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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 メンタルサポート ココカラケア 

機能性関与成分名 CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305） 

表示しようとする

機能性 

本品には、CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）が含ま

れており、健康な方の日常生活における不安感、気分の

落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの

深さ）を高め、腸内環境を改善する機能があります。 

 

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。 

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）
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-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

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。 
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☐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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特定保健用食品とは異なる臨床試験（ヒト試験）方法とした合理的理由に 

関する説明資料 

 

１. 製品概要 

商品名 メンタルサポート ココカラケア 

機能性関与成分名 CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305） 

表示しようとする

機能性 

 

本品には、CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）が含

まれており、健康な方の日常生活における不安感、気分

の落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠り

の深さ）を高め、腸内環境を改善する機能があります。 

 

２. 特定保健用食品とは異なる臨床試験（ヒト試験）方法（科学的合理性が担保

されたものに限る。）とした合理的理由 

 

 特定保健用食品の保健の用途には、当該製品で表示しようとする機能性が含

まれていない。そのため、「特定保健用食品の届出等に関するガイドライン」に

記載されている「特定保健用食品の表示許可等について」の別添 2「特定保健用

食品申請に関わる申請書作成上の留意事項」に示された特定保健用食品の試験

方法に準拠することはできなかった。 

 しかし、下記の理由により、当該製品の臨床試験方法には科学的合理性が担保

されていると判断している。 

 

１）臨床試験方法に関して 

 本届出食品の評価に用いた臨床試験（以下、本試験）では、健常な医学部

生を対象に、学術試験に伴うストレスを以下の指標を用いて評価した。 

・ 調査票（STAI、GHQ-28、HADS、VAS）による主観的評価 

・ 唾液中のコルチゾールおよびクロモグラニン Aの量 

・ 睡眠の質（ピッツバーグ睡眠質問票（PSQI）、脳波） 

・ 腸内環境（便性状（ブリストルスケール）、腸内細菌叢、糞便短鎖脂肪酸

量） 

健常な学生は、学術試験というイベントを前にストレス指標が一時的に

増加し、試験終了後には元に戻ることから、学術試験ストレスは日常的に起

こりうる一時的な精神的ストレスと判断できる。本試験に類似した学術試

験をストレスとして与える臨床試験は、これまでにも複数報告されており 1), 

2)、日常生活で起こりうる一時的な精神的ストレスに対する食品の評価法と

して広く用いられている。本試験でも学術試験前にストレス指標の増加が
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確認されていることから、日常生活で起こりうる一時的な精神的ストレス

のモデルであることが確認された。 

 

２）届出食品の摂取期間に関して 

特定保健用食品申請時の臨床試験方法において、「摂取期間は、一般的に

は 12 週間程度以上を設定することが必要と考えられる」との記載がある。

本試験では 24 週間の摂取で評価を行っていることから、当該製品の機能性

を十分に評価可能である。 

 

1) Marcos A et al., The effect of milk fermented by yogurt cultures 

plus Lactobacillus casei DN-114001 on the immune response of 

subjects under academic examination stress. European Journal of 

Nutrition, 43(6) 381-389 (2004) 

2) Al-Ayadhi LY et al., Neurohormonal changes in medical students 

during academic stress. Ann Saudi Med. 25(1) 36-40 (2005) 
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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 メンタルサポート ココカラケア 

機能性関与成分名 CP2305ガセリ菌（L. gasseri  CP2305） 

表示しようとする機

能性 

本品には、CP2305ガセリ菌（L. gasseri  CP2305）が含まれて

おり、健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込

み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、

腸内環境を改善する機能があります。 

 

２．補足説明 

【UMIN登録について】 

 本試験は UMIN試験登録を行っている。（UMIN000027303） 

 

【本試験での対象者】 

 本試験の対象者は、医学部に通う健常な日本人の大学生である。被験者は、被験者

募集時から 3 か月以内で薬を服用していない者かつ試験期間中に薬を服用しない者

を対象とした。被験者は医師国家試験を控えており、医師国家試験前に試験食摂取を

開始し、摂取後（医師国家試験前）に主観的指標や客観的指標を測定した。 

 また、被験者は 20～30 代の学生であるが、本試験結果は広く日本人に適用できると

考えられる。 

 

【評価指標について】 

＜ストレス＞ 

 主観的なストレスの評価では、Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI)1)、28-

item General Health Questionnaire (GHQ-28)2)、Hospital Anxiety and Deppression 

Scale (HADS)3)を用いた。さらに、Visual Analog Scale（VAS）アンケートを用いてストレス

症状（イライラ感、腹部不快感、疲労感、睡眠障害）を評価した。客観的なストレスの評

価では、唾液中のコルチゾール、クロモグラニン A の量を指標として用いた。STAI、

GHQ-28 は、日本人における主観的反応（精神心理的、身体的症状）測定に広く使わ

れている指標である 4)。HADS は、様々な身体症状の影響を受けることなく、不安や抑う

つを評価することができる自己記入式の尺度であり、心理的評価のひとつとして広く利

用されている 5)。また、VAS は健常者の主観的なストレスの程度を評価する臨床試験で

は良く用いられ、学術的にもコンセンサスが得られている 6), 7)。 

＜睡眠＞ 

 睡眠の評価では、ピッツバーグ睡眠質問票（PSQI）8)を主観的な睡眠の質の指標とし

て用いた。PSQI は、睡眠とその質を評価するために開発された自己式質問紙であり、

臨床睡眠検査マニュアル（日本睡眠学会編）9)にも取り上げられ、睡眠の質の評価に広

く使用されている質問票である。客観的な眠りの指標としては脳波を用いた。脳波の測

定には、日本で医療機器として認められており、睡眠研究に広く用いられているスリー
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プウェル社の SLEEP SCOPE10)を用いた。本脳波計は医薬品や食品を始め基礎的な研

究にも活用され、睡眠状態の客観的な評価に用いられており、日本人においてもデー

タが蓄積され、学術的なコンセンサスが得られている 11), 12), 13)。 

＜腸内環境＞ 

 ストレスによる腸内環境の変化の指標として、便性状（ブリストルスケール）14）、腸内細

菌叢、糞便短鎖脂肪酸量を用いた。 

 

【表示しようとする機能性の妥当性について】 

  厚生労働省が推進している「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康

日本 21（第二次））」において、「社会生活を営むために必要な機能を維持するために、

身体の健康と共に重要なものが、こころの健康である。」としている。 

 

「健康日本 21（第二次）」の中で、 

 国民が自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢期まで、それぞ

れのライフステージにおいて、心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組

む。 

 働く世代のメンタルヘルス対策等により、ライフステージに応じた「こころの健康づく

り」に取り組む。 

 国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子供の健やかな健康増進に向けた取組、

介護予防、支援などの取組を進める。 

とあり、①自殺者の減少、②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている

者の割合の減少を、具体的な目標として設定している。 

 

したがって、健常者においてこころの健康を維持することは、健康的な日常生活を過

ごすうえで重要であり、当該製品が表示しようとする「健康な方の日常生活における不

安感、気分の落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、腸内

環境を改善する機能があります。」という表示は、健康の維持及び増進に値すると考え

られ、機能性表示として妥当と判断した。 

 

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、「不安感の緩和」、「気分の落ち込みの緩和」、「精神的ストレスの緩和」、「睡

眠の質を高める」、「腸内環境を改善する」という表現は検出されなかったことから、「健

康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠

の質（眠りの深さ）を高め、腸内環境を改善する機能があります。」という表現は、健常者

の健康の維持・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。 

 

【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】 

 最終製品を用いた臨床試験の対象者は、医師国家試験を控えた健常成人であり、一

時的に精神的ストレスがかかり不安を感じている状態である。本製品の摂取により、主

観的な精神的ストレスの指標である STAI-trait anxiety、GHQ-28 depression、VASアン
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ケート（イライラ感、腹部不快感の軽減）にてプラセボ群と比較して有意な改善が認めら

れた。有意差が得られた、「STAI-trait anxiety」の「trait anxiety」、「GHQ-28 depression」

の「depression」はそれぞれ「特性不安」、「気分の落ち込み」と日本語に訳すことができ

る。また、客観的な精神的ストレスの指標であるクロモグラニン A の量がプラセボ群と比

較して有意に低下していた。 

「特性不安」とは「不安感」の一種であり、不安になりやすい傾向を持つ性質のことを

いい、「特性不安」が強いと特定の状況に対してほかの人よりも強い不安を感じる。すな

わち、「特性不安」が高いと、学術試験のような日常生活におこりうる特定の状況に対し

て不安を感じる。本試験において、当該製品の摂取により STAI-trait anxiety の値がプ

ラセボ群と比較して有意に低下していた。また、クロモグラニン A は精神的ストレスがか

かった状態で分泌量が上がると言われており 15)、当該製品の摂取により、プラセボ群と

比較して分泌量が低下していた。これらのことから、当該製品の摂取は、「健康な方の

日常生活における不安感、気分の落ち込み、精神的ストレスを緩和する機能がある」と

した。 

 睡眠の評価では、本製品の摂取により、PSQI スコアの有意な改善が認められた。また、

脳波のうち、デルタパワー（徐波睡眠：脳波に大きくゆるやかな波が現れる深い眠りのこ

と）の割合、熟睡に至るまでの時間、中途覚醒時間に有意な改善がみられた。これらの

ことから、当該製品の摂取は「睡眠の質（眠りの深さ）を高める機能がある」とした。 

 腸内環境の評価では、プラセボ群と比較して便の色スコアの有意な改善、有用菌であ

る Bifidobacterium属の占有率の有意な改善、有害菌である Streptococcus属の有意な
減少が認められた。便の色は、腸内において便が滞留している時間が長くなることで黒

くなる。これまでに Bifidobacterium 属のような有用菌は腸の蠕動運動を亢進させるが、

有害菌は腸の蠕動運動を減弱させることが報告されている 16)。本試験では、当該製品

の摂取により有用菌である Bifidobacterium 属の占有率が有意に改善し、有害菌である

Streptococcus 属の占有率が有意に減少したことから、腸の蠕動運動が亢進し、便の排
出が促進されることで腸内での便の滞留時間が短くなり、便の色を改善したと考えられ

る。このことから、当該製品の摂取は、「腸内環境を改善する機能がある」とした。 

 

【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）試験食品と当該製品は、機能性関与成分を含む原材料も含め、使用している全ての

原材料は同一である。 

２）機能性関与成分を含む原材料（乳酸菌）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）試験食品と当該製品は、剤形（形状、重量）、製造工程が同一であり、崩壊試験に問

題ないことを確認している。 

 

 



別紙様式（Ⅴ）-３【添付ファイル用】 
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