品を昨周すると.＂斑

および出血のリスクが高まるおそれがあります．このよ

Leinsam凹， Linseed. Lint Bells. Linum, Winterhen 

’E 
要

有効性
症状ごとに有効性レベルを

6段階で評価。

安全性

亜麻仁池は亜麻の種子の底分の u－リノレン隠のみ

を含んでおり，食物融緩やリグナン成分はありません．

そのため亜麻の積子町コレステロール低下作川を亜麻

仁抽の摂取でも得られますが。線下作用や抗がん-1tmは

安全性

一亜麻仁油を経口摂取する場合は適切な量で短期間で

あればほとんどの成人に安全のようです．亜麻仁泊サ

プリメントは最長6カ月間まで安全に使用されていま

す．

ください．

有効性

．膏鋤笹レベル＠

手IJ!管症候群．研究により，手組智信候群で夜間に手

首副子を晴朗している人が！手甘に亜麻仁柑IをlEl 2 

回 4週間撞布すると。症状および手首機能が改善す

ることが示瞳されています． 

． 有効性レベル＠

・京極性障害。研究により，双極性障害の小児が亜麻仁

柑！を毎日16週間摂取しても 雌柑やうつ耐の症状が改

輔しないことが示峻されています。

使用法ごとの安全性レベルを記載。

副作用や妊娠中、

アレルギー注意事項なども。

1白羽g以上町高周量を摂取する

~；~；；：：：~ ：~~＇ ：·~： 「 体内での働き
ぷ；；；以；；~，~：~；力 体内での働きや作用機序など。 止高コレステ

1月間摂取する

｜とが示駿されて

強力、多彩な検索機能
成分名、素材名、安全性、

懸企する声があります．現在，研

R置が前立腺がんに果たす役割について解l問中です• a-
リノレン慣が前立腺がんリスクを高めたりI すでに冊思

Lている前立腺がんを悪化させたりするおそ札があるこ

とを示晒する研究データもありますが．関連性はみつか

らないとする研究データもあります．いずれにせよ 亜

います．しかし この初期の研究は侶頼できません．

より信頼のおける研究では。亜麻仁抽を娯取しても

商コレステロール血症の人や寓トリ グリセリド血症の

人のコレステロール値は低下しないことが示噴きれて

います．心疾患の危険因子が少なくとも 1つある人が

有効性など、様々な検索が簡単に

素早くできます。

欄E作用レベル 圃この医療品と併用してはい付ません
聞この鹿賀晶との併用には注2障が岳製です

周この軍司廃品との併用11慨置な経過a，障が必屡です

タ島＂＇》 4

グルコザミン泊凶義塩
グルコヲミ〉磁通＂・ 8名司E入力し~寓して〈たさい・

安全性棟集 泊した嗣司会t! 11.1'3 ..蜘酬します．
AAU:•'trW'tt 酢111·11.1.111:1

否問性繍Ill 草漣；；誌縦m己＇.＇：託契 径百
間帥耐帽目＇＂

匪Ill/iiと回相E作用

mr－~話繁長湯鉱生ザ弘して〈ださい．
z・At－•・p・Ni・2‘.入. ロ『肩Jのゐを表示

直積晶機’R
E嬰•；量~~謎im品目L主主『r.••柑震

・ 書籍版の充実した情報を、強力・多彩な検索機能で、より使いやすく。

・ パソコン、タプ、レツ卜PC、スマホでも。 間判明

※インターネット接続環境が必要です。
，.トア:e..J::i:..-

,,,:l'J: ...とア叶ア！： .J::l ：.珂例’ v:we~。，嶋田区w闘が 凹’Eす.・:arr~：るか品r〆咽＇隠さる＂＇慣．
d.t • 'tT 

． ヲ山川町ム
ヲル白山町ム吋E叩奮闘で守山酎…里油田日‘~：：；.. i.曲＂＂＇＂ファリョ，
nνフム／；!:JI;ザe・レ~＜＇憎い＜ －：：.:M"Ae:f，』日.， a亀＂，リ.Al'Jヲふ＜夕立，，，玄慣．亨也i:a;i・~＜！（•・Er.>=
2抱C~i;fll1V:'lll :J ~IT ".l.1.:;17\.1:-ll 'J？ι国－~·日官品目峰山匂

問 岬ゐ士”'J::... （.制叩湖由A”7℃，b令タ＇°＇＇’ 串岬。和”．
吋誕…”．‘…弁' 叫刊

… … ー …
ー……＇＇＇°＇＂＇＂＂＇＂ζ岡山τ…~•tTH•r.:eic:d~rl:JTi:<J< 間抑制~·~……....甘 q，コリミ，.....隠れコヲ11:..w.n~.c~~~（，，.~＼ lでι

日 n丞咽Gよ舎、岨篭E乏机、盆寄又るn袈τ＇即 ‘コ勺＇，岨z旬匙h 問J， ー 岨向山手…V白日』コヲ＇・＂＂一一 昨 昨日制制叫ごの泊四
‘町宮τ ……一…ν出即時岨枇……一川市町田宇
’倉健 ＂＇ ~·uJ!・'l:JT

一・ ＋制炉開・~fli:: ~·-.i~IClt'，.~！；ll'(;:J;~です ハープ出叩＂＇＇＂＂咽 M
. .白山尻町＇－i>-.1.1＝~岬岡町’J~ ！＇＼ :JT，・W叫哨山問調で回目配＂＂＇

T. <ttr't' ，•脚......... 叫ん~＇）~；. i;:；山－ll:it!l\i..J:~＼~ G:ti：；・柑酬でいま叫 i!Br:•.U, m 月間.ヲフ阿川崎町批説明記割問踊'lt:'I?...... 

f，」ヲ阜市町出港出品目岡山即日山岡山山日コレ加一 間
酢•m«＂という昨・山およ•HU!.C;::T;:: t;tf.・m 剛健司実験問、珂＂＂＇レスヲヨ＿，，
町時d・＂＇＂＂＇ぽ ：M .. '.i J:J::!: l' 't'出向＂＇ふ柵で幅削~t:.~S胞で？.： :>'J!;..ltSI
.，，.叫眼目、，b品目町四且コレス問叩ょ•＂＇－＇Tn't.1t~r.·;.1n~eT~・•~on
四四回配備問印刷山 内問，醐抽間四日抑制官.., .. ,,,, 
崎山由ミシ•u明開店車問問也、

うな医務品にはアスピリン．クロピドグレル硫酸堪．ジ

クロフェナクナトリウム。イププロフェン ナプロキセ

ン，ダルテパリンナト リウム エノキサパリンナトリウ

ム ヘパリンチクロピジン塩般塩 ワルファリンカリ

ウムなどがあります．

(ill障圧疎

亜麻仁油は血圧を低下させる可能性があります．亜麻

仁柚と降圧車をllfmすると 血圧が過度に低下するおそ

れがあります．このような降圧斑にはカプトプリル。エ

ナラプリルマレイン融塩I ロサルタンカリウム パルサ

ルタ J ジルチアゼム塩敵塩アムロジピンベシルII単。
ヒドロクロロチアジド，フロセミドなど多くあります．

血圧を低下させるおそれの高るハーブおよび檀康食届

ザブリメント

亜脱仁袖は血圧を低下させるおそれがあります．亜麻

仁袖ι血圧を低下させるおそれのあるほかのハープお

よび憧雌食品・サプリメントを併用すると，血圧が過）JI'_

に低下するおそれがあります．このようなハープおよび

健康賞品 。サプリメ ントには．アンドログラフイス，カ

ゼインペプチドi キャァツクローI コエンザイムQ-l日，

i(t泊。 LーアルギニンI クコI イラクサテアニンなどが

あります。

有婚健レベル q渦’！ itす ill~そら〈鋤きます 喧抽〈 と断省
喧加かないかもしれまぜん ＠怠そら〈効きまぜ

締隔での償援 配布較織を鎖じます．

フラックス（Linur羽 田山tissimum）の種子です．破

子，または種子捕を用いて「くすり」を作ることもあり

ます．ここでは信子だけが原料の「くすり」に関する

情報を配被しています．

亜麻の種子は適切な量を経口摂取する場合は ほと

んどの底人に安全のようです．亜麻の穂子を食事に加え

ると 1日当たりの恒通回数が増加する可能性がありま

す．また。腹部腸満．腸内ガス腹痛。使It!. f'哨．開

講i吐き気などv 悶腸の副作用を引き起こすおそれがあ

ります．摂取量が増えるほどi 胃腸の副作用が増加する

ようです．

亜麻の菰子を大量に摂取すると その膨張性根下作用

により。蜘の動畠が妨げられるおそれがあります．これ

を防ぐため亜麻の種子は十分な量の水とともに領収し

てください．

。）~ナνがii植されて含まれている亜麻の種子＂＇キλ

の摂取は おそらく安全です.＇！グナノは．亜麻の種子

に含まれる化学物質で.~くの作用にカ哨‘わるものと考

えられています．いくつかの臨床研究では特定の;II!酵

の種子由来リグナンエキスが最長12週間まで安全に使用

できることが示されています．また grJのエキスが最長

6カ月間まで安全に使用できるとする研究もあります．

ませんII.剣鍵の可鍵盤II科傘的に承稜されています
＠瑚嘗まぜん

。ひ。bun•hoin CThmpeu肱 R"'mhCemor （国間

区聖霊理墨E葺重軍司盛lrnl~ヨ』~VJ凶・

｜ 相互作用 ｜ 
レベルE輯櫨磁掴 置圏璽－富司E

ジゴキシン
（心不全治療薬・

ジギタリス製剤）

｜高｜
｜高｜
｜高｜
！高｜
i 中｜
｜中｜
｜中｜

低｜

低｜

ジギタリス

セント・ジョンズ・ワート

ダイオウ

プロカイン

カオリン

カルシウム

甘草

クリシン

グアーガム

「本書は必須Jと反響

患者さんからの様々な質問に、短い時間

で満足する回答ができでありがたい。

（開業医）

本書を入院患者に見せて相互作用のあ

る健康食品を納得して止めさせることが

できました。 （病院薬剤師）

このデータベースがなければ健康被害

の原因を見逃していた。（総合病院医師）

使用量の目安
使用量の目安や使用法ごとの安全性を記載。

医薬品との相互作用

いわゆる「飲み合わせ」のリスク。

発生頻度や重篤度などから、相互作用リスクを

高 ・中・低の三段階で記載。

ハーブ、健康食品・サプリメン卜との相互作用

健康食品やサプリメン卜同士の飲み合わせの

リスクを記載。
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通常価格 ！ 会員様特別価格 ｜ 
書籍版 9,800円＋税 I 書籍版 8,330円＋税 ｜ 

書籍＋オンラインセット版 1万5,000円＋税 書籍＋オンラインセット版 1万2,750円＋税｜

オンライン版（通常価格のみ） 1万2,000円＋税

・いずれも本体価格＋税 ・オンラインデータベースは、ご登録から1年間ご利用できます

お名前

または

法人名

送り先

ファクス注文票
必要事項をご記入のうえファクスでご送信ください。
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（建物名・部署名）

都道

府県

1. 固定電話 2. 携帯電話

市区

郡

区分

1. 個人

2.法人

お電話番号
l 左詰……

ーーーーーー可ーーーーーーτーーーーーー「ーーーーーー「ーーーー－；－ーーーー－，・ーーーー司「ーーーー－.

左詰めでご記入下さい
メール

アドレス
(;;<2) 
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ご注文
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左詰めでご記入下さい

健康食品・サプリ［成分］のすべて〈第6版）～ナチユラルメディシン・データベース 日本対応版

書籍版， 通常価格本体価格9,800円＋税

→会員様特別価格本体価格 8,330円＋税

セット版（書籍＋オンライン版1年間利用権）．通常価格本体1万5,000円＋税

→会員様特別価格本体価格 1万2,750円＋税

オンライン版（1年間ご利用権）．本体価格 1万2,000円＋税（通常価格のみ）

・クロネコヤマト代金引換にでご送付。オンライン版単体は別途請求書を送付。送料・代引き手数料は無料。

※1.法人名：医療機関や事業者、店鱗などでご購入された場合は、その名称をご記載下さい．
※2オンライン版ご利用の際、連絡先となるメールアドレスをご記入下さい．

｜ご注文ファクスタイヤル 03・6368・5346

冊

セット

アカウント

監訳：田中平三／門脇 孝／久代登志男／篠塚和正／山田和彦／松本吉郎／尾崎治夫／渡遺和久

編集 （一社）日本健康食品・サフリメン卜情報センター（Jahfic)

発行発売株式会社同文書院；~11g；沼1~~野~；；宮路~~；~92 同LWWw.dobun.co.jpI 
※当パンフレットの内容は2019年6月時点のものです。




