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1. NMDB（ナチュラルメディシン・データベース）について 

 NMDB（ナチュラルメディシン・データベース）とは 

 「ナチュラルメディシン・データベース」は，健康食品の科学的根拠（エビデンス）の指針となるサプリメ

ント大国アメリカ生まれの世界最大級の健康食品データベースで，健康食品の安全性，有効性，医薬品との

相互作用（飲みあわせ）などを網羅しています。 

 ＮＭＤＢは、アメリカ西海岸のストックトンに本拠を置く 100 名を超えるリサーチャー、専門研究員からな

る民間組織セラピューティック・リサーチ・センター(Therapeutic Research Center)によって構築されている

データベースで、専門家向けにサプリメントに使用されている素材を幅広く網羅し、現在最も信頼のおける

世界的情報源のひとつとなっています。 

 ＮＭＤＢは、健康食品関連の科学的根拠を得るために費やされた 2200 億円を超える補助金によって、世界

各国で運営され、膨大な学術論文や研究資料を精査し、健康食品の素材・成分の安全性と有効性の科学的根

拠を分析しており、さらにその結果をもとに、医薬品との相互作用なども加えて、日々情報は更新されてい

ます。 

 本サイトは、その日本対応版です。 

 

 利用状況 

 アメリカのＦＤＡ（医薬食品局）やＮＩＨ（国立衛生研究所）などの国内機関はもとより、イギリス・カナ

ダ・オーストラリアほか数十カ国の国家行政機関が、英語、スペイン語のオンラインデータベースのＮＭＤ

Ｂを公式採用し、職員向けに公開しています。 

 アメリカでは、すべての大学病院、ほとんどの大病院が NMDB ライセンスを取得して勤務医に公開。さらに、

ほとんどの医薬品、食品会社が採用し、顧客相談窓口などでも活用しています。 

 イギリスでは、ほぼすべての医薬品情報センターが NMDB ライセンスを取得して公開しています。 

 カナダでは、１０州のうち６州のすべての薬局に NMDB ライセンス取得が義務づけられています。 

 英語圏の各国では３５０万人が NMDB 利用のための NMDB アカウントを所有しています。 

 

2. NMDB 利用サイトの動作環境について 

NMDB 利用サイトは、下記の動作環境でご利用いただけます。 

 PC 端末：Google Chrome、Firefox、Edge 最新バージョン 

 iOS 端末：Safari、Chrome 最新バージョン 

 Android 端末：Chrome 最新バージョン 
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3. ＮＭＤＢへのログイン 

NMDB にログインし、検索 TOP ページを表示します。 

 ＮＭＤＢにログインします。 

1. Web ブラウザのアドレスバーに NMDB サイトのアドレス［https://www.nmdbjahfic.jp/］を指定し、ログ

イン画面を起動します。 

2. ID(メールアドレス)、パスワードを入力後、［ログイン］ボタンをクリックします。 

 

＊ パスワードを忘れた場合は、［パスワードを忘れた方はこちら］をクリックし、メールアドレスを入力

後、［送信する］ボタンをクリックすると、ご登録頂いたメールアドレスにパスワードが送信されます。 

 

3. NMDB の検索 TOP ページが表示されます。 
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 検索 TOP ページ 

このページは常時表示されるタイトル部分と検索メニュー部分で構成されています。 

 

タイトル部分 

 

 

 

 

 

 

 

検索メニュー部分 

 

 

 

NMDB の更新日が表示されます。 

ログインされている間は、ログアウトが

表示されます。 

現在表示しているページを階層で表示します。 

クリックすると、その階層を表示します。 

 

NMDB 利用ユーザへのお知らせ内

容を表示します。 
目的別の検索メニューが表示されます。 

「タイトル名」です。 

クリックすると検索 TOP ページを表示します。 

 

クリックすると、操作マニュアル(PDF)

が表示されます。 
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4. NMDB の検索方法 

 検索の流れ 

NMDB では、6 つの検索メニューから検索結果リストを表示し、そこから NMDB 情報を表示します。 

 

 

 NMDB の構成 

NMDB は、下記情報で構成されています。 

 

NMDB 情報 

NMDB のベースとなる成分の詳細情報です。 

成分名（別名・英文名・別名ほか）、有効性(6 段階の分類)、安全性・医薬品との相互作用(高/中/低の分類)、

ハーブおよび健康食品・サプリメントとの相互作用、その成分を含む健康食品（商品）、健康被害事例（日

本における健康食品による健康被害事例集）の情報を確認することができます。 

 

健康食品情報 

健康食品の詳細情報です。栄養成分、原材料等を確認することができます。 

 

成分名リスト 

NMDB に登録された成分名リストです。 

 

商品名リスト 

日本における健康食品の商品名リストです。 

 

医薬品リスト 

医薬品の商品名リストです。 

 



《オンラインデータベース操作マニュアル》 

5 
 

 検索メニュー 

 

 

① 成分名検索  

成分名、別名、ハーブ名等を検索キーワードとして成分名リストを抽出し、成分情報（NMDB 情報）を表示

します。「索引から探す」では、成分名をあいうえお順で表示しますので、成分名が明確な場合は、こちら

を利用します。 

② 商品名・原材料名検索  

商品名、会社名、原材料名を検索キーワードとして商品名リストを抽出し、そこに含まれる成分情報（NMDB

情報）を表示します。 

③ 安全性検索  

安全性、副作用、禁忌等を検索キーワードとして成分名リストを抽出し、成分の安全性情報（NMDB 情報）

を表示します。 

④ 有効性検索  

症状名、身体の部位等を検索キーワードとして成分名リストを抽出し、成分の有効性情報（NMDB 情報）を

表示します。 

⑤ 医薬品との相互作用検索  

医薬品(一般名)/薬効区分名/健康食品成分名等を検索キーワードとして成分名リストを抽出し、医薬品との

相互作用情報（NMDB 情報）を表示します（高/中/低の 3 分類）。 

また、「「高」のみを表示」にチェックを入れて検索すると、「高」のみの情報を抽出できます。 

⑥ 医薬品検索  

医薬品名を検索キーワードとして医薬品リストを抽出し、一般名と相互作用のある成分名リストから成分の

医薬品との相互作用情報（NMDB 情報）を表示します。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5. 成分名から検索する 

ナチュラルメディシンの成分検索では、成分名、別名、ハーブ名を検索キーワードとして、成分名リスト

を抽出し、成分詳細情報（NMDB 情報）を表示します。 

成分名が明確な場合は、成分名索引から直接、成分詳細情報（NMDB 情報）を表示できます。 

 成分名に「ウコン」を含むもので検索します。 

1. 検索キーワードに「ウコン」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

 

* 検索キーワードには、漢字・カタカナ・ひらがな・英文を利用できます。 

* 成分検索では、サジェスト機能により、入力した文字列で始まる候補が最大 10 行表示され、候補から選択すること

ができます。 

 

* ひらがなの「うこん」でも同様の検索ができます。 

 

2. 「ウコン」を含む成分名リストが表示されます。検索キーワード「ウコン」は赤字表示されます。 

 

* 赤字表示される検索キーワードは最大２０文字になります。（全検索メニュー共通） 
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 成分名リストについて 

成分名リストは下記の内容になります。 

 

 

 

 
 
 

 
 

 成分名の別名を表示します。 

1. ［全リスト詳細表示］ボタンをクリックします。 

 

2. 全成分名の詳細が表示されます。 

* 成分名に「ウコン」が含まれていないものでも、別名に「ウコン」が含まれているものは検索対象になります。 

 

各成分の詳細表示・非表示ができます。 

検索結果件数が表示されます。 

全リストの詳細表示・非表示ができます。 

 

成分名をクリックすると、NMDB 情報が表示されます。 

「この成分を含んだ商品」をクリックすると、 

商品名リストが表示されます。 

ページ数が表示されます。複数ページある場

合はページ切り替えボタンも表示されます。 

階層表示には、「成分名リスト」と表示されます。 
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 成分名リストから「ウコン」を含んだ商品名リストを表示します。 

1.  ウコンの行の［この成分を含んだ商品］ボタンをクリックします。 

 

 

2. メッセージが表示されますので、［はい］をクリックします。 

 

 

3. ウコンの成分を含む商品名リストが表示されます。 

 

* 該当する商品がない場合は「データがありません」と表示されます。 
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 商品名リストについて 

商品名リストは下記の内容になります。 

 

 

 

 商品名リストから健康食品情報を表示します。 

1. 商品名の行をクリックします。 

 

2. 健康食品情報の栄養成分が表示されます。 

 

階層表示には、「商品名リスト」と表示されます。 

検索結果件数が表示されます。 

商品名または会社名をクリックすると、健康食品情報が表示されます。 

ページ数が表示されます。 

複数ページある場合はページ切り替えボタ

ンで切り替えることができます。 
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3. ［原材料を見る］をクリックすると、メッセージが表示され、原材料が表示されます。 

 

 

* [NM],[HQ],[特保]のいずれかに該当する商品の場合、メッセージは表示されません。 

 

* 原材料名をクリックすると、その原材料に含まれる成分名を表示することができます。 

 

4. ［戻る］ボタンで健康食品情報の栄養成分の画面に戻ります。 

 

* 前の画面に戻る場合は、ブラウザの［戻る］ボタンを利用します。 
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 健康食品情報について 

健康食品情報は下記の内容になります。 

  

 
 
 
 

 

NM メッセージボックス 

該当商品がないため、メッセージは表示されません。 

HQ メッセージボックス 

 

特保メッセージボックス 

 

自主基準メッセージボックス 

 

栄養成分が表示されます。商品によ

っては、非表示の場合もあります。 

商品名 会社名が表示されます。 

該当するものは黄色で表示されます。 

各ボタンをクリックすると、説明のメッセージが表示されます 

印刷ボタンで画面を印刷できます。 

クリックすると、原材料を表示します。 

階層表示には、「健康食品情報」と表示されます。 
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 「ウコン」の NMDB 情報を表示します。 

1. 成分検索で「ウコン」を検索し、成分名「ウコン」をクリックします。 

 

2. ウコンの成分情報（NMDB 情報）が表示されます。 
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 NMDB 情報について 

NMDB 情報は下記の内容になります。 

 

 
 

 

 

すべて 

［すべて］タブをクリックすると、［成分名］タブから［有効性］タブまでの情報がまとめて表示されます。 

 

 

成分名 

［成分名］タブをクリックすると、成分の別名、英文名、ほかの別名、成分解説および.説明が表示されます。 

 

NMDB 情報はこのタブに分類されます。 

印刷ボタンで印刷することができます。 

対象の成分名が表示されます。 

階層表示には、「NMDB 情報」と表示されます。 
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安全性・使用量 

「安全性・使用量」タブをクリックすると、安全性と使用量の目安が表示されます。 

 

 

医薬品との相互作用 

「医薬品との相互作用」タブをクリックすると、相互作用のレベルを高、中、低のマークで表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 
 

ハーブおよび健康食品・サプリメントの相互作用 

「ハーブおよび健康食品・サプリメントの相互作用」をクリックすると、相互作用が表示されます。 

 

高………この商品と併用してはいけません。 

中………この医薬品とは慎重に併用するか併用しないでください。 

低………この医薬品との併用には注意が必要です。  
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有効性 

［有効性］タブをクリックすると、症状や身体への有効性レベルと効き目が表示されます。 

 

 

有効性を判断するためのエビデンスのレベルの根拠は下記になります。 

 

有効性レベル エビデンスのレベル 

① 効きます 

各国の政府機関による審査と同水準の厳格な科学的検証を通過し，特定

の効能において大衆薬，オーファンドラッグ(稀用薬)，医薬品と同等の

有効性が認められるもの。 

② おそらく効きます 

評価の高いレファレンスが，数百から数千の患者において実施された２

つ以上のランダム化比較試験から，適切な臨床試験の意義を評価するた

めの評価項目（エンドポイント）において肯定的結果が出ているもので，

概ね特定の効能において有効としているもの。 

③ 効くと断言できませんが，

効能の可能性が科学的に示唆さ

れています 

評価の高いレファレンスが１つもしくは２つの臨床試験において，特定

の効能において有効性が認められ，適切な臨床試験の意義を評価するた

めの評価項目（エンドポイント）において，肯定的結果が得られたもの。 

④ 効かないかもしれません 

評価の高いレファレンスが特定の効能の有効性が認められず，適切な臨

床試験の評価項目（エンドポイント）において，１つのヒト試験で否定

的結果が得られたもの。 

⑤ おそらく効きません 

評価の高いレファレンスが，概ね特定の効能において無効としている。

それは，２つ以上のランダム化比較試験が数百から数千の患者において

実施され，適切な臨床試験の意義を評価するための評価項目（エンドポ

イント）において否定的結果が出ているもの。 
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健康食品 

「健康食品」タブをクリックすると、メッセージが表示され、「はい」をクリックすると、その成分が含ま

れれる商品名リストが表示されます。 

 

 

商品名をクリックすると、健康食品情報が表示されます。 

 

 

* 健康食品情報については、P11～を参照してください。 
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健康被害事例 

［健康被害事例］タブをクリックすると、健康被害事例の一覧が表示され、クリックすると PDF が表示され

ます。 

 

 

 NMDB 情報を印刷します。 

1. ［印刷］ボタンをクリックします。 

 

* ［すべて］タブの場合は、［印刷 A］［印刷 B］ボタン、それ以外のタブでは［印刷 A］ボタンが表示されます。投与

量を印刷する場合は［印刷 A］ボタン、投与量を印刷しない場合は、［印刷 B］ボタンをクリックします。 

2. 印刷設定を行い、印刷を開始します。 
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* 印刷設定画面は、ブラウザやプリンタによって異なります。 
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 検索 TOP に戻ります。 

検索 TOP 画面へは、［戻る］ボタンを利用せずに、戻ることができます。 

1. タイトル名［ナチュラルメディション･データベース］または階層表示の［検索 TOP］をクリックします。 

 

2. 検索 TOP が表示されます。 
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 成分名の先頭に「あ」のつくものを表示します。（索引から探す） 

1. 成分検索の「索引から探す」をクリックします。 

 

2. 成分リストの索引画面が表示されます。 

 

3. 「あ行」をクリックし、「あ」をクリックします。 

4. 読みが「あ」からはじまる成分名リストが表示されます。 

 

* 成分名リストの内容は、P7 と同様になります。 
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6. 商品名・原材料名から検索する 

商品名・原材料名検索では、健康食品商品名、会社名、原材料名を検索キーワードとして商品名リストを

抽出し、その商品に含まれる成分詳細情報（NMDB 情報）を表示します。 

 商品名に「葛の花」が含まれるもので検索します。 

1. 検索キーワードに「葛の花」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

 

* 検索キーワードには、漢字・カタカナ・ひらがな・英文を利用できます。 

* 商品名検索では、サジェスト機能により、入力した文字列で始まる候補が最大 10 行表示され、候補から選択するこ

とができます。 

2. 「葛の花」が含まれる商品名リストが表示されます。検索キーワード「葛の花」は赤字表示されます。 

 

3. 商品名または会社名をクリックします。 
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4. 健康食品情報が表示されます。 

 

* 健康食品情報については、P11 を参照してください。 

 会社名に「製薬」が含まれるもので検索します。 

1. 検索キーワードに「製薬」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 

2. 「製薬」を含む会社名の商品名リストが表示されます。検索キーワード「製薬」は赤字表示されます。 

 

 

3. 商品名または会社名をクリックすると、健康食品情報が表示されます。 
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7. 安全性から検索する 

安全性検索では、安全性、副作用、禁忌を検索キーワードとして該当する成分名リストを抽出し、成分の

安全性情報（NMDB 情報）を表示します。 

 安全性に「妊娠中」が含まれるもので検索します。 

1. 検索キーワードに「妊娠中」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

  

2. 「妊娠中」の安全性に問題ある成分名リストが表示されます。 

 

3. ［詳細表示］ボタンをクリックすると、安全性が表示されます。検索キーワード「妊娠中」が赤字表示

されます 

 

 

 

全体の詳細表示、非表示を切り替えます。 

各成分の詳細表示、非表示を切り替えます。 
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4. 成分名をクリックすると、NMDB 情報の［安全性・使用量］タブが表示され、安全性の詳細が確認でき

ます。 
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8. 有効性から検索する 

有効性検索では、身体の部位や症状等を有効性の検索キーワードとして、有効性のある成分名リストを抽

出し、その成分の有効性情報（NMDB 情報）を表示します。 

 有効性に「糖尿病」が含まれるもので検索します。 

1. 検索キーワードに「糖尿病」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

 

2. 「糖尿病」に有効性のある成分名リストが表示されます。 

* 有効性レベルと体内での働きのいずれかに、検索キーワードの「糖尿病」があるものが抽出されます。 

 

 

3. 成分名をクリックすると、NMDB 情報の［有効性］タブが表示され、有効性の詳細が表示されます。 

 

  

 

有効性レベル①～⑥において、 

検索キーワードが含まれる場合、赤色表示されます。 

体内での働きに検索キーワードが含まれている場合は、赤色表

示されます。 
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9. 医薬品との相互作用から検索する 

医薬品との相互作用検索では、医薬品一般名・薬効区分名を検索キーワードとして、相互作用のある成分

名リストを抽出し、成分の医薬品との相互作用（NMDB 情報）を表示します。 

 医薬品名「ワルファリン」で検索します。 

1. 医薬品との相互作用に「ワルファリン」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

 

* 検索キーワードには、漢字・カタカナ・ひらがな・英文を利用できます。 

2. 「ワルファリン」と相互作用のある成分名リストが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

3. ［詳細表示］ボタンをクリックすると、医薬品との相互作用の危険度を「高」、「中」、「低」の 3 つのレ

ベルで表示します。検索キーワード「ワルファリン」は赤字表示されます。 

 

全体の詳細表示、非表示を切り替えます。 

各成分の詳細表示、非表示を切り替えます。 
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4. 成分名をクリックすると、NMDB 情報の［医薬品との相互作用］タブが表示され、相互作用の詳細が確認できま

す。 
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 医薬品名「アンフェタミン」を危険度レベル「高」のみで検索します。 

1. 医薬品との相互作用に「アンフェタミン」と入力し「高」のみを表示にチェックを入れて、［検索］ボタ

ンをクリックします。 

 

2. 「アンフェタミン」と相互作用のありで、危険度が高レベルに該当する成分名リスト表示されます。 

 

3. ［詳細表示］ボタンをクリックすると、医薬品との相互作用の危険度が「高」レベルのみ表示します。

検索キーワード「アンフェタミン」は赤字表示されます 

 

 

4. 
全体の、詳細表示、非表示を切り替えます。 

各成分の、詳細表示、非表示を切り替えます。 
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成分名をクリックすると、NMDB 情報の［医薬品との相互作用］タブが表示され、相互作用の詳細が確

認できます。「高」、「中」、「低」の 3 つのレベルで表示されます。 
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10. 医薬品名から検索する 

医薬品名検索では、医薬品名を検索キーワードとして医薬品リストを抽出し、そのリストに表示される医

薬品（一般名）から相互作用のある成分名を表示します。 

 医薬品名「リポバス」と相互作用のある成分を検索します。 

1. 医薬品検索に「リポバス」と入力して、［検索］ボタンをクリックします。 

 

* 検索キーワードには、漢字・カタカナ・ひらがな・英文を利用できます。 

* 医薬品検索では、サジェスト機能により、入力した文字列で始まる候補が最大 10 行表示され、候補から選択するこ

とができます。 

2. 「リポバス」のつく医薬品リストが表示されます。 

 

階層表示には、「医薬品リスト」と表示されます。 

検索キーワードは赤字で表示されます 
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3. 一般名をクリックすると、一般名と相互作用のある成分名リストが表示されます。 

 

 

4. ［詳細表示］ボタンをクリックすると、医薬品との相互作用の危険度を「高」、「中」、「低」の 3 つのレベルで表

示します。 
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5. 成分名をクリックすると、NMDB 情報の［医薬品との相互作用］タブが表示され、相互作用の詳細が確

認できます。 
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