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本資料の作成日：2020 年 10月 2日 

商品名：カルピス健康通販 骨こつケア 

安全性評価シート 

食経験の評価 

①喫食実績

による食経

験の評価 

（喫食実績が「あり」の場合：実績に基づく安全性の評価を記載） 

機能性関与成分である枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株（以下、枯草

菌 C-3102株）を含有する既に流通している同一製品（商品名：「骨こつケア」）

にて、喫食実績による食経験の評価を行った。 

 

・摂取集団：日本国内の特に限定されない一般消費者 

・摂取形状：錠剤 

・摂取方法：水などと一緒に摂取する 

・機能性関与成分の含有量：枯草菌 C-3102株 34億個/日 

・摂取頻度：3粒/日、30日分/製品 

・販売期間：2019年 6 月から販売されている 

・健康被害情報：これまでに、製品が原因と判断できる重大な健康被害情報は報

告されていない。 

 

以上より、当該製品の流通期間は短期間のため、喫食実績による食経験の評価

は不十分と判断し、引き続き、既存情報を用いた評価を行った。 

既存情報を

用いた評価 

②２次情報 

 

（データベースに情報が「あり」の場合：食経験に関する安

全性の評価の詳細を記載すること） 

 

当該製品の機能性関与成分である枯草菌（バチルス・サブ

チルス）C-3102株が属するバチルス・サブチルス種は、発酵

食品に使用される微生物として、IDF（国際酪農連盟）の微生

物リストに記載されている１）。また、バチルス・サブチルス種

は、EFSA(European Food Safety Authority)によって推奨さ

れている、QPS（Qualified Presumption of Safety）の中で、

毒性活性欠如の立証を必要条件として QPS 資格を満たすこと

が報告されている 2）。枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102

株は、毒性、抗生物質耐性がないことが報告されており、QPS

資格を満たすことが報告されている 3)。 

 

但し、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株の食経験

についての既存情報は確認されなかったため、安全性試験に

関する評価を行った。 
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  （データベース名） 

1). Bulletin of the International Dairy Federation 

455/2012 

2).EFSA Journal Vol 15. No.3 (2017), 4664-5441 

3).EFSA Journal Vol 16. No.3 (2018), 5219-5227 

 

 ③１次情報 （1次情報が「あり」の場合：食経験に関する安全性の評価の

詳細を記載すること） 

 

 

 

  （参考文献一覧） 

1. 

2. 

3. 

  （その他） 

 

 

安全性試験に関する評価 

既存情報に

よる安全性

試験の評価 

  

④２次情報 

 

 

 

（データベースに情報が「あり」の場合：安全性に関する評

価の詳細を記載すること） 

 

 

  （データベース名） 

 

 

 

 ⑤１次情報 

（各項目は１

次情報「あり」

の場合に詳細

を記載） 

（調査時期） 

2020年 8月 

 （検索条件） 

・J-DreamⅢ; 

（Bacillus subtilis C-3102/AL or バチラス・サブチルス

C-3102/AL or バチラス・サブチルス C-3102/AL or バチル

ス・サブチルス C-3102/AL or バチルス・サブチリス C-

3102/AL）＊（safety or 安全性） 

・Pubmed; Bacillus subtilis C-3102/AL * safety 

 （検索した件数） 
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・J-Dream Ⅲ：4件 

・PubMed 2件 

  （最終的に評価に用いた件数と除外理由） 

J-DreamⅢ、PubMed 検索でヒットした 6件のうち、ヒトを対

象とした臨床試験でないもの 3件を除外し、最終的に評価に

用いた文献は 3 件とした。 

  （安全性の評価） 

【長期摂取試験】 

枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株（以下、枯草菌

C-3102株）の長期摂取による安全性を検証することを目的と

し、健常な日本人成人男女 37 名をプラセボ群 19 名、試験食

品群（40億個/日の枯草菌 C-3102株を含む錠剤）18名の 2群

に分け、12週間摂取させた。検査項目としては、身体測定・

理学検査、尿検査、血液検査、自覚症状の検討を行った。その

結果、臨床上問題となる異常変動はなく、試験食品摂取に起

因すると考えられる有害事象は認められなかった 1)。当該製

品と同一剤形で、同量以上の機能性関与成分を含む試験食品

摂取における長期摂取の安全性は確認された。 

【過剰摂取試験①】 

枯草菌 C-3102 株の過剰摂取時の安全性を検証することを

目的として、健常な日本成人男女 30名を対象に、プラセボ群

10 名、試験食品 A群（50 億個/日の枯草菌 C-3102 株を含む錠

剤、一日摂取目安量の 1.5倍）10 名、試験食 B群（150 億個/

日の枯草菌 C-3102 株を含む錠剤、一日摂取目安量の 4.4倍）

10 名に振分け、4 週間摂取させた。検査項目として、理学的

検査、血液・尿検査、便通、腹部症状、自覚症状および医師に

よる診察を行った。その結果、一日摂取目安量の 1.5 倍量、

4.4倍量を摂取しても、臨床上問題となる異常変動はなく、試

験食品摂取に起因すると考えられる有害事象は認められな

かった 2)。 

【過剰摂取試験②】 

枯草菌 C-3102 株の過剰摂取時の安全性を検証することを

目的として、健常な日本人成人男女 44 名を対象に、プラセボ

群 22 名、試験食品群（480億個/日の枯草菌 C-3102株を含む

錠剤、一日摂取目安量の 14 倍）22名に振分け、4 週間摂取さ

せた。検査項目として、理学的検査、血液・尿検査、便通、腹

部症状、自覚症状および医師による診察を行った。その結果、

一日摂取目安量の 14倍量を摂取しても、臨床上問題となる異
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動変動はなく、試験食品摂取に起因すると考えられる有害事

象は認められなかった。 

 上記 3件の文献で用いられている枯草菌 C-3102株を含む原

料は、当該製品の配合原料と同一であることから、機能性関

与成分の同等性について問題ないと考えられた。 

 

【総合評価】 

 長期摂取試験および過剰摂取試験の結果から、当該製品を

適切に摂取する場合は、枯草菌 C-3102 株の安全性に問題はな

いと判断した。また、当該製品の機能性関与成分以外の原料

は、いずれも食品や食品添加物として広く利用されており、

十分な食経験を有するものである。したがって、機能性関与

成分の安全性評価結果をふまえ、当該製品の安全性に問題は

ないと判断した。 

  （参考文献一覧） 

1. 勘里裕樹ほか、薬理と治療 Vol.46, no.5 (2018), 883-

896. 

2. 仲村太志ほか、薬理と治療 Vol.41, no.7 (2013), 689-

696. 

3. Hatanaka et al., Toxicological reports, Vol.7 

(2020), 46-58.  

  （その他） 

 

安全性試験

の実施によ

る評価 

 

⑥in vitro 試

験及び in vivo

試験 

 

 

 ⑦臨床試験

（ヒト試験） 

 

 

 

 

 

（安全性試験を実施した場合、当該試験の報告資料を添付すること。ただし、文献

として公表されている場合には参考文献名を記載すれば、添付する必要はない。） 

 

機能性関与成分の相互作用に関する評価 

⑧医薬品と （相互作用が「あり」の場合：機能性表示食品を販売することの適切性を詳細に記
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の相互作用

に関する評

価 

載すること） 

枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株の属するバチルス・サブチルス種に

は、納豆菌が含まれている。納豆菌はビタミン K を産生することが報告されてお

り 1)、ビタミン Kは、血液抗凝固阻止薬である「ワルファリン」の作用を減弱する

可能性があることが示唆されている 2)。 

当該製品の機能性関与成分である枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株は、

ビタミン K を産生する可能性があり、当該製品と血液凝固阻止薬との併用は、血

液凝固阻止薬の作用に影響を与える可能性がある。そのため、「薬剤(特に血液凝固

阻止薬など)を処方されている方、ビタミン Kの摂取制限を受けている方は、医師

にご相談ください。」と注意表示を行うことで、当該製品を機能性表示食品として

販売することは適切であると判断した。 

 

＜参考文献＞ 

1). 荒川正巳、臨床と薬物治療 Vol.59 (1991), 35-39. 

2). 国立健康・栄養研究所：「健康食品」の安全性・有効性情報「ナットウ（ナッ

トウ菌）」 

 

⑨機能性関

与成分同士

の相互作用 

（複数の機能

性関与成分に

ついて機能性

を表示する食

品のみ記載） 

 

（相互作用が「あり」の場合：機能性表示食品を販売することの適切性を詳細に記

載すること） 
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商品名：カルピス健康通販 骨こつケア 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

株式会社三協 

日の出工場 

種類 ☐中間製品まで製造・加

工を行う 

原材料又は中間製品から

最終的な容器包装に入れ

る工程まで行う 

製造所所在地 静岡県富士市伝法 3178-1 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
 SKM 

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい   

種類 

国内ＧＭＰ 

☐米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

ISO 22000 

☐FSSC 22000 

承認書等発行者 国内ＧＭＰ： 

公益財団法人  

日本健康・栄養食品協会 

ISO 22000： 

一般社団法人  

日本能率協会 

承認書等番号 国内ＧＭＰ：11805 

ISO 22000：JMAQA-F006 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい   

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 
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③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 

 

 

  

（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

 

 

 

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：カルピス健康通販 骨こつケア 

製造及び品質の管理に関する情報 

（サプリメント形状の加工食品、その他加工食品） 

（１）製造者氏名、製造所所在地等

情報 

製造者氏名又は製造所

名 

株式会社 

サプリメントジャパン 

種類 □中間製品まで製造・加

工を行う 

原材料又は中間製品から

最終的な容器包装に入れ

る工程まで行う 

製造所所在地 東京都西多摩郡瑞穂町 

長岡 3丁目 7番地 6 

届出者か否か ☐届出者 届出者以外 

製造所固有記号で表示

される場合はその記号 
 SJE 

（２）製造施設・従業員の衛生管理等の体制（以下の項目をチェック又は記載。重複可） 

① 

GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000

に基づき、届出食品が製造されてい

るか。 

はい   

種類 

国内ＧＭＰ 

米国ＧＭＰ 

（☐認証を受けている） 

☐総合衛生管理製造過程 

☐都道府県等 HACCP 

☐ISO 22000 

FSSC 22000 

承認書等発行者 国内ＧＭＰ： 

1, 公益財団法人 

日本健康・栄養食品協会 

2, 一般社団法人 

日本健康食品規格協会 

米国ＧＭＰ： 

ＮＳＦ International 

FSSC 22000： 

株式会社 

日本環境認証機構 

承認書等番号 国内ＧＭＰ： 

1, 20111 

2, 製-0035 
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米国ＧＭＰ：C0270731-

DS-1 

FSSC 22000：FS16J0011 

② 

国外で製造される場合において、当該外国内で販売する食品

に対し、GMP又は HACCPの基準に従い製造することを義務付け

ている場合であって、届出食品も当該基準により製造されて

いるか。 

☐はい   

☐ＧＭＰ 

☐ＨＡＣＣＰ 

国名又は地域名 

  

③ 

☐ ①及び②以外の場合 

製造施設・従業員の衛生管理等の体

制について具体的に右欄に記載す

る。 

 

☐ ①又は②に該当し、さらに特に

記載したい事がある場合 

右欄に記載する。 

 

  

（３）規格外の製品の流通を防止す

るための体制等 

 

 

 

以下のいずれかにチェック 

（２）①の認証等に従い実施している。 

☐（２）②の基準に従い実施している。 

☐それ以外（取組状況について下記に記載する。） 

  

 

（４）その他特記すべき事項   
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商品名：カルピス健康通販 骨こつケア 

原材料及び最終製品の分析に関する情報 

第１ 食品の分析 

（１）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 (一財)日本食品分析センター 

試験機関の種類 

登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

 

（２）機能性関与成分の定

性試験 
定性試験の方法 

PCR法 

（３）安全性を担保する必

要がある成分の定量試験 

☐あり 

（成分名：      ） 

試験機関の名称  

試験機関の種類 

☐登録試験機関又は登録検査機関 

☐農業試験場等（生鮮食品に限る） 

☐その他の第三者機関 

☐届出者又は利害関係者 

分析方法を示す資料 

☐標準作業手順書 

☐操作手順、測定条件等できる限

り試験方法について具体的に記載

した資料 

届出者又は利害関係者で

分析を実施する場合、そ

の合理的理由 

 

（４）届出後における分析

の実施に関する資料（機能

性関与成分及び安全性を

担保する必要がある成分） 

機能性関与成分 

分析方法、代替指標の場

合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び試験機
関の種類 

定性法：PCR法 
(一財)日本食品分析センター 
：登録試験機関 

定量法：コロニーカウン

ト法 

いずれかにおいて分析を実施 

①アサヒグループ食品株式会社 

：届出者 

②アサヒクオリティアンドイノ

ベーションズ株式会社 
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：利害関係者 

③(一財)日本食品分析センター 

：登録試験機関 

④株式会社三協 

：利害関係者 

安全性を担保する必要がある成分 

分析方法、代替指標の場
合はその成分名を併記 

試験機関の名称（あらかじめ規定
されている場合のみ）及び試験機
関の種類 

  

（５）届出後における分析

の実施に関する資料（原料

の基原の確認方法及び製

品の崩壊性試験等を実施

する必要がある場合、その

方法及び頻度） 

あり 

確認する項目
（基原等）及び
試験方法 

試験機関の名

称及び種類 
確認の頻度 その他 

製品の崩壊性 

日本薬局方 

崩壊試験法 

①株式会社三

協 

：利害関係者 

②株式会社サ

プリメント

ジャパン：利

害関係者 

ロット毎  

（６）その他特記すべき事

項 

 

 

 

 

 

 

注）機能性関与成分が複数ある等、本様式に記載しきれない場合は、適宜記入欄を追加し、

必要な事項を記載すること。 

 


	【カルピス健康通販　骨こつケア】別紙様式(Ⅱ)-1_201002.pdf
	【カルピス健康通販　骨こつケア】別紙様式(Ⅲ)-1_201002.pdf
	【カルピス健康通販　骨こつケア】別紙様式(Ⅲ)-3_201002.pdf



