
 

 

  2021 年 2 月 

最終製品の届出 『歩行能力の維持』 【第 24 回届出 News】 

加齢に伴い、歩き始めようとする時に最初の一

歩が踏み出しにくくなったり、階段を降りるときに

動作の遅れが生じたりするなど、足の動きの衰えを

感じるようになります。このような身体機能 (敏捷

性、筋量、筋力) の衰えは生活の質を低下させ、寝

たきり状態となるリスクを高めます。したがって、超

高齢社会における健康寿命の延伸のためには、高

齢者の身体機能の低下を抑制することが重要とな

ります。そこで、今回は「歩行能力の維持」に関する

届出の情報をお伝えします。 

●機能性評価指標 

本ヘルスクレームでは、主に身体機能を評価する

指標として、反復横跳び回数、4 方向選択反応時間 

(Choice Stepping Reaction Time; CSRT)

およびロコモ度テスト (立ち上がりテスト、２ステッ

プテスト) が用いられていました (表 1)。以下に、

これらの評価方法や妥当性についてご説明します。 

反復横跳び回数、CSRT 

いずれも敏捷性・反応性の評価指標として学術的

に広くコンセンサスが得られており、踏み出す、止ま

るといった動作の切り替えなど足の動きに関連す

る能力を評価することができます。反復横跳びの回

数は加齢とともに減少することが分かっており 1)、

CSRT は高齢者の転倒リスクの予測因子であると

されています 2)。CSRT では、足元に置かれたパネ

ルの照明が点灯してから、被験者がそのパネルを踏

むまでの反応時間を測定します。パネルは計 4 つ、

被験者の足の前および側面に置かれ、左側 2 つの

パネルは左足で、右側 2 つのパネルは右足で踏む

よう指示されます。パネルはランダムに点灯し、

点灯後はできる限り早く踏むこととされ、複数回測

定を行います。 

ロコモ度テスト 

日本整形外科学会により策定され、学術的に広く

コンセンサスが得られている評価方法であり、ロコ

モ 253)、立ち上がりテスト 4)、2 ステップテスト 5)

に分類されます。このうち機能性評価指標として用

いられた立ち上がりテストおよび 2 ステップテスト

についてご説明します。 

立 ち 上 が り テ ス ト で は 、 40 cm 、 30 cm 、

20 cm、10 cm の高さの椅子から、被験者に両脚

または片脚で立ち上がるよう指示します。片脚立ち

の可否および椅子の高さからスコアを算出し、下肢

筋力の評価指標とします。 

2 ステップテストでは、つま先をそろえた静止立

位から可能な範囲で大股で 2 歩前進させ、開始姿

勢のつま先から最終姿勢までの距離を測定します。

この値により下肢筋力に加えバランス能力や柔軟

性を判断することができ、総合的な歩行能力として

評価します。 

 

●対象者の選定 

いずれの届出も健常者を対象としていますが、届

出 E16、E339 では「膝関節に変形が見られない

と診断された、移動機能の低下を感じている方」を

対象としていました (表 1)。 

  



 

 

 

選定基準は下記の通りです。 

 

・ロコモ 25 のスコアが 16 点未満であり、各年代標

準値の境界域前後である者 

・Kellgren-Lawrence (K-L) 分類 6)を基準とし

膝関節に異常が見られないと診断された者 

 

ロコモ 25 は、「体の痛み」について、痛みの程度

を 4 項目のアンケートで回答させ、「普段の生活」に

ついてはその困難の程度を 21 項目のアンケートで

回答させる主観的な評価指標です。25 項目の合計

スコアが高いほど、ロコモティブシンドロームとなる

リスクが高いと判断されます。 

専門医による変形性膝関節症の診断基準として

用いられる K-L 分類の詳細や使用例については、

『関節の動きをサポート』 する届出についてご紹介

した【第 7 回届出 News】にて記載しておりますの

で、そちらもご覧ください。 

 

●層別解析 

届出 E16、E339 では 2 つの論文が用いられて

おり、一方の論文では全被験者を解析対象とした結

果に加え「膝の状態・QOL が低めの者」を対象に層

別解析を行った結果について記載されていました。

もう一方の論文では、前出の論文での全被験者の

中から「膝の状態・QOL が低めであり、かつ膝への

負担が大きい者」を対象に層別解析を行っていまし

た (表 1)。以下に、解析対象者ごとの結果の一部

を示します。 

<全被験者> 

結果:  

2 ステップテストの測定値が、被験食品摂取 8 週間

後において有意に改善 (P < 0.05 vs. プラセボ) 

 

<膝の状態・QOL が低めの者> 

対象者の基準:  

変形性膝関節症患者機能性評価尺度 

(Japanese Knee Osteoarthritis 

Measure; JKOM)7) スコアが 30 点以上 

結果:  

2 ステップテストの測定値が、被験食品摂取 8 週

間後において有意に改善 (P < 0.01 vs. プラセ

ボ) 

 

<膝の状態・QOL が低めであり、かつ膝への負担

が大きい者> 

対象者の基準:  

JKOM スコアが 30 点以上かつ 

体重が男女年代別で平均値以上 

結果:  

2 ステップテストの測定値が、被験食品摂取 4、8

週間後において有意に改善 (P < 0.05 vs. プラ

セボ)、さらに、立ち上がりテストの測定値が摂取 4

週間後において有意に改善 (P < 0.05 vs. プラ

セボ) 

対象者の選定基準として用いた JKOM は膝の状

態に対する主観的な評価方法であり、スコアは最低

25～最大 125 点として算出されます。このスコア

が高値となるほど膝の状態が悪いと判断します。詳

細や使用例については【第 7 回届出 News】の中で

も紹介しておりますのでぜひご覧ください。 

上記の事例のように、層別解析を行うことでより

大きな改善効果が認められることがあるため、解析

対象者について充分に吟味し適切に設定すること

が重要であるといえます。なお、2020 年に消費者

庁が策定した「機能性表示食品に対する食品表示

等関係法令に基づく事後的規制（事後チェック）の

透明性の確保等に関する指針」8)では、科学的根拠

として適切とは考えられない例として、「限定的な 

https://www.届出.com/pdf/M20201001.pdf
https://www.届出.com/pdf/M20201001.pdf


 

 

 

条件下での結果であり、条件を限定しない場合には

特定の保健の目的が期待し難いと考えられる結果

であるにもかかわらず、表示の内容では当該条件

に何ら言及していないもの」を挙げています。した

がって、層別解析の結果を科学的根拠として用いる

場合は、限定的な条件下で得られた結果である旨

を届出資料に明記する必要があります。 

弊社では、対象者の選定や評価方法に関する不

安や悩みなど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網羅的に調査し、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
No.

文献 関与成分 対象者 対象者の選定基準 機能性評価指標

C214

D415

D457

E16

E339

① Ota N et al (2015)9)

② Ota N et al (2016)10)

乳由来スフィンゴミエリン
① 50～69歳の健常な男女

② 60～74歳の健常な男女
-

① 反復横跳び回数
　　筋断面積
　　筋線維伝導速度 (筋電図)

② CSRT

① 服部ら (2016)11)

② 服部ら (2019)12)

グルコサミン塩酸塩

サメの軟骨由来
コンドロイチン硫酸

①-全被験者
膝関節に変形が見られないと診断された、移
動機能の低下を感じている40～68歳の
健常な男女

①-層別解析
膝の状態・QOLが低めの者 (層別解析)

②-層別解析
膝の状態・QOLが低めであり、膝への負担が
大きい者 (層別解析)

・自覚症状で歩行能力の低下を感じる方

・ロコモ25のスコアが16点未満であり、
各年代標準値の境界域前後である者

・K-L分類を基準とし膝関節に
異常が見られないと診断された者

①-層別解析: JKOMスコア30点以上

②-層別解析: JKOMスコア30点以上かつ
　　　　　　　　　体重が男女年代別で平均値以上

① ロコモ度テスト
 (2ステップテスト)

② ロコモ度テスト
(2ステップテスト、
立ち上がりテスト)

表 1. 『歩行能力の維持』 届出製品の臨床試験に関する学術論文の試験概要一覧 

※C214/D415/D457 および E16/E339 はいずれも 2 報の論文を併せて科学的根拠として用いている。 
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