
 問 15 健康食品を利用していることを医師，薬剤師等に伝えていますか。（複数回答可） □1  病院，診療所の医師に伝える       □2 病院，診療所の薬剤師に伝える    □3 薬局，ドラッグストアの薬剤師に伝える  □4 病院，診療所の栄養士や看護師に伝える □5 その他（                                    ） □6 特に伝えていない 問16 健康食品を利用して体調不良を感じたことがありますか。 □1  ある     □2 ない   問17 健康食品を利用して体調不良を感じた場合，どのように対処しましたか。又は今後体調不良を感じた場合，どのように対処すると思いますか。（複数回答可） □1  健康食品の利用を中止する    □2 医師の診察を受ける  □3 薬局，薬剤師に相談する □4 家族，友人，知人に相談する  □5 消費生活センターに相談する   □6 購入店や製造元に連絡する    □7 保健所に相談する   □8 特に対処しない   □9 対応方法がわからない □10 その他（                                    ） 問 18 あなたは健康食品を個人輸入（外国の店舗やインターネットサイトからの購入）したことがありますか。 □1 ある   □2 ない 問19 個人輸入した健康食品の安全性について，どう思いますか。（複数回答可） □1 海外のメーカー等によって安全性が確認されているので安心である □2 日本や海外の規制で安全性が確保されているので安心である □3 必ずしも安全性が確保されているとは限らないので不安である □4 その他（                                    ） 問20 「機能性表示食品」について，当てはまると思うもの１つをお答えください。 □1 効能効果について，国が認可した食品である □2 製造販売業者の責任のもとに，国に届け出られた食品である □3 特段の規制を受けない食品である □4 わからない 問21 あなたが今後安心して健康食品を利用するため，行政に特に力を入れて取り組んでほしいことは何ですか。（複数回答可） □1 虚偽，誇大な広告や表示の取締り □2 悪質業者の公表   □3 市販品の成分検査の強化 □4 消費者に対する情報提供の充実  □5 消費者相談の充実  □6 事業者の指導啓発 □7 その他（                                    ） □8 特にない 問22 健康食品に対して，どのような印象をお持ちですか。（複数回答可） □1 健康に良い   □2 病気の予防になる   □3 栄養素が効果的に摂取できる    □4 食品だから医薬品より安全   □5 副作用がない   □6 健康食品は信じられない □7 よくわからない 問23 健康食品に対してどのような情報が必要だと思いますか。（複数回答可） □1 健康食品の安全性に関する情報  □2 医薬品と健康食品の飲み合わせ □3 効能・効果    □4 注意が必要な広告事例   □5 健康被害の事例   □6 相談窓口の情報 □7 その他（                                    ）  
最後に，回答に漏れがないか，もう一度確認をお願いします。最後に，回答に漏れがないか，もう一度確認をお願いします。最後に，回答に漏れがないか，もう一度確認をお願いします。最後に，回答に漏れがないか，もう一度確認をお願いします。確認チェック ⇒ □ 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ご協力ありがとうございました ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊     

                                     
 

 

 

 

              
【注意事項】 

この調査において，健康食品（サプリメント）とは，次の1～3全てを満たす食品を言います。 

１１１１ 健康の保持・増進を目的として販売・利用される食品健康の保持・増進を目的として販売・利用される食品健康の保持・増進を目的として販売・利用される食品健康の保持・増進を目的として販売・利用される食品    

２２２２    野菜，果物，菓子，調理品等その外観，形状等から明らかに食品と認識されるもの以外野菜，果物，菓子，調理品等その外観，形状等から明らかに食品と認識されるもの以外野菜，果物，菓子，調理品等その外観，形状等から明らかに食品と認識されるもの以外野菜，果物，菓子，調理品等その外観，形状等から明らかに食品と認識されるもの以外    

ののののものものものもの    

３３３３    通常の食事とは別に意識的に摂取しているもの通常の食事とは別に意識的に摂取しているもの通常の食事とは別に意識的に摂取しているもの通常の食事とは別に意識的に摂取しているもの    

回答締切日：平成回答締切日：平成回答締切日：平成回答締切日：平成27272727年年年年11111111月月月月27272727日（金）日（金）日（金）日（金）    

※この調査に関するお問合せ先 

  〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県健康福祉局薬務課 薬事グループ   電話 082-513-3222（ダイヤルイン）  ＦＡＸ 082-211-3006   E-mail：fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp 
 この調査結果につきましては，平成28年3月頃に，広島県ホームページへの掲載を予定しています。

調査の目的調査の目的調査の目的調査の目的    

近年の健康志向の高まりなどを背景に，健康に良いと称して売られている，いわゆる健康

食品（サプリメントを含む）は，多くの種類の製品が様々な販売ルートで入手できるように

なっており，県民の皆様の生活にも大変身近な存在となっています。 

また，医薬品を服用されている場合や，健康食品の不適切な利用によって，健康食品によ

る思わぬ健康被害を引き起こすことがあることもわかっています。 

 そこで，皆様には，健康食品の利用状況や購入目的，購入方法や参考にしている情報など

をお尋ねし，医師や薬剤師などの医療従事者，介護支援専門員やホームヘルパーなどの介護

従事者が，日常の業務において取り組む健康食品の正しい知識の普及・啓発に役立てるとと

もに，県民の皆様が健康食品に関する正しい知識をもつことに役立てていきたいと思います

ので，アンケートへの御協力をお願いします。  
平成27年 10月 広島県地域保健対策協議会・医薬品の適正使用検討特別委員会 

ご協力いただける皆様へ 



                問１ あなたのお住まいはどちらの区域ですか。医療圏域の区分でお答えください。  ﾁｪｯｸ欄 圏域名 圏域内市町 □ 1 広島 広島市，安芸高田市，府中町，海田町，熊野町，坂町，安芸太田町，北広島町 □ 2 広島西 大竹市，廿日市市 □ 3 呉 呉市，江田島市 □ 4 広島中央 東広島市，竹原市，大崎上島町 □ 5 尾三 三原市，尾道市，世羅町 □ 6 福山・府中 福山市，府中市，神石高原町 □ 7 備北 三次市，庄原市  問２ あなたは健康食品に，興味，関心がありますか。 □1 ある   □2 ない  問３ あたなは健康食品を利用したことがありますか。 □1 ある  ⇒ 問４以降の全ての質問にお答えください。   □2 ない ⇒ 問20からの質問にお答えください。 問４ あなたは現在健康食品を利用していますか。 □1 毎日  □2 ときどき  □3 利用していない 差し支えなければ，現在利用中の健康食品（当てはまるもの全て）に☑してください。（分類がわからなければ，商品名等を記載してください。） □1  ビタミン類 □2  コエンザイムQ10 □3  ミネラル類（カルシウム，鉄，マグネシウム，亜鉛等） □4  ウコン □5  アガリスク □6  イチョウ（葉）エキス   □7  クロレラ  □8  シジミ □9  ローヤルゼリー □10  プロポリス □11 ブルーベリーエキス □12 ルテイン □13 DHA・EPA □14  グルコサミン □15 コンドロイチン □16 ヒアルロン酸 □17  ニンニク □18  青汁・青麦若葉 □19  コラーゲン □20  健康茶 □21  プラセンタ □22 セサミン  □23 黒酢 □24 栄養ドリンク □25  キトサン □26  ギムネマ   □27  乳酸菌・酵母  □28  朝鮮人参  □29  霊芝（レイシ，マンネンタケ）    □30 リポ酸    □31 その他（                                    ）  商品名：                                                            
 

 問５ あなたは同時にいくつの健康食品を利用したことがありますか。 □1 １つ   □2 ２つ   □3 ３つ   □4 ４～９つ   □5 １０以上 問６ あなたが健康食品を利用する目的は何ですか。（複数回答可） □1 健康維持・増進のため   □2 栄養補給のため   □3 疲労回復のため □4 美容のため   □5 ダイエットのため   □6 病気の治療・予防のため    □7 関節の痛みの緩和のため   □8 滋養・強壮のため   □9 食事の代用のため    □10 老化予防のため  □11 視力低下の予防のため □12 その他（                                        ） 

 問７ あなたは健康食品をどこで購入（入手）しますか。（複数回答可） □1 薬局・ドラッグストア   □2 スーパー・コンビニ  □3 通信販売（新聞，テレビ） □4  通信販売（雑誌，書籍）  □5 訪問販売   □6 インターネット※ □7  家族・知人から       □8  個人輸入    □9  その他（                     ） ※「インターネット」にチェックされた方は，次の質問にもお答えください。 情報収集する場合，どのサイトを参考にしますか。（複数回答可） □1 検索サイト  □2 メーカー，販売店のサイト・ブログ  □3 口コミサイト □4 個人のブログ □5 掲示板  □6 メールマガジン・電子メール   □7 その他（                                                                    ） 問８ 健康食品を購入する際に参考にする情報は何ですか。（複数回答可） □1  商品説明書 □2  店頭での説明  □3  新聞・チラシ □4  テレビ □5  雑誌・書籍 □6  インターネット □7 知人の勧め  □8 医師又は薬剤師の勧め □9  行政機関の情報 □10 その他（                                    ） 問９ 健康食品を購入（入手）する際に重視するものは何ですか。（当てはまるものを３つまでお選びください。） □1  機能性（効能，効果） □2  原材料，含有成分  □3  価格  □4  製造者，販売者 □5  特定保健用食品（トクホ），栄養機能食品の表示  □6  機能性表示食品の表示 □7  原産国   □8  無添加，天然由来   □9  健康被害や回収などの安全性情報 □10  人気ランキング，使用者の体験談，口コミ情報  □11 業界団体の認証，認定マーク    □12  パッケージデザイン □13  その他（                       ） □14  特に重視するものはない 問10 健康食品を利用する際に注意していることは何ですか。（複数回答可） □1  医師又は薬剤師等に相談する   □2  摂取目安量，注意事項などの商品情報 □3  健康被害の情報   □4 薬との飲み合わせ   □5 体調    □6  その他（                                    ）  □7  特に注意していることはない 問11 健康食品を利用する際，１日にどのくらいの量を利用していますか。 □1  摂取目安量どおりの量を利用  □2 摂取目安量より少ない量を利用    □3  摂取目安量より多い量を利用  □4 特に決まっていない □5 摂取目安量の表示がない 問12 あなたの健康状態について，当てはまるものをお答えください。（複数回答可） □1 健康である □2 肥満（健康診断等で医療関係者から指摘を受けた等）である □3 生活習慣病（例：高血圧症，糖尿病，脂質異常症等）である □4 生活習慣病予備軍（例：血圧が高め，血糖値が高め，コレステロールが高め等）である □5 アレルギー体質である（例：花粉症，鼻炎，アトピー，食物又は薬物アレルギー，喘息等） □6 妊娠をしている，もしくは授乳をしている □7 上記以外の病気をもっている 問13 健康食品の利用があなたの通院状況に影響を与えたことがありますか。 □1 影響を与えたことはない   □2 通院していたが，健康食品を利用し始めて通院を止めたことがある □3 通院は継続していたが，健康食品を利用し始めて処方された薬を飲むのを止めたことがある 問14 あなたは病院や薬局で，健康食品の利用状況について，医師や薬剤師等に聞かれたことはありますか。（複数回答可） □1 医師に聞かれたことがある      □2 病院，診療所の薬剤師に聞かれたことがある □3 薬局の薬剤師に聞かれたことがある  □4 聞かれたことはない   

◆◆◆◆あなたの該当するところにチェッあなたの該当するところにチェッあなたの該当するところにチェッあなたの該当するところにチェックククク（（（（☑☑☑☑））））をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。  【年 齢】 □～１９歳    □２０～２９歳 □３０～３９歳 □４０～４９歳  □５０～５９歳 □６０～６９歳 □７０～７９歳 □８０歳～  【性 別】□男性   □女性  【治療薬】□現在,治療のため処方された薬を飲んでいる  □飲んでいない 


