
 

 

  2021 年 4 月 

欧州食品安全機関ガイダンス 『ストレス・視力・睡眠に関する機能性評価』 【第 33 回届出

News】

前々回に引き続き、欧州食品安全機関 (EFSA) 

の発行するガイダンスについてご紹介します。今回

は『ストレス・視力・睡眠に関する機能性評価』につ

いて、アウトカム設定や科学的根拠の説明の際に役

立つ情報をお伝えします。『眼の機能をサポート』に

関する最終製品の届出については【第5回届出

News】、『睡眠の質の向上』に関する最終製品の届

出については【第9回届出News】、『ストレス・緊張

の緩和』に関する最終製品の届出については【第12

回届出News】にてご紹介しておりますので、是非

そちらもご覧ください。 

 

●EFSAガイダンス 

～ストレスに関するヘルスクレーム～1) 

気分/感情について 

感情には、ポジティブな気分 (熱意や落ち着きな

ど) やネガティブな気分 (混乱、憂鬱、疲労、緊張、

不安など) などの定義された状態や特性が含まれ

ます。気分/感情の変化 (1つ以上のポジティブな

感情の特性の増加、維持、または1つ以上のネガテ

ィブな感情の特性の減少) は、気分の改善を望む

人において有益であるとしています。 

 

✔アウトカム 

質問票、Visual Analogue Scale (VAS) な

ど 

 

✔対象者 

健常者から感情障害 (うつ病など) のある者 

✔注意点 

包括的な評価ツールは、自己評価によるチェック

リスト、気分や感情を対象としたVASを用いること

が望まれています。また、評価ツールを選択する際

は、学術的にコンセンサスの得られていること、対

象者に適していることが求められています。 

科学的根拠は、被験食品または機能性関与成分

の反復的な介入による効果を長期的にみた結果か

ら提供することが望まれています。 

臨床的にうつ病と診断される割合への効果を見

ることは、気分の向上に影響を与えたと述べること

が出来るため、科学的根拠として用いることが出来

るとしています。 

音楽などを対象者に聴かせ、気分を評価する気

分誘導法を用いる試験の場合は、気分誘導法を用

いることの根拠を示す必要があるとしています。 

感情障害のある者を対象とする際は、被験食品

の摂取によって示された有効性が、疾患のない対

象者でも同じ作用機序によって、引き起こされるか

を確認する必要があります。また、感情障害のある

者が試験の組み入れにおいて、適当であると判断

された場合は、治療に用いている薬などが被験食

品または機能性関与成分との間で相互作用が無い

かを検証する必要があります。 

 

心理的ストレスについて 

心理学的領域では、ストレスは定義された主観的

な構成要素であり、外部からのストレス要因に起因

する心理的苦痛や緊張によって、特徴づけられる特

定の感情状態を指します。心理的苦痛や緊張など

の心理的ストレスの緩和を望む人において有益で 
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あるとしています。 

 

✔アウトカム  

VAS、質問票など 

 

✔対象者 

健常者から心理的疾患のある者 

 

✔注意点 

心理的なストレスの科学的根拠は、心理的ストレ

スに対して主観的に評価を行った質問票から効果

があるとされたヒト試験の結果を用いることもでき

るとしています。 

不安は、心理的ストレスを構成する要素の1つで

あるため、不安を評価するアウトカムの設定は適切

であると考えられますが、不安に関する結果だけを

用いて科学的根拠とすることはできないとしてい

ます。また、心理的ストレスに特定のバイオマーカー

は確立されていないため、コルチゾールの血中濃

度、脈拍数、唾液IgAなどで得られた結果は、主観

的評価で得られた結果の補助的な因子としてのみ

用いることできると述べられています。 

心理的な疾患は無いものの、「ストレスに弱い、ま

たは敏感である」などの対象者を選定し、心理的ス

トレスに関して評価をする際は、除外または適格基

準を明確に定義していることが必要です。 

心理的疾患のある者を対象とする際は、被験食

品の摂取によって示された有効性が疾患のない対

象者でも同じ作用機序によって、引き起こされるか

を確認する必要があります。また心理的疾患のある

者が試験の組み入れにおいて、適当であると判断

された場合は、治療に用いている薬などが被験食

品または機能性関与成分との間で相互作用が無い

かを検証する必要があります。 

 

 

不安について 

不安とは、知覚された危険や不幸に対する危惧

が、不快感や緊張の身体的症状を伴うことで特徴 

 

づけられる感情状態であり、不安の軽減はヒトにお

いて有益であるとしています。 

 

✔アウトカム  

質問票、VASなど 

 

✔対象者 

健常者から心理的疾患のある者 

 

✔注意点 

VASは、不安感を測定することが出来るものを

用いることが望まれています。 

臨床的に不安障害と診断される割合への効果を

見ることは、不安の軽減に影響を与えたと述べるこ

とが出来るため、科学的根拠として用いることが出

来るとしています。 

 

～視力に関するヘルスクレーム～1) 

視力について 

視力とは、眼や神経系の定義がされた機能のこ

とであり、視力の増加、維持、または減少の低下は、

VDT作業者などにおいて有益であるとしていま

す。 

 

✔アウトカム  

コントラスト感度測定、距離および近点距離測定

など 

 

✔対象者 

健常者から視力障害のある者 

 



 

 

 

✔注意点 

視力の維持の科学的根拠は、視力障害に関連す

る眼関連疾患 (加齢黄斑変性、白内障など) の発

生率に対して効果があるとされたヒト試験の結果

を用いることが出来るとしています。 

眼の中のルテインやゼアキサンチン量を非侵襲的

に測定することで算出される黄斑色素光学密度 

（Macular Pigment Optical Density; 

MPOD）2)は、視力維持を主張するための根拠が不

足しているため、MPODの変化を科学的根拠に用

いることはできないとしています。しかし、ＭＰＯＤ

の変化が人における眼関連疾患 (加齢黄斑変性な

ど) の発生率を減少させるという根拠が伴ってい

る場合にのみ、評価法として用いることが出来ると

しています。 

視力障害の無い者を選定しヒト試験を実施する

際は、除外または適格基準などが明確に定義され

た試験デザインにする必要があるとしています。 

視力障害 (白内障、加齢黄斑変性、糖尿病網膜

症、遺伝性網膜変性症、網膜血管閉塞性疾患など) 

のある者を対象とする際は、被験食品の摂取によっ

て示された有効性が疾患のない対象者でも同じ作

用機序によって、引き起こされるかを確認する必要

があります。また視力障害のある者が試験の組み入

れにおいて、適当であると判断された場合は、治療

に用いている薬などが被験食品または機能性関与

成分との間で相互作用が無いかを検証する必要が

あります。 

視覚は最大の情報量を得る感覚器であり、その

発達は乳幼児頃から始めることが分かっています

3)。そのため、乳幼児の視覚発達を促進することは

有益であるとされており、試験を実施する際は、ヘ

ルスクレームに適応した年齢の対象者を選定する必

要があるとしています。また、アウトカムを設定する

時は視覚誘発電位、視力検査 (スイープ視覚誘発

電位4)など)、網膜電位、および行動視力測定  

 

(Acuity Cards5)など) を用いることが求められ

ています。 

 

～睡眠に関するヘルスクレーム～1) 

睡眠について 

睡眠に特有の指標には、睡眠導入潜時 （入眠ま

でにかかる時間）、睡眠時間、睡眠効率 （総睡眠時

間と総睡眠時間の比率）、および睡眠の質 （知覚さ

れた睡眠の質として定義される） が含まれ、これら

の指標の1つ以上を維持または改善することは、人

において有益であるとしています。 

 

✔アウトカム 

質問票、睡眠日誌、睡眠ポリグラフ6)、アクチグラ

フィ7)など 

 

✔対象者 

健常者から睡眠障害のある者 

 

✔注意点 

質問票は、学術的にコンセンサスの得られたもの

を用いることが求められています。また、生活の質

を評価する質問票を用いる場合は、この質問票の

みを用いて睡眠の改善などの科学的根拠とするこ

とはできないとしています。 

睡眠のヘルスクレームを評価する際は、学術的に

コンセンサスの得られた質問票を用いて評価を行

うことが求められており、客観的な指標は、作用機

序の根拠の裏付けとしてのみ用いることが出来る

としています。 

睡眠障害を選定しヒト試験を実施する際は、除外

または適格基準などが明確に定義された試験デザ

インにする必要があるとしています。 

睡眠障害のある者を対象とする際は、被験食品

の摂取によって示された有効性が疾患のない対象 



 

 

 

者でも同じ作用機序によって、引き起こされるかを

確認する必要があります。また、睡眠障害のある者

が試験の組み入れにおいて、適当であると判断さ

れた場合は、治療に用いている薬などが被験食品

または機能性関与成分との間で相互作用が無いか

を検証する必要があります。 

 

弊社では、アウトカムの設定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、皆様にご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。 
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