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本資料の作成日：2019 年 7月 11日 

商品名：おなかサイズ 

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） 

当該製品は、機能性関与成分「乳酸菌 CP1563株由来の 10－ヒド

ロキシオクタデカン酸(10-HOA)」（以下、乳酸菌 CP1563 株由来の

10-HOA と記載）を 1.44mg含む錠剤である。当該製品の喫食実績は

ないため、喫食実績による食経験の評価は不十分と判断し、既存情

報を用いた評価を行った。 

 

【補足】 

アサヒ飲料株式会社から 2017年 4月に発売された「カラダカル

ピス」（機能性表示食品）は乳酸菌 CP1563株を 200mg 含む飲料であ

り、発売以降 7,800万本以上の販売実績がある。また、これまでに

重篤な健康被害は確認されていない。「カラダカルピス」には 10-

HOAが含まれると推定されるが、量的な部分は定かでない。 

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） 

乳酸菌 CP1563 株（Lactobacillus amylovorus 

CP1563）が属する菌種 Lactobacillus amylovorus

は、EFSA（欧州食品安全機関）の Qualified 

Presumption of safety (QPS)1) や IDF（国際酪農

連盟）の食経験のある菌種リスト 2)に記載されて

いる。 

乳酸菌 CP1563 株由来の 10-HOA に関する記載は

なく、既存情報を用いた評価は不十分と判断し、

既存情報による安全性試験の評価を行った。 

  （データベース名） 

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

2) Inventory of Microorganisms with a Documented 

History of Use in Food. Bulletin of the IDF377, 

10-19 (2002) 

 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） 
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  （参考文献一覧） 

  （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） 

 「10-ヒドロキシオクタデカン酸」に関する安全

性として、以下の記載がある。 

 

「サプリメントなど濃縮物として摂取する場合

の安全性に関して信頼できる十分な情報が見当た

らない。」 

  （データベース名） 

・独立行政法人 国立健康・栄養研究所『「健康食

品」の安全性・有効性情報』「健康食品」の素材情

報データベース 

 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） 

2019年 2月 

 （検索条件） 

1. 英語文献 

<Pub Med> 

(“10-hydroxyoctadecanoic acid” or 

“Lactobacillus amylovorus CP1563”) AND 

(Clinical trial OR safety OR toxicity OR 

“adverse events” OR “adverse effects” OR 

“side effects”):1件 

 

2. 日本語文献 

(10-ヒドロキシオクタデカン酸 OR 乳酸菌

CP1563株) AND （臨床試験 OR 安全性 OR 毒性 OR 

有害事象 OR 副作用）：0件 

 （検索した件数） 

検索件数は、上記（検索条件）に記載 

  （最終的に評価に用いた件数と除外理由） 

検索結果は英語文献 1件、日本語文献 0件で

あった。1 件の英語文献は乳酸菌 CP1563株のヒト

試験であり、安全性を評価していたため採用し
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た。 

  （安全性の評価） 

 文献検索で採用された 1 件の文献 1 では、BMI25

以上 30 未満の健常な日本人成人男女に乳酸菌

CP1563 株の破砕菌体を 1 日当たり 200mg 含む飲料

を 12 週間摂取させた結果、試験食摂取に起因する

有害事象は認められなかったと報告されている。 

但し、乳酸菌 CP1563株由来の 10-HOAに関する記

載はなかったため、既存情報を用いた評価は不十分

と判断し、安全性試験の実施による評価を行った。 

  （参考文献一覧） 

1. Nakamura et al., Microb Ecol Health Dis. 

2016, 27:30312. 

2.  

3.  

  （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 

 

・細菌を用いた復帰突然変異試験 1）： 

Salmonella typhimurium（TA100、TA1535、TA98、

TA1537）および Escherichia coli（WP2uvrA）を

用いて、10-HOAの細菌における遺伝子突然変異誘

発性を検討した。その結果、代謝活性化の有無に

よらず、いずれの菌株においても用量の増加に伴

う復帰変異コロニー数の増加は認められず、遺伝

子突然変異誘発性を有さなかった。 

 

・ほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験 2）： 

チャイニーズハムスター肺由来細胞（CHL/IU)を 

用いて、10-HOAの染色体異常誘発性の有無を検討

した。その結果、染色性の構造異常および数的異

常の出現率の増加を認めず、ほ乳類の培養細胞に

対し染色体異常誘発性を有しないと判断された。 

 

・ラット 13週間反復投与毒性試験 3）： 

10-HOA 0（対照）、1.5、15mg/kg/dayを雌雄各10

匹のSDラットに1日1回13週間経口投与した。その

結果、一般状態、体重、摂餌量、眼科学的検査、

血液学的検査、血液化学的検査、器官重量、剖検
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および病理組織学的検査のいずれにおいても、各

投与群の雄雌ともに被験物質投与に関連した毒

性変化は認められず、無毒性量は15mg/kg/dayと

判断された。 

 

【参考文献】 

1) Fr.61 の細菌を用いる復帰突然変異試験

(SR15328)、2016年 6月 29日、株式会社化合物

安全性研究所 

2) Fr.61 のほ乳類培養細胞を用いる染色体異常

試験(SR15329)、2016年 6月 30日、株式会社

化合物安全性研究所 

3) Fr.61 のラットにおける 13 週間反復経口投与

毒性試験(SR15327)、2016年 6月 24日、株式会

社化合物安全性研究所 

 

 ⑦臨床試験 

（ヒト試験） 

 

 

 

・長期摂取試験 4） 

乳酸菌CP1563株由来の10-HOA 5.71mgを含む飲

料200ml（高用量飲料）、あるいは乳酸菌CP1563

株由来の10-HOA 0.73mgを含む飲料200ml（低用

量飲料）を、健常な日本人成人男女20名(1群10

名)を被験者として、1日1本、12週間継続摂取さ

せる二重盲検並行群間比較試験を行った。検査

項目として、理学的検査、血液・尿検査、自覚

症状及び医師による診察を行った。その結果、

臨床上問題となる所見は高用量被験食品、低用

量被験食品の両試験群に認められなかった。こ

の結果より、乳酸菌CP1563株由来の10-HOA 

5.71mg含有食品(当該製品の一日摂取目安量と同

量以上の機能性関与成分を含む試験食品)を12 

週間摂取した際の安全性が確認された。 

 

・過剰摂取試験5） 

乳酸菌CP1563株由来の10-HOA 5.71mgを含む飲

料200ml（高用量飲料）、あるいは乳酸菌CP1563

株由来の10-HOA 0.73mgを含む飲料200ml（低用

量飲料）を、健常な日本人男女20名(1群10名)を

被験者として、1日3本、4週間継続摂取する二重
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盲検並行群間比較試験を行った。検査項目とし

て、理学的検査、血液・尿検査、自覚症状及び

医師による診察を行った。その結果、臨床上問

題となる所見は高用量被験食品、低用量被験食

品の両試験群に認められなかったことから、乳

酸菌CP1563株由来の10-HOA 17.13mg含有食品

(当該製品の一日摂取目安量の約12倍量の機能性

関与成分を含む試験食品)を4週間摂取した際の

安全性が確認された。 

 

 当該製品は錠剤、試験食品は飲料と形態が異な

るため、同等性について考察する。先ず、当該製

品と試験食品は、機能性関与成分を含む同じ原材

料を使用している。また、当該製品の製造時およ

び品質安定性の試験において、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

とを確認している。さらに、崩壊性試験にて崩壊

性が良好であることを確認できているため、飲料

形態での摂取と錠剤形態での摂取では、機能性関

与成分の消化管内での動態や消化・吸収過程に大

きな違いはないと考えられる。よって、当該製品

と試験食品に含まれる機能性関与成分の安全性・

機能性は同等と考える。 

  

以上のことから、飲料形態での試験結果は、当

該製品の安全性評価に用いることができると判断

した。 

【参考文献】 

4)機能性乳酸菌含有食品の長期摂取安全性確認

試験(16S101)、平成29年5月12日、株式会社ク

リニカル・サポート・コーポレーション 

5)機能性乳酸菌含有食品の過剰摂取安全性確認

試験(16S111)、平成29年5月12日、株式会社ク

リニカル・サポート・コーポレーション 

 

○総合評価 

機能性関与成分の安全性評価結果から乳酸菌

CP1563株由来の10-HOAの安全性に問題はないと判
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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。 

（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

の相互作用

に関する評

価 

（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） 

乳酸菌 CP1563 株由来の 10-HOA と医薬品の相互作用に関する情報

なし。 

（参考にしたデータベース名または出典） 

1. e-ヘルスネット 

2. 独立行政法人国立健康・栄養研究所（「健康食品」の安全性・有 

効性情報） 

3. ナチュラルメディシン・データベース「健康食品のすべて」  

4. PubMed 

5. JDreamⅢ（JMEDPlus） 

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：おなかサイズ 

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 
 SNN 

（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：おなかサイズ 

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 

島根川本工場 

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 島根県邑智郡川本町南佐

木 993-1 

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 
 SNS 

（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 

米国ＧＭＰ： 

ＮＳＦ International 

承認書等番号 国内ＧＭＰ：27218 

米国ＧＭＰ：C0453704-01 

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：おなかサイズ 

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 

アピ株式会社 

池田工場 

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 岐阜県揖斐郡池田町小牛

743-1 

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 
 AP 

（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  

承認書等番号 国内ＧＭＰ：11305 

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
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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：おなかサイズ 

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 一般財団法人 日本食品検査 

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 

LC-MS/MS 

（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 

LC-MS/MS法 

いずれかにおいて分析を実施 
① 一般財団法人 日本食品検

査：登録検査機関 
② アサヒカルピスウェルネス株

式会社：届出者 
③ アサヒ飲料株式会社：利害関

係者 
④ アサヒクオリティーアンドイ

ノベーションズ株式会社：利
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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アピ株式会

社：利害関係

者 

ロット毎  

●原料の基原確

認 

菌株 

遺伝子配列解析

法 

いずれかにお

いて分析を実

施 

① 株式会社

テクノス

ルガ・ラ

ボ：第三

者機関 

② アサヒ飲

料株式会

社：利害

関係者 

③ アサヒク

オリ

ティーア

ンドイノ

ベーショ

ンズ株式

会社：利

害関係者 

必要時  

（６）その他特記すべき事

項 

機能性関与成分である『乳酸菌 CP1563株由来の 10-ヒドロ

キシオクタデカン酸(10-HOA)(以下、10-HOAと記載)』は乳酸

菌 CP1563株由来の成分である。届出食品中に乳酸菌 CP1563

株を配合しない場合、LC-MS/MSによる定量分析において、

10-HOAは検出されないことが確認できており、10-HOAは乳

酸菌 CP1563株由来であることが分かっている。また菌株に

ついては遺伝子配列解析で定性的な判断が可能である。 
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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。 


