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機能性の科学的根拠に関する点検表 

 

１．製品概要 

商品名 カルピス健康通販 骨こつケア 

機能性関与成分名 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株 

表示しようとする

機能性 

本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102

株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高め

る働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に適し

た食品です。また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-

3102株には、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、

酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）

を整えることが報告されています。 

 

２．科学的根拠 

【臨床試験（ヒト試験）及び研究レビュー共通事項】 

☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当

該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に

広くコンセンサスが得られたものである。 

（最終製品を用いた臨床試験（ヒト試験）又は研究レビューにおいて、実際

に販売しようとする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同

一性が失われていないことについて、届出資料において考察されている。 

 

最終製品を用いた臨床試験（ヒト試験） 

（研究計画の事前登録） 

☐UMIN臨床試験登録システムに事前登録している注１。 

☐（海外で実施する臨床試験（ヒト試験）の場合であって UMIN臨床試験登録

システムに事前登録していないとき）WHO の国際臨床試験登録プラット

フォームにリンクされているデータベースへの登録をしている。 

（臨床試験（ヒト試験）の実施方法） 

「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第

259 号）の別添２「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」

に示された試験方法に準拠している。 

☐科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。 

→☐別紙様式（Ⅴ）-２を添付 

（臨床試験（ヒト試験）の結果） 

国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した論文を添付している注１。 

査読付き論文として公表されている論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本語

に適切に翻訳した資料を添付している。 
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研究計画について事前に倫理審査委員会の承認を受けたこと、並びに当該

倫理審査委員会の名称について論文中に記載されている。 

☐（論文中に倫理審査委員会について記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）

-３で補足説明している。 

掲載雑誌は、著者等との間に利益相反による問題が否定できる。 

 

☐最終製品に関する研究レビュー 

☐機能性関与成分に関する研究レビュー 

☐（サプリメント形状の加工食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験（ヒト

試験）で肯定的な結果が得られている。 

☐（その他加工食品及び生鮮食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験（ヒト

試験）又は観察研究で肯定的な結果が得られている。 

☐海外の文献データベースを用いた英語論文の検索のみではなく、国内の文

献データベースを用いた日本語論文の検索も行っている。 

☐（機能性関与成分に関する研究レビューの場合）当該研究レビューに係る

成分と最終製品に含有されている機能性関与成分の同等性について考察さ

れている。 

☐（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書

に報告している。 

□（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、別紙様式（Ⅰ）に報

告している。 

 

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ている。 

☐当該論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本

語に適切に翻訳した資料を添付している。 

 

☐PRISMA声明（2009年）に準拠した形式で記載されている。 

☐（PRISMA声明（2009年）に照らして十分に記載できていない事項がある

場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。 

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で

当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な様

式を用いて、全ての検索式を記載している。 

☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ

の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９そ

の他の適切な様式を用いて記載している。 

☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ
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ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。 

 

☐各論文の質評価が記載されている注２。 

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。 

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

が記載されている注２。 

 

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ていない。 

研究レビューの方法や結果等について、 

☐別紙様式（Ⅴ）-４を添付している。 

☐データベース検索結果が記載されている注３。 

☐文献検索フローチャートが記載されている注３。 

☐文献検索リストが記載されている注３。 

☐任意の取組として、未報告研究リストが記載されている注３。 

☐参考文献リストが記載されている注３。 

☐各論文の質評価が記載されている注３。 

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注３。 

☐全体サマリーが記載されている注３。 

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が

記載されている注３。 

 

注１ 食品表示基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研

究については、必須としない。 

注２ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（添付の研究レビュー論文におい

て、これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することが

できる。） 

注３ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（別紙様式（Ⅴ）-４において、

これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができ

る。） 
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表示しようとする機能性の科学的根拠に関する補足説明資料 

 

１．製品概要 

商品名 カルピス健康通販 骨こつケア 

機能性関与成分名 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株 

表示しようとする

機能性 

本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株が含

まれており、加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあり

ます。骨の健康が気になる健常な方に適した食品です。また、

枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株には、腸内にもとも

といる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸

内環境（腸内フローラ）を整えることが報告されています。 

 

２．補足説明 

【UMIN登録について】 

本試験は、UMIN 登録は行っていない。機能性表示食品制度の施行後、1年以内

に試験を開始している（2015年 12月に被験者 1例目がエントリーした）。 

 

【本試験での対象者】 

 「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版」において、脆弱性骨折のある

例では骨密度が若年成人平均値（Young adult mean: YAM）の 80%未満、脆弱性骨

折がない例では、YAM の 70%未満を骨粗鬆症とする診断基準が設定されている。本

試験は、本診断基準で骨粗鬆症と診断されない（病者ではない）ヒトを対象者と

した。 

 

【骨密度の測定法】 

 本試験で骨密度の測定に用いた DXA 法は、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライ

ン 2015年版」で、骨量測定および骨粗鬆症診断基準の標準測定方法として推奨さ

れている方法である。また、測定部位として、腰椎と大腿骨が推奨されており、

本試験でも推奨されている 2部位の測定を行った。よって、測定方法として妥当

性があると考える。 

 

【根拠論文でのデータと表示しようとする機能性との関連性】 

骨密度は加齢とともに減少することが「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン

2015年版」（P8）に記載されている。根拠論文でのヒト試験は、50-69歳の方を対

象としており、摂取前の被験者の大腿骨骨密度平均値±標準偏差は、プラセボ摂

取群で 0.790±0.065 g/cm2、当該製品摂取群で 0.778±0.070 g/cm2であった。若

年成人の大腿骨骨密度平均値±標準偏差は 0.875±0.100 g/cm2であり(「原発性

骨粗鬆症の診断基準 2012年度改訂版」より）、加齢とともに骨密度が低下した健

常な方を対象としている。 

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版」では、骨量の測定部位として

腰椎と大腿骨を推奨し、有効性の評価は摂取前後の骨密度変化率を指標として用

いている(P66)。本試験では、大腿骨骨密度変化率は、当該製品摂取群において、
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摂取前と比べて有意に増加しており、摂取後はプラセボ摂取群と比較して有意に

増加していた。一方、腰椎の骨密度変化率はプラセボ摂取群と比較して有意な変

化は認められなかったが、プラセボ摂取群では骨密度が減少しているのに対し、

当該製品摂取群ではわずかに上昇するという結果であった。下記に説明を加える

が、大腿骨の骨密度は全身の骨密度を反映しているため、以上の結果から、当該

製品摂取群では、加齢とともに低下した骨密度が高まることが確認された。 

前述の「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版」で、「大腿骨の骨密度

は脊椎骨折をはじめあらゆる骨折の予知能に優れ、大腿骨近位部骨密度 1SD低下

（YAMの 10-12%低下に相当）は、あらゆる部位の骨折リスクが 1.6 倍増加するこ

とを意味する。」と記載されている（P27）。同ガイドラインには、「骨折リスクの

評価には、骨密度が有用である」ことも記載されている（P27）。また、日本人を

対象とした研究において、全身の骨密度と大腿骨の骨密度は、相関が高いことが

複数報告されている(高田ら、中部整災誌 2009; 52: 941-942, Kamei et al. 

Tohoku J. Exp. Med., 1999; 187:141-147) 。以上のことから、大腿骨の骨密度

は、全身の骨密度を反映していると言える。したがって、表示しようとする機能

性において部位は特定していない。 

また、本試験の対象者は健常者であり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（PMDA）の医療用医薬品、一般医薬品・要指導医薬品 添付文書等検索データベー

スにおいて、「加齢とともに低下する骨密度を高める」および「骨密度を高める」

という表現を検索したところ、「加齢とともに低下する骨密度を高める」および

「骨密度を高める」という表現は検出されなかった。したがって、「加齢とともに

低下する骨密度を高める」という表現は、健常な中高齢者の健康維持・増進の範

囲内の表現であり、医薬品を標榜させる表現ではないと判断した。但し、疾病の

治療・予防効果を暗示していると消費者に誤認を与えないようにすること、特に

医師の診察や治療を受ける機会を逸することにつながることを防ぐために、表示

しようとする機能性には、「骨の健康が気になる健常な方に適した食品です。」と

記載し、パッケージに「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでは

ありません。疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は、

医師、薬剤師に相談してください。」と記載している。 

 

【科学的根拠に用いた試験食品と当該製品の同一性について】 

 科学的根拠資料に記載される試験食品は、試験用に製造されたものである。当

該製品は、機能性関与成分量を担保するため、機能性関与成分を含む原材料の配

合量および賦形剤の配合量を調整している。 

届出する当該製品は試験食品で使用した原材料、賦形剤のほかに、風味調整目

的で食品添加物を添加し、添加分の重量が増加しているが、以下の理由により、

科学的根拠に用いた試験食品と当該製品の同一性は失われていないと考えられ

る。 

 

１）剤形（錠剤）が同一である。 

２）機能性関与成分を含む原材料（発酵大豆粉末）の配合量は、表示値を担保可

能である。そのことは、当該製品の分析により確認している。 

３）科学的根拠資料の臨床試験論文に記載の栄養成分は当該製品の栄養成分表示
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の許容差の範囲内である。臨床試験論文に記載はないが、試験食品の一日摂

取目安量当たりのナトリウム量は食塩相当量で 0.00003g であり、当該製品

の栄養成分表示の許容差の範囲内である。 

４）製造時および品質安定性の試験において、添加した食品添加物が機能性関与 

成分の品質に影響しないこと、崩壊試験に問題ないことを確認できている。 

 

以上 
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機能性の科学的根拠に関する点検表 

 

１．製品概要 

商品名 カルピス健康通販 骨こつケア 

機能性関与成分名 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株 

表示しようとする

機能性 

本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102

株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高め

る働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に適し

た食品です。また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-

3102株には、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、

酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）

を整えることが報告されています。 

 

２．科学的根拠 

【臨床試験（ヒト試験）及び研究レビュー共通事項】 

☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当

該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に

広くコンセンサスが得られたものである。 

☐（最終製品を用いた臨床試験（ヒト試験）又は研究レビューにおいて、実際

に販売しようとする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同

一性が失われていないことについて、届出資料において考察されている。 

 

☐最終製品を用いた臨床試験（ヒト試験） 

（研究計画の事前登録） 

☐UMIN臨床試験登録システムに事前登録している注１。 

☐（海外で実施する臨床試験（ヒト試験）の場合であって UMIN臨床試験登録

システムに事前登録していないとき）WHO の国際臨床試験登録プラット

フォームにリンクされているデータベースへの登録をしている。 

（臨床試験（ヒト試験）の実施方法） 

☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第

259 号）の別添２「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」

に示された試験方法に準拠している。 

☐科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。 

→☐別紙様式（Ⅴ）-２を添付 

（臨床試験（ヒト試験）の結果） 

☐国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した論文を添付している注１。 

□査読付き論文として公表されている論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本語

に適切に翻訳した資料を添付している。 
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☐研究計画について事前に倫理審査委員会の承認を受けたこと、並びに当該

倫理審査委員会の名称について論文中に記載されている。 

☐（論文中に倫理審査委員会について記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）

-３で補足説明している。 

☐掲載雑誌は、著者等との間に利益相反による問題が否定できる。 

 

☐最終製品に関する研究レビュー 

機能性関与成分に関する研究レビュー 

（サプリメント形状の加工食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験（ヒト

試験）で肯定的な結果が得られている。 

☐（その他加工食品及び生鮮食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験（ヒト

試験）又は観察研究で肯定的な結果が得られている。 

海外の文献データベースを用いた英語論文の検索のみではなく、国内の文

献データベースを用いた日本語論文の検索も行っている。 

（機能性関与成分に関する研究レビューの場合）当該研究レビューに係る

成分と最終製品に含有されている機能性関与成分の同等性について考察さ

れている。 

☐（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書

に報告している。 

□（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、別紙様式（Ⅰ）に報

告している。 

 

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ている。 

☐当該論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本

語に適切に翻訳した資料を添付している。 

 

☐PRISMA声明（2009年）に準拠した形式で記載されている。 

☐（PRISMA声明（2009年）に照らして十分に記載できていない事項がある

場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。 

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で

当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な様

式を用いて、全ての検索式を記載している。 

☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ

の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９そ

の他の適切な様式を用いて記載している。 

☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ
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ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。 

 

☐各論文の質評価が記載されている注２。 

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。 

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

が記載されている注２。 

 

表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ていない。 

研究レビューの方法や結果等について、 

別紙様式（Ⅴ）-４を添付している。 

データベース検索結果が記載されている注３。 

文献検索フローチャートが記載されている注３。 

文献検索リストが記載されている注３。 

任意の取組として、未報告研究リストが記載されている注３。 

参考文献リストが記載されている注３。 

各論文の質評価が記載されている注３。 

エビデンス総体の質評価が記載されている注３。 

全体サマリーが記載されている注３。 

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が

記載されている注３。 

 

注１ 食品表示基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研

究については、必須としない。 

注２ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（添付の研究レビュー論文におい

て、これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することが

できる。） 

注３ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（別紙様式（Ⅴ）-４において、

これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができ

る。） 
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表示しようとする機能性に関する説明資料（研究レビュー） 
 

標題（PRISMA 声明項目 1）： 

最終製品「カルピス健康通販 骨こつケア」に含有する機能性関与成分枯草

菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株の腸内環境（腸内フローラ）改善作用に

関する定性的研究レビュー 

 

商品名：カルピス健康通販 骨こつケア 

 

機能性関与成分名： 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株 

 

表示しようとする機能性： 

 本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株が含まれており、

加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。骨の健康が気になる健

常な方に適した食品です。また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株に

は、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸

内環境（腸内フローラ）を整えることが報告されています。 

 

作成日：2020 年 9 月 25 日 

 

届出者名：アサヒグループ食品株式会社 

 

 

抄 録（PRISMA 声明項目 2） 

【目的】 

枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株（以下、枯草菌 C-3102 株）は、こ

れまでに腸内環境（腸内フローラ）の改善効果に関する報告が複数ある。そこ

で、枯草菌 C-3102 株の継続的な摂取が、お腹の調子が気になる健常な成人にお

いて、腸内環境（腸内フローラ）を改善するかを検証するために、定性的研究レ

ビューを実施した。 

【方法】 

リサーチクエスチョンとして「おなかの調子が気になる健常な成人に、枯草

菌 C-3102 株を含む食品を経口摂取させると、枯草菌 C-3102 株を含まないプラ

セボ食品を経口摂取させた場合と比べて、腸内環境（腸内フローラ）を改善させ

るか」に基づいて、検索式を設定した。「Minds 診療ガイドライン作成の手引き

2014」に基づき、各論文と研究全体でのバイアスリスク、直接性、評価項目につ

いて評価した。 

【結果】 

適格基準に合致する RCT 文献 2 報を採用した。採用文献 1（Hatanaka ら）で

は、20 歳以上 79 歳以下の軟便気味の健常な男女 88 名に枯草菌 C-3102 株を 22

億個/日を含む錠剤またはプラセボ錠剤を 8 週間摂取させた結果、軟便症状と関

連があり、善玉菌といわれている酪酸産生菌のLachnospira属が増加した。また、

これらの変動は、軟便症状を改善させる変動であった。採用文献 2（Hatanaka ら）
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では、20 歳以上 64 歳以下の便秘気味の健常な男女 151 名に、枯草菌 C-3102 株

を 24 億個/日を含む錠剤またはプラセボ錠剤を 2 週間摂取させた結果、

Bifidobacterium 属の占有率がプラセボ群と比較して有意に高かった。 

【結論】 

本研究レビューから、枯草菌 C-3102 株を 24 億個/日以上の継続的な摂取は、

科学的根拠に基づき、おなかの調子が気になる方の腸内環境（腸内フローラ）を

改善する機能を有すると考えられた。研究の限界としては、採用文献 2 報のう

ち、軟便気味の方と便秘気味の方を対象とした試験がそれぞれ 1 報ずつである

ため、出版バイアスの可能性が否定できないが、採用された文献は肯定的な結

果であり、表示しようとする機能性を否定するものではないと判断した。 

 

 

はじめに:  

（１）論拠（PRISMA 声明項目 3） 

 ヒトの腸内に存在する細菌数の総数は約 100 兆個といわれ、その構成は多種多

様である。これらの微生物の集団は腸内菌叢と呼ばれ、食生活やストレス、加齢

等にともない、腸内菌叢の構成や代謝は変化することが知られている 1), 2), 3), 4)。

また、腸内菌叢は排便状況や精神状態、肥満・糖尿病・循環器疾患等の生活習慣

病との関わりが深いことも知られている 5), 6), 7)。したがって、腸内環境（腸内フ

ローラ）を改善することは、健康の維持・増進において重要な役割を担うと考え

られる。 

 枯草菌 C-3102 株は人工胃腸管モデルを使った研究では、99%が生きて腸まで

届き、大腸内で Bifidobacterium 属を増加させ、Clostridiums 属を減少させることが

明らかとなっている。また、これまでいくつかのヒト試験において、腸内菌叢を

変動させることが報告されている 8)。 

しかしながら、枯草菌 C-3102 株摂取によるヒトの腸内環境（腸内フローラ）の

改善を網羅的に調査した研究レビューはない。そこで、便秘気味及び軟便気味の

ようなおなかの調子が気になる健常な成人において、枯草菌 C-3102 株の継続的

な摂取が、腸内環境（腸内フローラ）を改善させるかを検証するために、定性的

研究レビューを実施した。 

 

1) J. Qin et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomics 
Sequencing. Nature. 2010; 464: 59–65.  

2) J.L. Sonnenburg, and F. Bäckhed. Diet–microbiota interactions as moderators of human 

metabolism. Nature. 2016; 535: 56–64. 

3) L.C. Bridgewater et al. Gender-based differences in host behavior and gut microbiota 

composition in response to high fat diet and stress in a mouse model. Sci. Rep.2017; 7: 

1–12. 

4) T. Odamaki et al. Age-related changes in gut microbiota composition from newborn to 

centenarian: A cross-sectional study. BMC Microbiol. 2016; 16: 1–12. 

5) D. Vandeputte et al. Stool consistency is strongly associated with gut microbiota 

richness and composition, enterotypes and bacterial growth rates. Gut. 2016; 65: 57-62. 

6) J.R. Kelly et al. Cross talk: The microbiota and neurodevelopmental disorders. Front. 

Neurosci. 2017; 11: 1–31. 

7) L. Miele et al. Impact of Gut Microbiota on Obesity, Diabetes, and Cardiovascular 

Disease Risk. Curr Cardiol Rep.2015; 17:120 
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8) M. Hatanaka et al. Influence of Bacillus subtilis C-3102 on microbiota in a dynamic in 

vitro model of the gastrointestinal tract simulating human condition. Benef Microbes. 

2012; 3: 229-236. 

 
 

（２）目的（PRISMA 声明項目 4） 

枯草菌 C-3102 株の摂取による腸内環境（腸内フローラ）改善作用を調べるた

めに、リサーチクエスチョンを「おなかの調子が気になる健常な成人に、枯草菌

C-3102 株を含む食品を経口摂取させると、枯草菌 C-3102 株を含まないプラセボ

食品を経口摂取させた場合と比べて、腸内環境（腸内フローラ）を改善させる

か」として、定性的研究レビューを実施した。 

方法： 

（１）プロトコールと登録（PRISMA 声明項目 5） 

本研究レビューのプロトコールは「Minds 診療ガイドライン作成マニュア

ル」に基づいて 2020 年 1 月 10 日に作成し、定性的研究レビューを実施した。

本研究レビューのプロトコールは未登録である。 

 

（２）適格基準（PRISMA 声明項目 6） 

【研究の特性】 

Participants (P) 参加者：おなかの調子が気になる健常な成人 

Interventions (I) 介入：枯草菌 C-3102 株を含む食品の経口摂取 

Comparison (C) 比較：枯草菌 C-3102 株を含まないプラセボ食品の経口摂取 

Outcomes (O) アウトカム：腸内環境（腸内フローラ）の改善作用 

Study design (S) 研究デザイン：ランダム化比較試験（RCT）、メタアナリシス 

（MA）、研究レビュー（SR） 

 

【報告の特性】 

言語 外国語（PubMed）、英語（The Cochrane Library）並びに日

本語（医中誌 Web、JDream III、UMIN-CTR） 

考慮した年数 PubMed（1946-2020 年）、The Cochrane Library（1992-2020

年）、医中誌 Web（1977-2020 年）、JDream III（1975 年(医

学情報は 1981 年)～2020 年）、UMIN-CTR（～2020 年） 

発表状態 公開 

 

（３）情報源（PRISMA 声明項目 7） 

外国語文献 PubMed 

英語文献 The Cochrane Library 

日本語文献 医中誌 Web、JDream III、UMIN-CTR 

最終検索日 2020 年 1 月 14 日：PubMed, The Cochrane Library、医中誌

Web、JDream III、UMIN-CTR 

 

（４）検索（PRISMA 声明項目 8）：別紙様式（V）-5 参照 

リサーチクエスチョンに従い、各データベースにおける検索式および検索数

について、別紙様式（V）-5 に示した。 



別紙様式（Ⅴ）-４【添付ファイル用】 

 

 

（５）研究の選択（PRISMA 声明項目 9） 

データベースの検索は A と B の 2 名により実施し、C が検索結果を適宜確認

して文献のスクリーニングを実施し、研究レビューの対象となる文献を選定し

た。１次スクリーニングでは文献のタイトルと要約を用いて採否を判断した。2

次スクリーニングでは文献を入手し、本文を精査して採用文献と除外文献に分

別した。採用文献は、別紙様式（Ⅴ）-7 に、除外文献は除外理由を付して別紙様

式（Ⅴ）-8 に記載した。また、未報告研究は別紙様式（Ⅴ）-9 に記載した。 

 

（６）データの収集プロセス（PRISMA 声明項目 10） 

 採用された文献より、レビューワー2 名が別紙様式（Ⅴ）-7 および（Ⅴ）-11a

に基づいて、データを収集した。 

 

（７）データ項目（PRISMA 声明項目 11） 

評価対象文献について、文献番号、著者名、掲載雑誌、タイトル、研究デザイ

ン、PICO、セッティング、対象者特性、介入、対照、解析方法、アウトカム(主

要、副次)、害、査読の有無を記載した（別紙様式（V）-7 参照）。文献における

「腸内環境（腸内フローラ）の改善」に関わる効果指標に対する結果は、別紙様

式（Ⅴ）-11a に記載した。 

 

（８）個々の研究のバイアスリスク（PRISMA 声明項目 12） 

二次スクリーニングで採用した文献に記載されている腸内環境（腸内フロー

ラ）の改善に関する評価項目（アウトカム）について、それぞれバイアスリスク

を評価した。本研究レビューでは、個別の文献のバイアスリスク、非直接性につ

いて高’’、’’中／疑’’、’’低’’の 3 段階で評価を行った。バイアスリスクの評価項

目は、選択バイアス（ランダム化が行われているか、割付の隠蔵が行われている

か）、盲検性バイアス（参加者の属性が記述されているか、アウトカム評価者に

ついて記述されているか）、症例減少バイアス（ITT 解析、FAS 解析、PPS 解析

が行われているか、不完全なアウトカムが含まれていないか）、選択的なアウト

カムの報告がなされていないか、その他のバイアスについて評価した。非直接

性については、対象、介入、対照、アウトカムについて評価した。バイアスリス

クと非直接性について個別の項目の評価の他に、まとめとして項目全体につい

ても同様に 3 段階で評価した（別紙様式（V）-11a 参照）。 

 

（９）要約尺度（PRISMA 声明項目 13） 

効果指標である腸内環境（腸内フローラ）の改善に関する評価指標である「腸

内菌叢の変動」は連続変数で示されていた。よって、各群内の摂取前後の平均

値・p 値、摂取後の介入群と対照群間の p 値を評価した（別紙様式（V）-11a 参

照）。 

 

（１０）結果の統合（PRISMA 声明項目 14） 

定性的研究レビューのため、各結果は未統合とした（別紙様式（V）-13a 参照）。 

 

（１１）全研究のバイアスリスク（PRISMA 声明項目 15） 
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バイアスリスク、非直接性、不精確、非一貫性、その他のバイアスについて、

個々の研究のバイアスリスクを反映し評価した（別紙様式（V）-13a 参照）。 

 

（１２）追加的解析（PRISMA 声明項目 16） 

本研究レビューでは、追加的な解析は実施しなかった。 

 

結果： 

（１） 研究の選択（PRISMA 声明項目 17）：別紙様式（V）-5、（V）-6、（V）-

8、（Ⅴ）-9 および（V）-10 参照 

一次スクリーニングでは PubMed、The Cochrane Library、医中誌 Web、JDream 

III、UMIN-CTR を対象として、検索式により 27 報の文献を抽出した。二次スク

リーニングでは、3 報の文献を入手して精査した結果、PICO に合致しない文献

1 報を除外し、アウトカム「腸内環境（腸内フローラ）の改善」に合致する文献

を 2 報採用した。以下に採用文献を記す。 

 [1] M. Hatanaka et al. Effect of Bacillus subtilis C-3102 on loose stools in healthy 

volunteers. Benef Microbes, 2018; 9: 357-365. 

 [2] M. Hatanaka et al. Effects of Tablets Containing Bacillus subtilis C-3102 Spores 

on Intestinal Microbiota in Healthy Volunteers with Constipation. Jpn Pharmacol 

Ther, 2019; 47: 1823-1831. 

 

（２）研究の特性（PRISMA 声明項目 18）：別紙様式（V）-7 参照 

採用した文献は、日本人を対象とした査読付きの RCT 文献 2 報であった。 

［採用文献 1］Hatanaka ら 

 被験者は 20 歳以上 79 歳以下の健常な男女で、ブリストルスケール※が 5 以上

の軟便気味の方を対象とした試験であった。被験者には枯草菌 C-3102 株を一日

摂取量あたり 22 億個含む錠剤又はプラセボ錠剤を 8 週間摂取させた。88 名が

試験に参加し、6 名が辞退したため 82 名が試験完了した。解析除外対象者は 0

名であり、82 名で解析を実施した。 

 

※ブリストルスケール 

便性状を評価する指標で、1: コロコロ便、2: 硬い便、3: やや硬い便、4: 普通

便（バナナ状）、5: やや柔らかい便、6: 泥状便、7: 水様便、の 7 段階で評価す

る。国際的な評価法であり、学術的なコンセンサスが得られた評価指標である。 

 

［採用文献 2］Hatanaka ら 

 被験者は 20 歳以上 64 歳以下の健常な男女で、排便回数が週 2-4 回の便秘気

味の方を対象とした試験であった。被験者には枯草菌 C-3102 株を一日摂取量あ

たり 24 億個含む錠剤又はプラセボ錠剤を 2 週間摂取させた。151 名が試験に参

加し、5 名が辞退したため 146 名が試験完了した。解析除外対象者は 6 名であ

り、140 名で解析を実施した。 

 

（３）研究内のバイアスリスク（PRISMA 声明項目 19）：別紙様式（V）-11a 参

照 

バイアスリスクおよび非直接性の評価結果を別紙様式（V）-11a に記載した。

本研究レビューにおいては、RCT 対象とした。採用文献 2 報のバイアスリスク
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は、「低」は 0 報、「中」は 2 報、「高」は、0 報と判断した。 

 

（４）個別の研究の結果（PRISMA 声明項目 20）：別紙様式（V）-7、（V）-11a

および（V）-14 参照 

 各採用文献の結果概要を以下に記載する。 

［採用文献 1］Hatanaka ら 

20 歳以上 79 歳以下の軟便気味の健常な男女 82 名に、枯草菌 C-3102 株を一

日摂取量あたり 22億個含む錠剤またはプラセボ錠剤を 8週間摂取させる無作為

化二重盲検プラセボ対照並行群間試験を実施した。その結果、糞便中の菌叢解

析において、プラセボ群と比較して、軟便症状と相関が得られた菌属である

Lachnospira 属の占有率が有意に増加した。Lachnospira 属は軟便症状と負の相関

を示していたことから、これらの変動は、軟便症状を改善させる変動であった。 

  

［採用文献 2］Hatanaka ら 

20 歳以上 64 歳以下の便秘気味の健常な男女 140 名に、枯草菌 C-3102 株を一

日摂取量あたり 24億個含む錠剤またはプラセボ錠剤を 2週間摂取させる無作為

化二重盲検プラセボ対照並行群間試験を実施した。その結果、糞便中の菌叢解

析において、プラセボ群と比較して、Bifidobacterium 属の占有率が有意に高かっ

た。 

 

（５）結果の統合（PRISMA 声明項目 21）：別紙様式（V）-13a 参照 

定性的研究レビューのため、各結果は統合しなかった。 

 

（６）全研究のバイアスリスク（PRISMA 声明項目 22）：別紙様式（V）-13a 参

照 

本研究レビューにおける採用文献において、2 報でバイアスリスクは、「腸内

環境（腸内フローラ）の改善」ではすべての研究がバイアスリスク中程度であ

り、エビデンスの強さとしては、中程度と判断した。 

 

 

（７）追加的解析（PRISMA 声明項目 23） 

本研究レビューでは、追加的な解析は実施しなかった。 

 

 

考察： 

エビデンスの要約（PRISMA 声明項目 24） 

（１）研究レビューの結果 

 適格基準に合致する 2 件の文献を採用した。採用文献 2 件は、いずれも無作

為化二重盲検プラセボ対照並行群間試験であり、健常な日本人成人を対象とし

た査読付き文献であった。 

 軟便気味の健常な成人に枯草菌 C-3102 株を 8 週間摂取させた結果、糞便中の

菌叢解析において、プラセボ群と比較して、軟便症状と負の相関が得られた菌

属である Lachnospira 属の占有率が有意に増加した。また、これらの変動は、軟

便症状を改善させる変動であり、Lachnospira 属の占有率の増加は、軟便気味の
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方の腸内環境（腸内フローラ）を改善させると考えられた。 

また、便秘気味の健常な成人に枯草菌 C-3102 株を 2 週間摂取させた結果、糞

便中の菌叢解析において、プラセボ群と比較して、Bifidobacterium 属の占有率が

有意に高かった。Bifidobacterium 属は、有機酸を産生することで腸の蠕動を活発

にすることが知られていることから、Bifidobacterium 属の占有率が高いことは、

便秘気味の方の腸内環境（腸内フローラ）を改善させると考えられた。以上の結

果より、枯草菌 C-3102 株の摂取は、腸内環境（腸内フローラ）を改善させる機

能性について、十分な根拠があると考えられた。 

 

（２）食品の性状 

採用した文献で使用されている試験食品は、1 報では枯草菌 C-3102 株を一日

摂取量あたり 22 億個含む錠剤であり、もう 1 報では枯草菌 C-3102 株を一日摂

取量あたり 24 億個含む錠剤であった。試験食品に含まれている枯草菌 C-3102

株と当該製品の機能性関与成分は同一であり、当該製品は、枯草菌 C-3102 株を

含有する発酵大豆粉末を配合した錠剤であり、採用論文に用いられている枯草

菌 C-3102 株を含有する発酵大豆粉末と同原料を用いて製造している。当該製品

も試験食品も同じ剤形（錠剤）であり、消化吸収に差は無いと考えられる。また、

当該製品において、製造時および品質安定性の試験にて、添加した食品や食品

添加物が機能性関与成分の品質に影響しないことを確認しており、機能性関与

成分自体の作用に影響は無いと考えられる。試験食品と当該製品とで機能性関

与成分以外の成分に違いはあるが、一日摂取目安量あたり 34 億個の枯草菌 C-

3102 株が当該製品において担保されており、当該製品の機能性に影響は無いと

考えられる。したがって、本研究レビューの結果は当該製品へ適用可能と考え

られる。 

 

（３）対象者 

 採用した文献 2 報のうち、1 報は軟便気味の方を対象とし、もう 1 報は便秘気

味の方を対象としているため、対象者は「おなかの調子が気になる方」とした。

いずれも健常な日本人成人男女を対象としたものであり、日本人への外挿性に

ついては問題ない。また、未成年者、妊産婦、授乳婦は対象としていない。 

 

（４）研究レビューにおけるアウトカム指標と表示しようとする機能性の関連

性 

 本研究レビューのアウトカム「腸内環境（腸内フローラ）の改善」の効果指標

として、「腸内菌叢の変動」を評価した。軟便気味の方を対象とした試験では、軟

便症状と負の相関関係の得られた菌属である Lachnospira 属は増加していた。

Lachnospira 属は腸内で短鎖脂肪酸の酪酸を産生する「酪酸産生菌」であることが

報告されている 9), 10), 11)。また、Lachnospira 属は健常人よりも下痢型の過敏性腸

症候群の方で占有率が低いことが知られている酪酸産生菌である 12), 13)。酪酸は

一時的な下痢症状を予防することが報告されている 14)。すなわち、腸内で酪酸を

産生する Lachnospira 属が増加し、軟便症状の改善につながると考えられた。こ

のことから、酪酸産生菌である Lachnospira 属は、軟便者の菌叢において善玉菌

であると考えられる。 

また、便秘気味の方を対象とした試験では、有機酸を産生することで腸の蠕動
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を活発にし、便秘症状を改善する Bifidobacterium 属の占有率が高かった。

Bifidobacterium 属は有機酸を産生することで腸の蠕動を活発にすることが知られ

ており、一般的にもビフィズス菌は善玉菌と認識されている。 

さらに、本レビューで有意な変動が報告された Lachnospira 属と Bifidobacterium

属は、年代を問わず、ヒト腸内に存在することが報告されている 4), 10), 15), 16)。ま

た、本レビューで採用した論文で報告されたヒト試験において、Lachnospira 属と

Bifidobacterium 属は、試験参加者の腸内で 100%検出されている。このことから、

ほとんどの日本人の腸内に存在すると考えられる。 

以上のことから、表示しようとする機能性「本品には枯草菌（バチルス・サブ

チルス）C-3102 株が含まれます。枯草菌 C-3102 株には、腸内にもともといる善

玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を

整えることが報告されています。おなかの調子が気になる方に適した食品です。」

に対し、十分な根拠を有すると考えられた。 

 

9) M. Vital et al.Recealing the Bacterial Butyrate Synthesis Pathways by Analyzing 

(Meta)genomic Data. mBio 2014; 5: e00889-14. 

10) S.M. Vanegas et al. Substituting whple grains for refined grains in a 6-wk randomized 

trial has a modest effect on gut microbiota and immune and inflammatory markers of 

healthy adults. Am J Clin Nutr 2017; 105: 635-50. 

11) J.M.Allen et al. Exercise Alters Gut Microbiota Composition and Function in Lean and 

Obese Humans. Med Sci Sports Exerc. 2018; 50:747-757. 

12) J.S.Labus et al. Evidence for an association of gut microbial Clostridia 
with brain functional connectivity and gastrointestinal sensorimotor function 

in patients with irritable bowel syndrome, based on tripartite network analysis. 

Microbiome 2019; 7: 45. 

13) Z.Wang et al. Characteristic dysbiosis of gut microbiota of Chinese patients with 

diarrhea-predominant irritable bowel syndrome by an insight into the pan-microbiome. 

Chin Med J.  2019; 132: 889-904. 

14) L. Krokowicz et al. Sodium butyrate and short chain fatty acids in prevention of 

travellers' diarrhoea: a randomized prospective study. Travel Med Infect Dis. 2014; 12: 

183-188. 

15) S. Nishijima et al. The gut microbiome of healthy Japanse and its microbial and 

functional uniqueness. DNA res. 2016; 23: 125-133. 

16) M. Vacca et al. The Controversial Role of Human Gut Lachnospiraceae. 

Microorganisms. 2020; 8: 573. 

 

（５）限界（PRISMA 声明項目 25） 

研究の限界としては、対象者が軟便気味の方と便秘気味の方それぞれで採用

文献が 1 報ずつであり、出版バイアスの可能性が否定できない。 

 

結論（PRISMA 声明項目 26）： 

本研究レビューでは､リサーチクエスチョンを「おなかの調子が気になる健常

な成人に、枯草菌 C-3102 株を含む食品を経口摂取させると、枯草菌 C-3102 株

を含まないプラセボ食品を経口摂取させた場合と比べて、腸内環境（腸内フロ

ーラ）を改善させるか」として、日本語文献及び海外文献の検索を行い、枯草菌

C-3102 株の摂取による腸内環境（腸内フローラ）改善効果について研究レビュ
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ーを実施した。その結果､採用された文献 2 報で腸内環境（腸内フローラ）の改

善に対して肯定的な結果が示されていた。また、枯草菌 C-3102 株 24 億個/日以

上を 2 週間以上摂取することで、本機能性を発揮することが示された。 

これらの結果から、枯草菌 C-3102 株の継続摂取は、本研究レビューで設定し

たリサーチクエスチョンを満たすと考えられ、腸内環境（腸内フローラ）改善の

機能性を有すると考えられる。しかしながら、研究の限界として採用文献数が 2

報であるため、今後さらなる研究結果が発表され、エビデンスの拡充が望まれ

る。 

 

 

スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項（PRISMA 声

明項目 27）： 

研究レビューは、届出者が第三者機関に委託し実施し、作成の対価として委託

料を支払っている。それ以外の個人的及び組織的利益相反はない。 

 

各レビューワーの役割 

A：博士（獣医学）論文の検索・判定、論文の質評価、エビデンスの質の評価 

B：博士（学術）論文の検索・判定、論文の質評価、エビデンスの質の評価 

C：博士（農学）プロトコールの作成、A と B の仲裁（論文の抽出・判定の不

一致時）、論文の質およびエビデンスの質の総括、原稿の執筆およびまと

め作業 

 

PRISMA 声明チェックリスト（2009 年）の準拠 

☑おおむね準拠している。 
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商品名： カルピス健康通販　骨こつケア

データベース名：PubMed

＃ 検索式 文献数

#1
("bacillus subtilis"[MeSH Terms] OR ("bacillus"[All Fields] AND "subtilis"[All Fields]) OR "bacillus
subtilis"[All Fields]) AND C-3102[All Fields]

11

#2 "defaecation"[All Fields] OR "defecation"[MeSH Terms] OR "defecation"[All Fields] 12,593

#3 "defaecation"[All Fields] OR "defecation"[MeSH Terms] OR "defecation"[All Fields] 12,593

#4 (#1) and (#2 or #3) 3

データベース名：医中誌Web

＃ 検索式 文献数

#1 (Bacillus/TH or Bacillus/AL) and subtilis/AL and C-3102/AL 16

#2 (消化管微生物叢/TH or 腸内細菌/AL) 19,184

#3 (排便/TH or 排便/AL) 15,123

#4 (#1) and (#2 or #3) 10

データベース名：JDreamIII

＃ 検索式 文献数

#1 Bacillus subtilis C-3102 29

#2 腸内細菌 288,275

#3 排便 22,325

#4 (#1) and (#2 or #3) 13

データベース名：The Cochrane Library

＃ 検索式 文献数

#1 Bacillus subtilis C-3102 3

#2 Intestinal microbiota 1,298

#3 Defecation 3,701

#4 (#1) and (#2 or #3) 1

データベース名：UMIN-CTR

＃ 検索式 文献数

#1 Bacillus subtilis C-3102 0

#2 腸内細菌 169

#3 排便 25

#4 (#1) and (#2 or #3) 0

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

データベース検索結果

タイトル：最終製品「カルピス健康通販　骨こつケア」に含有する機能性関与成分枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株の腸
内環境（腸内フローラ）改善作用に関する定性的研究レビュー

リサーチクエスチョン：おなかの調子が気になる健常な成人に、枯草菌C-3102株を含む食品を経口摂取させると、枯草菌C-
3102株を含まないプラセボ食品を経口摂取させた場合と比べて、腸内環境(腸内フローラ）を改善させるか

日付：2020年1月14日

検索者：レビューワーA、B
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商品名： カルピス健康通販　骨こつケア

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

本文を入手し、適格基準に合致しているかを
精査した文献（n=3）

本文を精査した結果、
除外すべき理由があり

除外した文献（n=1）

データの統合に用いた文献数（n=2）

メタアナリシスを行った文献数（n=0）

文献検索フローチャート

データベース検索により
特定された文献（n=27)

他の情報源から特定された文献（n=0）

１次スクリーニングの対象文献 除外文献

（n  =27） （n  =24）

PubMed（n= 3）
医中誌Web（n= 10）
JDreamIII（n=13）

The Cochrane Library（n=1）
UMIN-CTR（n=0）
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商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

No. 著者名（海外の機
関に属する者につ
いては、当該機関
が存在する国名も
記載する。）

掲載雑誌 タイトル 研究デザイン PICO又はPECO セッティング（研究
が実施された場所
等。海外で行われ
た研究について
は、当該国名も記
載する。）

対象者特性 介入（食品や機能
性関与成分の種
類、摂取量、介入
（摂取）期間等）

対照（プラセボ、何
もしない等）

解析方法（ITT、
FAS、PPS等）

主要アウトカム 副次アウトカム 害 査読の有無

1

M. Hatanaka, K.
Yamamoto, N.
Suzuki, S. Iio, T.
Takara, H. Morita,
T. Takimoto, T.
Nakamura

Beneficial
Microbes, 2018;
9(3): 357-365.

Effect of Bacillus
subtilis C-3102
on loose stools in
healthy
volunteers

RCT

P：軟便気味の健
常な方に
I：枯草菌C-3102
株を含む食品を
経口摂取させると
C：枯草菌C-3102
株を含まないプラ
セボ食品を経口
摂取させた場合と
比べて
O：腸内環境（腸
内フローラ）を改
善させるか

日本、タカラクリ
ニック

軟便気味の健常
な20歳から79歳
の男女88名。脱
落者6名。解析対
象82名。
●プラセボ群42
名（男性25名、女
性17名、年齢41.8
±12.5歳）
●枯草菌C-3102
株群40名（男性24
名、女性16名、年
齢41.6±11.0歳）

枯草菌C-3102株
を一日摂取量あ
たり22億個含む
錠剤を8週間摂取

枯草菌C-3102株
を含まない同形
状で味や外観が
変わらないプラセ
ボ錠剤を8週間摂
取

PPS

ブリストルスケー
ル、糞便水分量、
胃腸症状アン
ケート（GSRS)

腸内菌叢解析、
QOLアンケート
（SF-8)

問題なし 有

2

M. Hatanaka, M.
Kato, Y.
Nakamura, Y.
Honda, M. Iizuka,
Y. Iwama

薬理と治療, 47
（11), 1823-31,
2019.

Effects of Tablets
Containing
Bacillus subtilis
C-3102 Spores
on Intestinal
Microbiota in
Healthy
Volunteers with
Constipation

RCT

P：便秘気味の健
常な方に
I：枯草菌C-3102
株を含む食品を
経口摂取させると
C：枯草菌C-3102
株を含まないプラ
セボ食品を経口
摂取させた場合と
比べて
O：腸内環境（腸
内フローラ）を改
善させるか

日本、日本橋循
環器クリニック

便秘気味(2-4回/
週）の健常な20歳
から64歳の男女
151名。脱落者11
名。解析対象140
名。
●プラセボ群74
名（男性23名、女
性51名、年齢41
±11歳）
●枯草菌C-3102
株群66名（男性20
名、女性46名、年
齢43±12歳）

枯草菌C-3102株
を一日摂取量あ
たり24億個含む
錠剤を2週間摂取

枯草菌C-3102株
を含まない同形
状で味や外観が
変わらないプラセ
ボ錠剤を2週間摂
取

PPS

排便回数、排便
量、腸内細菌叢

※主要アウトカム
と副次アウトカム
の記載はなかっ
た。

排便アンケート 問題なし 有

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

採用文献リスト

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。



別紙様式（Ⅴ）-８　【様式例　添付ファイル用】

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

1
鈴木 宏美, 渡部 恂子, 竹内 治
男, 只野 幸恵, 増田 静男, 丸田
喜義

腸内細菌学雑誌
(1343-0882)18巻2号
Page93-99

Bacillus subtilis C-3102株大豆培養物のヒト腸内環
境改善効果

プラセボ対照試
験でないため、
PICOに合致しな
い。

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

除外文献リスト



別紙様式（Ⅴ）-９　【様式例　添付ファイル用】

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

No. 研究実施者 臨床研究登録デー
タベース名

タイトル 状態（研究実施中
等）

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

未報告研究リスト

該当なし



別紙様式（Ⅴ）-10　【様式例　添付ファイル用】

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等

1
J. Qin et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomics　Sequencing.
Nature. 2010; 464: 59–65.

2
J.L. Sonnenburg, and F. Bäckhed. Diet–microbiota interactions as moderators of human
metabolism. Nature. 2016; 535: 56–64.

3
L.C. Bridgewater et al. Gender-based differences in host behavior and gut microbiota
composition in response to high fat diet and stress in a mouse model. Sci. Rep.2017; 7: 1–12.

4
T. Odamaki et al. Age-related changes in gut microbiota composition from newborn to
centenarian: A cross-sectional study. BMC Microbiol. 2016; 16: 1–12.

5
D. Vandeputte et al. Stool consistency is strongly associated with gut microbiota richness and
composition, enterotypes and bacterial growth rates. Gut. 2016; 65: 57-62.

6
J.R. Kelly et al. Cross talk: The microbiota and neurodevelopmental disorders. Front. Neurosci.
2017; 11: 1–31.

7
L. Miele et al. Impact of Gut Microbiota on Obesity, Diabetes, and Cardiovascular Disease Risk.
Curr Cardiol Rep.2015; 17:120

8
M. Hatanaka et al. Influence of Bacillus subtilis C-3102 on microbiota in a dynamic in vitro
model of the gastrointestinal tract simulating human condition. Benef Microbes. 2012; 3: 229-
236.

9
M. Vital et al.Recealing the Bacterial Butyarate Synthesis Pathways by Analyzing
(Meta)genomic Data. mBio 2014; 5: e00889-14.

10
S.M. Vanegas et al. Substituting whple grains for refined grains in a 6-wk randomized trial has a
modest effect on gut microbiota and immune and inflammatory markers of healthy adults. Am J
Clin Nutr 2017; 105: 635-50.

11
J.M.Allen et al. Exercise Alters Gut Microbiota Composition and Function in Lean and Obese
Humans. Med Sci Sports Exerc. 2018; 50:747-757.

12
J.S.Labus et al. Evidence　for　an　association　of　gut　microbial　Clostridia　with　brain
functional　connectivity　and　gastrointestinal sensorimotor function in patients with irritable
bowel syndrome, based on tripartite network analysis. Microbiome 2019; 7: 45.

13
Z.Wang et al. Characteristic dysbiosis of gut microbiota of Chinese patients with diarrhea-
predominant irritable bowel syndrome by an insight into the pan-microbiome. Chin Med J.
2019; 132: 889-904.

14
L. Krokowicz et al. Sodium butyrate and short chain fatty acids in prevention of travellers'
diarrhoea: a randomized prospective study. Travel Med Infect Dis. 2014; 12: 183-188.

15
S. Nishijima et al. The gut microbiome of healthy Japanse and its microbial and functional
uniqueness. DNA res. 2016; 23: 125-133.

16
M. Vacca et al. The Controversial Role of Human Gut Lachnospiraceae. Microorganisms. 2020;
8: 573.

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

参考文献リスト



別紙様式（Ⅴ）-11a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

＊各項目の評価は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階

まとめは“高（−2）”，“中（−1）”，“低（0）”の3 段階でエビデンス総体に反映させる。

検索者：レビューワーA、B

各アウトカムごとに別紙にまとめる。

②盲検性バ
イアス

③盲検性
バイアス

研究
コード

研究
デザイン

ランダム
化

割り付けの
隠蔵

参加者
アウトカム

評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

不完全
アウトカ
ムデータ

対象 介入 対照
アウトカ

ム
まとめ 効果指標

対照群
（前値）

（平均値±標
準偏差）

対照群
（後値）

（平均値±標
準偏差）

対照群
平均差

（平均値±
標準偏差）

p値

介入群
（前値）

（平均値±標
準偏差）

介入群
（後値）

（平均値±標
準偏差）

介入群
平均差

（平均値±
標準偏差）

p値

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

1. M.
Hatanaka
ら（2018）

RCT 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Lachinospiraceae 科
Lachinospira 属 の
占有率　(%)

p<0.05
軟便症状と
負の相関あ
り。

2. M.
Hatanaka
ら（2019）

RCT 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Bifidobacterium 属 の
占有率　(%)

11±8 9±10 - p<0.01 13±9 12±9 - 有意差なし - p<0.05

コメント（該当するセルに記入）

1 PPS 中（-1）

2 PPS 中（-1）

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

⑤選択的
アウトカム

報告

⑥その他の
バイアス

まとめ

数値の記載はなし。
該当論文中Figure 3.に記載

対照 枯草菌C-3102株を含まないプラセボ食品の経口摂取

非直接性* 各群の前後の値

アウトカム 腸内菌叢の変動

個別研究
バイアスリスク*

①選択バイアス
④症例減少

バイアス

各論文の質評価シート（臨床試験（ヒト試験））

対象 お腹の調子が気になる健常な成人

介入 枯草菌C-3102株を含む食品の経口摂取



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

エビデンスの強さはRCT は“強（A）”からスタート，観察研究は弱（C）からスタート

＊各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階

＊＊エビデンスの強さは“強（A）”，“中（B）”，“弱（C）”，“非常に弱（D）”の4 段階

エビデンス総体

アウトカム
研究デザ
イン/研
究数

バイアス

リスク*

非直接性
* 不精確* 非一貫性

*

その他
（出版バ
イアスな

ど*）

上昇要因

（観察研究*）
効果指標

対照群
（前値）

対照群
（後値）

対照群
平均差

介入群
（前値）

介入群
（後値）

介入群
平均差

介入群
vs

対照群

平均差

コメント

腸内環境（腸内フ
ローラ）の改善

RCT/2 -1 0 0 0 -1 NA
エビデンスの強さ
中（B）

コメント（該当するセルに記入）

腸内環境（腸内フ
ローラ）の改善

RCT/2

研究で中
程度バイ
アスリス
ク有

出版バイ
アスの可
能性あり

論文2報のバイア
スリスクが中程度
のため、全体のエ
ビデンスの強さも
中（B)とした。

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

定性的レビューのため統合せず

定性的レビューのため統合せず

エビデンス総体の質評価シート

対照 枯草菌C-3102株を含まないプラセボ食品の経口摂取

対象 お腹の調子が気になる健常な成人

介入 枯草菌C-3102株を含む食品の経口摂取

各群の前後の値



別紙様式（Ⅴ）-14　【様式例　添付ファイル用】

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

P

I（E）

C

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

非一貫性その他
のまとめ

非直接性の
まとめ 採用論文において、すべての研究で非直接性は低であり、結果を一般化できると判断

し全体としては、低と判断した。

肯定的結果を得られている研究が存在するため低と判断した。

コメント

０

バイアスリスクの
まとめ

サマリーシート（定性的研究レビュー）

リサーチ
クエスチョン

おなかの調子が気になる健常な成人に、枯草菌C-3102株を含む食品を経口摂取さ
せると、枯草菌C-3102株を含まないプラセボ食品を経口摂取させた場合と比べて、腸
内環境（腸内フローラ）を改善させるか

おなかの調子が気になる健常な成人

枯草菌C-3102株を含む食品の経口摂取

枯草菌C-3102株を含まないプラセボ食品の経口摂取

腸内環境（腸内フローラ）の改善

採用論文において、すべての研究がバイアスリスク中程度であり、全体としては、中
程度と判断した。



別紙様式（Ⅴ）-16　【様式例　添付ファイル用】

商品名：カルピス健康通販　骨こつケア

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

４）研究レビューにおけるアウトカム指標と表示しようとする機能性の関連性
　本研究レビューのアウトカム「腸内環境（腸内フローラ）の改善」の効果指標として、「腸内菌叢
の変動」を評価した。軟便気味の方を対象とした試験では、軟便症状と負の相関関係の得られた
菌属であるLachnospira 属は増加していた。Lachnospira 属は腸内で短鎖脂肪酸の酪酸を産生す
る「酪酸産生菌」であることが報告されている。また、Lachnospira 属は健常人よりも下痢型の過
敏性腸症候群の方で占有率が低いことが知られている酪酸産生菌である。酪酸は一時的な下
痢症状を予防することが報告されている。すなわち、腸内で酪酸を産生するLachnospira 属が増
加し、軟便症状の改善につながると考えられた。このことから、酪酸産生菌であるLachnospira 属
は、軟便者の菌叢において善玉菌であると考えられる。
また、便秘気味の方を対象とした試験では、有機酸を産生することで腸の蠕動を活発にし、便秘
症状を改善するBifidobacterium 属の占有率が高かった。Bifidobacterium 属は有機酸を産生する
ことで腸の蠕動を活発にすることが知られており、一般的にもビフィズス菌は善玉菌と認識されて
いる。
　さらに、本レビューで有意な変動が報告されたLachnospira 属とBifidobacterium 属は、年代を問
わず、ヒト腸内に存在することが報告されている。また、本レビューで採用した論文で報告された
ヒト試験において、Lachnospira 属とBifidobacterium 属は、試験参加者の腸内で100%検出されて
いる。このことから、ほとんどの日本人の腸内に存在すると考えられる。
以上のことから、表示しようとする機能性「本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-
3102株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。骨の健康が気に
なる健常な方に適した食品です。また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株には、腸内にも
ともといる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を整えるこ
とが報告されています。」に対し、十分な根拠を有すると考えられた。

３．研究の限界
　研究の限界としては、対象者が軟便気味の方と便秘気味の方それぞれで採用文献が1報ずつ
であり、出版バイアスの可能性が否定できない。

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート

１．表示しようとする機能性
　本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株が含まれており、加齢とともに低下す
る骨密度を高める働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に適した食品です。また、枯草
菌（バチルス・サブチルス）C-3102株には、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生
菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を整えることが報告されています。

２．研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性
１）食品性状
　採用した文献で使用されている試験食品は、1報では枯草菌C-3102株を一日摂取量あたり22
億個含む錠剤であり、もう1報では枯草菌C-3102株を一日摂取量あたり24億個含む錠剤であっ
た。試験食品に含まれている枯草菌C-3102株と当該製品の機能性関与成分は同一であり、当
該製品は、枯草菌C-3102株を含有する発酵大豆粉末を配合した錠剤であり、採用論文に用いら
れている枯草菌C-3102株を含有する発酵大豆粉末と同原料を用いて製造している。当該製品も
試験食品も同じ剤形（錠剤）であり、消化吸収に差は無いと考えられる。また、当該製品におい
て、製造時および品質安定性の試験にて、添加した食品や食品添加物が機能性関与成分の品
質に影響しないことを確認しており、機能性関与成分自体の作用に影響は無いと考えられる。試
験食品と当該製品とで機能性関与成分以外の成分に違いはあるが、一日摂取目安量あたり34
億個の枯草菌C-3102株が当該製品において担保されており、当該製品の機能性に影響は無い
と考えられる。したがって、本研究レビューの結果は当該製品へ適用可能と考えられる。

２）機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量
　本研究レビュー結果より、採用された文献における機能性関与成分枯草菌C-3102株は24億個
/日以上であった。当該製品では、枯草菌C-3102株を34億個/日を担保しており、本研究レ
ビューの結果を適用できると考えられる。

３）対象者と日本人への外挿性
　採用した文献2報のうち、1報は軟便気味の方を対象とし、もう1報は便秘気味の方を対象として
いるため、対象者は「おなかの調子が気になる方」とした。いずれも健常な日本人成人男女を対
象としたものであり、日本人への外挿性については問題ない。また、未成年者、妊産婦、授乳婦
は対象としていない。



別紙様式（Ⅶ）-１【添付ファイル用】 

作用機序に関する説明資料 

１．製品概要 

商品名 カルピス健康通販 骨こつケア 

機能性関与成分名 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株 

表示しようとする

機能性 

本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102

株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高め

る働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に適し

た食品です。また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-

3102株には、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、

酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）

を整えることが報告されています。 

 

２．作用機序 

１）骨代謝 

通常、骨では古い骨成分が破骨細胞により吸収され（骨吸収）、骨芽細胞が新

しい骨を作り出す（骨形成）ことで、骨リモデリングが行われている。一般的に

骨代謝バランスは血中の骨吸収マーカーおよび骨形成マーカーの変化から推定

することができる。男女ともに加齢に伴い、骨密度が低下することが報告されて

おり、そのメカニズムとして、骨吸収の亢進が示唆されている 1)。 

 

２）枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株の骨密度を高める作用 

健康な閉経後女性を対象にランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試

験の結果、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株（以下、枯草菌 C-3102株）

の 24週間の摂取により、プラセボ群と比較して大腿骨骨密度が有意に増加した

（p <0.05）2)。骨代謝マーカーにおいては、12週目に骨吸収マーカーの尿中 NTx

の変化率がプラセボと比較し有意に低い値を示した（p = 0.015）2)。このこと

から、枯草菌 C-3102 株は骨吸収を抑制することにより骨密度を改善する可能性

が示唆された。これまでに、枯草菌 C-3102 株は整腸効果が多く報告されている

が、本試験での腸内細菌叢の評価においては、枯草菌 C-3102株摂取群はベース

ラインと比較し、12 週目においてビフィズス菌占有率の有意な増加が見られた

（p < 0.05）2)。Parvaneh らは、ビフィズス菌の 1種であるビフィドバクテリウ

ム・ロンガムを骨粗しょう症モデルラットに 16週間摂取させることで、破骨細

胞の活性が抑制され、骨吸収マーカーの血中 CTx および骨密度が対照群と比較

して有意に改善することを報告している 3)。また、Jafarnejad らはビフィズス

菌を含むプロバイオティクスを閉経後女性に 24週間摂取させることにより、骨

吸収マーカーである血中 CTx および炎症性サイトカインである TNF-αがプラセ

ボ群と比較し、有意に改善することを報告している 4)。 
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破骨細胞は、炎症性サイトカインにより活性化されることが報告されており
5)、枯草菌 C-3102 株においても、腸内のビフィズス菌が増加することにより炎

症性サイトカインが減少し、破骨細胞の活性が抑制されることで、骨吸収が抑え

られ、骨密度が上昇した可能性が考えられる。 

 

３）枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株が腸内環境を整える作用 

 枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102 株（以下、枯草菌 C-3102 株）は、ヒ

ト試験において、ビフィズス菌を増やすことが報告されている 2), 6)。枯草菌 C-

3102 株はビフィズス菌の増殖因子を産生することが報告されており、腸内で直

接的にビフィズス菌を増やすことが示唆されている 7)。ビフィズス菌はヒトの腸

内で最も多く存在する有用菌であり、腸内でヒトに有用な有機酸を産生し、腸の

蠕動運動を促進することが知られている 8)。そのため、ビフィズス菌の占有率が

増加することは、「腸内環境を整える」ととらえることができる。 

 また、軟便者を対象としたヒト試験において、酪酸産生菌である Lachnospira

属を増加させることが明らかとなっている 9)。酪酸産生菌は腸内で酪酸を産生

し、腸管のタイトジャンクションの強化や、免疫細胞を活性化することが知られ

ている。Lachnospira 属は腸内で酪酸を産生する酪酸産生菌であることが報告さ

れ 10), 11), 12)、酪酸産生菌の中でも Lachnospira 属は、健常者と比較して免疫の

乱れが関連する炎症性疾患の患者で占有率が低い菌属であることが知られてい

る 13)。また、酪酸は一時的な下痢症状を予防することが報告されている 14)。 

軟便気味の健常な成人に枯草菌 C-3102株を 8週間摂取させた結果、糞便中の菌

叢解析において、プラセボ群と比較して、軟便症状と相関が得られた菌属である

Lachnospira属の占有率が有意に増加した 9)。これらのことから、酪酸産生菌で

ある Lachnospira属の占有率の増加は、軟便気味の方の「腸内環境を整える」と

とらえることができる。 

さらに、本研究レビューで有意な変動が報告された Lachnospira 属と

Bifidobacterium属は、年代を問わず、ヒト腸内に存在することが報告されてい

る 11), 15), 16), 17)。また、本研究レビューで採用した論文で報告されたヒト試験に

おいて、Lachnospira 属と Bifidobacterium 属は、試験参加者の腸内で 100%検

出されている。このことから、ほとんどの日本人の腸内に存在すると考えられる。 

 以上のことから、枯草菌 C-3102 株はヒト腸内にもともと持っている善玉菌を

増やすことにより、腸内環境を整えると考えられた。 
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