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平成２３年度「インターネット販売製品の買上調査」の結果について 

～医薬品成分を含有するいわゆる健康食品による健康被害に注意～ 

 

いわゆる健康食品については、医薬品成分を含有する製品の発見事例や医薬品成分に

起因する健康被害事例が報告されています。 

このため、厚生労働省としては、これら製品の流通実態の把握と取締りを行うために、

店舗で販売されている製品を購入し、分析を行う「無承認無許可医薬品等買上調査」を

平成１３年度から実施し、その結果をＨＰに掲載しています。 

平成２３年度からは、店舗販売製品に加え、インターネット上で販売されている製品

についても購入し、分析を行うこととしました。これは、無承認無許可医薬品の販売実

態を把握することと、これら製品の分析結果及び販売サイト等をＨＰに掲載することに

よって個人輸入等で製品を購入しようとする消費者に対して注意喚起を促すことを目

的としています。 

買上製品は、店舗販売製品と同様に強壮用、痩身用健康食品を対象として、海外に所

在地のある販売サイトから購入しました。 

その結果、購入した６９製品中、５８製品から医薬品成分が検出されたのでお知らせ

します。 

 

【医薬品成分が検出された製品】 

１．検出成分 

（１）強壮効果を目的として使用される製品 （以下「強壮用健康食品」という。）  

５７製品中５３製品から、以下の７種の医薬品成分が検出されました。 

 

○ＥＤ治療薬成分 

①シルデナフィル 、②タダラフィル 

○シルデナフィル類似化合物 

①ヒドロキシホモシルデナフィル、②ヒドロキシホンデナフィル、 

③アセチルアシッド、④ホンデナフィル 

○バルデナフィル系化合物 

①イミダゾサガトリアジノン 

 

・シルデナフィルについて 

国内では、シルデナフィルのクエン酸塩（バイアグラ錠）が医薬品として承

認されています。 

適応症：勃起不全  

副作用：頭痛、ほてり、鼻閉、心悸亢進  等 

・タダラフィルについて 

国内では、シアリス錠が医薬品として承認されています。 

適応症：勃起不全 



副作用：頭痛、潮紅、ほてり、消化不良  等 

・シルデナフィル類似化合物について 

国内外で医薬品として承認されていませんが、シルデナフィルと同様な作用を

有することが考えられ、健康被害の発生するおそれが否定できません。 

・バルデナフィル類似化合物について 

国内外で医薬品として承認されていませんが、バルデナフィルと同様な作用を

有すると考えられ、健康被害の発生するおそれが否定できません。 

なお、国内では、バルデナフィル塩酸塩水和物（レビトラ錠）が医薬品として

承認されています。 

適応症：勃起不全 

副作用：頭痛、ほてり、鼻閉、心悸亢進  等 

 

（２）痩身効果を目的として使用される製品 （以下「痩身用健康食品」という。） 

１２製品中５製品から、以下の３種の医薬品成分が検出されました。 

 

  ①オリスタット、②シブトラミン、③フェノールフタレイン 

 

・オリスタットについて 

海外では医薬品として承認されています。（国内では未承認） 

適応症：肥満症 

副作用：腹部膨満、下痢、放屁・排便回数の増加 等 

・シブトラミンについて 

国内では医薬品として承認されていません。海外では医薬品（肥満症）として使用された

こともありますが、循環器系障害（血圧上昇、心拍数増加等）のおそれがあるため、販売中

止となっています。 

・フェノールフタレインについて 

塩基性で赤色を示す (変色域は pH8～10) pH 指示薬です。 

医薬品 (下剤) として使用されたこともありますが、発がん性などのおそれがあるため、

現在は医薬品として使用されていません。 



２．製品等 

（１）強壮用健康食品 

No. 製品名 検出物質 会社名 買上げを行ったサイト名 

 

1 威哥王 シルデナフィル 香港宝龍国際貿易株式会社  楽エデン 

2 威哥王 シルデナフィル 中国 akanpou漢方会社 akanpou.com 

3 威哥王 シルデナフィル 佳華国際貿易 漢方ショップ 

4 威哥王 シルデナフィル 威哥王.com 威哥王.com 

5 威哥王 シルデナフィル 福来堂 福来堂 

6 威哥王 シルデナフィル KGトレード KGトレード 

7 威哥王 シルデナフィル 北京栄達世紀貿易会社 中国薬品 

8 壮三天 
シルデナフィル 

タダラフィル 
北京栄達世紀貿易会社 中国薬品 

9 威哥王 シルデナフィル 中国漢方 86and81.com 中国の特色 

10 威哥王 シルデナフィル 精力漢方 安心薬局 精力漢方の満点堂 

11 男根増長素 シルデナフィル 
china-seiryokuzai.com 中国-

精力剤 
中国特選 精力剤 

12 男根増長素 シルデナフィル 北京新勝健康貿易会社 漢方都市 

13 頂九天 シルデナフィル 北京新勝健康貿易会社 漢方都市 

14 男根増長素 シルデナフィル 上海三元貿易株式会社 漢方薬局 

15 男根増長素 シルデナフィル 中国京海通連貿易会社 中華通販 

16 壮三天 タダラフィル 中国京海通連貿易会社 中華通販 

17 男根増長素 シルデナフィル イワ経貿有限公司 特典漢方逸品館 

18 男根増長素 シルデナフィル 三元貿易株式会社 中国市場 

19 三便宝 
シルデナフィル 

タダラフィル 
allkanpo漢方会社 ALLkanpo 

20 三便宝 シルデナフィル 威哥王.com 威哥王.com 

21 三便宝 

ヒドロキシホモシルデ

ナフィル、 

タダラフィル 

精力漢方 安心薬局 精力漢方の満点堂 

22 三便宝 シルデナフィル 北京新勝健康貿易会社 漢方の家 

23 頂九天 シルデナフィル 北京新勝健康貿易会社 漢方の家 

24 三便宝 
シルデナフィル 

タダラフィル 
福建国際佳樹貿易有限公司 九州精力剤本舗 



25 三便宝 シルデナフィル 東興商務有限公司 養生堂 

26 三便宝 シルデナフィル 北京万順通海貿易有限公司 精力剤楽園 

27 頂九天 シルデナフィル 北京万順通海貿易有限公司 精力剤楽園 

28 蔵八宝 シルデナフィル 特選漢方 特選漢方 

29 カベルタ  CAVERTA シルデナフィル 
- ＩＴＳ - 海外優良医薬品個

人輸入代行ＵＳＡ 
I T S 

30 野生虫草王 シルデナフィル 漢方会社 漢方薬屋 

31 VEGETAL VIGRA 
シルデナフィル 

タダラフィル 
福建国際 SOHO貿易有限公司 健康屋ドットコム 

32 シアリス 200  cialis シルデナフィル 西安市中華本舗有限公司 中華本舗 

33 シアリス 50  cialis シルデナフィル Yahookanpou.com 漢方通販 特選漢方通販 

34 阴茎増大丸 
シルデナフィル 

タダラフィル 
イワ経貿有限公司 百花堂 

35 シアリス 100  cialis シルデナフィル 漢方会社 漢方薬屋 

 

36 シアリス 50  cialis シルデナフィル 福来堂 福来堂 

37 シアリス 50  cialis シルデナフィル BAIAGURA株式会社 バイアグラ.US 

38 シアリス 50  cialis シルデナフィル 永安貿易会社 

バイアグラ(Viagra),シア

リス(Cialis),レビトラ

(Levitra)激安問屋 

39 シアリス 50  cialis シルデナフィル 逸品漢方堂 逸品漢方堂 

40 シアリス 50  cialis シルデナフィル SUPER LIFE.com SUPER LIFE.com 

41 シアリス 100  cialis シルデナフィル 永安貿易会社 

バイアグラ(Viagra),シア

リス(Cialis),レビトラ

(Levitra)激安問屋 

42 シアリス 100  cialis シルデナフィル 逸品漢方堂 逸品漢方堂 

43 シアリス 100  cialis シルデナフィル SUPER LIFE.com SUPER LIFE.com 

44 レビトラ 100  LEVITRA シルデナフィル BAIAGURA株式会社 バイアグラ.US 

45 レビトラ 100  LEVITRA シルデナフィル SUPER LIFE SUPER LIFE 

46 レビトラ 100  LEVITRA シルデナフィル 永安貿易会社 

バイアグラ(Viagra),シア

リス(Cialis),レビトラ

(Levitra)激安問屋 

47 レビトラ 100  LEVITRA シルデナフィル 逸品漢方堂 逸品漢方堂 

48 レビトラ 100  LEVITRA  シルデナフィル イワ経貿有限公司 特典漢方薬局 



49 レビトラ 20  LEVITRA シルデナフィル 
china-seiryokuzai.com 中国-

精力剤 
中国特選 精力剤 

50 レビトラ 100  LEVITRA シルデナフィル ザ・精力 ザ・精力 

51 威哥王 シルデナフィル ザ・精力 ザ・精力 

52 信長 ホンデナフィル 
バイアグラを超えるハイパワ

ー強壮剤 

バイアグラを超えるハイパ

ワー強壮剤 

 
53 

ＨＩＤＥＹＯＳＨＩ  

ヒデヨシ 

ヒドロキシホンデナフ

ィル、アセチルアシッ

ド、イミダゾサガトリア

ジノン 

バイアグラを超えるハイパワ

ー強壮剤 

バイアグラを超えるハイパ

ワー強壮剤 

 

 

（２）痩身用健康食品 

No. 製品名 検出物質 会社名 サイト名 

1 ゼニカル xenical  オリスタット 漢方ダイエットドットコム 漢方ダイエットドットコム 

2 婷美秀身  
シブトラミン、フェノール

フタレイン 
三元貿易株式会社 中国市場 

3 （糸千）美姿清脂胶嚢 
シブトラミン、フェノール

フタレイン 
イワ経貿有限公司 中国の特色 

4 終极痩 
シブトラミン、フェノール

フタレイン 
イワ経貿有限公司 中国の特色 

5 花茶の語-消全身緑茶 シブトラミン 中国漢方通販 中国漢方通販 

 

 

【国民の皆様への注意喚起】  

これらの製品は、医薬品成分に起因する頭痛、動悸、胸痛、ほてりなどの健康被害を起こす

可能性があります。 

製品の販売サイトに対しては、その所在地が国外にあるため警告メールを送信し、製品の販

売及び広告を中止するように指導取締りをしておりますが、個人輸入等により購入しないよう

にして下さい。また、これらの製品をお持ちの方は直ちに中止して、健康被害が疑われる場合

には医療機関を受診して下さい。 

これら以外の製品についても、これまでに医薬品成分に起因するいわゆる健康食品による健

康被害の発生が報告されている製品もありますのでご注意下さい。  

 

（参考）：厚生労働省健康被害情報・無承認無許可医薬品情報 

（http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/musyounin.html） 


