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はじめに 

 

０－１ 機能性表示食品制度の概要と課題 

平成 26 年７月に消費者庁から「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書」が公表さ

れ、平成 27 年４月に「機能性表示食品」制度（以下「本制度」という。）が施行された。 

本制度は食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）に基づく食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10

号）に規定されており、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食品関連事業者

（食品表示法第２条第３項第１号）の責任において、特定の保健の目的（疾病リスクの低減に係

るものを除く。）が期待できる旨の表示を行うものとして、消費者庁長官に届出を行う制度である。

従来、食品の機能性表示は特定保健用食品（以下「トクホ」という。）と栄養機能食品においての

み可能であったが、本制度の施行により、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢が増え、

消費者が表示を活用して商品を選択できることが期待されている。 

こうした本制度の利点が十分に発揮され、消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資する制度

となるためには、安全性が確保されていること及び機能性表示を行う上での必要な科学的根拠が

適切に担保されていることが重要である。 

機能性に関する科学的根拠については、「最終製品を用いた臨床試験」（以下「臨床試験」とい

う。）又は「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」によって示すこととされている。

平成 27 年度は、消費者庁の調査事業により、「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュ

ー」の質評価が実施され、最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューに関する課題など

が明らかにされた。しかし、最終製品を用いた臨床試験に関する検証が行われていないことから、

臨床試験に関する資料の検証を行い、臨床試験に関する課題を明らかにする必要がある。 

また、機能性表示食品に関する届出資料は、トクホと異なり、その安全性や機能性の妥当性に

関する科学的根拠について、個別に審査されたものではない。そのため、安全性評価及び届け出

られている機能性表示食品の機能性の根拠となる臨床試験論文について検証を行うことで、現在

届出された食品の課題を明らかにすることが重要である。 

さらに、機能性表示食品は、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」（平成 27 年３月）

1）（以下「ガイドライン」という。）において、届出者が健康被害情報を入手した際、当該情報の

評価を行い、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、消費者庁に報告す

ることとされているが、現時点において、健康被害情報の評価方法については明確に示されてい

ない。平成 28 年 12 月に公表された「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に

関する検討会報告書」において、「消費者庁は、届出者から消費者庁への報告を確実にするために、

届出者による有害事象の具体的な判断を行いやすく標準化できるようにすべきである。」と示され

ている。そこで、届出者が適切に健康被害の具体的な報告ができるような報告方法等の検証が重

要である。 
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０－２ 本事業の目的 

本調査事業において、機能性の根拠となる臨床試験に関する届出資料及び安全性の根拠となる

届出資料を検証することで、本制度をより適切に運用していくための課題を抽出し、届出資料の

質を高める方策等の検討を行うことを本事業の目的とする。 

 

 

０－３ 本事業の実施方法 

本事業の目的を踏まえて、検証項目を設定した上で有識者からなる検討会を設置し、事業全体

の方針について検討した。さらに、検証項目を機能性の根拠となる臨床試験に関するものと、安

全性の検証に関するものに分類し、それぞれワーキンググループ（以下「WG」という。）を設置

した。専門分野に応じて、検討会委員を各 WG に担当を分け、検討会での議論を踏まえて、それ

ぞれの具体的な検証作業方針の検討及び実際の検証作業を行った。 

検証項目は、以下のとおりであった。 

 

①届出食品を用いた臨床試験論文の検証 

②食経験による安全性評価の適切性に関する検証 

③安全性審査に関する検証 

④健康被害情報の収集手法等に関する検証 
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検討会及び各ＷG の構成員は下記のとおりであった。 

 

検討会 委員一覧 

氏名（50音順、敬称略） 所属 

石見 佳子 
医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所  

食品保健機能研究部 部長 

◎梅垣 敬三 
医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所  

情報センター センター長 

大室 弘美 武蔵野大学薬学部 教授 

折笠 秀樹 富山大学大学院医学薬学研究部 教授 

○上岡 洋晴 東京農業大学大学院環境共生学専攻 教授 

北湯口 純 雲南市立身体教育医学研究所うんなん 主任研究員 

佐山 暁子 聖路加国際大学学術情報センター図書館 司書 

島田 美樹子 日高リハビリテーション病院栄養課 管理栄養士 

志村 二三夫 

十文字学園女子大学 副学長（研究・大学院担当） 

大学院人間生活学研究科食物栄養学専攻 主任・教授 

人間生活学部食物栄養学科 教授 

津谷 喜一郎 東京有明医療大学保健医療学部 特任教授 

藤本 和子 
慶応義塾大学薬学部・薬学研究科 

医療薬学・社会連携センター 助教 

眞喜志 まり 東邦大学習志野メディアセンター 司書 

山﨑 壮 実践女子大学 生活科学部 食生活科学科 教授 

山田 浩 静岡県立大学薬学部医薬品情報解析学分野 教授 

脇 昌子 静岡市立静岡病院 副院長 兼 内分泌・代謝内科 主任科長 

◎委員長 ○副委員長  

 

WG 委員一覧 

臨床試験 WG 安全性検証 WG 

大室 弘美 石見 佳子 

○折笠 秀樹 ◎梅垣 敬三 

◎上岡 洋晴 志村 二三夫 

北湯口 純 藤本 和子 

佐山 暁子 山﨑 壮 

島田 美樹子 山田 浩 

○津谷 喜一郎 脇  昌子 

眞喜志 まり  

◎委員長 ○副委員長 
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０－４ 本報告書の構成 

本報告書では、第１部で臨床試験 WG、第２部で安全性検証 WG が実施した検証内容と結果及

び考察を記載した。 

図表及び引用文献、参考資料については、それぞれの部の末尾に記載した。  
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第１章 制度概要と検証事業の目的 

  

１－１ 機能性表示食品制度における機能性の科学的根拠の提示に係る

概要と課題 

機能性表示食品の機能性に関する科学的根拠については、ガイドラインにおいて「最終製品を

用いた臨床試験」又は「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」のいずれかで示す

こととされている。臨床試験の実施については、ガイドラインに「最終製品を用いた臨床試験の

実施に当たっての留意事項」が明記されている。 

食品関連事業者が表示しようとする機能性については、原則として「特定保健用食品の表示許

可等について（平成 26 年 10 月 30 日付け消食表第 259 号）」の別添２「特定保健用食品申請に係

る申請書作成上の留意事項」2)に示されたトクホの試験方法に準拠しつつ、適正な臨床試験方法論

に基づいて実施した結果、肯定的と判断できるものに限り、科学的根拠になり得るとされている。

しかし、これまで届出された臨床試験の適正性の検証は実施されていない。 

一方、機能性に関する科学的根拠として、「機能性関与成分に関する研究レビュー注1」について

は先行して検証事業が行われ、「『機能性表示食品』制度における機能性に関する科学的根拠の検

証－届け出られた研究レビューの検証事業報告書 3）」（平成 28 年）が公表された。報告書では、

本制度の適正な運用に向けた課題の抽出と、研究レビューの質を高めるための具体的な方策が示

されている。 

本制度が消費者からの理解を得て、更に普及・発展するためには、機能性の科学的根拠として

提出された一次資料である臨床試験の適正性や特徴を把握する必要がある。 

 

１－２ 本検証事業の目的 

本事業における WG は、本制度において届出された食品について、その機能性の根拠として届

出された臨床試験について科学的な評価を行い、平成 29 年度以降の本制度の適正な運用に向けた

課題の抽出、臨床試験の質を高める方策等の検討を行うことを目的として、以下の業務を実施し

た。 

１）届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌及び論文の特徴（第２章） 

２）臨床試験方法論に関する特徴（第３章） 

３）最終製品を用いた臨床試験を科学的根拠とする届出における今後の課題（第４章） 

 

 

                                                        
注1 研究論文等の文献から得られる知見を体系的に整理したもの。一般的にシステマティック・レビューと呼ば

れる。 
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１－３ 報告書で取り扱う範囲と報告の位置付け  

本事業のゴールは、届出された臨床試験の論文が掲載された雑誌の特徴や論文の方法論の質を

評価して、その適正性を明らかにして課題を抽出することにある。機能性に関する科学的な根拠

を、消費者にとって理解しやすいものとし、機能性、有効性及び安全性の評価を可能ならしめる

よう、論文の質を高めるための、課題抽出と提案を行うことにある。 

評価に当たっては、以下の行政文書、ガイドライン等を用いた。すなわち「特定保健用食品申

請に係る申請書作成上の留意事項」（平成 26 年３月）2）、「機能性表示食品の届出等に関するガイ

ドライン」（平成 27 年３月）1）、医学雑誌編集者国際会議（ICMJE）の「医学雑誌における学術研

究の実施、報告、編集及び出版への推奨（2016 年 12 月改訂版）」4）、日本医学会の「医学雑誌編集

ガイドライン」（平成 27 年３月）5）、「医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン」（平

成 23 年）6)「CONSORT 2010 チェックリスト」（2010）7）、「SPIRIT チェックリスト」（2013）8)、

及び医学系研究として倫理の大原則である「ヘルシンキ宣言（2013 年版）」9)等 10）、11）、12）である。

これらを参考にしながら、評価項目について取捨選択し、項目ごとに、届出された臨床試験の論

文の評価を行った。 

このように多くのガイドライン等を用いたこともあり、本報告書の取り扱う範囲や、内容の正

確な理解と解釈を促す上で注意すべき事項をあらかじめ明確にしておく必要がある。そこで本章

では、本事業の検証対象とした範囲と報告の位置付けについて示す。 

本事業では、平成 28 年９月 30 日までに公表された届出 34 件のうち２件は届出論文が３編あっ

たため、延べ論文数は 38 編であった。うち４編は重複していたため、最終的な評価対象は 34 編

となった。採用した論文の一覧を別添資料１に示した。一つの機能性関与成分に関して複数の製

品を届け出ている業者も複数みられたが、その場合には、届出番号が若い届出の論文を対象とし

た。 

根本的に食品の機能性表示における主な関心事項は、機能性関与成分及び最終製品が「本当に

有効なのか」、「有効だと断言できる十分な結果が得られているのか」にあると考えられる。臨床

研究の専門家として、当該機能性関与成分の研究レビューや、今回対象となる個々の臨床試験論

文を、バイアスリスクの観点から批判的に吟味することにより、それらの疑問に答えを出すこと

は可能と考えられる。 

しかし、こうした特定の機能性関与成分の機能性の有無についての議論は、本検証事業とは別

の次元の検証である。そのため本事業では、先述のとおり、研究方法や報告方法の適正性を評価

することに限定した。 

このため、本検証に当たっては、論文中には研究方法論に関する最低限必要な情報が全て網羅

されていることを前提とし、記載内容が不明確な場合でも著者への問合せや、届出者への問合せ

は実施せず、記載不備又は不足として評価を行った。 

加えて、届出資料中（論文中も含む）に、CONSORT 2010 チェックリスト、又はガイドライン

やトクホの要件に合致した（又は準拠した）とする記述があったとしても、具体的な実施方法や

記述内容が実際に履行されたかどうかが、論文の記載内容のみでは判断できない場合もある。そ

こで、「最低限この程度の計画・実施・記述をすべきである」というスタンダードな考え方と報告
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の方法を示すために、改善のポイントの提案を第４章で行った。 

作業に当たっては、各論文について、評価項目を大きく２つの領域に分け、34 編の論文につい

て全体で 56 項目（第２章：23 項目、第３章：33 項目）からなる表を作成した。表の項目は４つ

の Part に分けられる。 

項目分類の概要は、以下のとおりである。 

 

項目分類 項目数 
報告書の 

記載箇所 

Part１ 届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌の特徴 16 第２章 ２－１ 

Part２ 届出された臨床試験論文の種類 ７ 第２章 ２－２ 

Part３ 臨床試験のプロトコルの特徴 28 第３章 ３－１ 

Part４ 臨床試験に係る利益相反の特徴 ５ 第３章 ３－２ 
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第２章 届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌及び論

文の特徴 

  

２－１ 届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌の特徴 

２－１－１ 調査目的 
届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌の特徴を明らかにすると共に、課題となる

事項の抽出を目的とした。 

 

２－１－２ 方法 
採用した 34 編の論文の一覧を別添資料１に示した。一つの機能性関与成分に関して複数の

製品を届出している業者も複数みられたが、その場合には、届出番号が若い届出の論文を対

象とした。 

臨床・疫学研究の情報検索に熟練した図書館司書２名がペアになり（MM と SS）、同じ届

出臨床試験を独立してレビュアーとして検証した。２名の間で検証結果が一致しなかった項

目については、両者間で議論して評価を確定した。実際の評価に先立ち、２名の誤解や齟齬

が生じないようにするために 100 分間のコンセンサス・トレーニングを実施した。また、更

に追加が必要な項目もあり、微修正を行いながら実施した。 

雑誌における投稿規定については、対象となる論文が掲載された年の内容とし、各雑誌発

行元にメール又は電話とメールで連絡して回答を求めた。 

なお、利益相反（以下「COI」という。）が考えられる届出者からの論文については、COI の

ない１名がレビュアーとして検証した。 

評価項目は、以下のとおりに設定した。 

 

 Part１．届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌の特徴 （16項目） 

１）書誌情報 

雑誌名・発行機関・PudMed ID（以下「PMID」という。）・MEDLINE 索引の有無（2017 年

時点）を確認した。 

２）投稿当時の投稿規定の有無 

論文が投稿された当時の投稿規定の有無を確認し、「あり」、「なし」で分類した。 

３）投稿規定において査読の有無が明記されているか 

投稿規定における査読の有無についての記載を確認し、「明確に記載されている」、「記載さ

れているが不明確」、「記載なし」で分類した。評価に当たっては、原則として、該当臨床試

験論文が投稿された時点で有効であった投稿規定を入手し評価した。掲載号の投稿規定が、
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国内の学術機関等からの入手が不可能だった場合には、海外学術機関からの取寄せを手配し

たが、それでも入手できなかったものが８件あった。入手できなかった理由としては、冊子、

ウェブサイトに規定が掲載されていないなどがあった。さらに、出版元への問合せを行った

が、規定が保存されていない例もあった。その場合、代替として、最新版の規定を基に評価

を実施した。また、査読の評価については、「査読」、peer-review という単語を基本としたが、

論文検討、referees による review、など、論文採否を判断するプロセスは査読に含めた。 

４）投稿規定に記載されている査読期間  

投稿規定における査読期間についての記載を確認し、「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

５）投稿規定に記載されている査読者数  

投稿規定における査読者数の記載を確認し、平均値±標準偏差（最小－最大）で基本統計

量を示した。 

【以下、６～12 は掲載誌の属性に関する項目】 

６）インパクトファクター（2015年版） 

インパクトファクター（以下「IF」という。）は、Garfield が提唱した学術雑誌の評価指標 13）

で、1975 年から計算がなされている。特定の雑誌における特定の年の IF は、その年の総被引

用数を直近２年間の掲載論文数で割って算出される。つまり、雑誌に掲載された論文が平均

してどの位引用されているのかを示す。IF はクラリベイト・アナリティクス社のデータベー

スである Web of Science® に基づき算出した値を指し、同社の雑誌評価ツール in Cites Journal 

Citation Reports®（以下「JCR」という。）に記載されている。 

掲載誌の IF を確認し、平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。ただし、IF がない場合

には「なし」とした。 

７）インパクトファクター（5-year 版） 

インパクトファクター（5-year 版）（以下「IF 5-year 値」という。） とは、直前５年分の論

文での平均被引用数である。どの研究分野でも、論文掲載から２、３年後に一番多く引用さ

れるというデータを受けて、評価指標として活用されるようになった（対象は 2007 年以降）。

IF 5-year 値の評価については、掲載当時の IF 5-year 値が入手できる論文はかなり限定された

ため、一律に 2015 年版（2017 年３月時点最新版）を参照した。結果は平均値±標準偏差（最

小－最大）で示した。ただし、IF 5-year 値がない場合には「なし」とした。 

８）Google Scholar Metrics（h-5指標） 

Google Scholar Metrics は、各雑誌の収載論文数と論文の被引用数に基づいて算出される“各

雑誌の収載”を尺度として用いた学術雑誌のインパクトを評価する指標である。英文誌だけ

でなく、日本語など主要な言語別に、h5-index（５年間の論文による h-index）上位 100 誌の

ランキングを掲載し、Google が提供している 14)。今回の調査では、IF が算出されていない雑

誌や、国際誌からの引用がなされにくい和文誌についても評価を行うため、掲載誌の Google 

Scholar Metrics（June 2016）も調査した。Google Scholar Metrics （June 2016）は 2011 年から
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2015 年に出版された論文情報に基づいて算出されている。 

結果は平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。ただし、値が付与されていない場合に

は「なし」とした。 

９）CiteScore 2015 

CiteScore は、エルゼビア社が提供する 330 分野 22、200 以上の学術雑誌の引用頻度と影響

度を示した新評価指標で、あるジャーナルに掲載された論文が平均でどれくらい引用された

かを示す指標であり、CiteScore metrics という指標群のひとつ 15)である。JCR は Web of Science

に索引されている雑誌をもとに分析されているが、CiteScore はエルゼビア社が提供する査読

論文を収録する抄録・引用文献データベース Scopus の収録データに基づいて算出され、Web 

of Science よりは収録対象が広い。 

結果は、平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。ただし、CiteScore が付与されていな

い場合には「なし」とした。 

10）英文誌出版社の規模（N=15；英文出版社のみ） 

掲載誌（英文誌）の規模について、「大手（Elsevier Wiley Springer Nature Science AAAS OUP 

CUP T&F SAGE ProQuest）」と「その他（大手出版社以外）」で分類した。分類に際しては、

STM（国際科学技術医学出版社協会；International Association of Scientific Technical and Medical 

Publishers）の報告書 16)を参考にした。 

11）和文誌の場合の分類（N=19；和文出版社のみ） 

掲載誌（和文誌）の出版元を確認し、「学会（学術団体）の学術雑誌」、「商業雑誌」、「業界

団体・協会の学術雑誌」、「その他」に分類した。 

12）アクセスから見た雑誌の類型 

掲載誌へのアクセス方法を確認し、以下の７つで分類した。 

① 「紙媒体のみ」 

② 「紙媒体と共に、有料でインターネットアクセスできる（日本の Medical Onlineな

どの掲載誌を含む）」 

③ 「オープンアクセス誌（完全無料）」 

④ 「オープンアクセス誌（著者支払い・読者無料型）」 

⑤ 「オープンアクセス誌（有料誌：ハイブリッド型）」 

⑥ 「オープンアクセス誌（有料誌：一定期間後無料公開型）」 

⑦ 「オープンアクセス誌（電子版のみ無料公開型）」 

「オープンアクセス誌」はこの 10 年ほどで急速に進展した領域であるため、ここで解説を

加える。 

オープンアクセス（以下「OA」という。）の一般的な定義として、Budapest Open Access 

Initiative（BOAI 2002）17)によるものを以下に記載する。 

By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any 

users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl 
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them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without 

financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet 

itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, 

should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly 

acknowledged and cited. 

「OA」とは、それらの文献が、公衆に開かれたインターネット上において無料で利用可能

であり、閲覧、ダウンロード、コピー、配布、印刷、検索、論文フルテキストへのリンク、イ

ンデクシングのためのクローリング、ソフトウェアヘデータとして取り込み、その他合法的

目的のための利用が、インターネット自体へのアクセスと不可分の障壁以外の財政的、法的

又は技術的障壁なしに、誰にでも許可されることを意味する。複製と配布に対する唯一の制

約、すなわち著作権が持つ唯一の役割は、著者に対して、その著作の同一性保持に関するコ

ントロールと、寄与の事実への承認と引用とが正当になされる権利とを与えることである。 

なお、OA 誌は以下の 5 類型 18)が知られている。 

 

ⅰ）完全無料型…大学、研究機関、研究助成団体などからの支援により刊行される。 

ⅱ）著者支払い・読者無料型…著者が支払う論文処理費用（Article Processing Charge: 

APC） によって運営される。 

ⅲ）ハイブリッド型…自著の OA を希望する著者に、追加料金として APC を課す購読型ジ

ャーナルである。 

ⅳ）一定期間後無料公開型（HighWire Press など）…カレント分購読機関のコスト負担に

よってバックナンバーのみの OAで提供される。  

ⅴ）電子版のみ無料公開型（Hindawiなど）…冊子体購読機関がコストを負担し、電子版が

OAで提供される。 

 

また、OA の進展と共に、出版社が OA に対する持続可能なアクセスを支援すると同時に、

学術出版における透明性を保つことや情報共有、標準技術の確立、アドボカシー、教育など

を目的に、業界団体や協会が活動している。今回の調査では、特に OA に特化している又は、

OA 出版の支援をするための２つの会員制組織への加盟の有無を次の第 13-14 項目で確認し

た。 

【以下、13～14 はオープンアクセス誌の自己規制組織への加盟】 

13）Directory of Open Access Journals（DOAJ）への加盟 

DOAJ とは、OA の学術研究誌としての品質の管理や向上を目的に活動する組織である 19)。

この組織の設定したアクセス性、オープン性、発見可能性、著者の権利に関する基準を満た

すことで加盟が認められる。掲載誌の DOAJ 加盟の有無を確認し、「記載あり」、「記載なし」

で分類した。 
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14）Open Access Scholarly Publishers Association （OASPA） への加盟 

OASPA とは OA を推進し、それぞれの分野におけるベストプラクティスを確立することを

目的とする業界団体である 20)21)。掲載誌の OASPA 加盟の有無を確認し、「記載あり」、「記載

なし」で分類した。 

【以下、15～16 は雑誌の自己規制組織への加盟】 

OA 誌に限定した組織以外にも、複数の出版社により構成され、自主的にその雑誌の質を一

定に保つことを目的とした世界的な組織がある。本事業では、そのうち代表的な２つの組織

について、以下の第 15-16 項目において加盟の有無を確認した。これらの組織は、会員にな

るために厳しい参加基準をクリアしなければならないため、その出版社が各団体の会員であ

るか否かを確認することは、個々のジャーナルの質を見極める際にはある程度有効と考えら

れるためである。 

15）International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers（STM） への

加盟 

STM とは、イギリスに拠点を置く科学・技術・医療分野の学術学会、大学出版社、商業出

版社が加盟する国際的協会である 22)。この分野における学術情報の流通や出版プロセスの技

術向上を支援する共に、査読・出版プロセスの透明性保持などを含めた指針を制定している。

掲載誌出版社の STM 加盟の有無を確認し、「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

16）Committee on Publication Ethics（COPE） への加盟 

 COPE とは、論文審査を行うジャーナル編集者や出版社への助言とガイダンスを提供する

ことを目的に、学術論文の出版規範を議論・策定する組織である 23)。この組織への加盟の「記

載あり」、「記載なし」で分類した。COPE が作成している出版倫理を侵す３つの major 

misconduct である FFP、すなわち、Falsification（ねつ造）、Fabrication（改ざん）、Plagiarism（盗

用）、また minor misconduct とされる２重投稿 24)などが疑われた時の対応のフローチャートは

世界的に有名で、日本語訳もある 25)。 

 
２－１－３ 結果と考察 
各検証項目について、届出された臨床試験論文の検証結果を以下に記載する。なお、主要な検

証結果については、別添資料２「臨床試験 WG 検証結果 主要項目一覧」でまとめた。 

１）書誌情報 

評価対象となった 34 編の論文の中には掲載誌が同じものもあり、それらの重複を除くと掲

載誌は 22 誌であった。重複があったのは、「薬理と治療」９編、「日本食品新素材研究会誌」

３編、「応用薬理」２編及び「Microbial Ecology in Health and Disease」２編であった。PMID が

付与されている、つまり PubMed に索引されている論文は、12 編（35.3％）であった。うち

2017 年現在も MEDLINE に索引されている論文は７編（20.6％）であった。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9
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２）投稿当時の投稿規定の有無  

論文数 34 編を分母にすると「あり」が 26 編（76.5％）、「なし」が８編（23.5％）だった。

雑誌数 22 を分母とすると、「あり」が 15 雑誌（68.2%）、「なし」が７雑誌（31.8%）であった。 

通常、研究者は投稿規定に合わせて執筆するため、掲載誌の投稿規定が確認できることは

不可欠である。 

３）投稿規定において査読の有無が明記されているか 

論文数 34 編を分母にすると、「明確に記載されている」が 27 編（79.4％）、「記載されてい

るが不明確」が３編（8.8％）、「記載なし」４編（11.8％）だった。 

雑誌数 22 誌を分母にすると、「明確に記載されている」が 16 誌（72.7％）、「記載されてい

るが不明確」が３誌（13.6％）、「記載なし」３誌（13.6％）であった（百分率の計算上、全て

を合計すると 99.9%）。 

４）投稿規定に記載されている査読期間 

論文数 34 編を分母にすると、「記載あり」が２編（5.9%）、「記載なし」が 32 編（94.1%）

であった。雑誌数 22 誌を分母にすると、「記載あり」が２誌（9.1%）、「記載なし」が 20 誌

（90.9%）であった。 

５）投稿規定に記載されている査読者数 

論文数 34 編を分母にすると、「記載あり」が６編（17.6%）で、そのうち５編が「2 名以上」、

１編が３名となっていた。「記載なし」が 28 編（82.4％）であった。 

雑誌数 22 誌を分母にすると、「記載あり」が４雑誌（18.2%）、「記載なし」が 18 雑誌（81.8%）

であった。 

【以下、６～12 は掲載誌の属性に関する項目】 

６）インパクトファクター（2015年版） 

IF がついていた論文は８編（23.5%）であった。雑誌の重複はなかった。基本統計量（平均、

標準偏差、最小値、最大値）は、2.05±1.07（0.628－3.311）であった。 

７）インパクトファクター（5-year 版） 

IF 5-year 値がついていた論文は７編（20.6％）で、雑誌の重複はなかった。基本統計量は、

2.1±1.1（0.842－3.710）であった。 

８）Google Scholar Metrics（h-5指標） 

論文数 34 編を分母にすると、17 編（50.0%）に値が付いていた。雑誌数 22 誌を分母にす

ると、15 雑誌（68.2%）に値が付いていた。基本統計量は、22.5±16.8（1－63）であった。 

９）CiteScore 2015 

論文数 34 編を分母にすると、11 編（32.4%）に値が付いていた。雑誌数 22 誌を分母にし

ても 11 雑誌（50.0％）だった。基本統計量は、2.0±1.3（0.19－4.01）であった。 
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10）英文誌出版社の規模（N=15；英文出版社のみ） 

論文数 15 編を分母とすると、「大手」が７編（46.7％）、「その他（大手出版社以外）」が８

編（53.3%）であった。 

11）和文誌の場合の分類（N=19；和文出版社のみ） 

和文雑誌に掲載された 19 編において、「学会（学術団体）の和文誌」が 5 編（26.3%）、「商

業雑誌」が 10 編（52.6%）、「業界団体・協会の学術雑誌」が４編（21.1%）、「その他」が０編

（0.0%）であった。 

12）アクセスから見た雑誌の類型 

「紙媒体のみ」が４編（11.8％）、「紙媒体と共に、有料でインターネットアクセスできる（日

本の Medical Online などの掲載誌を含む）」が 15 編（44.1％）、「オープンアクセス誌」が０編

（0.0％）、「オープンアクセス誌（著者支払い・読者無料型）」が７編（20.6％）、「オープンア

クセス誌（有料誌：ハイブリッド型）」が５編（14.7％）、「オープンアクセス誌（有料誌：一

定期間後無料公開型）」が１編（2.9％）、「オープンアクセス誌（電子媒体のみ無料公開型）」

が２編（5.9％）であった。これらは全て英文誌であり、和文誌では該当する論文はいずれも

０編であった。 

【以下、13～14 はオープンアクセス誌の自己規制組織への加盟】 

13）Directory of Open Access Journals（DOAJ）への加盟 

論文数 34 編を分母にすると、「記載あり」が５編（14.7％：英文誌５編、和文誌０編）、「記

載なし」が 29 編（85.3％：英文誌 10 編、和文誌 19 編）であった。 

14）Open Access Scholarly Publishers Association （OASPA）への加盟 

論文数 34 編を分母にすると、「記載あり」が８編（23.5%：英文誌８編、和文誌０編）、「記

載なし」が 26 編（76.5%：英文誌７編、和文誌 19 編）であった。 

【以下、15～16 は雑誌の自己規制組織への加盟】 

15）International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers （STM）へ

の加盟 

論文数 34 編を分母にすると、「記載あり」が８編（23.5%：英文誌８編、和文誌０編）、「記

載なし」が 26 編（76.5%：英文誌７編、和文誌 19 編）であった。 

16）Committee on Publication Ethics（COPE）への加盟 

論文数 34 編を分母にすると、「あり」が８編（23.5%：英文誌８編、和文誌０編）、「なし」

が 26 編（76.5%：英文誌７編、和文誌 19 編）であった。 
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２－１－４ 課題 
英文雑誌（日本の学術雑誌であっても英語論文が掲載されるもの）に掲載されることにより、

多くの人が研究成果にアクセスしやすくなる。しかし、より重要なことは、記述言語にかかわら

ず、適正な査読が行われて掲載されたかどうかである。それには、詳細に記された投稿規定（執

筆要項）や編集方針（特に査読に関する方針を含む）が公開され、中立的な判断が下されている

ことが望まれる。投稿先を見極める際には、これらの要件を考慮する必要がある。 

業界団体・協会が主催する学術雑誌は、当該分野に興味のある読者にいち早く情報を届ける優

位性があると考えられるが、企業との関係性の深い業界団体・協会がその査読を行い、同団体・

協会が公表するということは、COI を疑われ、否定的にみられる可能性がある。今後、届出のた

めの根拠論文は、基本的には科学的かつ客観的な査読が行われると考えられる雑誌に投稿するの

が賢明だろう。 

一方で、今回の検証対象となった論文が掲載された雑誌には、投稿規定に査読の有無が明確に

規定されていないものもあった。医学雑誌編集者国際委員会（ICMJE）の統一投稿規定にも明記さ

れているように、自誌の編集プロセスの透明性を確保するためにも、各誌は「投稿規定」におい

て査読についての方針を公開するべきである。 

IF や各種の指標指数が付与されている雑誌は、ある程度の実績があることを意味している。ま

た JCR に索引されている雑誌や世界各国発行の逐次刊行物の情報を収録するデータベース

Ulrich's Web に収載されている雑誌、STM や COPE に加盟している雑誌、OA 誌の場合は OA 出版

の支援や質の確保・管理を行っている会員組織へ加盟・登録されている雑誌、に投稿することが

推奨される。 
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２－２ 届出された臨床試験論文の種類 

２－２－１ 調査目的 
届出された臨床試験論文の種類を明らかにすると共に、課題となる事項の抽出を目的とした。 

 

２－２－２ 方法 
前述の第２章第１項の方法と同様の手続を踏んで実施した。評価項目は、次のとおりに設定し

た。 

 

 Part２．届出された臨床試験論文の種類（７項目） 

１）記載言語  

論文が記述されている言語に基づき、「英語」、「日本語」、「その他」で分類した。 

２）論文の投稿日  

論文の投稿日を確認した。受付日など表現に違いがあったが、各投稿規定と論文本体、本

文掲載ウェブサイトの表記を参照し評価した。 

３）論文の受理日 

論文の受理日を確認した。受付日など表現に違いがあったが、各投稿規定と論文本体、本

文掲載ウェブサイトの表記を参照し評価した。 

４）受付日から受理日までの日数（編集・査読・修正期間）  

受付日と受理日までの期間を算出し、平均値±標準偏差（最小―最大）で示した。 

５）論文のページ数（Abstractも含む）  

論文のページ数を確認し、平均値±標準偏差（最小―最大）で示した。 

６）図表の合計数 

論文に掲載されている図表の合計数を確認し、平均値±標準偏差（最小―最大）で示した。

合計数は、単純な個数ではなく、論文中で図表番号が付与されている数とした。例えば、図

１-１、図１-２、図２と記載がある場合は、図表数は２点と数えた。 

７）論文のタイプ 

論文のタイプについて、「原著論文（査読あり）」、「原著論文（査読なし）」、「その他（査読

あり）」、「その他（査読なし）」で分類した。ここで「その他」に分類したのは、論文の種類が

明確に記されていないものや、報告・資料・短報といった種類の論文である。原則として、

論文中又は掲載誌目次内の情報を参照し、不明又は判断しかねる場合は、出版社や発行責任

機関（学会事務局）へ、メール又は電話での照会を行い、回答のあった場合は、その情報を

参考に評価した。 
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２－２－３ 結果と考察 
 

各検証項目について、届出された臨床試験論文の検証結果を以下に記載する。なお、主要な検

証結果については、別添資料２「臨床試験 WG 検証結果 主要項目一覧」でまとめた。 

１）記載言語 

「英語」が 15 編（44.1%）、「日本語」が 19 編（55.9%）、「その他」は０編（0.0%）であっ

た。 

２）論文の投稿日 

投稿日が記載されているのは 26 編（76.5％）であった。 

３）論文の受理日 

受理日が記載されているのは 23 編（67.6％）であった。 

論文の投稿日及び受理日の双方が明記されているのは 22 編（64.7％）であった。投稿日だ

けが４編（11.8％）、受理日だけが１編（2.9％）、両方とも記載なしが７編（20.6％）であった。 

４）受付日から受理日までの日数（編集・査読・修正期間） 

記載があり計算が可能だった論文は 22 編（64.7%）、計算不可能だった論文は 12 編（35.3%）

であった。計算が可能だった論文のみでの基本統計量は、64.9±55.5（５－191）日であった。 

５）論文のページ数（Abstractも含む） 

基本統計量は 9.6±3.6（３－19）ページであった。 

６）図表の合計数 

基本統計量は 7.2±2.9（２－15）点であった。 

７）論文のタイプ 

「原著論文（査読あり）」が 24 編 70.6%、「原著論文（査読なし）」が１編（2.9%）、「その他

（査読あり）」が７編（20.6%）、「その他（査読なし）」が２編（5.9%）であった。 

 
２－２－４ 課題 
論文のページ数や図表の数は、論文による差が大きかった。ページ数が極端に少なく、試験の

内容を十分に報告するには不十分と考えられる論文も存在した。一流誌と称される Science や

Nature などは紙面の都合で文量が制限されるが、臨床試験の場合は別と考えるべきである。臨床

試験の結果を正しく報告するためには、CONSORT 2010 で示されているような最低限必要な項目

の記載を考えると、一定量のページ数・図表が必要になる。記入漏れや不十分な記載は、臨床試

験結果の妥当性が保証されず、試験自体の不透明性を高めることになることを忘れてはならない。

また、トップジャーナルではなくても著しい文量制限を設けている雑誌もあるが、投稿規定を事

前に熟読し、そのような雑誌へは最初から投稿するべきではない。 

査読・編集に要した期間は、受付日と受理日から単純化して読み取ることができる。受理まで
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の期間が長かったとしても、著者が修正に時間を要しているとは限らず、査読者や編集委員会が

その審査・処理に長い時間を要していることも多々ある。すぐに受理されることはまれであり、

また、審査・処理の期間が短すぎる場合には疑義が生じうる。受付日と受理日の記載がないと、

そうした検討もできないことから、これらが明確に記載される雑誌に投稿することが望ましい。 

最後に、オリジナルな臨床試験の実施による新たな知見を報告していることが重要であるため、

原著論文（original article）だということが明確に分かる形で掲載がなされる雑誌に投稿すること

も推奨される。 
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第３章 臨床試験方法論に関する特徴 

 

本制度において、根拠資料としての臨床試験の結果については、ガイドラインに示されている

ように、「その内容を誰もが適切に評価できるように国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠

した形式で査読付き論文として公表された論文を提出する。」とされている。具体的には、

CONSORT 2010 が該当する。また、ガイドラインには、「臨床試験の実施方法（参加者の設定に係

る考え方は除く。）は原則として、「特定保健用食品の表示許可等について（平成 26 年 10 月 30 日

付け消食表第 259 号）」の別添２「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」に示され

た特定保健用食品の試験方法に準拠することとする。」とされている。 

そこで、本章では、臨床試験としての研究計画・実施・記述の適正性、試験方法がトクホに求

められている方法に合致しているか、COI 等、総合的に論文を解釈するために必要な記載事項が

明記されているかを評価し、課題点を明らかにすることを目的とした。 

 

３－１ 臨床試験のプロトコルの特徴 

３－１－１ 調査目的 
届出された臨床試験論文の研究計画・実施・記述に関する調査、及びトクホに準拠した試験方

法を用いているかの調査を行い、それらの課題を明らかにすることを目的とした。 

 

３－１－２ 方法 
採用した 34 編の論文（別添資料１）を調査した。一つの機能性関与成分に関して複数の製品を

届けている業者も複数みられたが、その場合には、先に届出された論文を対象とした。 

34 編について、評価者２名ずつのペアを作り（HO と JK、HO と MS）、評価対象を分担した。

ペアになった評価者が同じ臨床試験をそれぞれ独立して評価を行い、評価結果を突き合わせるこ

とで、評価結果に偏りが生じないよう配慮した。評価作業開始に先立ち、評価者間の誤解や齟齬

が生じないようにするために全員での 100 分間のコンセンサス・トレーニングを実施した。その

後、評価項目の微修正を行いながら、評価作業を実施した。 

評価後、ペアとなった２名の間で照合を行い、不一致や不明な点は、HO と KT と相談の上で決

した。なお、個々の届出者や臨床試験論文そのものに対して、COI の関係となる者は評価者の中

にはいなかった。 

評価項目は、次のとおり設定した。 
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  Part ３. 臨床試験のプロトコルの特徴 （28項目)  

１）試験のパターン 

表 1 にあるように介入のパターンから、「パターン A. 中長期試験型（12 週間以上の摂取期

間）：コレステロール、トリグリセライド、血圧、体脂肪など」、「パターン B. 短期試験型 

（２週間以上 12 週間未満の摂取期間）：整腸作用など」、「パターン C. 単回摂取試験型：食後

の血糖上昇や食後のトリグリセライドの上昇など」、「非該当」と分類した。 

２）トクホの試験方法における摂取期間との比較（N=21；トクホと同様の機能性を標榜している

場合） 

トクホと同様の機能性を標榜している場合、すなわち表１に掲載された評価指標を用いて

いる場合（21 編が該当）において、その摂取期間とトクホの試験方法における摂取期間とを

比較し、「異なる摂取期間を設定」、「同様の摂取期間を設定」で分類した。 

３）研究仮説 

研究仮説を確認し、「優越性」、「非劣性」、「同等性」で分類した。 

４）研究デザイン 

研究デザインを確認し、「ランダム化並行群間比較試験」、「非ランダム化並行群間試験」、

「コントロール群のない単群での介入試験」、「ランダム化クロスオーバー試験」、「非ランダ

ム化クロスオーバー試験」、「その他」で分類した。 

５）参加者の特性とトクホの適格基準との比較（N=19；トクホと同様の機能性を標榜している場

合） 

トクホと同様の機能性を標榜している場合、すなわち表１に掲載された評価指標を用いて

いる場合において、臨床試験の参加者の特性をトクホの適格基準と比較し、「一致」、「一部一

致（層別のため除外データがある等）」、「不一致（標準偏差、範囲が未記載等）」で分類した。 

６）参加者数（サンプルサイズ）の設定根拠に関する記載 

参加者数の設定根拠に関する記載の有無を確認し、「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

７）参加者数（サンプルサイズ）の大きさ 

参加者数を確認し、「大（100 例以上）」、「中（21-99 例）」、「小（20 例以下）」として分類し

た。ここでの人数は、割り付け時のものとした。 

８）参加者数（サンプルサイズ） 

割り付け時の参加者数の記載を確認し、平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。 

９）最終的な解析対象者数 

最終評価時における参加者数の記載を確認し、平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。 

10）フローチャートの記載 

研究参加者のリクルーティングから割り付け、最終評価に至るまでの、参加者数の推移と
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除外理由を記載したフローチャートの有無を確認し、「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

11）主たる解析の手法 

主たる解析手法を確認し、「Intention-to-treat（ITT）解析又は Full analysis set（FAS) 解析注2」、

「Per protocol set（PPS）解析注3」、「不明」で分類した。 

12）解析対象者数が参加者数から減少した理由の記載（N=28；解析対象数が参加者数から減った

場合） 

最終的な解析対象者が割り付け時から減少していた場合（28 編該当）について、その理由

の記載の有無及び内容を確認し、「記載あり（有害事象あり）」、「記載あり（有害事象なし）」、

「記載なし」で分類した。 

13）ランダム化の方法の記載 

①タイトルでのランダム化実施の記載 

論文のタイトルにランダム化実施について記載されているかどうかを確認し、「記載あり」、

「記載なし」で分類した。  

②タイトル以外でのランダム化実施の記載 

タイトル以外でランダム化実施について記載されているかを確認し、「記載あり」、「記載な

し」で分類した。  

③ランダム化の手法に関する記載（N=28;①又は②で記載ありの場合） 

ランダム化実施について記載されている場合（28 編該当）に、その具体的な手法が記載さ

れているか、またその手法がランダム化に該当するかを確認し、「明記されており、ランダム

化である」、「明記されているが、ランダム化ではない」、「手法の記載がない、又は確認でき

ない」で分類した。 

14）ブラインディング（盲検化）注4に関する記載 （N=32；二群比較を実施しているもののみ） 

①タイトルでのブラインディング（盲検化）の記載 

タイトルでブラインディング実施について記載されているかを確認し、「記載あり」、「記載

なし」で分類した。 

②タイトル以外でのブラインディング（盲検化）の記載 

タイトル以外でブラインディング実施について記載されているかを確認し、「記載あり」、

「記載なし」で分類した。 

 

                                                        
注2 割り付け後に参加者の脱落が生じた場合に、脱落者の除外を最小限に抑え、可能な限り介入開始時の割り付

けに従って解析すること。群間の参加者属性の偏りを防ぐことができる、試験食品が実際に世の中で広く摂

取された場合に近い効果を見ることができるといった利点がある。 
注3 介入期間中の脱落者を全て除外して解析すること。群間の参加者属性に差が生じるためエビデンスのレベル

は下がるが、試験食品がプロトコルどおりに摂取された場合の効果を見ることができる。 
注4 試験参加者が試験食品群とプラセボ群のどちらに割り付けられたかについての情報を伏せること。試験参加

者だけに伏せる場合にはシングル・ブラインディング、試験参加者に接する介入者にも伏せる場合にはダブ

ル・ブラインディングという。さらに、アウトカム評価者や解析者に対しても情報を伏せる場合もあり、情

報を伏せる対象の範囲が広いほど、バイアスは生じにくいと考えられる。 
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③ブラインディング（盲検化）の種類 

ブラインディングの具体的な手法についての記載を確認し、「シングル・ブラインディング」、

「ダブル・ブラインディング」、「不明確」で分類した。 

④ブラインディング（盲検化）の対象（複数回答可） 

ブラインディングの具体的な手法についての記載を確認し、「試験参加者に対して」、「介入

者に対して」、「アウトカム評価者に対して」、「解析者に対して」、「単に『二重盲検』『盲検化』

とのみ記載」で分類した。 

15）試験食品・プラセボ食品に関する記載（N=32；群間比較を実施しているもののみ） 

①識別不能性についての記載 

試験食品とプラセボ食品の見た目や味、匂いなど、試験参加者が両者を識別できる何らか

の違いがあったかどうかについての記載を確認し、「記載あり」、「記載なし又は不明確」で分

類した。 

②識別不能性の内容（複数回答可） 

試験食品とプラセボ食品のどのような特性について、識別不能性に関する記載があるかを

確認し、「形状（剤形）について」、「性状（におい、味等について）」、「不明」で分類した。 

③試験食品の成分についての記載 

試験食品とプラセボ食品の成分の違い（機能性関与成分以外に違いがあるかどうか）を判

別するため、試験食品の成分についての記載を確認し、「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

④プラセボ食品の成分についての記載    

試験食品とプラセボ食品の成分の違い（機能性関与成分以外に違いがあるかどうか）を判

別するため、プラセボ食品の成分についての記載を確認し、「記載あり」、「記載なし」で分類

した。 

16）背景因子の均衡性 

①均衡性の確認実施に関する記載 

（N=32；均衡性の確認が必要な研究モデルを採用しているもののみ） 

「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

②有意水準（N=23；均衡性の確認実施について、図表だけでなく本文に記載があるもののみ） 

「p=0.05」、「p=0.15」、「その他」で分類した。 

③背景因子の数（N=32；均衡性の確認が必要な研究モデルを採用しているもののみ） 

実数とし、平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。 

④有意差ありとなった背景因子の数（N=25；背景因子の数の記載があるもののみ） 

実数とし、平均値±標準偏差（最小－最大）で示した。 

⑤均衡性の評価結果（N=25；均衡性の確認実施に関する記載があるもののみ） 

「両群間に有意差なし」、「一部の項目に有意差あり」、「記載内容が不明確」で分類した。 

17）有効性判定の有意水準の設定に関する記載 

「p=0.01 のみ」、「p=0.05 のみ」、「p=0.01 と p=0.05 の両方」で分類した。 
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18）主要アウトカムの設定 

「設定されている」、「設定されていない」で分類した。 

19）副次アウトカムの設定 

「設定されている」、「設定されていない」で分類した。 

20）主要アウトカムの最終時点での群間比較における有意差 

「全ての主たるアウトカムで有意（主たるアウトカムが一つの場合を含む）」、「全ての主た

るアウトカムで有意ではない（主たるアウトカムが一つの場合を含む）」、「アウトカムが複数

あり、結果がまちまちである」で分類した。 

21）群内変化についての検定（N=33；群間比較を行っているもののみ） 

「検定している」、「検定していない」で分類した。 

22）検定の多重性（評価時点の多重性） 

「多重検定あり（多重性を考慮して検定）」、「多重検定あり（多重性を考慮せず検定）」、「多

重検定に該当しない」、「記載なし又は不明確」で分類した。 

23）検定の多重性（評価項目の多重性） 

「多重検定あり（多重性を考慮して検定）」、「多重検定あり（多重性を考慮せず検定）」、「多

重検定に該当しない」、「記載なし又は不明確」で分類した。 

24）実施施設側倫理審査委員会（IRB）の承認に関する記載 

「記載あり（承認番号あり）」、「記載あり（承認番号なし）」、「記載なし」で分類した。 

25）研究参加者の文書同意に関する記載 

「記載あり（文書同意あり）」、「記載あり（文書同意なし）」、「記載なし」で分類した。 

26）企業側倫理審査委員会（IRB）の承認に関する記載（N=33；企業が共著者に含まれる場合の

み） 

「記載あり」、「記載なし」で分類した。 

27）臨床試験登録（CTR）に関する記載 

「記載あり（番号あり）」、「記載あり（番号なし）」、「記載なし」で分類した。 

28）クロスオーバー試験の場合、持ち越し効果に関する記載（N=10；クロスオーバー試験に該当

する場合のみ） 

「記載あり」、「記載なし又は不明確」で分類した。 

 

３－１－３ 結果と考察 
各検証項目について、届出された臨床試験論文の検証結果を以下に記載する。なお、主要な検
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証結果については、別添資料２「臨床試験 WG 検証結果 主要項目一覧」でまとめた。 

１）試験のパターン 

「パターン A. 中長期試験型」が 15 編（44.1%）、「パターン B. 短期試験型」が 2 編（5.9%）、

「パターン C. 単回摂取試験型」が５編（14.7%）、「非該当」が 12 編（35.3%）であった。 

２）トクホの試験方法における摂取期間との比較（N=21；トクホと同様の機能性を標榜している

場合） 

該当する 21 編中、「異なる摂取期間を設定」が３編（14.3%）、「同様の摂取期間」が 18 編

（85.7%）であった。摂取期間がトクホの設定よりも短い試験があったが、トクホと同じ基準

で有効性を判断することが前提とすると、同じ期間設定が望ましい。しかし、個々の機能性

関与成分の特性によっては効果の発現に差異があるのも事実だと考えられるため、そのこと

を事前に明確にプロトコルに記載するとともに、介入期間をトクホの場合より長期あるいは

短期とすることの妥当性の根拠を示すことが必要である。 

３）研究仮説 

「優越性」が 34 編（100.0%）、「非劣性」が０編 0.0%、「同等性」が０編（0.0%）であった。 

４）研究デザイン 

「ランダム化並行群間比較試験」が 17 編（50.0%）、「非ランダム化並行群間試験」が４編

（11.8%）、「コントロール群のない単群での介入試験」が１編（2.9%）、「ランダム化クロスオ

ーバー試験」が 11 編（32.4%）、「非ランダム化クロスオーバー試験」が０編（0.0%）、「その

他」が１編（2.9%）であった。 

有効性については、ランダム化並行群間比較試験の結果で示すことが望ましい。しかし、

トクホにおいても、整腸効果については「原則として、二重盲検並行群間比較試験又は二重

盲検クロスオーバー試験」とされている。また、食事後の血糖や中性脂肪の変化についても

ランダム化クロスオーバー試験を認めている事実もあるため、クロスオーバー試験も許容さ

れるものであると考えられる。ただし、後述するように、クロスオーバー試験はそのデザイ

ンの特性上、実施に際しては十分な注意が必要である。 

非ランダム化試験の場合には、サンプリングバイアスが発生する可能性が高く、得られる

結果の信頼性はランダム化試験に比べると低い。そのため、試験結果の解釈は慎重に行う必

要がある。 

コントロール群のない単群での前後比較試験については、変化が介入によるものかどうか

に言及することは不可能であり、効果の根拠としての信頼性は乏しい。そのため、試験結果

は介入による変化の参考値としての位置付けにとどめるべきである。 

５）参加者の特性とトクホの適格基準との比較（N=19;トクホと同様の機能性を標榜している場

合） 

該当する 19 編中、「一致」が 13 編（68.4%）、「一部一致（層別のため除外データがある等）」

が４編（21.1%）、「不一致（標準偏差、範囲が未記載 等）」が２編（10.5%）であった。コレ
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ステロール、血圧、体脂肪においてトクホの範囲を逸脱した参加者が含まれる、又は含まれ

ると推測される研究があることが明らかになった。その場合には、少なくとも層別解析が必

要であり、それは基本的にプロトコル段階（CTR にも記載）で示されていなければならない。

ただし、層別解析をしたとしてもサンプルサイズの計算が無効になったり、機能性を語る上

で総合的な解釈を困難にすると考えられるため、PICOS 注5の設定段階において参加者の適格

条件を明確にし、それに従った参加者を対象とした臨床試験を実施する必要がある。 

６）参加者数（サンプルサイズ）の設定根拠に関する記載 

「記載あり」が４編（11.8%）、「記載なし」が 30 編（88.2%）であった。 

７）参加者数（サンプルサイズ）の大きさ 

「大（100 例以上）」が 9 編（26.5%）、「中（21-99 例）」が 21 編（61.8%）、「小（20 例以下）」

が４編（11.8%）であった。 

前述の６-７の項目をまとめると、サンプルサイズの設定・実施は、臨床試験における倫理

的側面（必要以上に大きすぎることによる参加者・資源の無駄など）と科学的側面（少なす

ぎることで有意とならず再検証が必要となる、又は結果が不明確で終わることなど）の問題

を防ぐ意味で重要である。まず基本事項として、検出すべき効果をどの程度に見積もるのか、

ここでは機能性表示食品としての科学的根拠として、その効果は意味のあるものといえるの

かどうかをよく検討する必要がある。 

８）参加者数（サンプルサイズ） 

基本統計量は 85.5±65.7（10－309）例であった。 

９） 最終的な解析対象者数 

判断可能であった 33 編中で、基本統計量は 76.2±52.2（７－212）例であった。 

10） フローチャートの記載 

「記載あり」が 11 編（32.4%）、「記載なし」が 23 編（67.6%）であった。 

11）主たる解析の手法 

「Intention-to-treat（ITT）解析又は Full analysis set（FAS)解析」が 7 編（20.6%）、「Per protocol 

set（PPS）解析」が 23 編（67.6%）、「不明」が４編（11.8%）であった。 

8～11 の項目は割り付けられた参加者に対して介入後の最終評価までの流れ、つまり ITT

又は FAS で解析できたのか、又は PPS で解析をしたのかを調査した。判断に必要な参加者の

リクルートメントから最終解析までの流れはフローチャートとして示すことが強く推奨され

る。ITT 又は FAS による解析が理想であるが長期間の介入試験になるほど難しいことも分か

っているので、重要なことは第三者が理解できるように透明性をもって記載する必要がある。

論文の中には、フローチャートもなく、最終試験における参加者数の表示もなく、いずれの

                                                        
注5参加者（Participants）、介入（Interventions）、比較（Comparators）、結果（Outcomes）、研究デザイン（Study 

design）の頭文字を取ったもの。介入の代わりに曝露（Exposures）が用いられて PECOS と表記される場合、

又はまとめて PI(E)COS と表記される場合がある。 



 

30 

 

解析を行ったのかが不明なものも存在した。 

12）解析対象者数が参加者数から減った理由の記載（N=28；解析対象数が参加者数から減った場

合） 

「記載あり（有害事象あり）」が０編（0.0%）、「記載あり（有害事象なし）」が 24 編（85.7%）、

「記載なし」が４編（14.3%）であった。 

機能性関与成分による有害事象は当然ながら、その他の理由であったとしても総合的に用

いた介入方法の適正性を総合的に判断する材料になるため明記しなければならない。 

13）ランダム化の方法の記載 

①タイトルでのランダム化実施の記載 

「記載あり」が 10 編（29.4%）、「記載なし」が 24 編（70.6%）であった。CONSORT 2010

チェックリストでも、論文のタイトル中に記入すべきことが明記されている。タイトル中の

明記は、当該試験が RCT かどうかを読者が一目瞭然で判断できるため、報告方法として重要

な作法の一つである。 

②タイトル以外でのランダム化実施の記載 

「記載あり」が 28 編（82.4%）、「記載なし」が６編（17.6%）であった。 

③ランダム化の手法に関する記載（N=28；①又は②で記載ありの場合） 

「明記されており、ランダム化である」が６編（21.4%）、「明記されているが、ランダム化

ではない」が０編（0.0%）、「手法の記載がない、又は確認できない」が 22 編（78.6%）であ

った。 

方法において、当然ながら厳密にランダム化についての記載が求められる。「ランダムに割

り付けた」と記述があっても、どのような手法で行ったかの記載がない論文が多数あり、こ

れでは「ランダム化」が成立しているかどうかを判断することができないため正確な手法の

記載が必須である。方法部分にランダム化だけのパラグラフを作り、その部分にまとめて記

述すると分かりやすい。 

14） ブラインディング（盲検化）に関する記載（N=32；二群比較を実施しているもののみ） 

該当する 32 編中での検証結果は以下のとおりであった。 

①タイトルでのブラインディング（盲検化）の記載 

「記載あり」10 編（31.3%）、「記載なし」が 22 編（68.8%）であった。これもタイトルに明

記する必要がある。 

②タイトル以外でのブラインディング（盲検化）の記載 

「記載あり」32 編（100%）、「記載なし」が０編（0.0%）であった。 

③ブラインディング（盲検化）の種類 

「シングル・ブラインディング」が２編（6.3%）、「ダブル・ブラインディング」が 30 編

（93.8%）、「不明確」が０編（0.0%）だった。 

④ブラインディング（盲検化）の対象（複数回答可） 

複数回答として、「試験参加者に対して」が８編（25.0%）、「介入者に対して」が６編（18.8%）、
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「アウトカム評価者に対して」が５編（15.6%）、「解析者に対して」が２編（6.3%）、「単に『二

重盲検』『盲検化』とのみ記載」が 24 編（75.0%）であった。 

方法部分にブラインディングに関するパラグラフを作り、その部分に詳細に記載する必要

がある。また、シングルにしても、ダブル・ブラインディングにしても、誰に対して行った

のかの明確な記載が必要である。 

15）試験食品・プラセボ食品に関する記載（N=32；群間比較を実施しているもののみ） 

２群間以上での比較を実施している 32 編中での検証結果は以下のとおりであった。 

①識別不能性についての記載 

「記載あり」が 21 編（65.6%）、「記載なし」が 11 編（34.4%）であった。 

②識別不能性の内容（複数回答可） 

複数回答として、「形状（剤形）について」が 18 編（58.1%）、「性状（におい、味等につい

て）について」が８編（25.8%）、「不明」が 11 編（35.5%）であった。 

③試験食品の成分についての記載 

「記載あり」が 27 編（84.4%）、「記載なし」が５編（15.6%）であった。 

④プラセボ食品の成分についての記載 

「記載あり」が 26 編（81.3%）、「なし」が６編（18.8%）であった。 

 

①、②の項目にあるように、参加者が識別できていないことが重要であり、もしも識別で

きている場合は、参加者ブラインディングは自動的に不成立となり、バイアスリスクが高ま

ることを意味する。試験食品及びプラセボ食品の形状・性状の識別不能性を十分確認し、そ

の内容を論文に記載しなければならない。また、サプリメント形状以外の食品では実食品と

プラセボ食品が識別される場合もあり、そのような場合は、「実食品・プラセボ食品が参加者

に識別されている試験である」旨を記載することが適切である。 

16） 背景因子の均衡性  

①均衡性の確認実施に関する記載 

 （N=32;均衡性の確認が必要な研究モデルを採用しているもののみ） 

「記載あり」が 25 編（78.1%）、「記載なし」が７編（21.9%）であった。 

②有意水準（N=23；均衡性の確認実施について、図表だけでなく本文に記載があるもののみ） 

「p=0.05」が３編（13.0%）、「p=0.15」が０編（0.0%）、「その他」が 20 編（87.0%）であっ

た。 

③背景因子の数（N=32；均衡性の確認が必要な研究モデルを採用しているもののみ） 

25 編（78.1%）で記載があり、基本統計量は 10.5±5.0（２－24）であった。 

④有意差ありとなった背景因子の数（N=25；背景因子の数の記載があるもののみ） 

20 編（80.0%）で記載があり、基本統計量は 0.3±0.6（０－２）であった。 

⑤均衡性の評価結果（N=25；均衡性の確認実施に関する記載があるもののみ） 

「両群間に有意差なし」が 14 編（56.0%）、「一部の項目に有意差あり」が４編（16.0%）、

「記載内容が不明確」が７編（28.0%）であった。 
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ベースラインの背景因子の群間比較は必須である。背景因子が両群間で均衡でない場合は、

ランダム割り付けが適切ではなく、ベースライン時点で両群間に大きな差がある可能性があ

り、試験によるアウトカムの変化量の差の解釈をより難しくする。⑤について、有意差があ

った論文においては、その有意な差が、主要アウトカムと関連があるかどうかの記載が必要

となる。 

17） 有効性判定の有意水準の設定に関する記載 

「p=0.01 のみ」が０編（0.0%）、「p=0.05 のみ」が 27 編（79.4%）、「p=0.01 と p=0.05 の両

方」が７編（20.6%）であった。 

ほとんどの論文で有意水準が記載されていたが、単に有意水準を超えているかどうかだけ

で効果を判断することは、科学的に正しいとは言えない。検定では、サンプルサイズが大き

いほど有意になりやすいため、適切なサンプルサイズの設定を行ったか否かを踏まえて解釈

する必要がある。また、後述するが、多重検定している場合は５%有意水準の設定は適切では

ないこともあるので、研究プロトコルにおいては注意が必要である。 

18）主要アウトカムの設定 

「設定されている」が９編（26.5%）、「設定されていない」が 25 編（73.5%）であった。 

19） 副次アウトカムの設定 

「設定されている」が６編（17.6%）、「設定されていない」が 28 編（82.4%）であった。 

PICOS 設定の段階で、有効性の判定にどのような「O（アウトカム）」を用いるのかを明確

にするのは当然である。主要及び副次アウトカムを明確に分けて計画・実施・記述しなけれ

ばならない。その中で、「主要アウトカム（primary endpoint）はただ一つ*」であるべきであ

り、その検証のために試験が実施されることになる。副次アウトカム（secondary endpoint）は、

あくまで副次に過ぎず、そこで有意な差が出ていたとしても参考値程度という位置付けで捉

える必要がある。 

したがって、例えば、主要アウトカムにおいて群間で有意差がなく、副次アウトカムで有

意差があった場合、PICOS に基づく仮説からすると、「その介入では、有効とはいえない。」

と慎重な結論を下す必要がある。しかし、副次的アウトカムで有意であることが気になるの

であれば、その有意差が偶然であったのかどうかもよく吟味してから、また別研究として新

たに PICOS をセットし直して試験を実施すべきである。 

このように数多くの副次アウトカムを置き、それらから付随又は後付けのように有効だと

するロジックは科学的に誤りであることを強調する。アウトカムの乱立は多重仮説そのもの

であり、特に注意すべき事項である。 
* 血圧については、最高血圧と最低血圧をペアの主要アウトカムとみなすこともある。トクホの「体脂

肪」において、コンピュータ断層 X 線撮影(CT)、インピーダンス法による腹部脂肪面積、BMI、腹囲を

列記しているが、これらを全て主要アウトカムにすることは望ましくはない。 
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20） 主要アウトカムの最終時点での群間比較における有意差 

「全ての主たるアウトカムで有意（主たるアウトカムが一つの場合を含む）」が７編（20.6%）、

「全ての主たるアウトカムで有意ではない（主たるアウトカムが一つの場合を含む）」が２編

（5.9%）、「アウトカムが複数あり、結果がまちまちである」が 25 編（73.5%）であった。  

ここでは主要アウトカムが多いことを受けて、あえてこのような設問にした。前述のよう

にサンプルサイズの設定は一つのアウトカムに関して実施されたはずであるので、複数ある

ことで相反する、又は矛盾する結果となり、その解釈を難しくすることが分かる。 

21） 群内変化についての検定（N=33；群間比較を行っているもののみ） 

「検定している」が 20 編（60.6%）、「検定していない」が 13 編（39.4%）であった。 

ランダム化比較試験では、群間比較が重要であり、群内変化の比較検定は無用であり行う

べきではない。ランダム化は、同じ土俵の上でのフェアな取組をするために行う。群内の比

較検定で不要な有意差記号を多用することで、あたかも有効であるような錯覚を読者に与え

ることになり、大きな問題である。 

22） 検定の多重性（評価時点の多重性） 

「多重検定あり（多重性を考慮して検定）」が 12 編（35.3%）、「多重検定あり（多重性を考

慮せず検定）」が 10 編（29.4%）、「多重検定に該当しない」が 11 編（32.4%）、「記載なし又は

不明確」が１編（2.9%）であった。 

23）検定の多重性（評価項目の多重性） 

「多重検定あり（多重性を考慮して検定）」が２編（5.9%）、「多重検定あり（多重性を考慮

せず検定）」が 29 編（85.3%）、「多重検定に該当しない」が２編（5.9%）、「記載なし又は不明

確」が１編（2.9%）であった。 

上記より、評価項目の多重性を検討せずに、多重検定を行っている試験が多いことが明ら

かになった。多重性を考慮しないまま、得られた結果を直接結論に反映すると、第 1 種の過

誤注6のある試験結果となる。例えば、有意水準を 5%で類似したアウトカムを 20 項目設定し

た場合、検定を 20 回繰り返すことになる。その場合、1/20 であるため偶然に有意となるとい

う確率を意味している。 

このように多くの時点・多項目での検定には特に注意が必要である。これを防ぐには、介

入期間中の多時点での検定はしないこと（前後比較１回のみ実施）、主要アウトカムを一つに

絞り込むことが重要である。評価時点や評価項目を複数セットしなければならない場合には、

第１種の過誤を調整するボンフェローニの補正などを行って判断を下す必要がある。 

24） 実施施設側倫理審査委員会（IRB）の承認に関する記載 

「記載あり（承認番号あり）」が２編（5.9%）、「記載あり（承認番号なし）」が 25 編（73.5%）、

「記載なし」が７編（20.6%）であった。 

                                                        
注6 本当は差がないにもかかわらず、誤って差があると結論を下してしまうこと。「偽陽性」や「αエラー」とも

呼ばれる。 
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25） 研究参加者の文書同意に関する記載 

「記載あり（文書同意あり）」が 23 編（67.6%）、「記載あり（文書同意なし）」が７編（20.6%）、

「記載なし」が４編（11.8%）であった。 

26） 企業側倫理審査委員会（IRB）の承認に関する記載（N=33；企業が共著者に含まれる場合の

み） 

届出関係者が共著者に含まれている 33 編において、「記載あり」が８編（24.2%）、「記載な

し」が 25 編（75.8%）であった。 

臨床試験の実施に当っては、実施施設側と届出企業側の両方の IRB の承認を受けることが

求められる。 

27）臨床試験登録（CTR）に関する記載 

「記載あり（番号あり）」が０編（0.0%）、「記載あり（番号なし）」が０編（0.0%）、「記載

なし」が 34 編（100.0%）であった。 

日本においては、「大学病院医療情報ネットワーク研究センター 臨床試験登録（UMIN-

CTR）」が最もよく知られている。ガイドラインにおいて、国内で実施する臨床試験について

は、その計画について UMIN 臨床試験登録システムに事前登録（参加者１例目が登録される

前の登録でなければならない。）が行われている必要があるとされている。ただし、食品表示

基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研究については、

事前登録が省略できる。 

28） クロスオーバー試験の場合、持ち越し効果に関する記載（N=10；クロスオーバー試験に該

当する場合のみ） 

「記載あり」が４編（40.0%）、「記載なし又は不明確」が６編（60.0％）であった。 

CONSORT 2010 声明においても、RCT や各種試験の拡張版のチェックリストは公表されて

いるが、クロスオーバー比較試験については公表されていない。クロスオーバー試験の最大

の欠点として、１期目の介入の結果を持ち越す「キャリーオーバー」の可能性があることが

挙げられる。また、試験期間が長期になることによる参加者への負担や、身体機能の変化等

の問題もある。 

折笠は、クロスオーバー試験を報告する際の 12 個のポイント 26)を挙げている（表２参照）。

本事業では、これらの評価は実施していないが、今後、クロスオーバー試験をどうしても行

わなければならない場合には、当該 12 項目を充足させることが望まれる。 

 

３－１－４ 課題 
本項では対象となった 34 編の論文の臨床試験の研究方法論・報告方法等に関する調査・検証を

行った結果、総じて試験食品の有効性を正しく示すための課題を抽出することができた。ここで

は臨床試験の方法論、特にプロトコル（計画）・実施・解析・報告において、ポイントとなる事項

を要約する。 
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１）臨床試験の計画及び臨床試験登録 

PICOS を始め、臨床試験として重要な項目については、明確な計画設計を行った上で、実

施前に臨床試験登録を行う必要がある。ランダム化並行群間比較試験報告のチェックリスト

である CONSORT 2010 をあらかじめ想定して計画を立てることはよく知られている。さらに、

臨床試験プロトコルと関連文書への記載方法のチェックリスト SPIRIT 2013 に基づく記載が

推奨される。 

２）トクホと同様の機能性を標榜する際の留意点 

トクホと同様の機能性を標榜する際には、同じ適格基準の参加者や介入期間、研究デザイ

ンで実施する必要がある。参加者に関しては、参加者数（サンプルサイズ）をどのように設

定したのか、ランダム化をどのように実施したのか、群間の背景因子の均衡性は保たれてい

たのかなどの情報や、割り付けから最終評価までを明確にするフローチャートの作成（ドロ

ップアウトがあった場合には理由を明記）が必要である。 

３）プラセボ効果によるバイアスに関する情報の記載 

試験食品とプラセボ食品の特徴と識別不能性についての詳細情報に加え、ブラインディン

グの詳細情報（誰になされたのか）も漏れなく記載することが必要である。 

４）検定の多重性を考慮した分析 

アウトカム評価項目に関しては、主要・副次アウトカムを明確化し、主要アウトカムを極

力複数にしないことが重要である。複数にせざるを得ない場合には検定の多重性を十分考慮

した分析が不可欠である。 

５）適切な検定の実施 

検定の濫用は厳に慎むべきである。また、群内検定はすべきではない。原則１回のランダ

ム化につき検定は群間の１回限りが基本である。消費者にとって、有意差を示すアスタリス

ク（＊）の多い論文は、理解不能のものであり、誤った意思決定をもたらすものである。機

能性表示食品の届出資料として使われるものは市販直前の「検証的試験」(confirmatory trial)で

あり、商品の特性を探索する「探索的試験」(exploratory trial)であってはならない。 

６）クロスオーバー試験における持ち越し効果の確認 

クロスオーバー試験を実施せざるを得ない場合には、持ち越し効果がないことを確認する

方法を明記した上で、持ち越し効果がないことを必ず確認しなければならない。 

７）IRBの承認 

最も基本的なこととして倫理面への配慮が臨床試験では重要であるが、企業側 IRB と実施

施設側 IRB の承認（承認番号等も明記）の両方が必要である。 

臨床試験論文の完成度、信頼性を高めるためには、少なくとも上記事項を守ることが求め

られる。なお、論文執筆時の確認に役立てていただけるよう、第４章「最終製品を用いた臨

床試験を科学的根拠とする届出における今後の課題」において確認すべき具体的事項をチェ

ックリストとしてまとめた（表３、表４参照）。 
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３－２ 臨床試験に係る利益相反の特徴 

３－２－１ 調査目的 
届出された臨床試験論文の COI に関係する記載の有無を確認し、課題となる事項を抽出するこ

とを目的とした。 

 

３－２－２ 方法 
第３章３－１と同様の手順・手続きで実施した。評価項目は以下のとおり設定した。 

 

 Part４: 臨床試験に係る利益相反の特徴（５項目）  

１）主宰者（sponsor）、資金提供者（funder）の用語の記載 

「主宰者（sponsor）と資金提供者（funder）の両方記載あり」、「主宰者（sponsor）の記載あ

り」、「資金提供者（funder）の記載あり」、「記載されているが不明確」、「どちらも記載なし」

で分類した。 

２）受託臨床試験機関（CRO）の関与に関する記載 

「記載あり（CRO 関与あり）」、「記載あり（CRO 関与なし）」、「記載なし」で分類した。 

３）著者の COIに関する記載 

「記載あり（COI あり）」、「記載あり（COI なし）」、「記載なし」で分類した。 

４）著者について主宰者（sponsor）や資金提供者（funder）と思われる企業に所属している者

（社員、顧問等）が含まれているか 

「含まれている」、「含まれていない」で分類した。 

５）臨床試験参加者に関する記載（主宰者（sponsor）や資金提供者（funder）と思われる企業

の関係者が参加者に含まれているか） 

「記載あり（関係者が含まれている）」、「記載あり（関係者が含まれていない）」、「記載あ

り（関係者が含まれているか不明）」、「記載なし」で分類した。 

 

３－２－３ 結果と考察 
各検証項目について、届出された臨床試験論文の検証結果を下記に記載する。なお、主要な検

証結果については、別添資料２「臨床試験 WG 検証結果 主要項目一覧」でまとめた。 

１）主宰者（sponsor）、資金提供者（funder）の用語の記載 

「主宰者（sponsor）と資金提供者（funder）の両方記載あり」が０編（0.0%）、「主宰者（sponsor）

の記載あり」が０編（0.0%）、「資金提供者（funder）の記載あり」が９編（26.5%）、「記載さ

れているが不明確」が０編（0.0%）、「どちらも記載なし」が 25 編（73.5%）であった。 

届出に当たっては、届出資料（様式 v）に主催者と資金提供者に関する項目を設け、具体的

に記載することで、利益相反関係の有無を明示することが望ましい。 
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２）受託臨床試験期間（CRO）の関与に関する記載 

「記載あり（CRO 関与あり）」が７編（20.6%）、「記載あり（CRO 関与なし）」が１編（2.9%）、

「記載なし」が 26 編（76.5%）であった。注7 

CRO が実施していない場合は、試験が適切に実施されたかどうかの疑問も生じ得る。CRO

の関与がない場合にも、その旨を届出資料中に記載することが望ましい。 

３） 著者の COI に関する記載 

「記載あり（COI あり）」が５編（14.7%）、「記載あり（COI なし）」が２編（5.9%）、「記載

なし」が 27 編（79.4%）であった。 

COI については、「申告すべきことはない。」と記述すれば十分だと誤解していると見受け

られる届出が少なくない。COI は金銭の授受が発生する場合に限定されたものではなく、臨

床試験に関与する個人・団体間の関係性によって様々なタイプが想定される。このため、後々

に第三者から指摘を受けないためにも、開示していた方が良いと考えられる事項は全て記載

する必要がある。 

４）著者について主宰者（sponsor）や資金提供者（funder）と思われる企業に所属している者

（社員、顧問等）が含まれているか 

「含まれている」が 32 編（94.1%）、「含まれていない」が２編（5.9%）であった。 

論文の著者の中に、臨床試験の主催者や資金提供者の企業に所属している者が含まれてい

た場合、仮説を支持する方向へのバイアスが生じる可能性が懸念される。論文の内容を公正

に判断するためには、届出資料（様式 v）に論文著者の所属先に関する項目を設け、具体的な

記載を行う必要があると考えられる。 

ただし、試験に関与していたにもかかわらず、あえて名前を記載しないことは、故意に情

報を秘匿したことになり、研究の不正行為ともなり得る。いずれにせよ、研究プロトコルに

おいて役割分担を明確にし、臨床試験の事前登録を適正に行うことが必要である。 

５）臨床試験参加者に関する記載（主宰者（sponsor）や資金提供者（funder）と思われる企業

の関係者が参加者に含まれているか） 

「記載あり（関係者が含まれている）」が１編（2.9%）、「記載あり（関係者が含まれていな

い）」が０編（0.0%）、「記載あり（関係者が含まれているか不明）」が 27 編（79.4%）、「記載

なし」が６編（17.6%）であった。 

現在では、主宰者が実施する研究においては、人権擁護の観点からその社員が研究の参加

者となることは禁じられている。今後の試験では、適正な参加者で実施しなければならない。 

 
３－２－４ 課題 
検証結果を受けて、機能性表示食品の臨床試験論文の執筆や届出資料を作成する際に、特に課

題となる点を以下にまとめた。 

                                                        
注7 実際には関与していると考えられるが記載がないものを含む。 
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１）用語の曖昧さ・不統一 

臨床試験論文の著者や、試験の関係者を意味する用語が曖昧で、正確に読み取れないケー

スが見受けられた。これは、そもそも英語論文の中で使用されているこれらの用語の訳語が、

日本では長く統一されてこなかったことが影響している。 

例えば、「sponsor（スポンサー）」という用語については、その概念の曖昧さや誤用の問題

が英語圏でも指摘されており、正しく使い分けることの重要性が強調されている 27)。原語の

定義は、WHO-GCP(1990)、 ICH-GCP(1997)、 ICTRP(2001)において、  “The individual、 

organization、 group or other legal entity which takes responsibility for initiating、 managing and/or 

financing a study”（筆者訳：ある試験の企画、管理、資金のうち一つ以上に責任を有する個人、

組織、グループ、又は他の法的主体）とされている。 

複雑な概念であるために、その日本語訳は長く統一されてこなかった。日本の三つの臨床

試験登録システムでは、UMIN-CTR が「実施責任組織」、Japic-CTI が「実施者」、JMACCT が

「実施責任組織」を使用しているほか、主導者、研究責任者、治験依頼者といった訳語が混

在していた。 

そこで、日本医学会の雑誌編集者組織委員会と利益相反委員会の提案により、平成 27 年２

月 18 日に日本医学会定例評議会において、「sponsor」の日本語訳として「主宰者」が承認さ

れた。類似の用語として「funder」や「fund」があるが、これらについても同会において「funder：

資金提供者」、「fund：資金、資金提供する」という訳語が承認され、それぞれ別の概念として

整理された。27) 

上記を踏まえて、臨床試験登録や論文執筆、届出資料作成に際しては、「主宰者」、「資金提

供者」等の用語を用いて、その意味するところを正しく記述することが必要である。なお、

機能性表示食品を含め、多くの健康食品の臨床試験の「主宰者」と「資金提供者」は、医薬品

の承認取得を目的としている臨床試験（治験）と同様、企業となることが推測される。その

場合の記載例を表５に提示したため、参考にしていただきたい。 

２）公表時期の古い論文における COIの記載 

COI に関する情報は、論文中の結果を解釈する上で極めて重要である。しかし、日本で COI

の概念が広まったのは平成 12 年以降であり、それ以前に公表された論文は、COI に関する記

載が不足しているケースが多い。 

COI については、平成 16 年文部科学省主催のパネルディスカッション「臨床研究・臨床試

験における利益相反への対応」が皮切りとなって調査・検討が進められた。平成 23 年には日

本医学会から「医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン」が公表され、その後

も改訂が進められている。28)29) 

公表時期の古い臨床試験の結果を機能性の根拠として使用することを制限するものではな

いが、COI に関する情報の重要性を鑑みると、十分な注意が必要である。 

３）医薬品開発受託機関（CRO）の利用 

適正に臨床試験を行うためには CRO を利用することも有効な手段である。ただし、CRO へ

の委託の有無にかかわらず、基本的な倫理指針やガイドラインは論文中に明記すべきである。 
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「ヘルシンキ宣言（2013 年版）」の遵守は、言うまでもなく、臨床試験に関する倫理指針の

世界標準である。加えて、日本では平成９年に医薬品 GCP（Good Clinical Practice/医薬品の臨

床試験の実施の基準に関する省令（平成 9 年厚生省令第 28 号））の施行により、臨床試験に

おける人権擁護の徹底が本格化した。食品の試験に関しても同様の動きが急速に進みつつあ

り、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成 26 年 12 月 22 日文部科学省・厚生

労働省告示第３号、平成 29 年２月 28 日一部改正）」を遵守する必要がある。同倫理指針には、

医薬品 GCP に準じた「被験者（参加者）の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、

治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため」に必要な事項が示されている。国会で

審議中の「臨床研究法」が成立すれば、これらの倫理指針に法的根拠が生じることになる。 

機能性表示食品の臨床試験における責任は、CRO への委託の有無を問わず、一義的に主宰

者に帰するものである。必要な倫理指針やガイドライン等については必ず遵守し、その旨が

分かるように論文中に記載することが求められる。 
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第４章 最終製品を用いた臨床試験を科学的根拠とする届出に

おける今後の課題 

 

本章では、前章までの検証結果を踏まえて、機能性表示食品の臨床試験論文を適正に作成する

ために、記述のポイントと具体例を示すと共に、実施すべきでないこと（不適正・研究倫理に関

する事項）や、注意を要する事項を取りまとめた。 

 

４－１ 検証によって明らかにされた課題 

４－１－１ 根拠論文の投稿先として推奨される学術雑誌  
 表 3 に根拠論文の投稿先として推奨される学術雑誌の特徴をまとめた。一つ目は、「査読につい

ての方針及び標準査読期間を公開し、査読の透明性が高い雑誌であること」である。また、編集

委員だけでなく、外部の専門家による査読がなされていることや、受理日・受付日・公開日など

の履歴が記録公開されていることも望ましい。その他の具体的な下位項目としては、「明確な投稿

規定があること」、「中立な判断を下していると見られていること」、「試験内容を適切に伝えるた

めに十分な文量（図表も含む）を記載できること」、「原著論文であることが明確に分かること」、

「論文投稿手数料が明示されていること」、「メールや問合せフォームだけではなく、電話や郵送

などの手段でも出版社と連絡が取れること」、「編集委員会が知名度のある委員により構成されて

いること」も投稿先を決定する際の確認事項となる。 

二つ目は、「学術論文検索データベースに索引されている雑誌であること」であり、これは容易

にアクセスできることを意味している。 

三つ目は、「英文で記載され得る（日本の学術誌であっても）こと」である。研究成果を世界中

に届けることが学術研究の重要な役割でもあるため、英文で書くことが望ましい。 

四つ目は、「COPE や DOAJ、OASPA などの Open Access 団体に加盟している出版社が発行する

雑誌であること」である。簡単に言えば雑誌の信頼性保証の高い組織・団体に加盟した雑誌が望

ましいということである。 

五つ目は、やや主観的な表現になるが、「研究者内で認知されている雑誌であること」である。

知られているということは、その雑誌の良し悪しが関係者には感覚的にも分かることを意味して

いる。 

今後は、これらの項目を個々にチェックした上で、適切な雑誌への投稿が推奨される。 

 

４－１－２ 臨床試験の研究方法論・報告方法  
表４に機能性表示食品制度における臨床試験の研究方法論・報告方法の課題をまとめた。一般

的に求められる事項については「１）一般事項」として、具体的に特に注意すべきチェック項目

については「２）特に注意すべき事項」としてそれぞれ提示した。 
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１）一般事項 

「SPIRIT 2013」に基づいて研究計画を立てることが推奨される。「SPIRIT 2013」では非常

に詳細なプロトコルが求められており、これに従っているということは、事前に綿密な検討

を経て計画された試験であるとみることができるだろう。 

試験終了後、分析を行った上で論文を執筆する段階においては、「CONSORT 2010」を参考

にしながら記載する必要がある。英文誌においては、論文投稿時にこのチェックリストと共

にウェブ投稿することが一般的である。その際、チェックリストの右側の部分に、その当該

論文中で記載した掲載ページ（場合によっては行も）を記載することで、査読者がその論文

の重要なポイントを瞬時に把握できるような工夫がなされる。 

なお和文誌においては、「CONSORT 2010」に準拠することを投稿受付の条件としていない

雑誌はいまだに多く、そうした雑誌へ投稿することは勧められない。 

また、研究計画策定の段階にも関係するが、トクホや本制度を想定して論文を書く場合に

はガイドラインを熟読しておくことが重要なのは言うまでもない。特にトクホと同様の機能

性を表示する場合においては、ガイドラインに示されている試験の要件、例えば「必須な試

験デザイン」、「評価指標」、「介入期間」などは、完全に遵守するか、同等以上に合理的な根

拠のある試験方法を採用する必要がある。 

２）特に注意すべき事項 

「SPIRIT 2013」や「CONSORT 2010」と重複する項目もあるが、特に重要な事項を提示し

た。要約すると、「研究デザイン」、「参加者に関する情報の詳細」、「解析方法の詳細」、「ラン

ダム化情報の詳細」、「ブラインディングの詳細」、「試験食品・プラセボの成分と識別不能性」、

「背景因子の詳細情報」、「明確なアウトカム」、「検定方法」、「倫理面への配慮と事前登録」、

「クロスオーバー試験の解析」、「利益相反に関する詳細」となっている。 

試験の計画・実施・報告時には、表４をチェックリストとして活用し、論文の完成度、信

頼性を高める一助にしていただきたい。また、「臨床試験を報告するための指針」30)として、

医薬品をはじめ健康食品の臨床試験の報告にも適合する解説があるため、こちらも参考資料

として活用することが望ましい。 

加えて、COI に関しては、何をどこまで書けばよいのか、記述の仕方が特に難しい場合も

多いと考えられる。臨床試験論文を執筆する際の参考となるよう、表５に「COI に関する事

項の記載例」を示した。 

臨床試験論文においては、記載例のように、主宰者、資金提供者、著者の位置付けや、関

係する企業の社員の関与の有無を明確にし、透明化することが求められる。臨床試験登録シ

ステムは公開されているため、主宰者と資金提供者については、第三者が調べることができ

る情報である。だからこそ、論文中に明記することで、消費者の信頼を得られる姿勢を示す

ことが望まれる。 
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第５章 おわりに  

 

ヒトを対象とした研究において、ある製品の機能性に関するエビデンスには、「つくる、つたえ

る、つかう、の 3 つの局面」31)がある。「つくる」ということで最も重要なのが、一次資料である

臨床試験に関する論文である。これが素材・原点となり、次の「つかう」部分に相当するシステ

マティックレビューへと移行するので、科学的かつ倫理的に適正な試験が行われなければならず、

その報告には大きな責任がある。 

本報告書では、届出のあった臨床試験論文の掲載された雑誌の分析及び臨床試験の方法論・報

告方法等における課題を見つけ出し、今後、より適正な臨床試験が実施され、適切な機能性表示

食品が届出されるための提案を行った。 

届出者は本報告書を参考にして適切に計画・実施・記述することで、最低限の不可欠な情報を

含み、またバイアスの少ない一定の質を確保した論文を作成することができると考える。何より

重要なことは事前の入念で適切な研究計画の作成であり、透明性を示すためにも、臨床試験登録

を行った上で、後付け的にプロトコルを変更することなく計画どおりに遂行することが求められ

る。COI に関する事項を明記することも、論文の透明性の確保には不可欠である。以上について、

本報告におけるチェックリストを是非とも活用していただきたい。 

本制度は開始されて丸２年が経過し３年目に入るが、これは小学校でいえば低学年から中学年

へと移行する時期にあり、「無我夢中」から落ち着いて万事に取り組める頃合いである。 

末筆になるが、これを契機に臨床試験そのものがしっかりと見直され、後に続く機能性表示食

品に関する試験が良質な方法で実施され、「エビデンスを正しくつくる」ことに役立てていただき

たい。また、連動して、臨床試験の有効性の結果を統合するシステマティックレビューも、前述

の良質の臨床試験を組み入れ、適宜アップデートがなされて正しく有効性を伝えられるように発

展する、つまり「エビデンスを正しくつたえる」ことができるようになることを期待する。そし

て、万人の願いである、より健康で元気な毎日を過ごすために、「エビデンスを正しくつかう」取

組により、本制度の充実を図っていくことが重要である。 
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第６章 図表 

 

 

表１ 特定保健用食品の介入パターン※ 

 
 

 
 ※条件付きトクホは除く。 

 

  

記載番号 （１） （２） （４） （６）

トクホ項目 コレステロール 中長期的なTG 血圧 体脂肪

イ 評価指標 LDL(T-choは参考値) 血中中性脂肪 外来血圧
コンンピュータ断層X線撮影(CT)、イ
ンピーダンス法による腹部脂肪面
積、BMI、腹囲

ウ 摂取期間 12週間+4週間後観察 12週間+4週間後観察 12週間+4週間後観察 12週間+4週間後観察

オ 有効性判定 危険率　1%又は5% 危険率　1%又は5% 危険率　1%又は5% 危険率　1%又は5%

カ 層別解析 必須：境界域・軽症者 必須：正常高値域・やや高め 必須：正常高値・I度高血圧 特になし

ア 試験方法 二重盲検並行群間 二重盲検並行群間 二重盲検並行群間

パターンA: 中長期試験型

エ 参加者
LDL境界域及び軽症者
境界域120-139mg/dL
軽症域140-159mg/dL

TG正常高値域及びやや高めの者
正常高値120-149mg/dL
やや高め150-199mg/dL

正常高値及びI度高血圧
正常高値
SBP130-139mmHg、DBP85-89mmHg
I度高血圧
SBP140-159mmHg、DBP90-99mmHg

二重盲検並行群間

BMIによる肥満1度又は正常高値者
正常高値：BMI 23以上25未満
肥満1度：BMI 25以上30未満

パターンC: 単回摂取試験型

記載番号 （７） 記載番号 （５） （３）

トクホ項目 整腸 トクホ項目 食後の血糖上昇 食後のTG上昇

二重盲検並行群間　or 二重盲検並行群間　or 二重盲検並行群間　or

二重盲検クロスオーバー 二重盲検クロスオーバー 二重盲検クロスオーバー

イ 評価指標
排便回数、排便量、便性状、糞便
菌叢

イ 評価指標
食後血糖及び血中濃度曲線下面積
（AUC）

TG及び血中濃度曲線下面積（AUC）

ウ 摂取期間 2週間以上 ウ 摂取期間 負荷後30,60,90,120分等 摂取後2，3，4，6時間等TGの推移

オ 有効性判定 危険率　1%又は5% オ 有効性判定
危険率5%、食後血糖のAUC、食後血糖の
AUC及び食後血糖のピーク値、2点以上で
の食後血糖値

危険率5%、食後AUC、2点以上のTG

カ 層別解析 特になし カ 層別解析 特になし 特になし

パターンＢ: 短期試験型

ア 試験方法 ア 試験方法

空腹時血糖又は75gOGTTが境界域の者
又は食後血糖が高めの者
※境界型又は食後血糖が高めとは
　空腹時血糖：110-125mg/dL
　75gOGTT2時間後：140-199mg/dL
　随時血糖：140-199mg/dL

TG正常高値域及びやや高めの者
正常高値120-149mg/dL
やや高め150-199mg/dL

エ 参加者
便秘傾向者、下痢傾向者
（糞便菌叢を評価項目にする場合
は健常者を対象としても可）

エ 参加者
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表２ クロスオーバー試験を報告する際の 12個のチェックリスト 

１．クロスオーバー（crossover）という用語をタイトルに示したか？ 

２．クロスオーバーデザインを採用した根拠(rationale)を示したか？ 

３．デザイン（2×2など）形を図で示したか？ 

４．ウォッシュアウト期間の記述をしたか、そして根拠を示したか？ 

５．例数設計の根拠を示したか（事前、あるいは事後パワー）？ 

６．Paired (within subject)analysisに基づいて治療効果を推定したか？ 

７．治療効果を評価するための統計手法を示したか？ 

※Paired t-test、 Unpaired t-test、 Wilcoxon test、 Repeated ANOVA、 Mixed model

など 

８．治療効果には推定値・検定結果に加えて、95%信頼区間も示したか？ 

９．持ち越し効果の検討をしたか（検定を含め）？ 

１０．時期効果の検討をしたか(検定も含め）？ 

１１．初期値（baseline）を利用したか？ 

１２．欠損値データの取扱いを示したか（例外、補完、多変量解析）？ 

折笠,2016（引用文献 26）より引用 
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表３ 根拠論文の投稿先として推奨される学術雑誌の特徴 

  

 

 

 

 

 

  

□ #1 査読についての方針及び標準査読期間を公開し、査読の透明性が高い雑誌であること。

□ #1a 明確な投稿規定があること。

□ #1b 中立な判断を下しているとみられていること。

□ #1c 試験内容を適切に伝えるために十分な文量（図表も含む）を記載できること。

□ #1d 受理日と受付日が記載されていること。

□ #1e 原著論文であることが明確に分かること。

□ #1f 論文投稿手数料が明示されていること。

□ #1g メールや問合せフォームだけではなく、電話や郵送などの手段でも出版社と連絡が取れること。

□ #1h 編集委員会が知名度のある委員により構成されている雑誌であること。

□ #2 学術論文検索データベースに索引されている雑誌であること。

□ #3 英文で記載され得る（日本の学術誌であっても）こと。

□ #4

□ #5 研究者内で認知されている雑誌であること。

（編集委員だけではなく、外部の専門家による査読がなされていることや受理日や受付日・公開日など
査読の過程が記録・公開されていることが望ましい。）

Committee on Publication Ethics (COPE)やDirectory of Open Access Journals (DOAJ), Open 
Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA)などのOpen Access団体に加盟している出版社が
発行する雑誌であること。
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表４ 機能性表示食品制度における臨床試験の研究方法論・報告方法の課題 

  

＜一般事項＞

□ A SPIRIT2013に準拠して研究計画を作成する。

□ B CONSORT2010に準拠して記載する。

□ C 機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに準拠する。

＜特に注意すべき事項＞

□ #1 研究デザインは、できる限りランダム化並行群間比較試験で実施する。

□ #2a 参加者の特性を本制度の適格基準に合致させる。

□ #2b 参加者数の設定根拠を明確にし、十分な数を確保する。

□ #3 参加者のリクルートメントと評価時期に関するフローチャートを記入する。

□ #4a 主たる解析手法（ITT、FAS、PPSなど）を記入する。

□ #4b 解析対象者が減った場合には、その理由を明記する。

□ #5a ランダム化がなされた場合には、タイトルに記入する。

□ #5b ランダム化の手法について方法で明記する。

□ #5c ランダム化でない場合には、どのように群割をしたかを記入する。

□ #6a ブラインディング（盲検化）がなされた場合には、タイトルに記入する。

□ #6b ブラインディング（盲検化）の手法を方法に明記する。

　 　 　（誰に対してか：試験参加者、介入者、アウトカム評価者、解析者、その他）

□ #6c ブラインディング（盲検化）がなされなかった場合には、その理由を記入する。

□ #7a 試験食品・プラセボの識別不能性として形状（剤形）について記入する。

□ #7b 試験食品・プラセボの識別不能性として性状（におい、味など）について記入する。

□ #8a 実試験食品の成分について記入する。

□ #8b プラセボの成分について記載する。

□ #9a 背景因子の均衡性について有意水準も含め記入する。

□ #9ｂ 背景因子の中で群間に有意差があった場合には、その対処や考え方を記入する。

□ #10a 主要アウトカムを明確に記載する。主要アウトカムは原則として1つとする。

□ #10b 副次アウトカムがある場合には、主要アウトカムと分けて明確に記入する。

□ #11a 中長期の介入において群内変化をみる検定は行わない。

□ #11b 多時点の検定を行う場合には、多重性を考慮して検定を行う。

□ #11c 複数の主要アウトカムがある場合には、多重性を考慮して検定を行う。

□ #12a 実施施設側の倫理委員会の承認について承認番号も含め記入する。

□ #12b 企業側の倫理委員会の承認について承認番号も含め記入する。

□ #12c 研究参加者の文書同意に関して記入する。

□ #12d 臨床試験登録に関して登録番号も含め記入する。

□ #13 クロスオーバー試験の場合持ち越し効果に関して解析確認の情報も含めて記入する。

□ #14 主宰者の情報を記入する。

□ #15 資金提供者の情報を記入する。

□ #16 CROに委託した場合その情報を記入する。

□ #17 著者（共著者も含む）の利益相反に関する事項を記入する。

□ #18 著者（共著者も含む）に主宰者又は資金提供者企業に所属している者（社員・顧問など）が含まれているかどうか記入する。

□ #19 臨床試験参加者に主宰者又は資金提供者企業に所属している者（社員・顧問など）が含まれているかどうか記入する。
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表５ COIに関する事項の記載例 

・本試験は○○企業が主宰した。 

・本試験は○○がその資金により主宰した。 

・本試験は○○財団から資金を得て、△△が主宰した。 

・著者 HOは○○企業の社員である。 

・著者 HHは○○企業から研究費・謝金を受理した。 

・著者 OOは○○企業から本試験を受託した○○企業の社員である。 

・著者 OOは○○企業から本試験を受託した。 

折笠,2017（引用文献 30）から一部改変し、掲載  
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参考資料１ 検証対象とする臨床試験論文リスト 

  
届出

番号 
タイトル 雑誌名 発行機関 PMID 

発刊

年 
巻 

ペー

ジ 

１ A1 

Potent anti-obesity effect of 

enteric-coated lactoferrin: 

decrease in visceral fat 

accumulation in Japanese men and 

women with abdominal obesity 

after 8-week administration of 

enteric-coated lactoferrin 

tablets. 

The 

British 

Journal of 

Nutrition 

Cambridge 

University 

Press. 

20691130 2010 104 
1688

-95 

２ A7 

Effect of Multiple Dietary 

Supplement Containing Lutein, 

Astaxanthin, Cyanidin-3-

glucoside, and DHA on 

Accommodative Ability. 

Immunology

, 

Endocrine 

& 

Metabolic 

Agents in 

Medicinal 

Chemistry 

Bentham 

Science 

Publishers 

- 2014 14 1-12 

３ A8 
エノキタケ抽出物含有食品の連続摂

取による内臓脂肪減少効果の検証 
応用薬理 

応用薬理研

究会 
- 2009 75 

15- 

24 

４ 

A9 

A110 

A111 

A242 

Consumption of Pueraria flower 

extract reduces body mass index 

via a decrease in the visceral 

fat area in obese humans. 

Biosci 

Biotechnol 

Biochem 

公益社団法

人 日本農

芸化学会 

22878195 2012 76 
1511

-7 

５ A16 

Daily intake of rosehip extract 

decreases abdominal visceral fat 

in preobese subjects: a 

randomized, double-blind, 

placebo-controlled clinical 

trial. 

Diabetes, 

Metabolic 

Syndrome 

and 

Obesity: 

Targets 

and 

Therapy. 

Dove 

Medical 

Press. 

25834460 2015 8 
147-

56 

６ A21 

コラーゲンペプチド含有食品の膝関

節痛と各種バイオマーカーに対する

効果 

グルコサミ

ン研究 

グルコサミ

ン研究会 
- 2013 9 40-7 

７ A22 

難消化性デキストリン配合炭酸飲料

の食後血中中性脂肪上昇抑制効果の

検証-プラセボ対照二重盲検ランダム

化クロスオーバー試験- 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2013 41 

1061

-8 

８ 
A38 

A245 

イワシ由来ペプチド含有食品の正常

高値血圧、高血圧に対する効果 

健康・栄養

食品研究 

公益社団法

人 日本健

康・栄養食

品協会 

- 2003 6 1-18 

９ A42 

Glycine ingestion improves 

subjective sleep quality in human 

volunteers, correlating with 

polysomnographic changes. 

Sleep and 

Biological 

Rhythms 

Japanese 

Society of 

Sleep 

Research 

- 2007 5 
126-

131 

10 A42 

The effects of glycine on 

subjective daytime performance in 

partially sleep-restricted 

healthy volunteers. 

Frontiers 

in 

Neurology 

Frontiers 

Research 

Foundation

. 

22529837 2012 3 1-8 
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11 A46 

プロバイオティクス Lactobacillus 

gasseri SBT2055を含有する発酵乳の

摂取による肥満者の内臓脂肪低減効

果の検証 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2013 41 

895-

903 
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イミダゾールジペプチド配合飲料の

日常的な作業のなかで疲労を自覚し

ている健常者に対する継続摂取によ

る有用性-第一次エントリー207名の

解析結果報告- 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2009 37 

255-

263 

13 A54 

Effect of a traditional Japanese 

garlic preparation on blood 

pressure in prehypertensive and 

mildly hypertensive adults. 

Experiment

al and 

Therapeuti

c Medicine 

Spandidos 

Publicatio

ns 

23404465 2013 5 
399-

405 

14 A69 

「べにふうき」緑茶の抗アレルギー

作用ならびに安全性評価-軽症から中

等症の通年性アレルギー性鼻炎有症

者を対象として- 

日本食品新

素材研究会

誌 

一般社団法

人 菓子･

食品新素材

技術センタ

ー 

- 2005 8 
65- 

80 

15 

A81 

A155 

A180 

A282 

松樹皮抽出物含有錠剤の摂取がヒト

血清脂質（ＬＤＬ-コレステロール）

に及ぼす影響（無作為化二重盲検プ

ラセボ対照群間並行試験） 

応用薬理 
応用薬理研

究会 
- 2015 89 

69- 

73 

16 A82 

Antihypertensive effect and 

safety of dietary α-linolenic 

acid in subjects with high-normal 

blood pressure and mild 

hypertension. 

Journal of 

Oleo 

Science 

日本油化学

会 
17898501 2007 56 

347-

60 

17 A85 

ヒトによる大豆イソフラボン含有ケ

ール青汁の摂取が尿中骨吸収マーカ

ー（デオキシピリジノリン）量に及

ぼす影響 

日本食品新

素材研究会

誌 

一般社団法

人 菓子･

食品新素材

技術センタ

ー 

- 2005 9 
107-

15 

18 A87 

アスタキサンチン含有ソフトカプセ

ル食品の調節機能及び疲れ眼に及ぼ

す影響 

臨床医薬 
臨床医薬研

究協会 
- 2006 22 

41- 

54 

19 A115 

難消化性デキストリン含有粉末飲料

の摂取が女性便秘傾向者の便通に及

ぼす影響 

日本食品新

素材研究会

誌 

一般社団法

人 菓子･

食品新素材

技術センタ

ー 

- 2003 6 
67- 

76 

20 A138 
Effects of L-serine ingestion on 

human sleep. 

SpringerPl

us 

SpringerPl

us 
25197619 2014   1-5 

21 A148 

5-aminolevulinic acid, a 

precursor of heme, reduces both 

fasting and postprandial glucose 

levels in mildly hyperglycemic 

subjects. 

Nutrition Elsevier. 23759263 2013 29 
1030

–6 
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22 A171 

ポリデキストロース含有粉末紅茶飲

料の食後血中中性脂肪値上昇抑制効

果－プラセボ対照ランダム化二重盲

検クロスオーバー試験－ 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2015 43 

1149

-56 

23 A172 

クルクミン製剤の細粒化による経口

クルクミン吸収性の向上とアルコー

ル代謝および肝機能に及ぼす影響 

日本未病シ

ステム学会

雑誌 

一般社団法

人 日本未

病システム

学会 

- 2010 16 
331-

3 

24 A194 

Japanese sake yeast 

supplementation improves the 

quality of sleep: a double-blind 

randomised controlled clinical 

trial. 

Journal of 

Sleep 

Research 

European 

Sleep 

Research 

Society 

26354605 2016 25 
116–

23 

25 A226 

「リンゴポリフェノール配合飲料」

の有効性試験および過剰摂取時の安

全性試験 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2005 33 

893-

911 

26 A238 

Effectiveness of a Compound 

Supplement Containing Piperines, 

Theanine, Creatine, α-Lipoic 

Acid, and Proteoglycan for Low 

Back Pain: A Double-Blind 

Placebo-Controlled Parallel 

Comparison Study. 

Journal of 

Pain 

Relief 

OMICS 

Internatio

nal 

- 2015 4 1-6 

27 A246 

Sesame Lignans and Vitamin E 

Supplementation Improve 

Subjective Statuses and Anti-

Oxidative Capacity in Healthy 

Humans With Feelings of Daily 

Fatigue. 

Global 

Journal of 

Health 

Science 

Canadian 

Center of 

Science 

and 

Education. 

26153159 2015 7 1-10 

28 
A297 

A307 

無作為化二重盲検比較法によるヒハ

ツ抽出物含有粉末緑茶の正常高値血

圧者ならびにⅠ度高血圧者に対する

長期摂取時の血圧降下作用および安

全性の検証試験 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2015 43 

1127

-39 

29 A310 

複合サプリメント（ギムネマシルベ

スタエキス、桑の葉エキス、緑茶エ

キス、キトサン、インゲン豆エキス

含有）摂取による食後血糖値上昇抑

制効果検証試験―無作為化二重盲検

クロスオーバー試験― 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2015 43 

827-

35 

30 A310 

複合サプリメント（ギムネマ酸、キ

トサン、緑茶エキス、桑の葉エキ

ス、インゲン豆エキス含有）摂取に

よる食後血中中性脂肪値上昇抑制効

果検証試験―無作為化二重盲検クロ

スオーバー試験― 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2015 43 

1329

-38 

31 
B7 

B44 

ターミナリアベリリカ（Terminalia 

bellirica)抽出物による食後血中中

性脂肪上昇抑制作用の検討-無作為化

二重盲検プラセポ対照クロスオーバ

ー試験- 

薬理と治療 
ライフサイ

エンス出版 
- 2015 43 

1175

-80 



 

54 

 

32 B20 

Effect of fragmented 

Lactobacillus in overweight and 

mildly obese individuals: a 

randomized controlled trial. 

amylovorus CP1563 on lipid 

metabolism. 

Microbial 

Ecology in 

Health and 

Disease 

Wiley 27221805 2016 27 1-15 

33 B41 

Regulatory effect of 

paraprobiotic Lactobacillus 

gasseri CP2305 on gut environment 

and function. 

Microbial 

Ecology in 

Health and 

Disease 

Wiley 26979643 2016 27 
1- 

111 
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参考資料２ 臨床試験 WG 検証結果 主要項目一覧 
 

 

‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐

12 35.3% ‐ ‐
MEDLINE索引（2017年時点）を有する論文 7 20.6%

26 76.5% ‐ ‐
8 23.5% ‐ ‐

27 79.4% ‐ ‐
3 8.8% ‐ ‐
4 11.8% ‐ ‐

2 5.9% ‐ ‐
32 94.1% ‐ ‐

2.2 0.4
6 17.6% ‐ ‐

28 82.4% ‐ ‐

8 23.5% 2.1 1.1
7 20.6% 2.1 1.1

17 50.0% 22.5 16.8
11 32.4% 2.0 1.3

7 46.7% ‐ ‐

8 53.3% ‐ ‐

学会（学術団体）の学術雑誌 5 26.3% ‐ ‐
商業雑誌 10 52.6% ‐ ‐
業界団体・協会の学術雑誌 4 21.1% ‐ ‐
その他 0 0.0% ‐ ‐

紙媒体のみ 4 11.8% ‐ ‐

15 44.1% ‐ ‐

オープンアクセス誌（完全無料） 0 0.0% ‐ ‐
7 20.6% ‐ ‐
5 14.7% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐

オープンアクセス誌（電子版のみ無料公開型） 2 5.9% ‐ ‐

5 14.7% ‐ ‐
29 85.3% ‐ ‐

8 23.5% ‐ ‐
26 76.5% ‐ ‐

8 23.5% ‐ ‐
26 76.5% ‐ ‐

8 23.5% ‐ ‐
26 76.5% ‐ ‐

あり

なし

１.届出された臨床試験論文が掲載されている雑誌の特徴（16項目）

（１）書誌情報

雑誌名

発行機関

PubMed IDを有する論文

（２）投稿当時の投稿規定の有無

特に記載のない場合、N=34
記載あり
の件数

記載あり
の割合
（非該当

除く）

平均（数
値のみ）
(記載あり
の平均）

SD（数値
のみ）（記
載ありの

SD)

（３）投稿規定において査読の有無が明記されているか

明確に記載されている

記載されているが、不明確

記載なし

【英文誌の場合の記載内容】

（１０）英文誌出版社の規模　（N=15；英文出版社のみ）

大手
(Elsevier,Wiley,Springer,Nature,Science,AAAS,OUP,CUP,T&F,SAGE,ProQuest)

その他（大手出版社以外）

（１１）和文誌の場合の分類（N=19；和文出版社のみ)

（４）投稿規定に記載されている査読期間

記載あり

記載なし

（５）投稿規定に記載されている査読者数

記載あり

記載なし

（１２）アクセスから見た雑誌の類型

【掲載誌の属性】

（６）インパクトファクター(2015年版）

（７）インパクトファクター（5-year版）

（８）Google Scholar Metrics(h-5指標）

（９）CiteScore 2015

掲載誌の属性

記載なし

（１４）Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)への加盟

紙媒体と共に、有料でインターネットアクセスできる
    （日本のMedical Onlineなどの掲載誌を含む）

記載あり

記載なし

（１５）International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)への加盟

記載あり

オープンアクセス誌（著者支払い・読者無料型）

オープンアクセス誌（有料誌：ハイブリッド型）

オープンアクセス誌（有料誌：一定期間後無料公開型）

オープンアクセス誌の自己規制組織への加盟

（１３）Directory of Open Access Journals（DOAJ）への加盟

記載あり

記載なし

（１６）Committee on Publication Ethics (COPE)への加盟

記載あり

記載なし
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15 44.1% ‐ ‐
19 55.9% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

26 76.5% ‐ ‐
23 67.6% ‐ ‐
22 64.7% 64.9 55.5
34 100.0% 9.6 3.6
34 100.0% 7.2 2.9

24 70.6% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐
7 20.6% ‐ ‐
2 5.9% ‐ ‐

15 44.1% ‐ ‐

2 5.9% ‐ ‐
5 14.7% ‐ ‐

12 35.3% ‐ ‐

3 14.3% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

18 85.7% ‐ ‐

34 100.0% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

17 50.0% ‐ ‐
4 11.8% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐

11 32.4% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐

13 68.4% ‐ ‐
4 21.1% ‐ ‐
2 10.5% ‐ ‐

4 11.8% ‐ ‐
30 88.2% ‐ ‐

9 26.5% ‐ ‐
21 61.8% ‐ ‐
4 11.8% ‐ ‐

34 100.0% 85.5 65.7
33 97.1% 76.2 52.2

11 32.4% ‐ ‐
23 67.6% ‐ ‐

7 20.6% ‐ ‐
23 67.6% ‐ ‐
4 11.8% ‐ ‐

0 0.0% ‐ ‐
24 85.7% ‐ ‐
4 14.3% ‐ ‐

英語

日本語

その他

（２）論文の投稿日

（３）論文の受理日

（４）受付日から受理日までの日数
(編集・審査・修正期間）

２.届出された臨床試験論文の種類（７項目）

（１）記載言語

その他
（査読なし）

３.臨床試験のプロトコールの特徴（28項目）

（１）試験のパターン

パタ－ンA（中長期試験型）
      ※12週間以上の摂取期間（コレステロール/トリグリセライド/血圧／体脂肪など）

パタ―ンB（短期試験型）※2週間以上12週間未満の摂取期間（整腸作用など）

パターンC（単回摂取試験型）※食後の血糖上昇/食後のトリグリセライドの上昇など

（５）論文のページ数（Abstractも含む）

（６）図表の合計数

（７）論文のタイプ

原著論文（査読あり）

原著論文（査読なし）

その他
（査読あり）

優越性

非劣性

同等性

（４）研究デザイン

ランダム化並行群間比較試験　

非ランダム化並行群間比較試験

非該当

（２）トクホの試験方法における摂取期間との比較　（N=21；トクホと同様の機能性を標榜している場合）

異なる摂取期間を設定

異なる場合の実際の摂取期間

同様の摂取期間を設定

（３）研究仮説

一部一致（（層別のため除外データがある等）

不一致（標準偏差、範囲が未記載　等）

（６）参加者数（サンプルサイズ）の設定根拠に関する記載

記載あり

記載なし

（７）参加者数（サンプルサイズ）の大きさ

コントロール群のない単群での介入試験

ランダム化クロスオーバー試験

非ランダム化クロスオーバー試験

その他

（５）参加者の特性とトクホの適格基準との比較　（N=19；トクホと同様の機能性を標榜している場合）

一致

記載あり

記載なし

（１１）主たる解析の手法

Intention-to-treat（ITT）解析又はFull analysis set（FAS)解析

Per protocol set（PPS）解析

不明

大（100例以上）

中（21-99例）

小（20例以下）

（８）参加者数（サンプルサイズ）

（９）最終的な解析対象

（１０）フローチャートの記載

（１２）解析対象数が参加者数から減少した理由の記載 （N=28；解析対象数が参加者数から減った場合）

記載あり（有害事象あり）

記載あり（有害事象なし）

記載なし
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10 29.4% ‐ ‐
24 70.6% ‐ ‐

28 82.4% ‐ ‐
6 17.6% ‐ ‐

6 21.4% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

22 78.6% ‐ ‐

10 31.3% ‐ ‐
22 68.8% ‐ ‐

32 100.0% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

2 6.3% ‐ ‐
30 93.8% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

8 25.0% ‐ ‐
6 18.8% ‐ ‐
5 15.6% ‐ ‐
2 6.3% ‐ ‐

24 75.0% ‐ ‐

21 65.6% ‐ ‐
11 34.4% ‐ ‐

18 58.1% ‐ ‐
8 25.8% ‐ ‐

11 35.5% ‐ ‐

27 84.4% ‐ ‐
5 15.6% ‐ ‐

26 81.3% ‐ ‐
6 18.8% ‐ ‐

25 78.1% ‐ ‐
7 21.9% ‐ ‐

3 13.0% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

20 87.0% ‐ ‐
25 78.1% 10.5 5.0
20 80.0% 0.3 0.6

14 56.0% ‐ ‐
4 16.0% ‐ ‐
7 28.0% ‐ ‐

0 0.0% ‐ ‐
27 79.4% ‐ ‐
7 20.6% ‐ ‐

9 26.5% ‐ ‐
25 73.5% ‐ ‐設定されていない

（１７）有効性判定の有意水準の設定に関する記載

p=0.01のみ

p=0.05のみ

p=0.01とp=0.05の両方

（１８）主要アウトカムの設定

設定されている

③背景因子の数（N=32；均衡性の確認が必要な研究モデルを採用しているもののみ）

④有意差ありとなった背景因子の数（N=25；背景因子の数の記載があるもののみ）

⑤均衡性の評価結果（N=25；均衡性の確認実施に関する記載があるもののみ） 

両群間に有意差なし

一部の項目に有意差あり

記載内容が不明確

記載あり

記載なし

②有意水準（N=23；均衡性の確認実施について、図表だけでなく本文に記載があるもののみ）

p=0.05

p=0.15

その他

記載なし

④プラセボ食品の成分についての記載

記載あり

記載なし

（１６）背景因子の均衡性　

①均衡性の確認実施に関する記載（N=32；均衡性の確認が必要な研究モデルを採用しているもののみ）

②識別不能性の内容（複数回答可）

形状（剤形）について

性状（におい、味等）について

不明

③試験食品の成分についての記載

記載あり

解析者に対して

単に「二重盲検」「盲検化」とのみ記載

（１５）試験食品・プラセボに関する記載　（N=33；群間比較を実施しているもののみ）

①識別不能性についての記載

記載あり

記載なし又は不明確

ダブル・ブラインディング

不明確

④ブラインディング（盲検化）の対象（複数回答可）

試験参加者に対して

介入者に対して

アウトカム評価者に対して

記載なし

②タイトル以外でのブラインディング（盲検化）の記載

記載あり

記載なし

③ブラインディング（盲検化）の種類　

シングル・ブラインディング

明記されており、ランダム化である

明記されているが、ランダム化ではない

手法の記載がない、又は確認できない

（１４）ブラインディング（盲検化）に関する記載　（N=32；二群比較を実施しているもののみ）

①タイトルでのブラインディング（盲検化）の記載

記載あり

記載あり

記載なし

②タイトル以外でのランダム化実施の記載

記載あり

記載なし

③ランダム化の手法に関する記載（N=28；①又は②で記載ありの場合）

（１３）ランダム化の方法の記載

①タイトルでのランダム化実施の記載
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6 17.6% ‐ ‐
28 82.4% ‐ ‐

7 20.6% ‐ ‐
2 5.9% ‐ ‐

25 73.5% ‐ ‐

20 60.6% ‐ ‐
13 39.4% ‐ ‐

12 35.3% ‐ ‐
10 29.4% ‐ ‐
11 32.4% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐

2 5.9% ‐ ‐
29 85.3% ‐ ‐
2 5.9% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐

2 5.9% ‐ ‐
25 73.5% ‐ ‐
7 20.6% ‐ ‐

23 67.6% ‐ ‐
7 20.6% ‐ ‐
4 11.8% ‐ ‐

8 24.2% ‐ ‐
25 75.8% ‐ ‐

0 0.0% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

34 100.0% ‐ ‐

4 40.0% ‐ ‐
6 60.0% ‐ ‐

24 70.6% ‐ ‐

0 0.0% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐
9 26.5% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

25 73.5% ‐ ‐

7 20.6% ‐ ‐
1 2.9% ‐ ‐

26 76.5% ‐ ‐

5 14.7% ‐ ‐
2 5.9% ‐ ‐

27 79.4% ‐ ‐

32 94.1% ‐ ‐
2 5.9% ‐ ‐

1 2.9% ‐ ‐
0 0.0% ‐ ‐

27 79.4% ‐ ‐
6 17.6% ‐ ‐

（１９）副次アウトカムの設定

設定されている

設定されていない

（２０）主要アウトカムの最終時点での群間比較における有意差

全ての主たるアウトカムで有意（主たるアウトカムが一つの場合を含む）

多重検定あり（多重性を考慮して検定）

多重検定あり（多重性を考慮せず検定）

多重検定に該当しない

記載なし又は不明確

（２３）検定の多重性（評価項目の多重性）

多重検定あり（多重性を考慮して検定）

全ての主たるアウトカムで有意ではない（主たるアウトカムが一つの場合を含む）

アウトカムが複数あり、結果がまちまちである

（２１）群内変化についての検定（N=33; 群間比較を行っているもののみ）

検定している

検定していない

（２２）検定の多重性（評価時点の多重性）

記載なし

（２５）研究参加者の文書同意に関する記載

記載あり（文書同意あり）

記載あり（文書同意なし）

記載なし

（２６）企業側倫理審査委員会（IRB）の承認に関する記載 （N=33；企業が共著者に含まれる場合のみ）

多重検定あり（多重性を考慮せず検定）

多重検定に該当しない

記載なし又は不明確

（２４）実施施設側倫理審査委員会（IRB）の承認に関する記載

記載あり（承認番号あり）

記載あり（承認番号なし）

（２８）クロスオーバー試験の場合、持ち越し効果に関する記載（N=10；クロスオーバー試験に該当する場合のみ）

記載あり

記載なし又は不明確

クロスオーバーではない（不該当）

４.臨床試験に係る利益相反の特徴（５項目）

（1）主宰者(sponsor）、資金提供者（Funder）の用語の記載

記載あり

記載なし

（２７）臨床試験登録（CTR）に関する記載

記載あり（番号あり）

記載あり（番号なし）

記載なし

記載あり（CRO関与あり）

記載あり（CRO関与なし）

記載なし

（３）著者のCOIに関する記載

記載あり（COIあり）

記載あり（COIなし）

主宰者(sponsor）と資金提供者（funder）の両方記載あり

主宰者(sponsor）の記載あり

資金提供者（funder）の記載あり

記載されているが、不明確

どちらも記載なし

（２）受託臨床試験機関（CRO）の関与に関する記載

記載あり（関係者が含まれていない）

記載あり（関係者が含まれているか不明）

記載なし

記載なし

（４）著者について、主宰者（sponsor）や資金提供者（funder）と思われる企業に所属している者（社員、顧問等）が含まれているか

含まれている

含まれていない

（５）臨床試験参加者に関する記載　※主宰者（sponsor）や資金提供者（funder）と思われる企業の関係者が参加者に含まれているか

記載あり（関係者が含まれている）



 

59 

 

 

 

 

 

第２部 

安全性 WG 報告書 
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第１章 食経験による安全性評価に関する検証 

 

１－１ 調査目的 

現在のガイドラインにおいて、機能性表示食品の安全性について、「食経験の評価をまず行い、

食経験に関する情報が不十分である場合には既存情報により安全性の評価を行う。食経験及び既

存の情報による安全性の評価でも不十分な場合には、安全性試験に関する情報を実施して評価す

る」と、届出者の責任において自ら評価するものとされている。また、食経験については、「喫食

実績又は既存情報を用いて評価する」と記載されている。 

具体的な安全性の評価は、①「喫食実績による食経験の評価として、届出しようとする食品又

は類似する食品について、喫食実績により、安全性が十分に確認されているか」、②「既存情報に

よる食経験の評価として、届出しようとする食品に含有する機能性関与成分又は最終製品の喫食

実績について、既存情報により、安全性が十分に確認できたか」、③「既存情報による安全性試験

結果の評価として、届出しようとする食品に含有する機能性関与成分又は最終製品の安全性試験

結果について、既存情報により、安全性が十分に安全性を確認できたか」、④「安全性試験の実施

による安全性の評価として、届出しようとする食品又は機能性関与成分について、安全性試験の

実施により、安全性が十分に確認できたか」の４つのカテゴリーに区分されている。 

本調査では、ガイドラインにおいて安全性の評価として、まず行うこととされている食経験の

評価について、①「喫食実績による食経験の評価として、届出しようとする食品又は類似する食

品について、喫食実績により、安全性が十分に確認されているか」に該当する届出食品の安全性

の根拠となる届出資料を検証した。これにより本制度をより適切に運用していくための課題を抽

出し、届出資料の質を高める方策等の検討を行うことを目的とした。 

 

１－２ 方法 

１－２－１ 調査対象食品の選定 
平成 28 年９月 30 日までに届出られた機能性表示食品 440 件（撤回されたものを除く。）のう

ち、「届出食品又は類似食品による喫食実績のみで安全性の評価が十分と判断された食品」は 113

件であった。その中には、届出者及び機能性関与成分が同じで、ほぼ同一食品と判断できるもの

が 42 件あった。そこで、これら 42 件は同じ食品とみなし、届出番号の最も若い届出食品のみを

調査対象としたところ、調査対象の食品は 71 件となった（表１）。 

 

１－２－２ 検証項目 
喫食実績から食品の安全性を評価する際の評価項目として、ガイドラインでは「摂取集団」、「摂

取形状」、「摂取方法」、「摂取頻度」、「食習慣等を踏まえた機能性関与成分又は当該成分を含有す

る食品の日常的な摂取量」、「機能性関与成分の含有量」、「市販食品の販売期間」、「これまでの販
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売量」、「健康被害情報」が挙げられている。また、安全性を評価する類似する食品については、

１）届出をしようとする食品に含まれる機能性関与成分と同じ成分で、同等量以上含有している

食品であること、２）届出をしようとする食品と比べ、機能性関与成分の消化・吸収過程に大き

な違いがないこと、３）食品中の成分による影響や加工工程による影響等で機能性関与成分が変

質していない食品であること、の３点が全て説明できるものとされている。 

そこで調査対象とした 71 件の届出資料について、喫食実績、類似する食品及び健康被害情報に

関する記載情報の特徴を取りまとめた。 

また、食品の安全性評価については、１）機能性関与成分そのもの、２）機能性関与成分を含

んだ原材料、３）食品中に含まれる他の原材料も含めた食品全体としてのものに分けて考える必

要がある。さらに、安全性評価において、機能性関与成分として使用されている原材料と機能性

関与成分の関係について明らかにする必要がある。そこで、これらの点についても届出資料を確

認し、その特徴をまとめた。 

 

１－３ 結果と考察 

１－３－１ 届出食品の形状 
ガイドラインにおいては、サプリメント形状（錠剤・ソフトカプセル等）の加工食品、サプリ

メント形状の加工食品以外の加工食品（以下「その他加工食品」という。）、生鮮食品の３つの分

類がある。調査対象とした 71 件の食品が、サプリメント形状の加工食品であるか、その他の加工

食品であるか、生鮮食品であるかについて調べた。その結果、サプリメント形状の加工食品に該

当するものは、粉末６件（8.5%）、錠剤 28 件（39.4%）、カプセル 13 件（18.3%）であった。その

他の加工食品（ヨーグルト、大麦、緑茶、魚肉ソーセージ・缶詰等）に該当するものは 23 件（32.4%）、

生鮮食品は１件（温州みかん）（1.4%）であった。サプリメント形状の加工食品である錠剤・カプ

セル・粉末状の届出食品は 71 件中の 47 件（66.2％）であった。 

 

１－３－２ 喫食実績の評価 
届出資料から、安全性評価における評価項目を確認した。その結果、ガイドラインで示す評価

項目に関する説明は、おおむね記載されていた。しかし、記載方法が製品ごとに異なっており、

ガイドラインで求められている必要事項の記載が正確に把握できない食品があった。例えば、「機

能性を表示する食品を摂取すると想定している摂取集団より広範囲の摂取集団」については、様々

な記載（「全国」、「日本国内外」、「日本、韓国、カナダで販売されている」、「健常成人」、「日本国

内の成人男女」、「日本人年齢○○」、「日本国内の疾病に罹患していない者」など）がされており、

各食品間の特徴が比較できなかった。届出資料への記載は、ガイドラインで求められているどの

項目に対応するものなのかを明確に記載すべきである。 

喫食実績に関しては、「大麦」や「みかん」といった食経験が長いものもあれば、わずか数年の

ものもあり、サプリメント形状の食品では喫食実績が少ないという特徴が認められた。ただし、

生鮮食品であっても、届出食品と同等量以上の機能性関与成分を含むものについての喫食実績で

あるか、注意が必要である。 
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ガイドラインでは食経験の評価として販売実績を記載することとなっている。しかし、食品の

販売量がどれだけであれば安全だという判断基準は見当たらず、販売実績が安全性の評価におい

てどの程度の意味を持つかは定かでない。喫食実績から安全性がほぼ確実に推定できると思われ

るのは、「温州みかん」や、食材に本来含まれている成分を機能性関与成分としている「大麦ごは

ん」、「ソーセージ・缶詰・魚肉フレーク」などと考えられる。野菜など、食経験が長い食材に含ま

れている成分を機能性関与成分としている食品であっても、それがサプリメント形状になると、

摂取方法や摂取量、成分の消化・吸収過程が大きく変わることがあるため、喫食実績による安全

性を評価することは困難と考えられる。そのため、ガイドラインにおいて、喫食実績による安全

性は、「届出しようとする最終製品又は類似する食品」での評価が求められている。摂取方法や摂

取量、成分の消化・吸収過程が異なるものでは、これらを考慮した実際の喫食実績を評価すべき

である。 

生鮮食品や明らかに食品と判断できる加工食品（ガイドラインのサプリメント形状以外の加工

食品に該当）であれば、その味・香りや容積から、特定成分が過剰量摂取される可能性は低いと

考えられる。一方、先に述べたとおり、サプリメント形状の食品については、実際の喫食実績が

乏しく、本来の食品の安全性における食経験が適用できるとは言い難い。食品の安全性における

食経験という用語は、「食品の加工方法、成分組成、摂取形態、摂取方法、摂取量、摂取地域、摂

取集団、食経験年数が総合的に勘案されての評価」に適用するものである。海外では欧州食品安

全機関（EFSA）が、第三国の伝統食品を novel food として EU で認可承認するため、食経験（history 

of safe use）に関する考え方を示している。そこでの食経験とは、「その食品の安全性が成分組成デ

ータから確認されており、かつ、その国の多くの人々により最低 25 年間、習慣的な食の中で使用

された経験がある、又は継続的に使用されていること、サプリメント又はエキスとして使用され

たものは習慣的な食、伝統的な食とはみなさない」となっている 1）。また、アメリカ食品医薬品局

（FDA）では、New Dietary Ingredient （NDI）の安全性等に関するガイダンス案（改訂版）の中で、

「食経験（history of safe use）を構築するには、広範囲の使用が 25 年間あることを最低限とする」

としている 2）。しかし、現状において食経験の年数を明確に定義することは困難と考えられる。 

なお、食品の販売年数と販売実績が安全性の資料となっているが、食品の販売実績は必ずしも

食品の摂取量を示していないことに注意が必要である。食品の販売実績を安全性評価の項目に入

れるのであれば、あくまで参考情報程度の解釈にすべきである。 

 

１－３－３ 類似する食品による安全性の評価 
類似する食品により安全性が評価された食品に関して、「類似する食品」の要件の記載について

確認した。大麦β-グルカンのように、ごはんと類似する食品における喫食実績の評価として、シ

リアルを用いていた届出食品もあるが、その食品形態に大きな違いはなく、調査した食品の形状

はほとんど同じであった。食品に含まれている機能性関与成分の量についても、類似する食品と

の違いはなかった。これは一般に「いわゆる健康食品」として販売されていた食品が、そのまま

機能性表示食品として届け出られていることに関連していると考えられる。 

類似する食品の要件として説明されるべき項目の中で、成分の消化・吸収過程及び成分の変質

については、記載のないものがあり、成分の変質の項目については、記載の見当たらない食品が
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多かった。また、これらの項目は、届出情報が第三者に容易に判断できるような記載とはなって

いなかった。届出資料への記載は、ガイドラインで求められているどの項目に対応するものなの

かを明確に記載すべきである。 

 

１－３－４ 健康被害情報の記載 
健康被害情報の記載がなかったのは「温州みかん」１件（1.4%）のみで、他は何らかの記載が

あった。「有害事象の報告はない」と記載されていたものは 20 件（28.2%）、「軽微な（一過性の）

報告はあったが、製品によるとは断定できない」など、健康被害との因果関係が不明と記載され

ていたものは７件（9.9%）、「重篤な、大きな、主だった、顕著な有害事象の報告はなかった」な

ど、軽微な報告に関する記述がなかったものは 43 件（60.6%）であった。届出者の認識として、

重篤な健康被害のみ注視し、軽微な健康被害を軽視してしまっていることが伺える。例えば、軽

微な健康被害について、「温州みかん」には、食べすぎると手が黄色くなる柑皮症を生じる可能性

がある。また、特定成分を濃縮・強化したサプリメント形状の食品は、濃縮・強化前の食材に比

べて生体に対する作用が発現しやすいという特徴があるため、一般的に、重篤な症状は起こさな

くても、軽微な健康被害と想定される症状を起こす可能性は高いと考えられる。さらに、ガイド

ラインでは、届出者は、届出をしようとする食品によって発生した健康被害を消費者、医療従事

者等からの連絡を受けるための体制を整えることや、届出食品による健康被害の発生及び拡大の

おそれがある場合は、消費者庁へ速やかに報告することとされているが、届出者による健康被害

情報の取扱いが明確になっているとは言えず、各届出者によって被害情報が適切に収集されてい

るか否かは定かでない。健康被害の発生の未然防止と拡大防止の観点から、軽微な有害事象であ

っても積極的に収集し、重大な被害の防止に資する情報として把握することが必要と考えられる。 

 

１－３－５ 安全性評価における食品と機能性関与成分及び原材料の関係 
調査した71件の中で、食品中の他の原材料も考慮して安全性が評価された食品は44件（62.0%）

で、その中で届出食品を用いて評価されたものは 32 件、類似する食品を用いて評価されたものは

12 件であった。また、機能性関与成分のみについて評価された食品は 27 件（38.0%）で、その中

の 26 件はこれまで健康食品として販売されていた類似する食品の評価と考えられた。 

機能性表示食品の中には、複数の機能性関与成分を記載したものがあるため、71 件の食品中に

含まれている機能性関与成分数を調べたところ、機能性関与成分が１種類の食品が最も多く（56

件、78.9%）、次いで２種類（11 件、15.5%）、９種類（２件、2.8%）、３種類と５種類が１件（1.4%）

ずつであった。また、機能性関与成分と原材料の関係を調べたところ、原材料自体が機能性関与

成分のものは 28 件（39.4%）、原材料に含まれている一部の化合物が機能性関与成分であるものは

43 件（60.6%）であった。これは、原材料中にわずかに含まれている一部の化合物を機能性関与成

分として表示している食品が多い実態を示している。 

ガイドラインにも記載があるとおり、生鮮食品以外の食品にあっては、天然物等から得られる

機能性関与成分の基原原料について、健康被害情報を確認しておくことが望ましく、当該健康被

害情報について、届出資料に記載すべきである。 
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１－４ 課題 

機能性表示食品の届出資料における「食経験による安全性評価」については、以下の課題が挙

げられる。 

 

１）ガイドラインで記載が求められている事項（摂取集団、摂取形状、摂取方法、摂取頻度、な

ど）については、安全性の評価を担保する重要な内容であるため、情報の閲覧者が理解し

やすいように、届出資料への記載は、ガイドラインで求められているどの項目に対応する

ものなのかを明確に記載すべきである。 

 

２）ガイドラインにおいて、喫食実績による安全性は、「届出しようとする最終製品又は類似す

る食品」での評価が求められている。摂取方法や摂取量、成分の消化・吸収過程が異なる

ものでは、これらを考慮した実際の喫食実績を評価すべきである。 

 

３）類似する食品による安全性の評価について、類似する食品の要件として説明されるべき項

目の中で、成分の消化・吸収過程及び成分の変質については記載がないものがみられた。

類似する食品の要件として説明されるべき項目については、届出資料で十分に説明すると

共に、届出資料への記載が、どの項目に対応するものなのかを明確に記載すべきである。 

 

４）機能性関与成分のみに関する喫食実績は、消費者が実際に摂取する食品としての安全性を

必ずしも保証するものではなく、特に、機能性関与成分が原材料の一部の構成成分なら、

食経験や喫食実績による十分な安全性の評価はできない。なお、ガイドラインにも記載が

あるとおり、生鮮食品以外の食品にあっては、天然物等から得られる機能性関与成分の基

原原料について、健康被害情報を確認しておくことが望ましく、当該健康被害情報につい

て、届出資料に記載すべきである。 

 

５）健康被害の未然防止と拡大防止の観点から、食品の利用による有害事象の有無については、

重篤な被害だけでなく、軽微な有害事象であっても積極的に収集し、届出資料に記載すべ

きである。届出資料に記載することで、消費者にとって当該届出食品を摂取した際の有害

事象の気付きに資することになる。 
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第２章 安全性審査に係る安全性評価に関する検証 

 

２－１ 調査目的 

ガイドラインでは、当該食品又は機能性関与成分について、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233

号）に抵触しないかどうかや、機能性関与成分と同様の関与成分についてトクホにおける安全性

審査が行われているかどうかについて、届出者の可能な範囲において情報を収集した上で、評価

を行うものとされている。 

本項においては、届け出られた安全性の科学的根拠において、トクホの関与成分としての安全

性評価や食品衛生法における食品添加物の使用基準等、これらの情報が適切に収集及び評価され

ているか検証することで、本制度をより適切に運用していくための課題を抽出し、届出資料の質

を高める方策等の検討を行うことを目的とする。 

 

２－２ 方法 

２－２－１ 調査対象食品の選定 
平成 28 年９月 30 日までに届け出られた機能性表示食品 440 件（撤回されたものを除く。）を調

査対象とした（表 2）。 

 

２－２－２ 検証項目 
食品の届出資料において、以下の情報の記載を調査した。 

1）トクホの安全性審査に関する情報が記載されているか。 

届出資料における「特定保健用食品」の記載の有無を確認し、記載のあるものは届け出られた

機能性関与成分について、トクホにおける安全性審査情報を考慮して評価されたものと判断した。

トクホであるかどうかは、消費者庁ウェブサイトの「特定保健用食品許可（承認）品目一覧」に

て確認し、関与成分の安全性評価は、食品安全委員会ウェブサイトの食品安全総合情報システム

に収載されている評価書一覧中の「新開発食品」の項目を参照した。 

2）食品添加物の使用基準等についての情報が記載されているか。 

機能性関与成分として利用されていた食品添加物について、食品添加物として使用する際の用

途、使用基準の記載の有無を確認した。食品添加物とその使用基準の情報は、厚生労働省ウェブ

サイト「健康・医療」の項目にある「食品」中の食品添加物に掲載されている内容を参照した。 
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２－３ 結果と考察 

２－３－１ 調査食品の機能性関与成分 
調査した食品に関して、届出資料より食品の区分、機能性関与成分名、トクホ及び食品添加物

との関連の記載について、確認した。今回調査した 440 食品の形状は、サプリメント形状が 193

件（43.9％）、その他の加工食品（ヨーグルト、大麦、緑茶、魚肉ソーセージ・缶詰等）が 243 件

（55.2％）、生鮮食品が４件（0.9％）であった。 

機能性関与成分が、トクホにおける安全性審査が行われている関与成分と同様の成分である届

出食品は 263 件（24 成分）（表３）、及び食品衛生法において食品添加物に分類される成分である

届出食品は 154 件（33 成分）（表４）であった。 

この中の機能性関与成分のほとんどは、トクホの関与成分又は食品添加物となっていた。複数

の機能性関与成分を含む食品では、その中の一つの成分のみが、トクホの関与成分又は食品添加

物となっているものがあった。また、届出資料の記載だけでは、トクホの関与成分にも食品添加

物にも明確に区分できない成分も複数あった。これらの多くは植物由来の成分で、大部分がサプ

リメント形状の食品であった。なお、コエンザイム Q10 は、トクホの関与成分にはないものの、

食品安全委員会において安全性評価がなされており、2006 年８月に評価書が出されている。これ

を機能性関与成分とする場合には、本評価書の内容と届出食品の関係について評価し、届出資料

に記載するべきである。 

 

２－３－２ 機能性関与成分がトクホに利用されている食品 
トクホの関与成分を機能性関与成分とした機能性表示食品について、成分名、食品安全委員会

での評価の有無、トクホの関与成分名、商品名を確認した。トクホの安全性審査は、食品安全委

員会で入手可能な資料を基にして、多数の専門家によって関与成分の安全性審査が実施されてい

るが、以前は、厚生労働省で審査されていたことから、食品安全委員会として審査されていない

成分もあった。トクホと同様の成分を機能性関与成分とする届出食品には、トクホの記載が安全

性評価シートにおおむねなされていた（263 件中 167 件、63.5％）。記載のなかった食品は、トク

ホの許可前に機能性表示食品として届出された食品、関与成分名が異なる食品などであった。ま

た、複数の機能性関与成分を含む食品で、その一部がトクホの関与成分となっているものもあっ

た。 

トクホの関与成分の安全性は、食品安全委員会において評価されているが、その評価はトクホ

を申請した届出者が提出した資料を基にして、製品でなく成分として行われている。実際には特

定届出者の原材料で評価されていることから、トクホでは評価された原材料の調製方法や品質な

どが明確になっている。しかし、機能性表示食品に利用される原材料や機能性関与成分が、評価

された原材料や成分と同等であるという保証はない。すなわち、機能性関与成分の一般名がトク

ホの関与成分と同じであっても、実際には食品安全委員会で評価されたものとは異なる品質の原

材料や成分である可能性がある。特に、天然物については、同じ名称であっても、産地・収穫時

期・調製方法によって原材料の品質（有効成分量や有害成分の混入の有無）が異なることがある

ため、一般名からだけではトクホに使われている原材料や成分と同一で安全性評価ができている



 

67 

 

と解釈できないこともある。食品安全委員会で安全性が審査された原材料や成分と解釈する際に

は、ガイドラインにもあるとおり、届出をしようとする機能性関与成分と既存情報で使用された

機能性関与成分の同等性を十分に考察する必要がある。安全性の観点からは、原材料の品質など

がトクホで利用されたものと同一であることが望ましいが、異なる場合は、安全性が審査された

原材料や成分について、産地・収穫時期・調製方法を特定するなどの確認が必要である。 

なお、トクホの関与成分に関する安全性評価情報は、食品安全委員会ウェブサイトの食品安全

総合情報システムに収載されている評価書一覧中の「新開発食品」の項目から調べることができ

る。 

 

２－３－３ 機能性関与成分が食品添加物の食品 
食品添加物を機能性関与成分とした食品について、機能性関与成分名、食品添加物の中の分類、

用途、使用基準の有無等について確認した。食品添加物は、一般飲食物添加物 14 成分、既存添加

物 21 成分、指定添加物３成分となっていた。食品添加物に記載されている乳酸菌濃縮物は、「培

養した後、集菌、濃縮し、凍結又は乾燥したもの、用途は酵素」となっており、機能性表示食品の

本来の使用目的ではないが、ここでは菌体を用いた機能性関与成分（８成分）を「乳酸菌濃縮物」

として一般飲食物添加物とした。使用基準が設定されている食品添加物は、コンドロイチン硫酸

ナトリウム（機能性関与成分名「コンドロイチン硫酸」の実際上の成分本質）であったが、これ

を機能性関与成分とした製品の届出には、使用基準に関する記述は見当たらなかった。 

食品添加物は使用目的を含めて使用基準が設定されているため、機能性関与成分としての利用

を前提としているものではない。例えば、着色料として利用されているβ-クリプトキサンチン、

ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン、クルクミン、ゼアキサンチン、ルテイン・ルテインエ

キスは、食品の着色目的の利用を前提として基準が定められている。したがって、食品添加物と

して認められている成分を機能性表示食品の機能性関与成分として利用する際には、用途や使用

基準を確認すると共に、実際に摂取される際の摂取量を踏まえ、個別に安全性を考慮することが

必要である。 

なお、届出情報では公開されている安全性試験のデータ（LD50 など）の情報が参照されている。

その安全性試験の結果を参照する際には、参照した文献において利用された実験材料と、届出食

品に利用する原材料の品質の違いの有無に留意する必要がある。文献中で利用された実験材料と

届出食品に利用する原材料に違いがないことが確認できなければ、十分な安全性の評価はできな

い。 

なお、食品添加物の用途や使用基準などの情報は、厚生労働省ウェブサイトの「健康・医療」

のうち、食品の項目の食品添加物から入手することができる。さらに、食品としての使用が可能

なものか、「医薬品の範囲基準（食薬区分）」、及び「『“医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬

品と判断しない成分本質（原材料）”の食品衛生法上の取扱いの改正について』の一部改正につい

て」などの厚生労働省通知にも留意する必要がある。 
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２－４ 課題 

ガイドライン上、当該食品又は機能性関与成分について食品衛生法に抵触しないかどうかや、

機能性関与成分と同様の関与成分がトクホにおける安全性審査を受けているかどうかについて、

届出者の可能な範囲において情報を収集した上で、評価を行うこととされている。 

機能性表示食品の安全性評価において、機能性関与成分は生体に対する作用が示されているこ

とから、それに注目して安全性を評価することは妥当であるが、以下の課題が挙げられる。 

 

１）調査対象の機能性関与成分のうち、届出資料の記載だけではトクホの関与成分にも食品添加

物にも明確に分類できない成分が複数あった。トクホの関与成分として安全性審査がなされ

ているもの、食品添加物に分類されるものについて、積極的に情報収集し、届出食品の機能

性関与成分との同等性や関連性を届出資料に記載することが望ましい。また、トクホの関与

成分ではないものの、食品安全委員会において安全性が評価されている成分もあるため、積

極的な情報収集が必要である。 

 

２）トクホと同様の成分を機能性関与成分とする届出食品について、トクホの記載はおおむね届

出資料に記載されていた。しかし、トクホに利用されている関与成分でも、それは特定届出

者から提出された資料を基に安全性が評価されているため、機能性表示食品に利用する機能

性関与成分の原材料がトクホで評価されたものと同等であることの確認が重要である。特に

トクホの関与成分が「△△（○○として）」と記載されている場合には、○○という特定成分

だけでなく、他の成分についても、トクホで評価されたものとの同等性を十分に考察する必

要がある。なお、トクホの関与成分に関する安全性評価情報は、食品安全委員会ウェブサイ

トの食品安全総合情報システムに収載されている評価書一覧中の「新開発食品」の項目から

調べることができる。 

 

３）食品添加物として許可されている成分を機能性関与成分とする場合、食品添加物は使用目的

を含めて使用基準が設定されており、機能性関与成分としての利用を前提としているもので

はないことに注意が必要である。食品添加物としての用途や使用基準の有無を確認した上で、

食品添加物として使用する際に想定される使用量を超えて摂取することを踏まえた安全性情

報の確認が必要である。特に、食品がサプリメント形状の場合は、成分の摂取目安量を踏ま

えた安全性情報の確認、原材料の品質の確認が必要である。なお、食品添加物の用途や使用

基準などの情報は、厚生労働省ウェブサイトの「健康・医療」のうち食品の項目の食品添加

物から入手することができる。さらに、「医薬品の範囲基準（食薬区分）」、及び「『“医薬品的

効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）”の食品衛生法上の取扱

いの改正について』の一部改正について」などの厚生労働省通知にも留意する必要がある。 
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第３章 健康被害情報の収集及び評価方法に関する検証 

３－１ 調査目的 

本制度は届出者の責任において機能性と共に安全性の科学的根拠を届け出ることで、機能性表

示食品としての販売を可能とするものであり、販売後の安全性の確保も求められる。ガイドライ

ンでは届出者が届出食品について健康被害情報を入手した際、当該情報の評価を行い、評価の結

果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、消費者庁に報告することに

なっている。しかし、その具体的な報告基準は明確になっているとは言えない。また、本制度は

平成 27 年４月に施行された新たな制度であり、健康被害情報の収集・評価・報告について、検証

に必要な事例の蓄積が期待できない。そのためここでは、機能性表示食品による健康被害が拡大

する前に適正に対応し、被害の未然防止と拡大防止を図るための前段階として、届出者が適切に

健康被害の具体的な報告を行う方法等について、先行事例の調査を行うことで、本制度の特徴に

合わせた、具体的な報告基準の策定等に資する情報として取りまとめることを目的とした。 

 

３－２ 方法 

機能性表示食品は、全ての食品形状（サプリメント形状の加工食品、その他の加工食品、生鮮

食品）が対象となっており、また、いわゆる健康食品注8として販売されていた食品が、そのまま

機能性表示食品として届け出られている届出食品も見られることから、機能性表示食品の販売形

態や流通実態はいわゆる健康食品と同様であると考えられる。したがって、健康食品に関して報

告されている健康被害情報の収集及び健康被害との因果関係評価法は、機能性表示食品にも適用

可能であると考えられる。この考え方から、以下の事項に関して、いわゆる健康食品に関する既

存文献を調査した。 

１）健康被害情報の収集について 

いわゆる健康食品に関する健康被害情報（体調不良なども含む。）は、健康食品・無承認無許可

医薬品健康被害防止対応要領（医薬発第 1004001 号）に基づいて保健所から厚生労働省に集約さ

れている情報（保健所情報）、消費者センターから国民生活センターに集約されている全国消費生

活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）情報、各届出者が独自に顧客から収集している情報

（企業情報）がある。これらの情報の収集実態につき文献を調査した。 

２）健康被害情報の評価について 

ガイドラインでは、届出者に対して販売後の健康被害の情報収集体制の整備と、健康被害情報

の収集・評価・報告を求めている。そこでは症状の重篤度に関する判断基準の考え方が明確に示

されているとは言えない。具体的な報告基準の策定に資する情報として、いわゆる健康食品によ

                                                        
注8 本調査における「いわゆる健康食品」は、健康食品から保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品、

機能性表示食品）を除いたものとした。 
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る健康被害の発生頻度と症状の実態について調査した。また、健康食品について、健康被害との

因果関係に関するスクリーニング法を報告した既存文献を調査した。さらに、届出者が健康被害

情報を入手した際、当該情報を適切に評価するための健康被害情報の取扱い方法について考察し

た。 

 

３－３ 結果と考察 

３－３－１ 市販後の健康被害情報の収集の重要性 
健康効果を標ぼうした食品全般を指す健康食品に関して、重篤な健康被害を起こした事例は、

アマメシバ加工品による閉塞性細気管支炎やトリプトファンによる好酸球増多筋痛症候群などで、

事例の数自体は多くはない 3）。いわゆる健康食品として販売されていた無承認無許可医薬品（医

薬品成分を含んだ製品）の事例を除けば、いわゆる健康被害と食品の因果関係が明確にできた事

例は極めて少ない。この原因は、重篤な事例以外は把握されにくいことや、把握されたとしても

同様の事例が少ないことから因果関係の特定に至らないためと考えられる。機能性表示食品を含

めた健康食品の安全性の確保には、症状が軽微な健康被害も積極的に収集・評価して蓄積し、重

篤な被害の未然防止と拡大防止に役立てる必要がある。 

なお、機能性表示食品は疾病に罹患していない者を対象としており、疾病に罹患している者、

未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）、授乳婦は対象としていない。しかし、それ

らの対象者への販売が禁止されているわけではなく、健康状態に何らかの不安を抱いている者や

疾病に罹患している者が機能性表示食品を利用して、健常者では想定しない健康被害を受ける可

能性については、いわゆる健康食品と同様に存在するものと考えられる。 

いわゆる健康食品に含まれる様々な原材料について、膨大な数の他の食品原料や医薬品との食

べ合わせや相互作用を市販前に想定することは難しく、機能性表示食品の市販後の調査が、安全

性を確保するためには極めて重要といえる。市販後の調査では、本制度の対象である疾病に罹患

していない者以外の者における情報についても幅広く収集することが必要である。 

 

３－３－２ 健康食品による健康被害情報（苦情）の収集実態について 
2013 年に報告された健康食品が関係した健康被害情報の収集実態に関する調査 4)によると、保

健所情報、全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）情報及び企業情報に寄せられる

健康被害情報には、それぞれ次のような特徴が認められている。保健所情報の約 40％が医療関係

者からの通報で、具体的な医学的データは含まれているが、件数は年間約 20 件にも満たなかった。

PIO-NET 情報は、消費者から直接収集されているもので、情報数はかなり多いが、大部分は製品

の購入・契約に関する内容で、経口摂取に関係しない健康被害情報も含まれていた。その中で経

口摂取による健康被害と判断できる情報は年間約 370 件であったが、製品名や利用状況などの具

体的内容が乏しく、医学的な検証がなされた事例は少なかった。企業情報は、それぞれの企業の

考え方や目的で収集されているもので、利用者からの通報が９割以上を占め、大部分が苦情に相

当する内容であった。以上の３か所で収集されている情報の取扱いの考え方は必ずしも一致して

おらず、全般的に医学的な検証が行われた事例や類似事例が少なく、因果関係が明確にできない
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ことから、収集情報は公表に至らないものがほとんどであった。いわゆる健康食品による有害事

例は、日本医師会や東京都によっても収集されているが、その具体的な内容はほとんど公開され

ていない。いわゆる健康食品が関連した行政からの健康被害情報のほとんどは、違法に医薬品成

分を添加した製品によるものである。 

2015 年から 2016 年までに実施された健康食品の利用による健康被害の消費者アンケート調査

5)6)によると、消費者が健康食品によって健康被害を受けたと感じたとき、回答者のうち 10.0％が

製品を購入した事業者に問い合わせていたが、保健所や消費生活センターなどの公的機関に届け

出ていたのは回答者のうちわずか 2.0％であった。その理由として、摂取によって受けた健康被害

が保健所に報告するほど重篤ではなかったこと、原因が健康食品と断定はできなかったことなど

が挙げられている。この結果は、重篤な事象や因果関係が断定できる事象以外は、保健所や消費

者センターなどの公的機関には報告され難く、ほとんどの情報は消費者から事業者側に伝えられ

ている実態を示唆している。 

 

３―３－３ 健康食品による健康被害の発生頻度と症状の実態 
2014 年に東京都福祉保健局が都民を対象として実施した「平成 26 年度都民の健康と医療に関

する実態と意識報告書」7)によると、健康食品の使用者の 4.2％が使用によって体の不調を感じた

ことがあり、症状としては「下痢、腹痛」、「発赤・発疹・体のかゆみ」、「吐き気、嘔吐」が主であ

った。この結果は、東京都福祉保健局が 2009 年度に同様に実施した報告 8）と差異はない。また、

2008 年から 2012 年までに保健所を介して厚生労働省に報告された健康被害情報及び 2010 年から

2011 年までに PIO-NET に寄せられた健康被害情報について分析した報告では、50 歳代以上、ま

た、女性における健康被害情報が多く、症状としては消化器症状、アレルギー症状が主であるこ

とが報告されている 4）。しかし、これらの健康食品による健康被害情報は、医療機関を介して報

告された事例であっても、必ずしも因果関係が明確になっているわけではない。健康被害として

多く認められる消化管の不調やアレルギー症状は、他の通常の食品、併用していた他の健康食品、

服用していた医薬品によっても起こり得るもので、報告された症状が健康食品に原因があると断

定するには、該当製品の摂取状況の詳細、症状の発症と転帰、医学的な所見や医師の診断書を踏

まえ、最終的には複数の医師の判断に委ねる必要があると考えられる。 

 

３－３－４ 製品摂取と健康被害の因果関係の評価法の実態  
いわゆる健康食品が関連した重篤な健康被害として肝機能障害がある。薬物性肝障害の事例を

1989-1998 年と 1997-2006 年で比較した調査では、特に健康食品による頻度の増加が著しいことが

報告されている 9）。薬物性肝障害に関する診断については DDW-J（2003）による診断基準の改定

版 10）が利用されており、診断方法は「重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬物性肝障害」11）とし

て出されている。具体的には、発症までの期間、血清の ALT や ALP の変化、摂取中止、DLST の

値、症状の経過など、医学的データを踏まえて点数付けされ、因果関係は、「可能性が低い」、「可

能性あり」、「可能性が高い」の３つに分類される。この対応マニュアル中に、「この診断基準は、

あくまで肝臓専門医以外の利用を目的としたもので、個々の症例での判断には、肝臓専門医の判

断が優先する。」との記載がある。したがって、この評価方法は医師の利用を想定し、しかも薬物
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性肝障害に特化した手法で、肝障害以外の健康被害の評価を想定したものではない点において、

いわゆる健康食品による健康被害の因果関係の評価法として届出者が利用するものとして直接適

用することはできない。 

医薬品の健康被害に関する因果関係評価法としては、Naranjo らの方法 12）、Jones の方法 13）があ

る。これらの医薬品による健康被害の因果関係を評価する方法も、機能性表示食品の届出者が収

集できる健康被害情報の中に医学的データが少ないことが想定されることから、いわゆる健康食

品の届出者が利用する因果関係の評価法として直接適用することはできない。 

最近、多様ないわゆる健康食品に関して、製品の利用と健康被害の因果関係を評価する方法が

開発されている。それらは Naranjo らが提唱するポイント制の因果関係評価法、及び Jones が提唱

する樹枝状アルゴリズムを、いわゆる健康食品に対応しやすいように改変した方法である 14）15）。

これらの評価方法は、消費者から消費生活センターや届出者に寄せられている健康被害情報を基

にして開発されたもので、いわゆる健康食品と健康被害情報の因果関係をスクリーニングし、注

目すべき事例を明らかにすることを意図して作成されている。Naranjo らのポイント制の因果関係

評価法の改変法及び Jones の樹枝状アルゴリズムの改変法のいずれも、評価票の改変者により評

価の信頼性と有用性の検証が行われている。この２つの方法の中で、いわゆる健康食品の届出者

が消費者から寄せられている種々雑多な情報から因果関係をスクリーニングする際には、Jones の

樹枝状アルゴリズム改変法（以下「因果関係スクリーニング票」という。図１）が簡便であり実

用的と考えられる。なお、因果関係スクリーニング票の重篤度の分類は、「医薬品等の副作用の重

篤度分類基準について」（平成４年６月 29 日薬安第 80 号厚生労働省課長通知）」に従っているが、

これは症状に対して分類されていることから、医薬品ではないいわゆる健康食品にも適用できる

ものである。 

因果関係スクリーニング票の中の樹枝状のチェック項目（チェック１）と重篤度のチェック項

目の（チェック２）を併用することで、因果関係が不明な事象であっても、医療機関を受診した

重要な事例は把握できる。消費生活センター及び届出者が、消費者から問合せを受けたいわゆる

健康食品による健康被害事例を因果関係スクリーニング票に実際に用いた研究 16）において、ほと

んどの情報が「可能性あり（possible）」となり、「可能性がより強くある（highly possible）」や「確

からしい（probable）」、「非常に確からしい（highly probable）」に該当する事例は少ないことが示さ

れている。また、2013 年に事業者の中の管理者を対象に因果関係スクリーニング票の実用性を調

査した研究 17）において、その実用性に支障がないことが示されている。 

 

３－３－５ いわゆる健康被害の情報の聞き取り票と因果関係スクリーニング票の

具体的な利用法 
因果関係スクリーニング票を利用する際に、消費者からの情報の聞取りが必要となる。そこで

具体的な聞き取り票の例を図２に示した。この聞き取り票は、健康食品に関する有害事象の収集

目的に作成したもの 18）で、各項目は、保健所を介して厚生労働省に集約される際に聞き取られる

項目とほぼ同じである。聞き取り票に記載されている事項を消費者から全て聞き取ることは現実

的には困難であり、聞取りは可能な範囲の対応となる。その際に優先的に聞き取るべき事項とし

ては、因果関係スクリーニング票のチェック１に記載されている、「いつから食品をどれだけの量
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で摂取していたか」、「食品の摂取によって症状がいつでたか」、「摂取の中止・減量によって改善

したか」に該当する内容、また、重篤度のチェック２において医療機関を受診したか否かという

内容が挙げられる。 

届出者が消費者から健康被害情報と想定される内容を聞取り、その内容を因果関係スクリーニ

ング票で評価する際の具体的な手順を以下に示した。 

 

１）届出者が消費者から受ける問合せの中には、購入や契約に関する内容が多いと想定される

ことから、健康被害情報かそれ以外かに分ける。明確に分離ができない事例については、

健康被害に関連した事例として扱う。 

 

２）健康被害情報に関係した事例について、聞き取り票（図２）を使って、食品の摂取開始時

期、摂取量、摂取期間、体調不良を感じた時期を聞き取る。同時に、消費者が該当食品の

摂取を中止していない場合は、被害の進行を防ぐために摂取中止を助言する。また、必要

なら医療機関への受診を勧め、診断書の提出を求める。 

 

３）聞き取った情報を因果関係スクリーニング票（図１）に適用する。 

 

４）因果関係スクリーニング票（図１）のチェック１の項目で「可能性がある」と判断された

事例については適切に整理して蓄積し、その後の類似事例の出現を注意深く観察する。類

似事例が蓄積されていけば、因果関係スクリーニング票のチェック１の項目中の「以前に

同じか又は類似の健康食品若しくは医薬品で同様の健康被害が現れましたか？」の判断に

活用する。また、届出者は、消費者庁に届出た事例及び「因果関係の可能性あり」の事例

数が多ければ、扱っている食品の製造・管理の問題について確認する。 

 

３－４ 課題 

本事業の調査結果から、いわゆる健康食品の健康被害情報の収集・評価については、前述の因

果関係スクリーニング票及び聞き取り票を用いることで、効率的に行うことができると考えられ

る。ただし、機能性表示食品の健康被害情報については、いわゆる健康食品とは異なる点として、

届出者において健康被害の情報収集体制を整えること、機能性表示食品による健康被害の発生及

び拡大のおそれがある場合には消費者庁に報告することとなっていること、安全性評価シートを

含めた届出資料が消費者庁ウェブサイトにおいて公表されていることが挙げられる。 

今後、本報告書の内容及び本制度の特徴や運用実態を踏まえ、本制度における健康被害情報の

収集・評価及び消費者庁への報告の具体的な基準の策定等につなげていくことが期待される。 

また、健康被害情報を受け取る消費者庁における個別の事例の取扱いや同じ成分を機能性関与

成分として届け出られた届出食品の取扱い、及び消費者への注意喚起の方法等、健康被害の発生

及び拡大を未然に防止するための方法を検討・検証することが望まれる。 

そこで、機能性表示食品制度における具体的な基準の策定等に当たり、前述のいわゆる健康食
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品の健康被害情報に関する検証を踏まえ、以下に留意点を示す。 

 

１）届出者による情報の聞取りの限界 

機能性表示食品による健康被害情報のスクリーニングを行う上で、消費者から必要な情報の聞

取りが重要になる。ただし、消費者が聞取りに応じない、又は聞取りに応じたとしても、聞取り

票で聞き取るべき内容について記憶又は記録していないことにより、聞き取れないということが

考えられる。 

２）健康被害と経済的被害の区別 

消費者が受ける被害としては、製品の購入や返品といった経済的被害と健康被害に分けられる。

健康被害については、現在起きている情報を迅速に把握して、同様の事例の発生の有無の調査に

役立てることが重要であり、経済的な被害との対応は異なることを、届出者において十分に理解

する必要がある。健康被害と経済的被害を混同すると、健康被害に対する迅速かつ正確な対応が

困難になってしまう。 

３）軽微な被害症状の重要性 

いわゆる健康食品で重篤な健康被害が起こった事例はほとんどなく、大部分が軽微な症状であ

る。しかし、軽微な健康被害は、重篤な被害につながる可能性を示すものである。機能性表示食

品の多くは、サプリメント形状のものであり、摂取経験が浅く、これまで想定していない健康被

害が起きる可能性もある。届出者の危機管理意識が不十分な場合、健康被害の未然防止と拡大防

止を図ることはできないため、各届出者による危機管理意識の醸成が求められる。 

４）消費庁に報告すべき事案 

本制度の特徴として、機能性表示食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、

届出者は消費者庁に報告することとされている。届出者が把握した健康被害に関する情報は届出

者から遅滞なく消費者庁へ集約される必要があるが、健康被害情報の大部分は「因果関係の可能

性がある」のレベルと想定される。それらの情報が全て消費者庁に集約されても、行政側の負担

を増加させ、かえって情報の取り扱いの混乱を招く可能性がある。また、届出者から報告された

情報を因果関係が不明確な状態で一般に公開することは、届出者からの積極的な報告の妨げとな

り、結果として健康被害の未然防止と拡大防止にはつながらない可能性もある。消費者庁に報告

すべき健康被害の基準や、健康被害情報の公表については、今後、慎重に検討する必要がある。 

５）食品摂取と健康被害の因果関係を証明することの難しさ 

いわゆる健康食品による健康被害は、製品に本質的な原因があるケース（例えば、粗悪製品）

だけでなく、消費者が適切に利用できていないケース（例えば、基礎疾患者の利用、過剰摂取、

医薬品との併用）によっても起こる。前者については食品の成分分析によって明らかにできるが、

後者の原因を明確にすることは極めて難しい。 

 

６）届出者による適切な対応 
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本制度における健康被害情報の情報収集体制の仕組みが適切に機能しているかどうか、届出者

において行われている健康被害情報の収集・評価・報告について、実態把握及び検証を行う必要

がある。 
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第４章 図表 

表１ 調査対象の製品一覧（71件） 

届出

No. 
届出者 商品名 機能性関与成分 

生鮮食品 

A79 三ヶ日町農業協同組合 三ヶ日みかん β‐クリプトキサンチン 

サプリメント形状以外の加工食品 

A46 雪印メグミルク株式会社 恵 megumi（メグミ）ガセリ菌

SP（エスピー）株ヨーグルト 

100ｇ 

ガセリ菌 SP株 

A49 大塚製薬株式会社 大麦生活 大麦ごはん 大麦β-グルカン 

A51 イオントップバリュ株式会

社 

難消化性デキストリン配合 コ

ーラ 

難消化性デキストリン 

A59 雪印メグミルク株式会社 恵 megumi（メグミ） ガセリ

菌 SP（エスピー）株 豆乳仕立

て 100ｇ 

ガセリ菌 SP株 

A63 江崎グリコ株式会社 朝食 BifiX（ビフィックス）ヨ

ーグルト 

ビフィズス菌 BifiX(B. lactis 

GCL2505) 

A67 JAかごしま茶業株式会社 べにふうき緑茶ティーバッグ メチル化カテキン（エピガロカテキ

ン-3-O-（3-O-メチル）ガレート） 

A69 アサヒ飲料株式会社 アサヒ めめはな茶 メチル化カテキン〔エピガロカテキ

ン-３-O-(３-O-メチル)ガレートお

よびガロカテキン-３-O-(３-O-メチ

ル)ガレート〕 

A96 マルハニチロ株式会社 食事でサポート フィッシュソ

ーセージ 

DHA、EPA 

A100 株式会社はくばく 大麦効果 大麦β-グルカン 

A118 マルハニチロ株式会社 さば水煮 DHA、EPA 

A124 マルハニチロ株式会社 さけフレーク DHA、EPA 

A125 マルハニチロ株式会社 油そのままツナフレークまぐろ

油漬オリーブオイル仕立て 

DHA、EPA 

A207 味の素株式会社 アミノケア®ゼリー ロイシン 40 ロイシン 40%配合必須アミノ酸 

A239 永倉精麦株式会社 もっちり麦 大麦β-グルカン 

A252 江崎グリコ株式会社 メンタルバランスチョコレート

GABA（ギャバ）＜ミルク＞スタ

ンドパウチ 

γ-アミノ酪酸 

A264 日本水産株式会社 毎日これ 1本 EPA（イーピーエ

ー）+DHA（ディーエイチエー）

ソーセージ 

DHA・EPA 

A302 株式会社 マルヤナギ小倉屋 おいしい雑穀 蒸し大麦 大麦β-グルカン 

A303 株式会社 マルヤナギ小倉屋 おいしい雑穀 蒸し雑穀 大麦β-グルカン 

A309 ダノンジャパン株式会社 ダノンビオ プレーン・加糖 ビフィズス菌 BE80 

（Bifidobacterium lactis CNCM I-

2494） 
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B12 株式会社伊藤園 ヘルシープラス 充実野菜－ト

マト＆レモン－ 

リコピン 

B45 株式会社荒畑園 べにふうきスティックタイプ メチル化カテキン（エピガロカテキ

ン-3-O-（3-O-メチル）ガレート） 

B68 イオントップバリュ株式

会社 

麦ごはん 難消化性デキストリン（食物繊維と

して） 

B125 豊橋糧食工業株式会社 大麦シリアル５．５ 大麦β-グルカン 

サプリメント形状の加工食品（錠剤） 

A220 アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 

ディアナチュラゴールド サラ

シア 

サラシア由来サラシノール 

A1 ライオン株式会社 ナイスリムエッセンス ラクトフ

ェリン 

ラクトフェリン 

A6 株式会社ファンケル 健脂サポート モノグルコシルヘスペリジン 

A16 森下仁丹株式会社 ローズヒップ ローズヒップ由来ティリロサイド 

A17 森下仁丹株式会社 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸ナトリウム又はヒアル

ロン酸 Na 

A26 株式会社ファンケル 計圧サポート イワシペプチド（バリルチロシンと

して） 

A28 森下仁丹株式会社 テアニン L-テアニン 

A62 森下仁丹株式会社 サラシア サラシア由来サラシノール 

A72 キユーピー株式会社 ヒアロビューティー ヒアルロン酸 Na 

A91 富士フイルム株式会社 メタバリアスリム サラシア由来サラシノール 

A92 オリヒロプランデュ株式

会社 

素肌うるおいヒアルロン酸 ヒアルロン酸 Na 

A97 株式会社ファイン ヒアルロン酸α（アルファ） ヒアルロン酸 Na 

A98 富士フイルム株式会社 飲む食べる私のサプリ サラシア由来サラシノール 

A121 株式会社ファイン 高純度ヒアルロン酸サプリ ヒアルロン酸 Na 

A133 理研ビタミン株式会社 わかめペプチド粒タイプ わかめペプチド（フェニルアラニル

チロシン、バリルチロシン、イソロ

イシルチロシンとして） 

A203 アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 

ディアナチュラゴールド サーデ

ンペプチド 

サーデンペプチド（バリルチロシン

として） 

A275 株式会社アラクス アラクス健康プラス サラシア サラシア由来サラシノール 

A278 株式会社資生堂 飲む肌ケア 蒟蒻由来グルコシルセラミド 

A285 株式会社ファンケル GABA ギャバ γ-アミノ酪酸（GABA） 
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A310 株式会社ファンケル カロリミット® ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュ

ガー（ファゴミンとして）、エピガ

ロカテキンガレート、キトサン、イ

ンゲン豆由来ファセオラミン 

B5 株式会社ファイン ふしぶしの恵グルコサミン グルコサミン塩酸塩 

B26 株式会社ファイン グルコサミンサプリ グルコサミン塩酸塩 

B36 サントリーウエルネス株

式会社 

サントリー グルコサミン＆

（アンド）コンドロイチン 

グルコサミン塩酸塩、コンドロイチ

ン硫酸、ケルセチン配糖体 

B37 株式会社うるばな宮古 宮古ＢＰ（ビーピー） 宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ

ー酸 

B42 ロート製薬株式会社 ロートＶチュアブル ルテイン、ゼアキサンチン 

B85 オリヒロプランデュ株式

会社 

高純度！グルコサミン グルコサミン 

B102 株式会社はなぶさ 錫蘭葛 サラシア由来サラシノール 

B124 株式会社ファイン グルコサミンＨＧ（ハイグレー

ド） 

グルコサミン塩酸塩 

サプリメント形状の加工食品（カプセル） 

A4 キユーピー株式会社 ヒアロモイスチャー240 ヒアルロン酸 Na 

A20 ロート製薬株式会社 ロートＶ５粒 ルテインとゼアキサンチン 

A45 株式会社ファイン ひとみの恵ルテイン 40 ルテインエステル 

A61 日清ファルマ株式会社 グルコデザインカプセル 0.19小麦アルブミン 

A120 オリヒロプランデュ株式

会社 

ブルーベリーソフト粒 ビルベリー由来アントシアニン 

A158 株式会社協和 フラコラ ヒアルロン酸 ヒアルロン酸 Na 

A164 八幡物産株式会社 北の国から届いたブルーベリー ビルベリー由来アントシアニン 

A195 マルハニチロ株式会社 イキイキ DHA（ディーエイチエ

ー）・EPA（イーピーエー） 

DHA、EPA 

A204 株式会社ファイン オメガ E P A＋D H A（イーピー

エープラスディーエイチエー） 

DHAと EPA 

A246 サントリーウエルネス株

式会社 

サントリー セサミンＥＸ（イー

エックス） 

セサミン 

A305 井藤漢方製薬株式会社 DHA（ディーエイチエー）1000 DHA、EPA 

B2 フジッコ株式会社 うるるん姫 ヒアルロン酸 Na 

B6 理研ビタミン株式会社  クロセチンアイ クロセチン 
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サプリメント形状の加工食品（粉末） 

A12 森下仁丹株式会社 ビフィーナ®Ｒ（レギュラー） ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別

呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕ
ｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム 

ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A21 キューサイ株式会社 ひざサポートコラーゲン コラーゲンペプチド 

A42 味の素株式会社 グリナ® グリシン 

A88 株式会社ファイン うるおうヒアルロン酸 ヒアルロン酸 Na 

A138 株式会社ファンケル 快眠サポート L-セリン 

A202 味の素株式会社 アミノエール® ロイシン 40%配合必須アミノ酸 
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表２ 安全性評価に関する検証の調査対象食品の一覧（440件） 

届出

No. 
商品名 届出者 機能性関与成分名 

A1 
ナイスリムエッセンス 

ラクトフェリン 
ライオン株式会社 ラクトフェリン 

A2 食事の生茶 
キリンビバレッジ株式会

社 
難消化性デキストリン 

A3 パーフェクトフリー 麒麟麦酒株式会社 難消化性デキストリン 

A4 
ヒアロモイスチャー２

４０ 
キユーピー株式会社 ヒアルロン酸Ｎａ 

A5 
ディアナチュラゴール

ド ヒアルロン酸 
アサヒフードアンドヘルス

ケア株式会社 
ヒアルロン酸Ｎａ 

A6 健脂サポート 株式会社ファンケル モノグルコシルヘスペリジン 

A7 えんきん 株式会社ファンケル 

ルテイン 
アスタキサンチン 
シアニジン－3－グルコシド 

DHA 

A8 蹴脂粒 株式会社リコム 
キトグルカン（エノキタケ抽出物）：エノキタケ由来遊離

脂肪酸混合物 
A9 メディスリム（12 粒） 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン 
A10 メディスキン 株式会社東洋新薬 米由来グルコシルセラミド 

A12 
ビフィーナⓇＲ（レギュ

ラー） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A13 
ビフィーナⓇＥＸ（エク

セレント） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A14 
ビフィーナⓇＳ（スーパ

ー） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A15 
ビフィーナⓇＳ（スーパ

ー）Pearl（パール） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 
A16 ローズヒップ 森下仁丹株式会社 ローズヒップ由来ティリロサイド 

A17 ヒアルロン酸 森下仁丹株式会社 
ヒアルロン酸ナトリウム 
又はヒアルロン酸Ｎａ 

A19 
ディアナチュラゴール

ド 甘草グラボノイド 
アサヒフードアンドヘルス

ケア株式会社 
甘草由来グラブリジン 

A20 ロートＶ５粒 ロート製薬株式会社 ルテインとゼアキサンチン 
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A21 
ひざサポートコラーゲ

ン 
キューサイ株式会社 コラーゲンペプチド 

A22 
アサヒスタイルバラン

ス 

アサヒビール株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A23 

アサヒスタイルバラン

スレモンサワーテイス

ト 

アサヒビール株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A24 

アサヒスタイルバラン

スグレープフルーツサ

ワーテイスト 

アサヒビール株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A26 計圧サポート 株式会社ファンケル イワシペプチド（バリルチロシンとして） 

A27 めばえ 八幡物産株式会社 ルテイン 

A28 テアニン 森下仁丹株式会社 L-テアニン 

A29 
ディアナチュラゴール

ド グルコサミン 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
グルコサミン塩酸塩 

A30 ブルーベリー黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A31 アサイー黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A32 ざくろ黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A33 りんご黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A34 うめ黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A35 りんご黒酢ストレート 株式会社 Mizkan 酢酸 

A36 
ブルーベリー黒酢スト

レート 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A37 ざくろ黒酢ストレート 株式会社 Mizkan 酢酸 

A38 メディナチュラル 株式会社東洋新薬 サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 

A39 
ディアナチュラゴール

ド EPA＆DHA 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 

エイコサペンタエン酸（EPA）ドコサヘキサエン酸

（DHA） 

A40 
ブルーベリー＆アサイ

ーＭｉｘ 
株式会社伊藤園 アスタキサンチン 

A41 

テアニンの働きで健や

かな眠りをサポートす

るむぎ茶 

株式会社伊藤園 Ｌ-テアニン 

A42 グリナⓇ 味の素株式会社 グリシン 

A43 

キリン メッツ プラ

ス スパークリングウ

ォーター 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン 

A44 
キリン メッツ プラ

ス レモンスカッシュ 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン 

A45 
ひとみの恵ルテイン

40 
株式会社ファイン ルテインエステル 

A46 

恵 megumi ガセリ菌

SP株ヨーグルト 100

ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A47 

恵 megumi ガセリ菌

SP株ヨーグルト ア

ロエ 100ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A48 

恵 megumi ガセリ菌

SP株ヨーグルト ド

リンクタイプ 100ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A49 大麦生活 大麦ごはん 大塚製薬株式会社 大麦β-グルカン 

A50 
大麦生活 大麦ごはん 

和風だし仕立て 
大塚製薬株式会社 大麦β-グルカン 

A51 
難消化性デキストリン

配合 コーラ 

イオントップバリュ

株式会社 
難消化性デキストリン 

 



 

82 

 

A52 

プレミアリッチ パー

フェクトアスタヒアル

ロン酸パウダー 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
ヒアルロン酸Ｎａ 

A53 イミダペプチド 
日本予防医薬株式会

社 
イミダゾールジペプチド 

A54 
伝統にんにく卵黄（31

粒入り・62粒入り） 
株式会社健康家族 GSAC（γ-グルタミル-S-アリルシステイン） 

A55 
ネイチャーメイド ル

テイン 
大塚製薬株式会社 ルテイン 

A56 
ネイチャーメイド ア

スタキサンチン 
大塚製薬株式会社 アスタキサンチン 

A57 
ネイチャーメイド フ

ィッシュオイルパール 
大塚製薬株式会社 EPA・DHA 

A58 

ディアナチュラゴール

ド ルテイン＆ゼアキ

サンチン 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
ルテイン、ゼアキサンチン 

A59 

恵 megumi ガセリ菌

SP株 豆乳仕立て 

100ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A60 グラボノイドⓇ 
ユアヘルスケア株式

会社 
3％グラブリジン含有甘草抽出物 

A61 
グルコデザインカプセ

ル 

日清ファルマ株式会

社 
0.19小麦アルブミン 

A62 サラシア 森下仁丹株式会社 サラシア由来サラシノール 

A63 
朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 
江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A64 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 

140g 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A65 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト脂肪

ゼロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A66 
朝食 BifiX（ビフィッ

クス）のむヨーグルト 
江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A67 
べにふうき緑茶ティー

バッグ 

JAかごしま茶業株式

会社 

メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-（3-O-

メチル）ガレート） 

A68 
ナグプラス うるるん

肌ドリンク 

焼津水産化学工業株

式会社 
N-アセチルグルコサミン 

A69 アサヒ めめはな茶 アサヒ飲料株式会社 

メチル化カテキン〔エピガロカテキン-３-O-(３-

O-メチル)ガレートおよびガロカテキン-３-O-(３-

O-メチル)ガレート〕 

A70 
カカオフラバノールス

ティック 
森永製菓株式会社 カカオフラバノール 

A71 
GABAX（ギャバック

ス） 
株式会社プロント GABA 

A72 ヒアロビューティー キユーピー株式会社 ヒアルロン酸 Na 

A73 
メディファット＆グル

コ 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A74 ルテイン 小林製薬株式会社 ルテイン 

A75 ルテインａ 小林製薬株式会社 ルテイン 

A76 
サンフェノンＥＧＣｇ

カプセル 

株式会社タイヨーラ

ボ 
エピガロカテキンガレート（ＥＧＣｇ） 
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A77 
ディアナチュラゴール

ド ルテイン 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
ルテイン 

A78 
スリムアップスリム 

甘草グラボノイド 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
甘草由来グラブリジン 

A79 三ヶ日みかん 
三ヶ日町農業協同組

合 
β‐クリプトキサンチン 

A80 
大豆イソフラボン子大

豆もやし 

株式会社サラダコス

モ 
大豆イソフラボン 

A81 メディコレス（4粒） 株式会社東洋新薬 
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジン B1と

して） 

A82 
日清健康オイル アマ

ニプラス 

日清オイリオグルー

プ株式会社 
α‐リノレン酸 

A83 

ネイチャーメイド ス

ーパーフィッシュオイ

ル 

大塚製薬株式会社 EPA・DHA 

A84 
還元型コエンザイム

Q10（キューテン） 
森下仁丹株式会社 還元型コエンザイム Q10 

A85 メディボーン 株式会社東洋新薬 大豆イソフラボン（アグリコンとして） 

A86 
純露 プラス 難消化

性デキストリン 
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A87 
アスタリール i（ア

イ） 

富士化学工業株式会

社 
アスタキサンチン 

A88 うるおうヒアルロン酸 株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

A90 
ブルーベリー＆ルテイ

ン 
株式会社リフレ ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン 

A91 メタバリアスリム 
富士フイルム株式会

社 
サラシア由来サラシノール 

A92 
素肌うるおいヒアルロ

ン酸 

オリヒロプランデュ

株式会社 
ヒアルロン酸 Na 

A93 ほっと食事の生茶 
キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A94 
エクササイズダイエッ

ト 

株式会社ディーエイ

チシー 
3％グラブリジン含有甘草抽出物 

A95 関節の友 株式会社龍泉堂 非変性Ⅱ型コラーゲン 

A96 
食事でサポート フィ

ッシュソーセージ 

マルハニチロ株式会

社 
DHA、EPA 

A97 ヒアルロン酸α 株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

A98 飲む食べる私のサプリ 
富士フイルム株式会

社 
サラシア由来サラシノール 

A99 サンテアニン 200 
株式会社タイヨーラ

ボ 
L-テアニン 

A100 大麦効果 株式会社はくばく 大麦β-グルカン 

A101 
ネイチャーメイド イ

チョウ葉 
大塚製薬株式会社 

イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テル

ペンラクトン 

A102 メラックス 八幡物産株式会社 ルテイン 

A103 
リラックスカフェゼリ

ー 

安曇野食品工房株式

会社 
GABA 

A104 
お～いお茶 日本の健

康 玄米茶 
株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A105 POM アシタノカラダ 株式会社えひめ飲料 β-クリプトキサンチン 

A106 

カゴメトマトジュース

高リコピントマト使用

食塩入り 

カゴメ株式会社 リコピン 

A107 
カゴメトマトジュース

食塩入り 
カゴメ株式会社 リコピン 
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A108 
カゴメトマトジュース

食塩無添加 
カゴメ株式会社 リコピン 

A109 
カゴメリコピンコレス

テファイン 
カゴメ株式会社 リコピン 

A110 メディスリム（4粒） 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A111 ヘラスリム 
株式会社ステップワ

ールド 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A112 アスタアイケア 
富士化学工業株式会

社 
アスタキサンチン 

A113 えがおのルテイン 株式会社えがお ルテイン 

A114 無洗米 GABAライス 株式会社サタケ γ-アミノ酪酸（GABA） 

A115 
ボタニカルファイバー

T 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A116 
キリン メッツ プラス 

ジンジャーエール 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン 

A117 
毎日の大豆イソフラボ

ン 
フジッコ株式会社 大豆イソフラボン 

A118 さば水煮 
マルハニチロ株式会

社 
DHA、EPA 

A119 葛の花スムージーT 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A120 ブルーベリーソフト粒 
オリヒロプランデュ

株式会社 
ビルベリー由来アントシアニン 

A121 
高純度ヒアルロン酸サ

プリ 
株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

A122 歩潤王ひざらく 
株式会社アイフォー

レ 
非変性Ⅱ型コラーゲン 

A123 蒸し大豆 フジッコ株式会社 大豆イソフラボン 

A124 さけフレーク 
マルハニチロ株式会

社 
DHA、EPA 

A125 

油そのままツナフレー

クまぐろ油漬オリーブ

オイル仕立て 

マルハニチロ株式会

社 
DHA、EPA 

A126 葛花パウダーT 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A127 セラミド保湿粒 株式会社全日本通販 米由来グルコシルセラミド 

A128 
セラミド配合スムージ

ーT 
株式会社東洋新薬 米由来グルコシルセラミド 

A129 葛の花緑茶 T 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A130 
お～いお茶 巡りさら

ら 
株式会社伊藤園 モノグルコシルヘスペリジン 

A131 
ヘルシープラス さら

さらむぎ茶 
株式会社伊藤園 モノグルコシルヘスペリジン 

A132 
ヘルシールイボスティ

ー 
株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A133 
わかめペプチド粒タイ

プ 

理研ビタミン株式会

社 

わかめペプチド（フェニルアラニルチロシン、バ

リルチロシン、イソロイシルチロシンとして） 

A134 
シュワーベギンコ イ

チョウ葉エキス 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉

由来テルペンラクトン 

A135 
脂肪と糖が気になる方

の青汁 T 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A136 
アサヒ 素肌 URURU

（うるる） 
アサヒ飲料株式会社 ヒアルロン酸 Na 
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A137 葛の花配合大麦青汁 T 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して） 

A138 快眠サポート 株式会社ファンケル L-セリン 

A139 グルコサミン 甲陽ケミカル株式会社 グルコサミン 

A140 イチョウ葉 小林製薬株式会社 
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉 テ

ルペンラクトン 

A141 
特濃ミルク 8.2 カボ

チャミルク 
味覚糖株式会社 ルテイン 

A142 葛の花減脂粒 株式会社全日本通教 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して） 

A143 快腸サポート 株式会社ファンケル ビフィズス菌 BB536（B.longum) 

A144 
ブルーベリーアイ プ

ロ 
株式会社わかさ生活 ビルベリー由来アントシアニン 

A145 
アサヒスタイルバラン

スゆずサワーテイスト 
アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A146 ブルーベリーアイ EX 株式会社わかさ生活 ビルベリー由来アントシアニン 

A147 
コーヨーグルコサミン

® 
甲陽ケミカル株式会社 グルコサミン 

A148 アラプラス 糖ダウン 
SBI アラプロモ株式会

社 
5-アミノレブリン酸リン酸塩 

A149 GABA おかゆ革命 幸南食糧株式会社 GABA 

A150 ルテイン EX 株式会社わかさ生活 ルテイン、ゼアキサンチン 

A151 快眠サプリ 
オリヒロプランデュ株

式会社 
テアニン 

A152 

BifiX（ビフィック

ス）フローズンジェリ

ー ヨーグルト味 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A153 ビヒダス BB536 森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

A154 グラボノイド 300 株式会社ファイン 3％グラブリジン含有甘草抽出物 

A155 コレステ生活 株式会社全日本通販 
松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジン B1

として） 

A156 

Oligonol®（オリゴノ

ール） ハードカプセ

ル 

株式会社アミノアップ

化学 
低分子化ライチポリフェノール 

A157 ルテイン プロ 株式会社わかさ生活 ルテイン、ゼアキサンチン 

A158 
フラコラ ヒアルロン

酸 
株式会社協和 ヒアルロン酸 Na 

A159 栄潤 株式会社エバーライフ 非変性Ⅱ型コラーゲン 

A160 

アサヒスタイルバラン

スコーラサワーテイス

ト 

アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A161 
28枚 腸にファイバ

ーウエハース 

ハマダコンフェクト株

式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維として） 

A162 葛の花ヘルスリム 27 Nalelu合同会社 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して） 

A163 
お腹の脂肪に葛の花イ

ソフラボンスリム 
日本第一製薬株式会社 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して） 

A165 
LIBERA（リベラ）＜ミ

ルク＞ 
江崎グリコ株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A166 
スーパーファイア ブ

レッドアンドコーヒー 

キリンビバレッジ株式

会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A167 「アミール」WATER アサヒ飲料株式会社 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 

A168 「アミール」WATER300 アサヒ飲料株式会社 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 

A169 
お～いお茶 日本の健

康 玄米茶 350 
株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 
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A170 

高濃度ビフィズス菌飲

料 BifiX（ビフィック

ス）1000 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A171 ファイバー脂肪ケア T 株式会社東洋新薬 ポリデキストロース（食物繊維として） 

A172 
肝臓の健康にセラクル

ミン 

株式会社セラバリュ

ーズ 
クルクミン 

A173 
グラソー スリープウ

ォーター 

日本コカ・コーラ株

式会社 
L-テアニン 

A174 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）のむビフィズス

菌 脂肪ゼロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A175 ファイバーパウダーT 株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A176 
飲む体脂肪ケアグリー

ンスムージー 
株式会社東洋新薬 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A177 

シーチキン®のまぐろ

から搾った 

DHA＋EPA 

はごろもフーズ株式

会社 
DHA、EPA 

A179 アイリフレ クリア 
フォーデイズ株式会

社 
ルテイン・ゼアキサンチン 

A180 
メディコレス （２

粒） 
株式会社東洋新薬 

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジン B1と

して） 

A181 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ブ

ルーベリー 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A182 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 白

桃＆（アンド）ザクロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A183 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ア

ロエ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A184 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト フ

ルーツプルーン 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A185 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 朝

果実ミックス 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A186 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ス

トロベリー 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A187 
ウエストサポートスム

ージー 
株式会社東洋新薬 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A188 サラトナ 
ユニテックメディカ

ル株式会社 
DHA、EPA 

A189 ファーマギャバ 
株式会社ファーマフ

ーズ 
GABA 

A190 DHA EPA 
オリヒロプランデュ

株式会社 
DHA・EPA 

A191 テア眠 
株式会社タイヨーラ

ボ 
L-テアニン 

A192 

1秒 OPEN(オープン)！

おいしいおさかなソー

セージ 

マルハニチロ株式会

社 
DHA、EPA 

A193 
WESTON330 グラボノイ

ド 

株式会社リマックス

ジャパン 
3%グラブリジン含有甘草抽出物 
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A194 
グッスミン 酵母のち

から 
ライオン株式会社 

清酒酵母 GSP6 

 

同菌の別呼称として 

清酒酵母 GSP6株 

又は Saccharomyces cerevisiae GSP6 

又は S. cerevisiae GSP6 

又は 清酒酵母 

A195 
イキイキ

DHA      ・EPA 

マルハニチロ株式会

社 
DHA、EPA 

A196 
還元型コエンザイム

Q10（キューテン） 

ユアヘルスケア株式

会社 
還元型コエンザイム Q10 

A197 
葛の花ウエストケアタ

ブレット 
株式会社スギ薬局 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A198 
葛の花ウエストケアス

ムージー 
株式会社スギ薬局 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A199 葛の花サプリメント 
株式会社テレビショ

ッピング研究所 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A200 
お腹の脂肪が気になる

方の青汁 T 
株式会社東洋新薬 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A201 肥満気味な方の青汁 T 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A202 アミノエール® 味の素株式会社 ロイシン 40%配合必須アミノ酸 

A203 
ディアナチュラゴール

ド サーデンペプチド 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 

A204 オメガ E P A＋D H A 株式会社ファイン EPAと DHA 

A205 
森永のＰＲＥＭⅰＬ

（プレミル） 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A206 ベジフラボン 
株式会社サラダコス

モ 
大豆イソフラボン 

A207 
アミノケア®ゼリー ロ

イシン 40 
味の素株式会社 ロイシン 40%配合必須アミノ酸 

A208 
カラダみらい 天然酵

母仕込みのクラッカー 
株式会社ブルボン GABA 

A209 
カラダみらい 香ばし

五穀のビスケット 
株式会社ブルボン GABA 

A210 
カラダみらい 豆乳仕

立てのウエハース 
株式会社ブルボン GABA 

A211 青汁ダイエットン 
ありがとう通販株式

会社 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A212 
ビヒダスのむヨーグル

ト 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A213 整腸のビフィズス菌 
ピルボックスジャパ

ン株式会社 
ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A214 白酵ヒアプラ 
株式会社ナチュラル

ガーデン 
ヒアルロン酸 Na 

A215 
DHA    のチカラ 

フィッシュソーセージ 

マルハニチロ株式会

社 
DHA 

A216 爽眠α 株式会社プログレ L-テアニン 

A218 さば水煮 M 
マルハニチロ株式会

社 
DHA 

A219 ウェイトケア 
株式会社銀座・トマ

ト 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A220 
ディアナチュラゴール

ド サラシア 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 
サラシア由来サラシノール 
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A221 
ビヒダスのむヨーグル

ト脂肪ゼロ 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

A222 GABAタブレット T 株式会社東洋新薬 GABA 

A223 
フルーツバランス（り

んご・洋梨・ぶどう） 
山崎製パン株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A224 

フルーツバランス（ピ

ーチ・バナナ・マンゴ

ー） 

山崎製パン株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A225 
キリン メッツ プラス 

梅スカッシュ 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A226 
アサヒ 凹茶（ぼこち

ゃ） 
アサヒ飲料株式会社 

りんごポリフェノール（りんご由来プロシアニジ

ンとして） 

A227 リフレのぐっすりずむ 株式会社リフレ L-テアニン 

A228 
キリン メッツ プラス 

ライムスカッシュ 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A229 海から DHA 
マルハニチロ株式会

社 
DHA 

A230 さけフレーク M 
マルハニチロ株式会

社 
DHA 

A231 

油そのままツナフレー

ク Mまぐろ油漬オリー

ブオイル仕立て 

マルハニチロ株式会

社 
DHA 

A232 
まろやかりんご酢 は

ちみつりんご 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A233 
まろやかりんご酢 ア

セロラ 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A234 

まろやかりんご酢 は

ちみつりんご ストレ

ート 

株式会社 Mizkan 酢酸 

A235 
まろやかりんご酢 ア

セロラ ストレート 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A236 

まろやかりんご酢 ロ

ーズヒップ＆カシス 

ストレート 

株式会社 Mizkan 酢酸 

A237 
アサイー黒酢 ストレ

ート 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A238 腰ラックス 株式会社ファンケル 
テアニン、ピぺリン、クレアチン、プロテオグリ

カン 

A239 もっちり麦 永倉精麦株式会社 大麦β-グルカン 

A240 
葛の花由来イソフラボ

ン入り きょうの青汁 
株式会社やまちや 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A241 
葛の花イソフラボン配

合 大麦若葉青汁 

イオントップバリュ

株式会社 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A242 葛の花サポート 
株式会社宇治田原製

茶場直売部 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A243 ルテインサプリ T 株式会社東洋新薬 ルテイン 

A244 テアニンタブレット T 株式会社東洋新薬 L-テアニン 

A245 おだやか生活 株式会社全日本通販 サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 

A246 
サントリー セサミン

ＥＸ 

サントリーウエルネ

ス株式会社 
セサミン 

A247 
まろやかりんご酢  ロ

ーズヒップ＆カシス 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A248 
「アミール」サプリメ

ント 
アサヒ飲料株式会社 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 
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A249 駿楽 株式会社元気堂本舗 非変性Ⅱ型コラーゲン 

A250 はじめのグルコサミン 株式会社リフレ グルコサミン 

A251 

アサヒスタイルバラン

スジンジャーサワーテ

イスト 

アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A252 

メンタルバランスチョ

コレート GABA（ギャ

バ）＜ミルク＞スタン

ドパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A253 

メンタルバランスチョ

コレート GABA（ギャ

バ）＜ミルク＞フラッ

トパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A254 

メンタルバランスチョ

コレート GABA（ギャ

バ）＜ビター＞スタン

ドパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A255 

メンタルバランスチョ

コレート GABA（ギャ

バ）＜ビター＞フラッ

トパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A256 セラミドパウダーT 株式会社東洋新薬 米由来グルコシルセラミド 

A257 雑穀ダイエット 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と

して） 

A258 食事の青汁 株式会社銀座・トマト 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A259 健康骨々 協和薬品株式会社 大豆イソフラボン 

A260 
グァバ茶 PLUS （プラ

ス ） 
宝積飲料株式会社 難消化性デキストリン 

A261 
飲むスキンケアアサイ

ースムージー 
株式会社東洋新薬 米由来グルコシルセラミド 

A262 テアニン快眠粒 株式会社全日本通販 Ｌ-テアニン 

A263 
おいしい蒸し豆 蒸し

黒豆 
株式会社小倉屋柳本 大豆イソフラボン 

A264 
毎日これ 1 本 EPA+DHA

ソーセージ 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A265 

毎日これ 1 本 E P A 

+ D H A  チーズ

味 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A266 
うるおい宣言セラミド

プラス 
株式会社愛しとーと こんにゃく由来グルコシルセラミド 

A267 クッキリ一番 サニーヘルス株式会社 ルテイン、ゼアキサンチン 

A268 おなか快調宣言 株式会社愛しとーと 難消化性デキストリン 

A269 
ファインフルーツ ベ

リー＆アサイー 
オハヨー乳業株式会社 GABA 

A270 
EPA+DHA配合 いわし

味噌煮 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A271 
EPA+DHA配合 いわし

生姜煮 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A272 
EPA+DHA配合 いわし

梅煮しそ風味 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A273 
飲むはちみつ酢 りん

ご味 
株式会社山田養蜂場 酢酸 

A274 セラミドゼリーT 株式会社東洋新薬 米由来グルコシルセラミド 

A275 
アラクス健康プラス 

サラシア 
株式会社アラクス サラシア由来サラシノール 
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A276 
アスタキサンチンサポー

ト 

株式会社トキワ漢

方製薬 
ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン 

A277 葛の花プレミアム青汁 株式会社スギ薬局 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類 

として） 

A278 飲む肌ケア 株式会社資生堂 蒟蒻由来グルコシルセラミド 

A279 
アサヒスタイルバランス

梅サワーテイスト 

アサヒビール株式

会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A281 
毎日これ 1本 EPA+DHA

入りおさかなソーセージ 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A282 
LDLコレステロールが高

めの方のサプリ 

株式会社銀座・ト

マト 

松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジン B1と

して） 

A283 
おいしい蒸し豆 蒸し大

豆 

株式会社小倉屋柳

本 
大豆イソフラボン 

A284 
キユーピーアマニ油マヨ

ネーズ 

キユーピー株式会

社 
α-リノレン酸 

A285 ＧＡＢＡ ギャバ 
株式会社ファンケ

ル 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

A286 ブルーベリーＳ（エス） 
株式会社世田谷自

然食品 
ビルベリー由来アントシアニン 

A287 ギャバリック 備前化成株式会社 GABA 

A288 FREE Tea 

ポッカサッポロフ

ード＆ビバレッジ

株式会社 

GABA 

A289 花のめぐみ 株式会社東洋新薬 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A290 キリン サプリ レモン 
キリンビバレッジ

株式会社 
テアニン（L-テアニン）、クエン酸 

A291 
タカナシヨーグルト 脂

肪ゼロプラス 100g 
高梨乳業株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A292 
7種の具材のミネストロ

ーネ 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A293 ユッケジャン 日本水産株式会社 EPA・DHA 

A294 
slimfor（スリムフォ

ー） 

株式会社オンライ

フ 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

A295 グッスリッチ 
株式会社銀座・ト

マト 
L-テアニン 

A296 丈夫なコツ 
株式会社銀座・ト

マト 
大豆イソフラボン（アグリコンとして） 

A297 
ナチュラルケア 粉末ス

ティック＜ヒハツ＞ 
大正製薬株式会社 ヒハツ由来ピペリン 

A298 国産しょうが 株式会社伊藤園 
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、

6-ショウガオールとして） 

A299 アスタキサンチンプラス 
協同薬品工業株式

会社 
アスタキサンチン 

A300 

ZERO  k c a l Cider 

ゼロキロカロリーサイダ

ー 

ポッカサッポロフ

ード＆ビバレッジ

株式会社 

難消化性デキストリン（食物繊維） 

A301 

ZERO  k c a l Cider 

ゼロキロカロリーサイダ

ー レモン 

ポッカサッポロフ

ード＆ビバレッジ

株式会社 

難消化性デキストリン（食物繊維） 

A302 おいしい雑穀 蒸し大麦 
株式会社小倉屋柳

本 
大麦β-グルカン 

A303 おいしい雑穀 蒸し雑穀 
株式会社小倉屋柳

本 
大麦β-グルカン 

A304 
おいしい蒸し豆 蒸しサ

ラダ豆 

株式会社小倉屋柳

本 
大豆イソフラボン 
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A305 D H A 1000 
井藤漢方製薬株式

会社 
DHA、EPA 

A306 
毎日これ 1 本 EPA+DHA

ソーセージ 60 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A307 
血圧が高めの方の健康緑

茶 
大正製薬株式会社 ヒハツ由来ピペリン 

A308 ネナイト 

アサヒフードアン

ドヘルスケア株式

会社 

Ｌ－テアニン 

A309 
ダノンビオ プレーン・

加糖 

ダノンジャパン株

式会社 

ビフィズス菌 BE80 （Bifidobacterium lactis 
CNCM I-2494） 

A310 カロリミット® 
株式会社ファンケ

ル 

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴ

ミンとして）、エピガロカテキンガレート、キト

サン、インゲン豆由来ファセオラミン 

B1 
きらめきアイ  

  
 フジッコ株式会社  ルテイン、ゼアキサンチン 

B2 うるるん姫  フジッコ株式会社  ヒアルロン酸 Na 

B3 

恵 ｍｅｇｕｍｉ（メグ

ミ） ガセリ菌ＳＰ（エ

スピー）株ヨーグルト 

宅配専用 ７０ｇ 

 雪印メグミルク株

式会社  
ガセリ菌 SP株 

B4 

恵 ｍｅｇｕｍｉ（メグ

ミ） ガセリ菌ＳＰ（エ

スピー）株ヨーグルト 

ドリンクタイプ 宅配専

用 １００ｇ  

 雪印メグミルク株

式会社 
ガセリ菌 SP株 

B5 
ふしぶしの恵グルコサミ

ン 
 株式会社ファイン  グルコサミン塩酸塩 

B6 クロセチンアイ  
 理研ビタミン株式

会社 
クロセチン 

B7 
ターミナリアベリリカタ

ブレットＴ  
株式会社東洋新薬  

ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食

子酸として） 

B8 
贅沢なＯＦＦ（オフ）の

ど飴  
味覚糖株式会社  難消化性デキストリン（食物繊維） 

B9 食事の刻の緑茶 日本薬剤株式会社  難消化性デキストリン（食物繊維） 

B10 素肌サポートスムージー 株式会社スギ薬局  米由来グルコシルセラミド 

B11 沈香の恵  アピ株式会社  沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として） 

B12 
ヘルシープラス 充実野

菜－トマト＆レモン－  
株式会社伊藤園  リコピン 

B13 
ブルーベリーアイ Ｄｒ

ｉｎｋ（ドリンク）  

株式会社わかさ生

活  
ビルベリー由来アントシアニン 

B14 

ヘルシープラス 充実野

菜－トマト＆レモン－２

６５ｇ  

株式会社伊藤園  リコピン 

B15 

ヘルシープラス 充実野

菜－トマト＆レモン－６

００ｇ  

株式会社伊藤園  リコピン 

B16 

タカナシヨーグルト 脂

肪ゼロプラス プレーン

タイプ ４００ｇ 

高梨乳業株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B17 セラミドサプリＴ 株式会社東洋新薬 米由来グルコシルセラミド 

B18 
カナダドライ ジンジャ

ーエール プラス 

日本コカ・コーラ

株式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

B19 
からだ巡茶 Ａｄｖａｎ

ｃｅ（アドバンス）  

日本コカ・コーラ

株式会社 
ローズヒップ由来ティリロサイド 

B20 カラダ「カルピス」  
アサヒ飲料株式会

社  
乳酸菌 CP1563株 
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B21 
糖質オフタイム 薫る珈

琲  
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B22 もち麦ごはん  株式会社はくばく  大麦β-グルカン 

B23 
BifiX（ビフィックス）

ヨーグルト 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B24 

高濃度ビフィズス菌飲料

BifiX（ビフィックス）

1000 α（アルファ）  

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B25 グラボノイド１００  株式会社ファイン 3%グラブリジン含有甘草抽出物 

B26 グルコサミンサプリ  株式会社ファイン グルコサミン塩酸塩 

B27 
BifiX（ビフィックス）

アロエヨーグルト 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B28 
BifiX（ビフィックス）

果実ミックスヨーグルト 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B29 

BifiX（ビフィックス）

白桃＆（アンド）ザクロ

ヨーグルト 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B30 
BifiX（ビフィックス）

ストロベリーヨーグルト 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B31 
BifiX（ビフィックス）

ヨーグルト脂肪ゼロ 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B32 
BifiX（ビフィックス）

ヨーグルト １４０ｇ 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B33 

BifiX（ビフィックス）

おいしいビフィズス菌ド

リンクタイプ 

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B34 
BifiX（ビフィックス）

ブルーベリーヨーグルト  

江崎グリコ株式会

社  
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B35 

BifiX（ビフィックス）

フルーツプルーンヨーグ

ルト  

江崎グリコ株式会

社 
ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B36 

サントリー グルコサミ

ン＆（アンド）コンドロ

イチン  

サントリーウエル

ネス株式会社  

グルコサミン塩酸塩 

コンドロイチン硫酸 

ケルセチン配糖体 

B37 宮古ＢＰ（ビーピー）  
株式会社うるばな

宮古  
宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸 

B38 
味覚糖のど飴 プラス 

すっきりレモン 
味覚糖株式会社  モノグルコシルヘスペリジン 

B39 
味覚糖のど飴 プラス 

はちみつ金柑 
味覚糖株式会社  モノグルコシルヘスペリジン 

B40 アマニオイル  日本製粉株式会社  α－リノレン酸 

B41 届く強さの乳酸菌  
アサヒ飲料株式会

社  

「プレミアガセリ菌 CP2305」（L.gasseri 

CP2305） 

B42 ロート Vチュアブル  
ロート製薬株式会

社  
ルテイン、ゼアキサンチン 

B43 森永 BB（ビービー）536  森永乳業株式会社  ビフィズス菌 BB536 

B44 シボガード  
株式会社ハーブ健

康本舗  

ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食

子酸として） 

B45 
べにふうきスティックタ

イプ  
株式会社荒畑園  

メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο

-メチル)ガレート） 

B46 べにふうき粉末茶  株式会社荒畑園  
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο

-メチル)ガレート） 

B47 べにふうきティーパック  株式会社荒畑園  
メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ο-(3-ο

-メチル)ガレート） 
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B48 

味覚糖のど飴ＰＬＵＳ

（プラス）ハーブミル

ク味  

味覚糖株式会社  GABA 

B49 

味覚糖のど飴ＰＬＵＳ

（プラス）すっきりハ

ーブ味  

味覚糖株式会社  GABA 

B50 
ストレスと闘うＧＡＢ

Ａ（ギャバ） Ｔ  
株式会社東洋新薬  GABA 

B51 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 白米  

株式会社大潟村あき

たこまち生産者協会  
GABA 

B52 
葛の花イソフラボン 

貴妃  
株式会社太田胃散  

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

B53 関節ケア  
ライフメイト株式会

社  
非変性Ⅱ型コラーゲン 

B54 

ＵＨＡ（ユーハ）グミ

サプリ 還元型コエン

ザイムＱ１０（キュー

テン）  

味覚糖株式会社  還元型コエンザイム Q10 

B55 グルコサミン５００  株式会社すみや  グルコサミン 

B56 シボヘール  
株式会社ハーブ健康

本舗  

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

B57 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 胚芽米 

株式会社大潟村あき

たこまち生産者協会  
GABA 

B58 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 早炊き玄米 

 株式会社大潟村あき

たこまち生産者協会  

  

GABA 

B59 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 発芽玄米  

株式会社大潟村あき

たこまち生産者協会  
GABA 

B60 
チョコラＢＢリッチセ

ラミド  
エーザイ株式会社  米由来グルコシルセラミド 

B61 

メンタルバランスチョ

コレートＧＡＢＡ（ギ

ャバ）＜ミルク＞９袋  

江崎グリコ株式会社  γ-アミノ酪酸 

B62  ブラックジンジャー 丸善製薬株式会社  
ブラックジンジャー由来 5、7-ジメトキシフラボ

ン 

B63 
ＧＡＢＡ（ギャバ）血

圧習慣Ｔ 
株式会社東洋新薬  GABA 

B64 グルコサミン潤 
株式会社ハートテッ

ク  
グルコサミン 

B65 グラボスリム 
株式会社ウエルネス

ライフサイエンス  
3%グラブリジン含有甘草抽出物 

B66 蒸し黒豆  フジッコ株式会社  大豆イソフラボン 

B67 お料理だいず水煮 フジッコ株式会社  大豆イソフラボン 

B68 麦ごはん 
イオントップバリュ

株式会社  
難消化性デキストリン（食物繊維として） 

B69 

コエンザイムＱ１０

（キューテン）ダイレ

クト  

株式会社ディーエイ

チシー  
還元型コエンザイム Q10 

B70 
とうもろこしとかぼち

ゃのスープ  
日本水産株式会社 EPA・DHA 

B71 きんぴらごぼう 日本水産株式会社  EPA・DHA 

B72 ひじきの煮つけ  日本水産株式会社  EPA・DHA 

B73 切干大根 日本水産株式会社  EPA・DHA 

B74 筑前煮  日本水産株式会社 EPA・DHA 
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B75 
白身魚と豆腐のハンバ

ーグ 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

B76 
いわしと豆腐のハンバ

ーグ  
日本水産株式会社 EPA・DHA 

B77 
いかと豆腐のハンバー

グ 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

B78 鮭と豆腐のハンバーグ 日本水産株式会社 EPA・DHA 

B79 

EPA（イーピーエー）

＋DHA（ディーエイチ

エー）入りちくわ 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B80 

EPA（イーピーエー）

＋DHA（ディーエイチ

エー）入り太ちくわ  

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B81 

EPA（イーピーエー）

＋DHA（ディーエイチ

エー）入りかに風味か

まぼこ 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B82 ルテイン 光対策 
株式会社ディーエイ

チシー  
ルテイン 

B83 味覚糖株式会社 
特濃ミルク８．２ 

あずきミルク  
GABA 

B84 onaka（おなか） 
ピルボックスジャパ

ン株式会社  

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類とし

て） 

B85 高純度！グルコサミン 
オリヒロプランデュ

株式会社  
グルコサミン 

B86 ピントサポート 協和薬品株式会社  アスタキサンチン 

B87 海鮮カレー丼の具 日本水産株式会社 EPA・DHA 

B88 海鮮中華丼の具 日本水産株式会社 EPA・DHA 

B89 ルテインアイベリー 新日本製薬株式会社 ルテイン・ゼアキサンチン 

B90 
UHA（ユーハ）グミサ

プリ めぐみアイ 
味覚糖株式会社 ルテイン 

B91 

海から、健康 EPA（エ

パ）life（ライフ） 

ドリンク４５０ 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B92 

キレートレモン 

Moisture（モイスチャ

ー） 

ポッカサッポロフー

ド＆ビバレッジ株式

会社 

米由来グルコシルセラミド 

B93 ベジファス 清田産業株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B94 
大人のカロリミット 

はとむぎブレンド茶 

ダイドードリンコ株

式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維として） 

B95 手足ぽかぽかゆず生姜 養命酒製造株式会社 モノグルコシルヘスペリジン 

B96 
ルテイン＋（プラス）

ゼアキサンチン 

株式会社世田谷自然

食品 
ルテイン、ゼアキサンチン 

B97 国産コシヒカリごはん 
イオントップバリュ

株式会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B98 

ヘルシープラス充実野

菜－あらごし人参＆り

んご－ 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B99 

ヘルシープラス充実野

菜－あらごし人参＆り

んご－２６５ｇ 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B100 

ヘルシープラス充実野

菜－あらごし人参＆り

んご－６００ｇ 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 
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B101 小大豆もやし 
太子食品工業株式会

社 
大豆イソフラボン 

B102 錫蘭葛 株式会社はなぶさ サラシア由来サラシノール 

B103 
チュルルン プラス 

グレープ味 
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B104 グルコサミン 
プロテインケミカル

株式会社 
グルコサミン塩酸塩 

B105 
ギャバ配合サプリメン

ト 

イオントップバリュ

株式会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B106 トマト酢ドリンク 
イオントップバリュ

株式会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B107 
まるごと健康粉末茶 

濃いみどり 
株式会社伊藤園 ガレート型カテキン 

B108 食事のおともに烏龍茶 株式会社エルビー 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B109 食事のおともに緑茶 株式会社エルビー 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B110 

ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サ

ンキノウ） Ｌ－テア

ニン 

三生医薬株式会社 L-テアニン 

B111 
さけるグミ ヨーグル

ト 
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B112 

飲むアスタキサンチン 

すっとねリッチ クロ

セチンプラス 

富士フイルム株式会

社 
クチナシ由来クロセチン、アスタキサンチン 

B113 脳輝閃 全薬販売株式会社 
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉

由来テルペンラクトン 

B114 
ヘルスメイト いちょ

う葉α（アルファ） 
全薬販売株式会社 

イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉

由来テルペンラクトン 

B115 イチョウ葉エキス 
富士フイルム株式会

社 

イチョウ葉フラボノイド配糖体 

イチョウ葉テルペンラクトン 

B116 
リフレのグルコサミン

プレミアム 
株式会社リフレ グルコサミン塩酸塩 

B117 くっきりルテイン 株式会社リフレ ルテイン 

B118 

EPA（イーピーエー）

and（アンド）DHA（デ

ィーエイチエー） シ

ームレスカプセル 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B119 

DHA&EPA（ディーエイ

チエーアンドイーピー

エー） 

森下仁丹株式会社 DHA、EPA 

B120 
神戸居留地 かろやか

緑茶 
富永貿易株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B121 
まるごと健康粉末茶 

べにふうき 
株式会社伊藤園 

メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メ

チル)ガレート) 

B122 ＧＡＢＡ（ギャバ） 
イオントップバリュ

株式会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B123 
ロコアタック ＥＸ

（イーエックス） 
新日本製薬株式会社 非変性Ⅱ型コラーゲン 

B124 
グルコサミンＨＧ（ハ

イグレード） 
株式会社ファイン グルコサミン塩酸塩 

B125 大麦シリアル 5.5 
豊橋糧食工業株式会

社 
大麦β-グルカン 

B126 はちみつスプレッド ソントン株式会社 難消化性デキストリン(食物繊維) 

B127 ピーナッツクリーム ソントン株式会社 難消化性デキストリン(食物繊維) 

B128 黒ごまクリーム ソントン株式会社 難消化性デキストリン(食物繊維) 

B129 
ＵＣ－Ⅱ結（ユーシー

ツーゆい） 

株式会社結エンター

プライズ 
非変性Ⅱ型コラーゲン 
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B130 
特濃ミルク８．２ ラ

ムレーズン 
味覚糖株式会社 大豆イソフラボン 

B131 スーパートレカット ワキ製薬株式会社 非変性Ⅱ型コラーゲン 

B132 グルコサミン 株式会社山田養蜂場 グルコサミン 

B133 
有機遠赤青汁Ｖ１（ブ

イワン） 
遠赤青汁株式会社 GABA（γ-アミノ酪酸） 

B134 生姜黒酢 養命酒製造株式会社 GABA 

B135 イチョウ葉 丸善製薬株式会社 
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体 

イチョウ葉由来テルペンラクトン 

B136 
グルコサミンＥＸ（イ

ーエックス） 
株式会社山田養蜂場 グルコサミン 

B137 
グリーンスーパーフー

ドスムーＣ（シー） 
株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

B138 国産本格生姜 有糖 株式会社伊藤園 
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、

6-ショウガオールとして） 
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表３ トクホにおける安全性審査が行われている関与成分と同様の成分である届出食品（263件） 

届出

No. 
商品名 届出者 機能性関与成分名 

A2 食事の生茶 
キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン 

A3 パーフェクトフリー 麒麟麦酒株式会社 難消化性デキストリン 

A6 健脂サポート 株式会社ファンケル モノグルコシルヘスペリジン 

A7 えんきん 株式会社ファンケル 

ルテイン 

アスタキサンチン 

シアニジン－3－グルコシド 

DHA 

A9 
メディスリム（12

粒） 
株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン 

A12 
ビフィーナⓇＲ（レギ

ュラー） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A13 
ビフィーナⓇＥＸ（エ

クセレント） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A14 
ビフィーナⓇＳ（スー

パー） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A15 

ビフィーナⓇＳ（スー

パー）Pearl（パー

ル） 

森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 
同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 
ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A22 
アサヒスタイルバラ

ンス 

アサヒビール株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A23 

アサヒスタイルバラ

ンスレモンサワーテ

イスト 

アサヒビール株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A24 

アサヒスタイルバラ

ンスグレープフルー

ツサワーテイスト 

アサヒビール株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A26 計圧サポート 株式会社ファンケル イワシペプチド（バリルチロシンとして） 

A30 ブルーベリー黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 
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A31 アサイー黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A32 ざくろ黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A33 りんご黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A34 うめ黒酢 株式会社 Mizkan 酢酸 

A35 
りんご黒酢ストレー

ト 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A36 
ブルーベリー黒酢ス

トレート 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A37 
ざくろ黒酢ストレー

ト 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A38 メディナチュラル 株式会社東洋新薬 サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 

A39 

ディアナチュラゴー

ルド ＥＰＡ＆ＤＨ

Ａ 

アサヒフードアンド

ヘルスケア株式会社 

エイコサペンタエン酸（EPA）ドコサヘキサエン酸

（DHA） 

A43 

キリン メッツ プ

ラス スパークリン

グウォーター 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン 

A44 

キリン メッツ プ

ラス レモンスカッ

シュ 

キリンビバレッジ株

式会社 
難消化性デキストリン 

A46 

恵 megumi ガセリ

菌 SP株ヨーグルト 

100ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A47 

恵 megumi ガセリ

菌 SP株ヨーグルト 

アロエ 100ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A48 

恵 megumi ガセリ

菌 SP株ヨーグルト 

ドリンクタイプ 100

ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A51 
難消化性デキストリ

ン配合 コーラ 

イオントップバリュ

株式会社 
難消化性デキストリン 

A57 

ネイチャーメイド 

フィッシュオイルパ

ール 

大塚製薬株式会社 EPA・DHA 

A59 

恵 megumi ガセリ

菌 SP株 豆乳仕立て 

100ｇ 

雪印メグミルク株式

会社 
ガセリ菌 SP株 

A61 
グルコデザインカプ

セル 

日清ファルマ株式会

社 
0.19小麦アルブミン 

A62 サラシア 森下仁丹株式会社 サラシア由来サラシノール 

A63 
朝食 BifiX（ビフィ

ックス）ヨーグルト 
江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A64 

朝食 BifiX（ビフィ

ックス）ヨーグルト 

140g 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A65 

朝食 BifiX（ビフィ

ックス）ヨーグルト

脂肪ゼロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A66 

朝食 BifiX（ビフィ

ックス）のむヨーグ

ルト 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A71 
GABAX（ギャバック

ス） 
株式会社プロント GABA 
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A73 
メディファット＆グル

コ 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A80 
大豆イソフラボン子

大豆もやし 
株式会社サラダコスモ 大豆イソフラボン 

A83 

ネイチャーメイド ス

ーパーフィッシュオ

イル 

大塚製薬株式会社 EPA・DHA 

A85 メディボーン 株式会社東洋新薬 大豆イソフラボン（アグリコンとして） 

A86 
純露 プラス 難消

化性デキストリン 
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A91 メタバリアスリム 富士フイルム株式会社 サラシア由来サラシノール 

A93 ほっと食事の生茶 
キリンビバレッジ株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A96 
食事でサポート フ

ィッシュソーセージ 
マルハニチロ株式会社 DHA、EPA 

A98 
飲む食べる私のサ

プリ 
富士フイルム株式会社 サラシア由来サラシノール 

A103 
リラックスカフェゼリ

ー 

安曇野食品工房株式

会社 
GABA 

A104 
お～いお茶 日本

の健康 玄米茶 
株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A110 メディスリム（4 粒） 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A111 ヘラスリム 
株式会社ステップワー

ルド 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A114 
無洗米 GABA ライ

ス 
株式会社サタケ γ-アミノ酪酸（GABA） 

A115 
ボタニカルファイバ

ーT 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A116 

キリン メッツ プラ

ス ジンジャーエー

ル 

キリンビバレッジ株式会

社 
難消化性デキストリン 

A117 
毎日の大豆イソフラ

ボン 
フジッコ株式会社 大豆イソフラボン 

A118 さば水煮 マルハニチロ株式会社 DHA、EPA 

A119 葛の花スムージーT 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A123 蒸し大豆 フジッコ株式会社 大豆イソフラボン 

A124 さけフレーク マルハニチロ株式会社 DHA、EPA 

A125 

油そのままツナフレ

ークまぐろ油漬オリ

ーブオイル仕立て 

マルハニチロ株式会社 DHA、EPA 

A126 葛花パウダーT 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A129 葛の花緑茶 T 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A130 
お～いお茶 巡りさ

らら 
株式会社伊藤園 モノグルコシルヘスペリジン 

A131 
ヘルシープラス さ

らさらむぎ茶 
株式会社伊藤園 モノグルコシルヘスペリジン 

A132 
ヘルシールイボス

ティー 
株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A133 
わかめペプチド粒タ

イプ 
理研ビタミン株式会社 

わかめペプチド（フェニルアラニルチロシン、バリルチロシ

ン、イソロイシルチロシンとして） 
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A135 
脂肪と糖が気にな

る方の青汁 T 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A137 
葛の花配合大麦青

汁 T 
株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A142 葛の花減脂粒 株式会社全日本通教 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A143 快腸サポート 株式会社ファンケル ビフィズス菌 BB536（B.longum) 

A145 

アサヒスタイルバラ

ンスゆずサワーテイ

スト 

アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A149 GABA おかゆ革命 幸南食糧株式会社 GABA 

A152 

BifiX（ビフィックス）

フローズンジェリー 

ヨーグルト味 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A153 ビヒダス BB536 森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

A160 

アサヒスタイルバラ

ンスコーラサワーテ

イスト 

アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A161 
28 枚 腸にファイバ

ーウエハース 

ハマダコンフェクト株式

会社 
難消化性デキストリン（食物繊維として） 

A162 
葛の花ヘルスリム

27 
Nalelu 合同会社 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A163 

お腹の脂肪に葛の

花イソフラボンスリ

ム 

日本第一製薬株式会

社 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A165 
LIBERA（リベラ）＜

ミルク＞ 
江崎グリコ株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A166 

スーパーファイア 

ブレッドアンドコーヒ

ー 

キリンビバレッジ株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A167 「アミール」WATER アサヒ飲料株式会社 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 

A168 
「アミール」

WATER300 
アサヒ飲料株式会社 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 

A169 

お～いお茶 日本

の健康 玄米茶

350 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A170 

高濃度ビフィズス菌

飲料 BifiX（ビフィッ

クス）1000 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A171 
ファイバー脂肪ケア

T 
株式会社東洋新薬 ポリデキストロース（食物繊維として） 

A174 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）のむビフィズ

ス菌 脂肪ゼロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A175 
ファイバーパウダー

T 
株式会社東洋新薬 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A176 
飲む体脂肪ケアグ

リーンスムージー 
株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A177 

シーチキン®のまぐ

ろから搾った 

DHA＋EPA 

はごろもフーズ株式会

社 
DHA、EPA 

A181 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ブ

ルーベリー 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 
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A182 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 白

桃＆（アンド）ザクロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A183 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ア

ロエ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A184 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト フ

ルーツプルーン 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A185 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 朝

果実ミックス 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A186 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ス

トロベリー 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A187 
ウエストサポートス

ムージー 
株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A188 サラトナ 
ユニテックメディカル株

式会社 
DHA、EPA 

A189 ファーマギャバ 
株式会社ファーマフー

ズ 
GABA 

A190 DHA EPA 
オリヒロプランデュ株式

会社 
DHA・EPA 

A192 

1 秒 OPEN(オープ

ン)！おいしいおさ

かなソーセージ 

マルハニチロ株式会社 DHA、EPA 

A195 
イキイキ

DHA      ・EPA 
マルハニチロ株式会社 DHA、EPA 

A197 
葛の花ウエストケア

タブレット 
株式会社スギ薬局 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A198 
葛の花ウエストケア

スムージー 
株式会社スギ薬局 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A199 葛の花サプリメント 
株式会社テレビショッピ

ング研究所 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A200 
お腹の脂肪が気に

なる方の青汁 T 
株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A201 
肥満気味な方の青

汁 T 
株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A203 

ディアナチュラゴー

ルド サーデンペプ

チド 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 

A204 
オメガ E P A＋D H 

A 
株式会社ファイン EPA と DHA 

A205 
森永のＰＲＥＭⅰＬ

（プレミル） 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A206 ベジフラボン 株式会社サラダコスモ 大豆イソフラボン 

A208 

カラダみらい 天然

酵母仕込みのクラッ

カー 

株式会社ブルボン GABA 

A209 
カラダみらい 香ば

し五穀のビスケット 
株式会社ブルボン GABA 
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A210 

カラダみらい 豆乳

仕立てのウエハー

ス 

株式会社ブルボン GABA 

A211 青汁ダイエットン 
ありがとう通販株式会

社 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A212 
ビヒダスのむヨーグ

ルト 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A213 整腸のビフィズス菌 
ピルボックスジャパン株

式会社 
ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A215 

DHA    のチカラ 

フィッシュソーセー

ジ 

マルハニチロ株式会社 DHA 

A218 さば水煮 M マルハニチロ株式会社 DHA 

A219 ウェイトケア 株式会社銀座・トマト 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A220 
ディアナチュラゴー

ルド サラシア 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
サラシア由来サラシノール 

A221 
ビヒダスのむヨーグ

ルト脂肪ゼロ 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

A222 GABA タブレット T 株式会社東洋新薬 GABA 

A223 

フルーツバランス

（りんご・洋梨・ぶど

う） 

山崎製パン株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A224 

フルーツバランス

（ピーチ・バナナ・マ

ンゴー） 

山崎製パン株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A225 
キリン メッツ プラ

ス 梅スカッシュ 

キリンビバレッジ株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A226 
アサヒ 凹茶（ぼこち

ゃ） 
アサヒ飲料株式会社 りんごポリフェノール（りんご由来プロシアニジンとして） 

A228 
キリン メッツ プラ

ス ライムスカッシュ 

キリンビバレッジ株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A229 海から DHA マルハニチロ株式会社 DHA 

A230 さけフレーク M マルハニチロ株式会社 DHA 

A231 

油そのままツナフレ

ーク M まぐろ油漬

オリーブオイル仕立

て 

マルハニチロ株式会社 DHA 

A232 
まろやかりんご酢 

はちみつりんご 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A233 
まろやかりんご酢 

アセロラ 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A234 

まろやかりんご酢 

はちみつりんご ス

トレート 

株式会社 Mizkan 酢酸 

A235 
まろやかりんご酢 

アセロラ ストレート 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A236 

まろやかりんご酢 

ローズヒップ＆カシ

ス ストレート 

株式会社 Mizkan 酢酸 

A237 
アサイー黒酢 スト

レート 
株式会社 Mizkan 酢酸 

A238 腰ラックス 株式会社ファンケル テアニン、ピぺリン、クレアチン、プロテオグリカン 
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A240 

葛の花由来イソフラ

ボン入り きょうの

青汁 

株式会社やまちや 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A241 

葛の花イソフラボン

配合 大麦若葉青

汁 

イオントップバリュ株式

会社 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A242 葛の花サポート 
株式会社宇治田原製

茶場直売部 
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A245 おだやか生活 株式会社全日本通販 サーデンペプチド（バリルチロシンとして） 

A247 

まろやかりんご酢  

ローズヒップ＆カシ

ス 

株式会社 Mizkan 酢酸 

A248 
「アミール」サプリメ

ント 
アサヒ飲料株式会社 「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP） 

A251 

アサヒスタイルバラ

ンスジンジャーサワ

ーテイスト 

アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A252 

メンタルバランスチ

ョコレート GABA（ギ

ャバ）＜ミルク＞ス

タンドパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A253 

メンタルバランスチ

ョコレート GABA（ギ

ャバ）＜ミルク＞フ

ラットパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A254 

メンタルバランスチ

ョコレート GABA（ギ

ャバ）＜ビター＞ス

タンドパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A255 

メンタルバランスチ

ョコレート GABA（ギ

ャバ）＜ビター＞フ

ラットパウチ 

江崎グリコ株式会社 γ-アミノ酪酸 

A257 雑穀ダイエット 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A258 食事の青汁 株式会社銀座・トマト 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A259 健康骨々 協和薬品株式会社 大豆イソフラボン 

A260 
グァバ茶 PLUS 

（プラス ） 
宝積飲料株式会社 難消化性デキストリン 

A263 
おいしい蒸し豆 蒸

し黒豆 
株式会社小倉屋柳本 大豆イソフラボン 

A264 

毎日これ 1 本 E P 

A + D H A  ソ

ーセージ 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A265 

毎日これ 1 本 E P 

A + D H A  チ

ーズ味 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A266 
うるおい宣言セラミ

ドプラス 
株式会社愛しとーと こんにゃく由来グルコシルセラミド 

A268 おなか快調宣言 株式会社愛しとーと 難消化性デキストリン 

A269 
ファインフルーツ ベ

リー＆アサイー 
オハヨー乳業株式会社 GABA 

A270 

E P A + D  H  

A 配合 いわし味

噌煮 

日本水産株式会社 EPA・DHA 
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A271 

E P A + D  H  

A 配合 いわし生

姜煮 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A272 

E P A + D  H  

A 配合 いわし梅

煮しそ風味 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A273 
飲むはちみつ酢 り

んご味 
株式会社山田養蜂場 酢酸 

A275 
アラクス健康プラス 

サラシア 
株式会社アラクス サラシア由来サラシノール 

A277 
葛の花プレミアム青

汁 
株式会社スギ薬局 

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類 

として） 

A278 飲む肌ケア 株式会社資生堂 蒟蒻由来グルコシルセラミド 

A279 

アサヒスタイルバラ

ンス梅サワーテイス

ト 

アサヒビール株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A281 

毎日これ 1 本 E P 

A + D  H  A 入

りおさかなソーセー

ジ 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A283 
おいしい蒸し豆 蒸

し大豆 
株式会社小倉屋柳本 大豆イソフラボン 

A285 ＧＡＢＡ ギャバ 株式会社ファンケル γ-アミノ酪酸（GABA） 

A287 ギャバリック 備前化成株式会社 GABA 

A288 FREE Tea 
ポッカサッポロフード＆

ビバレッジ株式会社 
GABA 

A289 花のめぐみ 株式会社東洋新薬 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A291 

タカナシヨーグルト 

脂肪ゼロプラス 

100g 

高梨乳業株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

A292 
7 種の具材のミネス

トローネ 
日本水産株式会社 EPA・DHA 

A293 ユッケジャン 日本水産株式会社 EPA・DHA 

A294 
slimfor（スリムフォ

ー） 
株式会社オンライフ 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

A296 丈夫なコツ 株式会社銀座・トマト 大豆イソフラボン（アグリコンとして） 

A300 

ZERO  k c a l 

Cider ゼロキロカロ

リーサイダー 

ポッカサッポロフード＆

ビバレッジ株式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A301 

ZERO  k c a l 

Cider ゼロキロカロ

リーサイダー レモ

ン 

ポッカサッポロフード＆

ビバレッジ株式会社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

A304 
おいしい蒸し豆 蒸

しサラダ豆 
株式会社小倉屋柳本 大豆イソフラボン 

A305 D H A 1000 
井藤漢方製薬株式会

社 
DHA、EPA 

A306 

毎日これ 1 本 E P 

A + D H A  ソ

ーセージ 60 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

A309 
ダノンビオ プレー

ン・加糖 

ダノンジャパン株式会

社 

ビフィズス菌 BE80 （Bifidobacterium lactis CNCM I-

2494） 
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A310 カロリミット® 株式会社ファンケル 

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとし

て）、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来

ファセオラミン 

B3 

恵 ｍｅｇｕｍｉ（メグ

ミ） ガセリ菌ＳＰ（エ

スピー）株ヨーグル

ト 宅配専用 ７０ｇ 

雪印メグミルク株式会

社  
ガセリ菌 SP 株 

B4 

恵 ｍｅｇｕｍｉ（メグ

ミ） ガセリ菌ＳＰ（エ

スピー）株ヨーグル

ト ドリンクタイプ 

宅配専用 １００ｇ  

雪印メグミルク株式会

社 
ガセリ菌 SP 株 

B8 
贅沢なＯＦＦ（オフ）

のど飴  
味覚糖株式会社  難消化性デキストリン（食物繊維） 

B9 食事の刻の緑茶 日本薬剤株式会社  難消化性デキストリン（食物繊維） 

B16 

タカナシヨーグルト 

脂肪ゼロプラス プ

レーンタイプ ４００

ｇ 

高梨乳業株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B18 

カナダドライ ジン

ジャーエール プラ

ス 

日本コカ・コーラ株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維） 

B21 
糖質オフタイム 薫

る珈琲  
 味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B23 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ヨーグルト 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B24 

高濃度ビフィズス菌

飲料ＢｉｆｉＸ（ビフィッ

クス）１０００ α（ア

ルファ）  

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B27 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

アロエヨーグルト 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B28 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

果実ミックスヨーグ

ルト 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B29 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

白桃＆（アンド）ザク

ロヨーグルト 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B30 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ストロベリーヨーグ

ルト 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B31 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ヨーグルト脂肪ゼロ 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B32 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ヨーグルト １４０ｇ 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B33 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

おいしいビフィズス

菌ドリンクタイプ 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 
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B34 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ブルーベリーヨーグ

ルト  

江崎グリコ株式会社  ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B35 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

フルーツプルーンヨ

ーグルト  

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B36 

サントリー グルコ

サミン＆（アンド）コ

ンドロイチン  

  

サントリーウエルネス株

式会社  

グルコサミン塩酸塩 

コンドロイチン硫酸 

ケルセチン配糖体 

B38 

味覚糖のど飴 プラ

ス すっきりレモン 

  

味覚糖株式会社  モノグルコシルヘスペリジン 

B39 

味覚糖のど飴 プラ

ス はちみつ金柑 

  

味覚糖株式会社  モノグルコシルヘスペリジン 

B43 
森永 ＢＢ（ビービ

ー）５３６  
森永乳業株式会社  ビフィズス菌 BB536 

B48 

味覚糖のど飴ＰＬＵ

Ｓ（プラス）ハーブミ

ルク味  

味覚糖株式会社  GABA 

B49 

味覚糖のど飴ＰＬＵ

Ｓ（プラス）すっきり

ハーブ味 

味覚糖株式会社  GABA 

B50 
ストレスと闘うＧＡＢ

Ａ（ギャバ） Ｔ  
 株式会社東洋新薬  GABA 

B51 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 白米  

株式会社大潟村あきた

こまち生産者協会  
GABA 

B52 
葛の花イソフラボン 

貴妃  
株式会社太田胃散  葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

B56 シボヘール  
株式会社ハーブ健康本

舗  
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

B57 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 胚芽米 

株式会社大潟村あきた

こまち生産者協会  
GABA 

B58 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 早炊き玄米 

 株式会社大潟村あき

たこまち生産者協会  

  

GABA 

B59 
ＧＡＢＡ（ギャバ）の

チカラ 発芽玄米  

株式会社大潟村あきた

こまち生産者協会  
GABA 

B61 

メンタルバランスチ

ョコレートＧＡＢＡ（ギ

ャバ）＜ミルク＞９

袋  

江崎グリコ株式会社  γ-アミノ酪酸 

B63 
ＧＡＢＡ（ギャバ）血

圧習慣Ｔ 
株式会社東洋新薬  GABA 

B66 蒸し黒豆  フジッコ株式会社  大豆イソフラボン 

B67 お料理だいず水煮 フジッコ株式会社  大豆イソフラボン 

B68 麦ごはん 
イオントップバリュ株式

会社  
難消化性デキストリン（食物繊維として） 
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B70 
とうもろこしとかぼち

ゃのスープ  
日本水産株式会社  EPA・DHA 

B71 きんぴらごぼう 日本水産株式会社  EPA・DHA 

B72 ひじきの煮つけ  日本水産株式会社  EPA・DHA 

B73 切干大根 日本水産株式会社  EPA・DHA 

B74 筑前煮  日本水産株式会社  EPA・DHA 

B75 
白身魚と豆腐のハ

ンバーグ 
日本水産株式会社  EPA・DHA 

B76 
いわしと豆腐のハン

バーグ  
日本水産株式会社  EPA・DHA 

B77 
いかと豆腐のハン

バーグ 
日本水産株式会社  EPA・DHA 

B78 
鮭と豆腐のハンバ

ーグ 
日本水産株式会社  EPA・DHA 

B79 

ＥＰＡ（イーピーエ

ー）＋ＤＨＡ（ディー

エイチエー）入りちく

わ 

日本水産株式会社  EPA・DHA 

B80 

ＥＰＡ（イーピーエ

ー）＋ＤＨＡ（ディー

エイチエー）入り太

ちくわ  

日本水産株式会社  EPA・DHA 

B81 

ＥＰＡ（イーピーエ

ー）＋ＤＨＡ（ディー

エイチエー）入りか

に風味かまぼこ 

日本水産株式会社  EPA・DHA 

B83 味覚糖株式会社 
 特濃ミルク８．２ あず

きミルク  
GABA 

B84 ｏｎａｋａ（おなか） 
ピルボックスジャパン株

式会社  
葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 

B87 海鮮カレー丼の具 日本水産株式会社 EPA・DHA 

B88 海鮮中華丼の具 日本水産株式会社 EPA・DHA 

B91 

海から、健康ＥＰＡ

（エパ）ｌｉｆｅ（ライフ） 

ドリンク４５０ 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B93 ベジファス 清田産業株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B94 
大人のカロリミット 

はとむぎブレンド茶 

ダイドードリンコ株式会

社 
難消化性デキストリン（食物繊維として） 

B95 
手足ぽかぽかゆず

生姜 
養命酒製造株式会社 モノグルコシルヘスペリジン 

B97 
国産コシヒカリごは

ん 

イオントップバリュ株式

会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B98 

ヘルシープラス充

実野菜－あらごし

人参＆りんご－ 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B99 

ヘルシープラス充

実野菜－あらごし

人参＆りんご－２６

５ｇ 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 
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B100 

ヘルシープラス充

実野菜－あらごし

人参＆りんご－６０

０ｇ 

株式会社伊藤園 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B101 小大豆もやし 
太子食品工業株式会

社 
大豆イソフラボン 

B102 錫蘭葛 株式会社はなぶさ サラシア由来サラシノール 

B103 
チュルルン プラス 

グレープ味 
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B105 
ギャバ配合サプリメ

ント 

イオントップバリュ株式

会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B106 トマト酢ドリンク 
イオントップバリュ株式

会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B107 
まるごと健康粉末

茶 濃いみどり 
株式会社伊藤園 ガレート型カテキン 

B108 
食事のおともに烏

龍茶 
株式会社エルビー 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B109 
食事のおともに緑

茶 
株式会社エルビー 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B111 
さけるグミ ヨーグ

ルト 
味覚糖株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B118 

ＥＰＡ（イーピーエ

ー）ａｎｄ（アンド）ＤＨ

Ａ（ディーエイチエ

ー） シームレスカ

プセル 

日本水産株式会社 EPA・DHA 

B119 

ＤＨＡ＆ＥＰＡ（ディ

ーエイチエーアンド

イーピーエー） 

森下仁丹株式会社 DHA、EPA 

B120 
神戸居留地 かろ

やか緑茶 
富永貿易株式会社 難消化性デキストリン（食物繊維） 

B122 ＧＡＢＡ（ギャバ） 
イオントップバリュ株式

会社 
γ-アミノ酪酸（GABA） 

B126 はちみつスプレッド ソントン株式会社 難消化性デキストリン(食物繊維) 

B127 ピーナッツクリーム ソントン株式会社 難消化性デキストリン(食物繊維) 

B128 黒ごまクリーム ソントン株式会社 難消化性デキストリン(食物繊維) 

B130 
特濃ミルク８．２ ラ

ムレーズン 
味覚糖株式会社 大豆イソフラボン 

B133 
有機遠赤青汁Ｖ１

（ブイワン） 
遠赤青汁株式会社 GABA（γ-アミノ酪酸） 

B134 生姜黒酢 養命酒製造株式会社 GABA 
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表４ 食品衛生法において食品添加物に分類される成分である届出食品（154 件） 

届出

番号 
商品名 届出者 機能性関与成分名 

A1 
ナイスリムエッセン

ス ラクトフェリン 
ライオン株式会社 ラクトフェリン 

A4 
ヒアロモイスチャー

２４０ 
キユーピー株式会社 ヒアルロン酸Ｎａ 

A5 
ディアナチュラゴー

ルド ヒアルロン酸 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
ヒアルロン酸Ｎａ 

A6 健脂サポート 株式会社ファンケル モノグルコシルヘスペリジン 

A7 えんきん 株式会社ファンケル 

ルテイン 

アスタキサンチン 

シアニジン－3－グルコシド 

DHA 

A12 
ビフィーナⓇＲ（レギ

ュラー） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 

同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 

ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A13 
ビフィーナⓇＥＸ（エ

クセレント） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 

同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 

ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A14 
ビフィーナⓇＳ（スー

パー） 
森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 

同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 

ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A15 

ビフィーナⓇＳ（スー

パー）Pearl（パー

ル） 

森下仁丹株式会社 

ビフィズス菌（ロンガム種） 

同菌（ビフィズス菌（ロンガム種））の別呼称として 

ビフィズス菌（Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ） 

又はビフィズス菌（ビフィドバクテリウム ロンガム） 

又はビフィズス菌（B.ｌongum） 

又は Bｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｌｏｎｇｕｍ 

又は B.ｌongum 

A17 ヒアルロン酸 森下仁丹株式会社 
ヒアルロン酸ナトリウム 

又はヒアルロン酸Ｎａ 

A20 ロートＶ５粒 ロート製薬株式会社 ルテインとゼアキサンチン 

A21 
ひざサポートコラー

ゲン 
キューサイ株式会社 コラーゲンペプチド 

A27 めばえ 八幡物産株式会社 ルテイン 

A28 テアニン 森下仁丹株式会社 L-テアニン 

A29 
ディアナチュラゴー

ルド グルコサミン 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
グルコサミン塩酸塩 

A40 
ブルーベリー＆ア

サイーＭｉｘ 
株式会社伊藤園 アスタキサンチン 
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A41 

テアニンの働きで健

やかな眠りをサポ

ートするむぎ茶 

株式会社伊藤園 Ｌ-テアニン 

A42 グリナⓇ 味の素株式会社 グリシン 

A45 
ひとみの恵ルテイン

40 
株式会社ファイン ルテインエステル 

A46 

恵 megumi ガセリ

菌 SP 株ヨーグルト 

100ｇ 

雪印メグミルク株式会

社 
ガセリ菌 SP 株 

A47 

恵 megumi ガセリ

菌 SP 株ヨーグルト 

アロエ 100ｇ 

雪印メグミルク株式会

社 
ガセリ菌 SP 株 

A48 

恵 megumi ガセリ

菌 SP 株ヨーグルト 

ドリンクタイプ 100ｇ 

雪印メグミルク株式会

社 
ガセリ菌 SP 株 

A52 

プレミアリッチ パー

フェクトアスタヒアル

ロン酸パウダー 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
ヒアルロン酸Ｎａ 

A55 
ネイチャーメイド ル

テイン 
大塚製薬株式会社 ルテイン 

A56 
ネイチャーメイド ア

スタキサンチン 
大塚製薬株式会社 アスタキサンチン 

A58 

ディアナチュラゴー

ルド ルテイン＆ゼ

アキサンチン 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
ルテイン、ゼアキサンチン 

A59 

恵 megumi ガセリ

菌 SP 株 豆乳仕

立て 100ｇ 

雪印メグミルク株式会

社 
ガセリ菌 SP 株 

A63 
朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 
江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A64 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 

140g 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A65 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト脂

肪ゼロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A66 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）のむヨーグル

ト 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A72 ヒアロビューティー キユーピー株式会社 ヒアルロン酸 Na 

A74 ルテイン 小林製薬株式会社 ルテイン 

A75 ルテインａ 小林製薬株式会社 ルテイン 

A76 
サンフェノンＥＧＣｇ

カプセル 
株式会社タイヨーラボ エピガロカテキンガレート（ＥＧＣｇ） 

A77 
ディアナチュラゴー

ルド ルテイン 

アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
ルテイン 

A79 三ヶ日みかん 三ヶ日町農業協同組合 β‐クリプトキサンチン 

A87 
アスタリール i（ア

イ） 

富士化学工業株式会

社 
アスタキサンチン 

A88 
うるおうヒアルロン

酸 
株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

A90 
ブルーベリー＆ル

テイン 
株式会社リフレ ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン 

A92 
素肌うるおいヒアル

ロン酸 

オリヒロプランデュ株式

会社 
ヒアルロン酸 Na 
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A97 ヒアルロン酸α 株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

A99 サンテアニン 200 株式会社タイヨーラボ L-テアニン 

A102 メラックス 八幡物産株式会社 ルテイン 

A105 
POM アシタノカラ

ダ 
株式会社えひめ飲料 β-クリプトキサンチン 

A106 

カゴメトマトジュース

高リコピントマト使

用食塩入り 

カゴメ株式会社 リコピン 

A107 
カゴメトマトジュース

食塩入り 
カゴメ株式会社 リコピン 

A108 
カゴメトマトジュース

食塩無添加 
カゴメ株式会社 リコピン 

A109 
カゴメリコピンコレス

テファイン 
カゴメ株式会社 リコピン 

A112 アスタアイケア 
富士化学工業株式会

社 
アスタキサンチン 

A113 えがおのルテイン 株式会社えがお ルテイン 

A120 
ブルーベリーソフト

粒 

オリヒロプランデュ株式

会社 
ビルベリー由来アントシアニン 

A121 
高純度ヒアルロン

酸サプリ 
株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

A130 
お～いお茶 巡りさ

らら 
株式会社伊藤園 モノグルコシルヘスペリジン 

A131 
ヘルシープラス さ

らさらむぎ茶 
株式会社伊藤園 モノグルコシルヘスペリジン 

A136 
アサヒ 素肌

URURU（うるる） 
アサヒ飲料株式会社 ヒアルロン酸 Na 

A138 快眠サポート 株式会社ファンケル L-セリン 

A139 グルコサミン 甲陽ケミカル株式会社 グルコサミン 

A141 
特濃ミルク 8.2 カ

ボチャミルク 
味覚糖株式会社 ルテイン 

A143 快腸サポート 株式会社ファンケル ビフィズス菌 BB536（B.longum) 

A144 
ブルーベリーアイ 

プロ 
株式会社わかさ生活 ビルベリー由来アントシアニン 

A146 
ブルーベリーアイ 

EX 
株式会社わかさ生活 ビルベリー由来アントシアニン 

A147 
コーヨーグルコサミ

ン® 
甲陽ケミカル株式会社 グルコサミン 

A150 ルテイン EX 株式会社わかさ生活 ルテイン、ゼアキサンチン 

A151 快眠サプリ 
オリヒロプランデュ株式

会社 
テアニン 

A152 

BifiX（ビフィックス）

フローズンジェリー 

ヨーグルト味 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) 

A153 ビヒダス BB536 森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

A157 ルテイン プロ 株式会社わかさ生活 ルテイン、ゼアキサンチン 

A158 
フラコラ ヒアルロン

酸 
株式会社協和 ヒアルロン酸 Na 

A170 

高濃度ビフィズス菌

飲料 BifiX（ビフィッ

クス）1000 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A172 
肝臓の健康にセラ

クルミン 

株式会社セラバリュー

ズ 
クルクミン 
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A173 
グラソー スリープ

ウォーター 

日本コカ・コーラ株式会

社 
L-テアニン 

A174 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）のむビフィズ

ス菌 脂肪ゼロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A179 アイリフレ クリア フォーデイズ株式会社 ルテイン・ゼアキサンチン 

A181 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ブ

ルーベリー 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A182 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 白

桃＆（アンド）ザクロ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A183 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ア

ロエ 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A184 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト フ

ルーツプルーン 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A185 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト 朝

果実ミックス 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A186 

朝食 BifiX（ビフィッ

クス）ヨーグルト ス

トロベリー 

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX（B. lactis GCL2505） 

A191 テア眠 株式会社タイヨーラボ L-テアニン 

A202 アミノエール® 味の素株式会社 ロイシン 40%配合必須アミノ酸 

A205 
森永のＰＲＥＭⅰＬ

（プレミル） 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A207 
アミノケア®ゼリー 

ロイシン 40 
味の素株式会社 ロイシン 40%配合必須アミノ酸 

A212 
ビヒダスのむヨーグ

ルト 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A213 整腸のビフィズス菌 
ピルボックスジャパン株

式会社 
ビフィズス菌ＢＢ５３６ 

A214 白酵ヒアプラ 
株式会社ナチュラルガ

ーデン 
ヒアルロン酸 Na 

A216 爽眠α 株式会社プログレ L-テアニン 

A221 
ビヒダスのむヨーグ

ルト脂肪ゼロ 
森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

A227 
リフレのぐっすりず

む 
株式会社リフレ L-テアニン 

A243 ルテインサプリ T 株式会社東洋新薬 ルテイン 

A244 テアニンタブレット T 株式会社東洋新薬 L-テアニン 

A250 
はじめのグルコサミ

ン 
株式会社リフレ グルコサミン 

A262 テアニン快眠粒 株式会社全日本通販 Ｌ-テアニン 

A267 クッキリ一番 サニーヘルス株式会社 ルテイン、ゼアキサンチン 

A276 
アスタキサンチンサ

ポート 

株式会社トキワ漢方製

薬 
ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン 

A286 
ブルーベリーＳ（エ

ス） 

株式会社世田谷自然

食品 
ビルベリー由来アントシアニン 

A290 
キリン サプリ レモ

ン 

キリンビバレッジ株式会

社 
テアニン（L-テアニン）、クエン酸 

A295 グッスリッチ 株式会社銀座・トマト L-テアニン 
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A298 国産しょうが 株式会社伊藤園 
ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガ

オールとして） 

A299 
アスタキサンチンプ

ラス 

協同薬品工業株式会

社 
アスタキサンチン 

A308 ネナイト 
アサヒフードアンドヘル

スケア株式会社 
Ｌ－テアニン 

A309 
ダノンビオ プレー

ン・加糖 

ダノンジャパン株式会

社 

ビフィズス菌 BE80 （Bifidobacterium lactis CNCM I-

2494） 

A310 カロリミット® 株式会社ファンケル 

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとし

て）、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来

ファセオラミン 

B1 きらめきアイ   フジッコ株式会社  ルテイン、ゼアキサンチン 

B2 うるるん姫  フジッコ株式会社  ヒアルロン酸 Na 

B3 

恵 ｍｅｇｕｍｉ（メグ

ミ） ガセリ菌ＳＰ（エ

スピー）株ヨーグル

ト 宅配専用 ７０ｇ 

 雪印メグミルク株式会

社  
ガセリ菌 SP 株 

B4 

恵 ｍｅｇｕｍｉ（メグ

ミ） ガセリ菌ＳＰ（エ

スピー）株ヨーグル

ト ドリンクタイプ 

宅配専用 １００ｇ  

 雪印メグミルク株式会

社 
ガセリ菌 SP 株 

B5 
ふしぶしの恵グルコ

サミン 
 株式会社ファイン  グルコサミン塩酸塩 

B6 クロセチンアイ   理研ビタミン株式会社 クロセチン 

B7 
ターミナリアベリリカ

タブレットＴ  
株式会社東洋新薬  ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸として） 

B12 

ヘルシープラス 充

実野菜－トマト＆レ

モン－  

株式会社伊藤園  リコピン 

B13 
ブルーベリーアイ 

Ｄｒｉｎｋ（ドリンク）  
株式会社わかさ生活  ビルベリー由来アントシアニン 

B14 

ヘルシープラス 充

実野菜－トマト＆レ

モン－２６５ｇ  

株式会社伊藤園  リコピン 

B15 

ヘルシープラス 充

実野菜－トマト＆レ

モン－６００ｇ  

株式会社伊藤園  リコピン 

B20 カラダ「カルピス」   アサヒ飲料株式会社  乳酸菌 CP1563 株 

B23 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ヨーグルト 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B24 

高濃度ビフィズス菌

飲料ＢｉｆｉＸ（ビフィッ

クス）１０００ α（ア

ルファ）  

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B26 グルコサミンサプリ   株式会社ファイン グルコサミン塩酸塩 

B27 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

アロエヨーグルト 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B28 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

果実ミックスヨーグ

ルト 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 
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B29 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

白桃＆（アンド）ザク

ロヨーグルト 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B30 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ストロベリーヨーグ

ルト 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B31 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ヨーグルト脂肪ゼロ 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B32 
ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ヨーグルト １４０ｇ 
 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B33 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

おいしいビフィズス

菌ドリンクタイプ 

 江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B34 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

ブルーベリーヨーグ

ルト  

江崎グリコ株式会社  ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B35 

ＢｉｆｉＸ（ビフィックス）

フルーツプルーンヨ

ーグルト  

江崎グリコ株式会社 ビフィズス菌 BifiX(B.lactis GCL2505) 

B36 

サントリー グルコ

サミン＆（アンド）コ

ンドロイチン   

サントリーウエルネス株

式会社  

グルコサミン塩酸塩 

コンドロイチン硫酸 

ケルセチン配糖体 

B38 

味覚糖のど飴 プラ

ス すっきりレモン 

  

味覚糖株式会社 モノグルコシルヘスペリジン 

B39 

味覚糖のど飴 プラ

ス はちみつ金柑 

  

味覚糖株式会社  モノグルコシルヘスペリジン 

B41 届く強さの乳酸菌  アサヒ飲料株式会社  「プレミアガセリ菌 CP2305」（L.gasseri CP2305） 

B42 ロートＶチュアブル  ロート製薬株式会社  ルテイン、ゼアキサンチン 

B43 
森永 ＢＢ（ビービ

ー）５３６  
森永乳業株式会社 ビフィズス菌 BB536 

B44 シボガード  
株式会社ハーブ健康本

舗  
ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸として） 

B55 グルコサミン５００  株式会社すみや  グルコサミン 

B64 グルコサミン潤 株式会社ハートテック  グルコサミン 

B82 ルテイン 光対策 
株式会社ディーエイチ

シー  
ルテイン 

B85 
高純度！グルコサ

ミン 

オリヒロプランデュ株式

会社   
グルコサミン 

B86 ピントサポート 協和薬品株式会社  アスタキサンチン 

B89 ルテインアイベリー 新日本製薬株式会社 ルテイン・ゼアキサンチン 

B90 
ＵＨＡ（ユーハ）グミ

サプリ めぐみアイ 
味覚糖株式会社 ルテイン 

B95 
手足ぽかぽかゆず

生姜 
養命酒製造株式会社 モノグルコシルヘスペリジン 

B96 
ルテイン＋（プラス）

ゼアキサンチン 

株式会社世田谷自然

食品 
ルテイン、ゼアキサンチン 

B104 グルコサミン 
プロテインケミカル株式

会社 
グルコサミン塩酸塩 
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B110 

ＳＵＮＫＩＮＯＵ（サン

キノウ） Ｌ－テアニ

ン 

三生医薬株式会社 L-テアニン 

B112 

飲むアスタキサンチ

ン すっとねリッチ 

クロセチンプラス 

富士フイルム株式会社 クチナシ由来クロセチン、アスタキサンチン 

B116 
リフレのグルコサミ

ンプレミアム 
株式会社リフレ グルコサミン塩酸塩 

B117 くっきりルテイン 株式会社リフレ ルテイン 

B124 
グルコサミンＨＧ（ハ

イグレード） 
株式会社ファイン グルコサミン塩酸塩 

B132 グルコサミン 株式会社山田養蜂場 グルコサミン 

B136 
グルコサミンＥＸ（イ

ーエックス） 
株式会社山田養蜂場 グルコサミン 

B137 
グリーンスーパーフ

ードスムーＣ（シー） 
株式会社ファイン ヒアルロン酸 Na 

B138 
国産本格生姜 有

糖 
株式会社伊藤園 

ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガ

オールとして） 
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図１ いわゆる健康食品と健康被害の因果関係スクリーニング票 

 

山田浩 他, 2012（引用文献 15）より引用 

厚生省薬務局安全課長通知 平成４年６月 29 日薬安第 80 号（引用文献 19）から改変し掲載 

  

その有害事象は、他の要因*1の
影響が考えられますか？

□ Probable
確からしい

はい・不詳

はい

はい

はい

□ Possible
可能性がある

□ Highly possible
可能性がより

強くある

はい

その有害事象は、他の要因*1の
影響が考えられますか？

その有害事象は客観的証拠*2

によって確かめられましたか？
はい

いいえ・不詳

*1 他の要因としては、基礎疾患や合併症の病態、併用薬やほかの健康食品の摂取などを考慮します。
*2 客観的証拠とは、当該健康食品に含まれる成分に関してDLST、パッチテストなどの特異的な検査によって

確認されたものです。

その有害事象は再摂取
で再現しましたか？

摂取中止・減量により観察され
た有害事象は和らぎましたか？

その有害事象は、その食品の
摂取後に起こりましたか？

□ Lack of information
情報不足・評価不能

いいえ

いいえ

いいえ

中止・減量をしていない、
不詳

いいえ・不詳

不詳

Ⅰ： ここから開始して評価してください。
(□のチェックボックスにレ点を入れてください。)

□ Highly probable
非常に確からしい

以前に同じかあるいは類似
の健康食品または医薬品で
同様の有害事象があらわれ
ましたか？

いいえ・

再摂取をしていない・
不詳

いいえ

はい・
不詳

□ Unlikely
関連なし

Ⅱ： 健康被害の重篤度2)をチェックしてください。

□ 軽微な健康被害と考えられるもの

□ 軽度な健康被害と考えられるもの（例：医療機関で治療を要した。）

□ 中等度の健康被害と考えられるもの（重篤ではないが軽度でもない。）

(例：30日以上の治療、または入院・入院の延長を要するものなど)

□ (死亡・後遺症を残すなど)重篤な健康被害と考えられるもの

その有害事象は客観的証拠*2に
よって確かめられましたか？

いいえ・不詳

はい

その有害事象は客観的証拠*2に
よって確かめられましたか？

いいえ・
不詳

はい

Ⅱ : 健康被害の重篤度をチェックしてください 

以前に同じか又は類似の
健康食品若しくは医薬品
で同様の有害事象が現れ
ましたか？ 
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該当箇所に〇印又は空欄に記入してください。全ての情報を収集しなければならないものではありません。可能な範囲で収集してください。 

聞取り日   年   月   日 報告者： □本人  □家族  □医療関係者  □その他（       ） 

**** 以下は有害事象を受けた人に関する情報 **** 

1 性別：   □男    □女    □不詳 年代：         歳代     □不詳 

2 
連絡先 

（可能であれば） 
 □不詳 

3 製品名  

ロット番号（               ）  消費/賞味期限（              ） 

4 症状 

 

□発疹・発赤・掻痒      □吐き気・嘔吐       □胃痛・腹痛  

□下痢・便秘          □肝機能障害（肝機能検査値の上昇） 

□腎機能障害（むくみ、尿タンパクの出現） 

□呼吸器障害（息切れ、呼吸困難） □循環器障害（血圧上昇、動悸・頻脈） 

□神経障害（頭痛、めまい）  □血液障害（貧血症状、出血症状） 

□その他（                                 ） 

  重篤度 「医薬品等の副作用の重篤度分類基準について」により分類 

□ グレード１     □ グレード２     □ グレード３ 

5 症状の発生時期 年    月    日 □不詳 

6 医療機関受診 □無     □有  （ 医学的検査： □無    □有 ） □不詳 

7 転帰  
□自然治癒   □外来で治療   □入院   □後遺症   □死亡 

（     年    月    日） 
□不詳 

8 製品の摂取状況 期間：      年   月   日 から      年   月   日 まで □不詳 

  摂取量：        錠 ・ カプセル ・ 包（粉末） ・ 個 □不詳 

  摂取頻度：      回 ／  日 ・ 週 □不詳 

9 発生後の対応 減量・中止：  □無   □有 □不詳 

  （ 減量・中止後の症状：  □改善   □変化なし   □不詳 ）  

  再摂取：  □無    □有  （ 症状の再発： □ 無   □ 有 ） □不詳 

10 健康食品・医薬品

の併用状況 
健康食品：  □無   □有 （製品名：                 ） 

医薬品：  □無   □有 （製品名：                   ） 
□不詳 

11 基礎疾患・体質 基礎疾患：  □無   □有 （疾患名：                 ） 

アレルギー体質：  □無   □有 

（ □食物   □医薬品   □花粉   □ハウスダスト ） 

不詳 

相談者からの返品の要求（参考情報） □無       □有 不詳 

 

図２ いわゆる健康食品に関する有害事象の聞き取り票 
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