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欧州食品安全機関ガイダンス 『心血管に関する機能性評価』 【第 37 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『心血管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。また、今回は本ガイダンスの心血管に

関するヘルスクレームの血液マーカー系の評価と、

心血管の健康についてまとめました。 

 

●EFSAガイダンス 

～心血管に関するヘルスクレーム～1) 

心血管の健康について 

心血管のヘルクレームは、効果が非特異的であ

り、身体の様々な部位に及びます。しかし、科学的

根拠を評価するための十分な定義が定められてお

らず、特定の評価を実施しない限り、ヨーロッパで

発売される健康食品のヘルスクレームは、一般的に

欧州連合が定めた食品の強調表示規則 

(Regulation (EC) No 1924/2006) に準拠

しないと述べています。本ヘルスクレームの血液マ

ーカー系における、より具体的な表示とその評価方

法などを以下にまとめました。 

 

①血中脂質プロファイルの変化に関して 

血中低密度リポタンパク質濃度 (Low-

Density Lipoprotein Cholesterol; LDL-C) 

の低下、トリグリセリド (Triglycerides; TG) 濃

度の低下、血中高密度リポタンパク質濃度 (High-

Density Lipoprotein Cholesterol; HDL-

C) の濃度の上昇は、全てのヒトにおいて有益であ

るとしています。また、血中脂質プロファイルが正常

範囲内であることも、ヒトにおいて有益であるとし

ています。 

✔アウトカム 

脂質検査、血中脂質プロファイル2)など 

 

✔介入期間 

長期間 (8週間など) 

 

✔対象者 

健常者から高コレステロール血症および高トリグ

リセリド血症患者 

 

✔注意点 

アウトカムは、総コレステロールとLDL-C、LDL-

CとHDL-Cなどの関連があるとされるものを組み

合わせて、科学的根拠を評価することが望まれてい

ます。しかし、これらのアウトカムの設定は、どちら

のアウトカムを主要とするかは、試験目的 (探索的

など)、試験グループ、被験食品または機能性関与

成分が示す作用機序の情報を用いて実施すること

が述べられています。また、血中脂質プロファイル

をアウトカムとし、被験食品または機能性関与成分

の機能性を評価する際も、血中脂質の各項目を複

合的に評価することが求められています。 

本ヘルスクレームの科学的根拠の評価を行うた

めの試験デザインは、被験食品の介入前と介入後の

アウトカム変化量、またはプラセボを設定し、被験食

品群とのアウトカムを比較することが求められてい

ます。 

アウトカム (LDL-C、HDL-Cなど) を測定する

際は、学術的にコンセンサスの得られた方法を用い

て、統一された条件およびプロトコルに従って、実

施される必要があるとしています。特に、採血は個

人差でなく被験食品の影響によって変動するよう



 

 

に、採血条件が介入期間内で、十分に統一されてい

る必要があるとしています。また、血中脂質プロフ

ァイリングは、採血条件が十分に統一されている時

にのみ、得られた結果を科学的根拠として用いるこ

とが出来るとしています。 

介入による血中脂質の変化は、介入開始から4週

間程度で効果が見られると言われていますが、より

長期的に8週間程度で継続的に介入を実施し、効果

の持続性に関する評価を行うことが望ましいとさ

れています。 

LDL-C濃度の上昇に寄与する食品成分が含まれ

ていない (含有量が少ない) ことで、LDL-C濃度

低下に寄与するとするヘルスクレームを謳いたいと

きは、被験食品のLDL-C濃度の上昇に関連する成

分 {飽和脂肪酸 (Saturated Fatty Acids; 

SFA) など} の含有量を減らし、LDL-C濃度の上

昇に寄与しないとされる成分 (炭水化物など) と

比較し、評価することが述べられています。また、

LDL-C濃度の上昇に寄与する成分に対して、上昇

に寄与しない成分で代替を行う場合は、代替成分

がLDL-C濃度の増加に寄与しないことなどを 

(SFAの代替成分として用いた不飽和脂肪酸によ

るLDL-C濃度の減少など) 評価ことが求められて

います。 

対象者については、生活習慣 （食事療法など） 

のみで治療を受けている高コレステロール血症お

よび高トリグリセリド血症の患者を対象とした試験

結果を、これらのヘルクレームの科学的根拠として

使用することができるとしています。また、コレステ

ロール低下薬 （スタチン系薬剤など） による薬物

治療を受けている高コレステロール血症の対象者

や、中性脂肪低下薬 （フィブラート系薬剤など） に

よる治療を受けている高トリグリセリド血症の対象

者の場合、被験食品または機能性関与成分との間

に相互作用が無いかを検証することも必要です。 

 

②食後の血中中性脂肪濃度の低減に関して 

脂肪を含む食事などは、健常者においても血中

中性脂肪濃度の上昇に寄与することが分かってい

るため、脂肪分の多い食事を摂った後の血中中性

脂肪濃度の上昇抑制は、ヒトにおいて有益であると

述べています。 

 

✔アウトカム 

食後の血中中性脂肪濃度測定など 

 

✔介入期間 

単回 

 

✔対象者 

健常者から高コレステロール血症および高トリグ

リセリド血症患者 

 

✔注意点 

科学的根拠を評価する際は、被験食品または基

準食品を摂取させ、摂取前及び摂取後の適切な時

間に血中中性脂肪濃度を測定することが望まれて

います。適切な時間とは、被験食品または基準食品

を摂取させた30分後と60分後に測定を行い、そ

の後は1時間ごとに測定し、少なくとも4時間の測

定を実施することなどが述べられていました。 

食後の正常な血中中性脂肪濃度を評価するため

の明確なカットオフ値が無いため、試験のプロトコ

ル内で、正常な血中中性脂肪濃度を定義すること

が求められています。 

対象者については、生活習慣 （食事療法など） 

のみで治療を受けている高コレステロール血症お

よび高トリグリセリド血症の患者を対象とした試験

結果を、これらのヘルクレームの科学的根拠として

使用することができるとしています。また、コレステ

ロール低下薬 （スタチン系薬剤など） による薬物

治療を受けている高コレステロール血症の対象者



 

 

や、中性脂肪低下薬 （フィブラート系薬剤など） に

よる治療を受けている高トリグリセリド血症の対象

者の場合、被験食品または機能性関与成分との間

に相互作用が無いかを検証することも必要です。 

食後の血中中性脂肪濃度の低減に関するヘルク

レームを謳った食品については、科学的根拠の評価

を実施したが、他の研究で報告がまだされていな

いため、誇大した食品であると評価されたものもあ

ると述べられています。 

 

③血中ホモシステイン濃度の維持に関して 

血中のホモシステインの濃度が高くなると、動脈

硬化などの心血管疾患の危険因子となることが分

かっています3,4)。そのため、ホモシステイン代謝が

正常に維持されることは、ヒトにおいて有益である

としています。 

 

✔アウトカム 

液体クロマトグラフィー質量分析法 (LC-

MS/MS) など 

 

✔介入期間 

長期間 (8週間など) 

 

✔注意点 

介入期間に関して、ホモシステイン濃度は、介入

開始から4週間程度で有効性が見られる傾向にあ

るが、そのような有効性を見るのに必要な期間は、

試験の特性 (適切な導入期間など) および介入の

性質について依存する可能性があるため、より長期

間（例：8週間）にわたって被験食品または機能性関

与成分を継続的に介入した場合の効果の持続性に

関する証拠を示すことが望ましいとしています。 

本ヘルスクレームを謳ったいくつかの機能性関与

成分中で、葉酸、ビタミンB12、ビタミンB6などの

必須栄養素は、本ヘルスクレームに適した成分であ

るとしています。また、ベタイン （およびベタインの

前駆体となりうるコリン） に関しても、本ヘルスク

レームにおいて適切な成分であると評価されてい

ます。理由としては、ベタインは肝臓でベタイン-ホ

モシステインメチルトランスフェラーゼという酵素

によるホモシステインの再メチル化においてメチル

供与体として作用することや、ヒト介入試験でベタ

イン （またはコリン） 投与後の血漿ホモシステイン

濃度の有意な低下が一貫して示されていたためと

述べています。 

 

心血管の健康について 

Regulation (EC) No 1924/2006では、

「疾病リスク低減」を、ある被験食品、またはその機

能性関与成分の一つを摂取することで、ヒトの疾病

発症のリスク要因が大幅に低減することを提示、示

唆、暗示するヘルスクレームと定義しています。それ

は、疾病のリスクを直接的に低減すること （疾病の

予防など） に言及したヘルスクレームは、食品に対

して行うことができないためであると述べていま

す。また、科学的な観点から、疾病リスクの低減 （す

なわち、疾病の結果に対する被験食品または機能

性関与成分の効果） は、疾病のリスクの低減より

も、疾病リスクの低減の主張を立証することを強調

することが求められているとしています。しかし、冠

動脈におけるイベントなどの心血管系の疾患リスク

の低減に関する評価は、科学的根拠を評価するうえ

で十分では無いとしています。Regulation (EC) 

No 1924/2006に規定されている要件を満たす

ために、被験食品または機能性関与成分の摂取が1

つ以上の疾患のリスク要因を低減 （または有益に

影響） する根拠を示す必要があるとしています。具

体的な例を以下で説明します。 

 

CHDのリスク低減ついて 

CHDのリスク増加には、血中LDL-C濃度の上昇



 

 

が関連していることが分かっており、食生活の改善

または薬の投与は血中LDL-C濃度の低下、そして

CHDのリスク低減に寄与することが分かっていま

す。また、動脈血圧の上昇も、CHDのリスク増加に

関連することが分かっています。 

 

✔アウトカム 

・LDL-C濃度 

LDL-C濃度測定など 

・動脈血圧 

SBPなど 

 

✔注意点 

SBPを評価することができれば、脳卒中リスク低

減に関する科学的根拠として用いることが出来る

としています。 

CHDに関するいくつかの疾患リスク低減を謳っ

たヘルクレームの食品の中で、リミコール、植物ステ

ロール、植物スタノールエステル、ダナコール® (低

脂肪発酵乳製品)、オーツ麦由来β-グルカン、大麦

由来β-グルカン、トランス脂肪酸不使用スプレッド

は、継続的な摂取によりLDL-C濃度が持続的に低

下するという結果に基づいていて、ヘルクレームに

対する評価が実施されており、疾患のリスクを直接

低減させる （すなわち、疾患の転帰に関する） 結

果は示されていないことから、適切な評価が実施さ

れている食品であるとしています。 

LDL-Cと動脈SBP以外の危険因子に関連した

疾病リスクの低減の科学的根拠を評価するために

は、疾病の発生率の低減を評価することが必要で

すが、発生率を示す結果だけで評価することはでき

ないとしています。そのため、被験食品または機能

性関与成分の介入により、1つ以上の危険因子の有

益な変化 （例えば、血中TG濃度の低下、血中ホモ

システイン濃度の低下、血中HDL-C濃度の上昇） 

を示す必要があるとしています。 

動脈硬化の軽減による心血管疾患のリスク低減

に関するヘルスクレームを謳った食品の中で、動脈

硬化度を下げることで心血管疾患のリスクが低下

する結果が示されていないため、誇大した食品であ

ると指摘されたものがあります。本ヘルスクレーム

において、被験食品等の介入が危険因子および心

血管疾患の発症を減少させるという結果が得られ

た場合に限り、動脈硬化の軽減による心血管疾患

のリスク低減を表示することが出来ると述べていま

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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