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最終製品の届出『お腹の調子を整える』 【第 2 回届出 News】 

前回の届出 News では、『体脂肪を減らす』表示

をした機能性表示食品についてご紹介しました。現

在消費者庁に受理されている機能性表示食品のう

ち、『体脂肪を減らす』との表示をした製品の届出件

数が最も多く、次いで『お腹の調子を整える』との表

示をした製品が多くなっています。今回は、『お腹の

調子を整える』表示に関する届出製品の種類や臨

床試験の際に用いた機能性評価指標について、ま

た試験デザインに関する今後の課題についてお伝

えします。 

●『お腹の調子を整える』届出の製品形態 

これまでに消費者庁に受理された届出製品のう

ち、錠剤や粉末剤の形態のものが約 7 割を占めて

おり、 3 割はおいしく手軽に摂取できる形態とな

っています (図 1.)。 

●機能性評価指標 

機能性評価の際に臨床試験において用いられた指

標は、大きく分けて、便性状に関するもの (におい、

形状、色)、お通じに関するもの (残便感、排便量、

排便頻度)、腸内細菌叢の構成 (ビフィズス菌の存

在比)であり、ほとんどの試験においてこれらの指

標は複合的に用いられていました (図 2)。便性状

の評価の中で、便形状の評価方法について詳細に

調査したところ、一般的な判断手法である「ブリスト

ル便性状スケール」もしくはこれに類似した基準を

定めて評価している試験がほとんどでした。また、

排便の回数や量についての評価方法は試験によっ

て様々であり、1 週間に何回排便したかを数える方

法や身近にあるもの (鶏卵やフィルムケース等) 

の大きさを基準として排便量を判断する方法があ

る一方で、CAS-MT (日本語版便秘評価尺度) を

用い、「便の回数が少ない」「便の量が少ない」等の

質問項目に点数で答える主観的判断に基づいた試

験もありました。排便量については同様に主観的判

断に基づく方法の他に、一方、便中ビフィズス菌の

存在比はほとんどの試験において T-RFLP 法 (末

端標識制限酵素断片多型分析法) を採用していま

した。 
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図 1. 製品形態ごとの届出件数 

図 2. 機能性評価指標の使用頻度  
※1 臨床試験においてはこれら指標を複数組み合わせて使用 

※2 使用頻度が 20%以下となる指標は除く 



 

 

 

●機能性の評価方法に関する問題点 

届出製品の機能性に関する科学的根拠の届出者

による自己評価を調査したところ、「評価方法の見

直し・改善が必要である」と考えられた製品が約半

数にも上ることが分かりました (図 3.)。このこと

から、臨床試験を行う際は評価指標を慎重に設定

する必要があるといえます。 

弊社では、このような評価指標の設定に関する

不安や悩みを出来る限り解消するため、過去の知

見や関連する文献を詳細に調査し、より質の高い臨

床試験を目指して適切なプロトコルをご提案します。

 

さらに、消費者庁への届出代行や消費者庁から

の問い合わせへの対応など、臨床試験から受理後

の関連業務までの「トータルサポート」に取り組んで

おりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 

引き続き、皆様に満足いただけるような情報を

お伝えしていきますので、今後ともどうぞ宜しくお

願い申し上げます。

 

 

  

届出者による評価の内訳 

・対象者の食事調査や食事制限を行っていないため、当該製品の摂取による影響

を厳密に評価したとは言えない 

・対象者を「排便回数の少ない者」と限定しているため、すべての健常者に対して

当該製品の影響を厳密に評価したとは言えない 

・試験期間が通年ではないため気候の影響が否定できない 

・便通についてプラセボ効果の影響が否定できない 

・主観的判断による評価項目が多いため、客観的なスケールや適切なアンケート

の導入が必要 

・評価項目の多重性を考慮しなかった等、統計解析上の問題がある 

図 3. 機能性に関する届出者の評価 
（届出食品の科学的根拠に関する基本情報-消費者庁 HP より集計） 
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届出
No.

文献 関与成分 製品形態 機能性評価指標

B41 Sugawara T, et al (2016)1) 乳酸菌Lactobacillus gasseri  CP2305 飲料 (清涼飲料水)
排便回数、糞便臭、T-RFLP (便中のビフィズス菌の存在比)、腸内
細菌の代謝物

B218 Oda Y, et al (2015)2) サラシア由来サラシノール 錠剤 T-RFLP (便中のビフィズス菌の存在比)

B232 Minamida K, et al (2015)3) 有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans)
lilac-01

粉末
排便回数、残便感、ブリストル便性状スケール (便形状)、排便の
色、排便量、糞便臭

B569

D99

C308 戸田ら (2017)5) クレモリス菌FC株 (L. lactis subsp.
cremoris  FC)

錠剤 排便回数、排便量、便形状

D245 Fuke N, et al (2017)6) ラブレ菌 (Lactobacillus brevis
KB290)、 β-カロテン

錠剤 腹部の痛み、血清内のサイトカイン量

D303 杉山ら (2017)7) カカオリグニン 粉末 糞便臭、排便回数、ブリストル便性状スケール (便形状)

D460

D461

D653

E773

E860

D674 木下ら (2017)10) ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ
糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン

粉末 排便量、排便回数

D675 坂井ら (2017)11) ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギ
フェリン

錠剤 排便回数、残便感

E4 星野ら (2018)12) 難消化性デキストリン (食物繊維として)、
ガラクトオリゴ糖

生菓子 (ゼリー)
T-RFLP (便中のビフィズス菌の存在比)、CAS-MT (排便回数、
排便量、腹部の不快感、排便時の肛門の痛み)

E58 Najima M, et al (2018)13)
乳酸菌エンテロコッカス・フェカリス菌 (EC-
BabyM)、　難消化性デキストリン (食物繊
維)

粉末 排便回数、T-RFLP (便中のビフィズス菌の存在比)

E292 坂井ら (2017)14) ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギ
フェリン

錠剤 排便回数、残便感

E555

E745

F263

E797

E823

小林ら (2019)16)

難消化性デキストリン（食物繊維）、有胞子性
乳酸菌(Bacillus coagulans
SANK70258)、フラクトオリゴ糖

粉末 排便回数、RT-PCR (糞便中Bifidobacterium属菌数)

岩崎ら (2017)9) カゼイ菌 (L.paracasei , DSM19465株) 飲料 (乳製品乳酸菌飲料)
T-RFLP (便中のビフィズス菌の存在比)、CAS-MT (腹部の不
快感)

Nishida K, et al (2017)15) CP2305ガセリ菌 (L. gasseri  CP2305) 錠剤 便中のビフィズス菌の存在比、排便の色

上崎ら (2016)4) ラクトフェリン 錠剤 T-RFLP (腸内細菌叢の変化および代謝物)、便形状

Najima M, et al (2017)8) イヌリン、クロロゲン酸 ティーパック 排便量

表 1.『腸内環境を整える』届出製品の臨床試験に関する学術論文の試験概要一覧 
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