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商品名：カロリミット® 

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 

喫食実績の有無：  あり    ☐なし 

（「あり」の場合に実績に基づく安全性の評価を記載） 

当該製品と類似する製品における喫食実績 

[摂取集団] 日本人、18歳以上、男女、健常人、全国 

[摂取形状] 丸型錠剤 

[摂取方法] 水と一緒に摂取 

[摂取目安量] 1回 4粒 （1日 1～3回を目安） 

購入履歴および購入者へのアンケート調査により、当該製品と類似する製品

は、1日 3回を摂取している実績があることを確認した。 

[機能性関与成分の含有量]  （1日 1～3回当たり）ギムネマ酸 9.4～28 mg、

桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして) 0.2～0.6 mg、エピガロカテ

キンガレート 14～42 mg、キトサン 100～300 mg、インゲン豆由来ファセオ

ラミン 0.29～0.88 mg 

 [市販食品の販売期間] 2012 年から販売（エピガロカテキンガレート以外

の機能性関与成分を同量含む製品は 2005年より販売していた） 

[これまでの販売量] 過去 3 年間で約 1600 万製品[30 回分（内容量 26.5 

g/120粒）、15回分（内容量 13.2 g/60粒）、10回分（内容量 8.8 g/40粒）、

5回分（内容量 4.4 g/20粒）、1回分（内容量 0.88 g/4粒）] を販売。 

[健康被害情報] 弊社への連絡があった内容について解析を行った。 

食物アレルギーなどの個人の体質や体調に起因していると考えられるもの

はあるが、当該製品と類似する製品により重篤な健康被害の発生はなかっ

た。よって、当該製品と類似する製品の目安量の範囲(1日 1～3回)での摂取

における安全性に問題はないと判断した。 

 また、当該製品と上記当該製品と類似する製品では、機能性関与成分とし

ての一日摂取量は同量だが、賦形剤の配合に違いがある。賦形剤の配合変更

により崩壊性の違いはないため、消化吸収性に及ぼす影響もなく、また機能

性関与成分の変質等もなく品質への影響もないことから同等の製品である

と考えられる。 

上記の食経験より当該製品においても評価が十分と判断した。 

※評価が十分→⑧へ、☐喫食実績なし又は評価が不十分→②へ 

既存情報を

用いた評価 

②２次情報 

 

 

公的機関のデータ

ベースの情報  

☐あり   ☐なし 

（なしの場合） 

民間や研究者等が調

 

☐あり   ☐なし 
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査・作成したデータ

ベースの情報 

 

※「なし」の場合→③へ 

（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） 

 

 

 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→③へ 

（データベース名） 

  

③１次情報 １次情報の有無： ☐あり    ☐なし 

※「なし」の場合→④へ 

（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） 

 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→④へ 

（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 

 

 

 

公的機関のデータベース

の情報  

☐あり   ☐なし 

 

（なしの場合） 

民間や研究者等が調査・作

成したデータベースの情

 

☐あり   ☐なし 
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報 ※「なし」の場合→⑤へ 

（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） 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑤へ 

（データベース名） 

  

⑤１次情報 

（ 各 項 目 は

「あり」の場

合に詳細を記

載） 

１次情報の有無： ☐あり    ☐なし 

※「なし」の場合→⑥へ 

（調査時期） 

  

（検索条件） 

  

（検索した件数） 

  

（最終的に評価に用いた件数と除外理由） 

  

（安全性の評価） 

 

 

 

※☐評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→⑥へ 

（参考文献一覧） 

1.  

2.  

3.  

 

（その他） 

 

 

安全性試験

の実施によ

る評価 

 

※安全性が評

価された場合

⑥in vitro 試

験 及 び in 

vivo試験 
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→⑧へ 

 

 

 

 

 

 

 

⑦臨床試験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。） 
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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 

（参考にしたデータベース名又は出典） 

1) 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・

有効性情報 素材情報データベース 

2) Natural Medicines Comprehensive Database 

3) PubMed 

4) Clin Chim Acta. 2001 Dec;314(1～2):47-53. 

5) Phytomedicine. 2005 Jun;12(6-7):410-5. 

 

 

相互作用の有無：  ☑あり    □なし 

（「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） 

【総合評価】 

当該製品において、ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンと

して)については、血糖降下薬との飲み合せに注意が必要であると評価し

た。従って、糖尿病の方や血糖降下薬を服用中の方は注意が必要であるが、

包材には具体的な注意を記載せず、「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。」と総括的な

記載を行うことで、注意を促している。 

その他の機能性関与成分であるインゲン豆由来ファセオラミン、キトサン、

エピガロカテキンガレートについては、薬との相互作用によって健康被害

が生じる可能性は低いと評価した。 

当該製品は健常成人を対象に開発された食品であるが、疾病に罹患してい

る方や医薬品を服用中の方が当該製品を摂取する可能性は否定できない。

従って、当社では製品と医薬品の飲み合せについて、医師監修のもとで判

定した飲み合せをご案内できる体制を構築しており、そのような場合の安

全性も考慮している。 

従って、当該製品を販売することは適切であると考える。 

 

【各機能性関与成分の評価】 

インゲン豆由来ファセオラミン 

（「インゲン豆抽出物」「BEAN POD」として調査を行った。） 

 

・血糖降下薬との相互作用 

 2次情報：莢がα-アミラーゼ阻害作用を有するとされるため、抗糖尿病

薬との併用時には血糖値を綿密にモニターする必要がある
１）。 

      豆のさやは血糖低下作用を有するとされるため、血糖値を注
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意深くモニターする必要がある２）。 

 

 1次情報：2次情報に記載されている報告以外の報告なし。 

 

評価：2 次情報２）の引用文献を確認したところ、ウサギにインゲン

豆熱水抽出液を投与（インゲン豆乾燥物 132g を 1L の熱水で

抽出したものを 4mL/kg投与）したところ、血糖値の上昇が抑

制された動物試験 1 報のみであった。1 次情報３）を検索して

も、その他の報告はなかったため、科学的根拠は低いと評価

した。したがって、当該製品のインゲン豆由来ファセオラミ

ンが、血糖降下薬と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・CYP3A4基質薬との相互作用 

2 次情報：in vitro 試験 (ヒト CYP タンパク) において、白インゲン豆

の水抽出物は CYP3A4 活性を阻害したという報告がある１）。 

 

1次情報：CYP3A4基質薬との相互作用の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）に記載されているのは、in vitro 試験の報告 1 報

である。1 次情報３）を検索しても、CYP3A4 基質薬との相互作

用の報告はなかったため、科学的根拠は低いと評価した。し

たがって、当該製品のインゲン豆由来ファセオラミンが、

CYP3A4基質薬と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

キトサン 

 

・ワルファリンとの相互作用 

 2次情報：ワルファリンとの併用により、INR (国際標準化プロトロンビ

ン比) が著しく増加したとの症例報告があるため、ワルファ

リンを併用すると、抗凝固作用が増強する可能性がある１）。 

      キトサンがワルファリンの抗凝固作用を増強させる可能性が

懸念されている。ワルファリンを服用中の患者がキトサン

1200mg/日摂取を開始後、INRが顕著に上昇した症例が報告さ

れている。キトサンの摂取を中止し、ビタミン K を投与する

と INRは正常に戻った。患者がキトサンの摂取を再開すると、

INRは再び上昇した。キトサンの摂取を中止すると、INRは再

び安定した。研究者は、この相互作用の原因はキトサンがビ

タミン A、D、E、Kなどの脂溶性ビタミンの吸収を低下させる
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ためだと考察している。ビタミン K の吸収が低下すると、ワ

ルファリンの抗凝固作用は増強する。しかし、ヒトがキトサ

ンを通常量、摂取することで、これらのビタミンの吸収を低

下させるという信頼できるエビデンスはない。新たな知見が

出るまでは、ワルファリンを服用中の患者にはキトサンの摂

取を控えるようにアドバイスするべきである２）。 

 

1次情報：2次情報に記載されている報告以外の報告なし。 

 

評価：2 次情報２）に記載されているのは、症例報告 1 報である。1

次情報３）を検索しても、その他の報告はなかったため、科学

的根拠は低いと評価した。したがって、当該製品のキトサン

が、ワルファリンと相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

    

・バルプロ酸ナトリウムとの相互作用 

2 次情報：バルプロ酸ナトリウムとの併用により、血中バルプロ酸濃度

が低下し、てんかん発作の再発が認められた症例があるため、

バルプロ酸ナトリウムの併用には注意が必要である１）。 

 

1次情報：2次情報に記載されている報告以外の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）に記載されているのは、症例報告 2 報である。1

次情報３）を検索しても、その他の報告はなかったため、科学

的根拠は低いと評価した。したがって、当該製品のキトサン

が、バルプロ酸ナトリウムと相互作用を起こす可能性は低い

と考える。 

 

ギムネマ酸 

（「ギムネマ・シルベスタ」「GYMNEMA」として調査を行った。） 

 

・血糖降下薬との相互作用 

 2 次情報：インスリンや糖尿病治療薬を使用している患者では、ギムネ

マ・シルベスタを使用する場合血糖値が下がりすぎないよう

モニターする必要がある。臨床検査で血糖値に影響を与える

ことがある１）。 

      ギムネマは血糖降下薬の血糖降下作用を増強する可能性があ

る。血糖値を注意してモニターすること。血糖降下薬には、

glimepiride(Amaryl), glyburide(DiaBeta, Glynase 
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PresTab, Micronase), insulin,pioglitazone(Actos), 

rosiglitazone(Avandia), chlorpropamide(Diabinese), 

glipizide (Glucotrol),  tolbutamide (Orinase)などがある
２）。 

      ギムネマはインスリンの血糖降下作用を増強する可能性があ

る。血糖値を注意してモニターしなければならない２）。 

 

評価：2 次情報２）に記載されているのは、ヒト試験 2 報（いずれも

非ランダム化比較試験（NRCT））である。いずれも血糖値が緩

やかに低下した報告であるが、2報とも、当該製品の１日摂取

目安量（67mg/日）に比べて試験量（400mg/日）が多い。した

がって、当該製品のギムネマ酸が、血糖降下薬と相互作用を

起こす可能性は低いと考えるが、血糖値を良好にコントロー

ルするために、血糖降下薬を服用中の方は注意が必要である

と考える。 

 

桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして) 

（「クワ」「Mulberry (BLACK MULBERRY)」として調査を行った。） 

 

・血糖降下薬との相互作用 

 2次情報：クワ(ブラックマルベリー)の葉には血糖降下作用があるため、

糖尿病の治療を受けている人では注意する必要がある１）。 

      ある種のクワの葉は血糖降下作用を有するといわれており、

血糖値を注意深くモニターする必要がある。理論的に、クワ

の葉と血糖降下薬との併用は、血糖コントロールに影響し、

低血糖のリスクが上昇する可能性がある。血糖降下作用を持

つハーブや健康補助食品には、 glimepiride (Amaryl), 

glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), 

insulin, pioglitazone (Actos), rosiglitazone (Avandia), 

chlorpropamide (Diabinese), glipizide (Glucotrol), 

tolbutamide (Orinase)などがある２）。 

 

 1次情報：ヒト試験 1報（RCT）４）と、動物試験 1報の報告があった。 

 

評価：2 次情報１）２）の情報が不十分であったため、1 次情報３）の検

索をおこなった。1次情報の RCT４）で 2型糖尿病患者の血糖値

が有意に低下したことが報告されているが、試験量（葉乾燥

後粉砕物 3g/日）は当該製品の１日摂取目安量（200mg/日）に
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比べて多いと推察される。したがって、当該製品の桑の葉由

来イミノシュガー(ファゴミンとして)が、血糖降下薬と相互

作用を起こす可能性は低いと考えるが、血糖値を良好にコン

トロールするために、血糖降下薬を服用中の方は注意が必要

であると考える。 

 

エピガロカテキンガレート 

（「チャ（茶）」「カテキン」「GREEN TEA」として調査を行った。） 

 

・ナドロール、OATP基質薬との相互作用 

 2次情報：動物試験 (ラット) において、緑茶抽出物や EGCG の摂取はナ

ドロール (β遮断薬) の血中濃度 (Cmax、AUC) を低下させた

という報告がある１）。 

      緑茶摂取がナドロールの血中濃度を低下させることを示唆す

る予備的臨床研究がある。コントロール群と比較して、ナド

ロールの最高血中濃度(Cmax)と血中濃度曲線下面積(AUC)は、

2週間毎日、緑茶を摂取した対象者で約 85%低下した。また、

ナドロールと緑茶の併用は、ナドロールの収縮期血圧降下作

用を有意に減弱させた。緑茶カテキンは OATP を阻害すること

が示唆されており、OATPの一つである OATP1A2は、腸でのナ

ドロールの取り込みに関与している２）。 

      緑茶の主要なカテキンである 2 成分（エピカテキン没食子酸

塩（ECG）とエピガロカテキン没食子酸塩（EGCG））が OATPs、

特に OATP1A2、OATP1B1、OATP2B1 を阻害することを示唆する

報告がある。OATPs は小腸と肝臓に存在し、薬剤や他の化合

物の取り込みに関与している。緑茶は OATP基質薬の吸収を低

下させる可能性がある。ナドロール（Corgard）は OATP1A2の

基質である。緑茶はナドロールの Cmax と AUC を約 85％低下

させる。その他の OATP 基質薬には、bosentan (Tracleer), 

celiprolol (Celicard, others), etoposide (VePesid), 

fexofenadine(Allegra), fluoroquinolone antibiotics, 

glyburide (Micronase, Diabeta), irinotecan (Camptosar), 

methotrexate, nadolol (Corgard), paclitaxel (Taxol), 

saquinavir (Fortovase, Invirase), rifampin, statins, 

talinolol, torsemide (Demadex), troglitazone, and 

valsartan (Diovan)などがある２）。 

 

   評価：2次情報１）２）に記載されているのは、ヒト試験 1報（RCT）、
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動物試験 1 報、in vitro 試験 1 報である。RCT でナドロール

の血中濃度(Cmax、AUC)が低下したことが報告されているが、

当該製品の１日摂取目安量（エピガロカテキンガレート14mg/

日）に比べて試験量が多い（322mg/日）。したがって、当該製

品のエピガロカテキンガレートが、ナドロールおよび OATP基

質薬と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・CYP基質薬、P糖タンパク基質薬との相互作用 

2 次情報：動物試験 (ラット) において緑茶カテキン (EGCG) の投与は

CYP3A および P 糖タンパク質の活性を阻害したとの報告があ

る１）。 

in vitro試験 (ヒト肝ミクロソーム、ヒト腸ミクロソーム) に

おいて、緑茶抽出物または EGCGは、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C19、

CYP2D6、CYP3A活性を阻害したという報告がある１）。 

in vitro 試験 (ヒト肝ミクロゾーム) において、市販のカテ

キン類含有飲料中のカテキン類によってヒト CYP3A が用量依

存的に阻害されたとの報告がある１）。 

緑茶抽出物は in vitro 試験 (ヒト肝ミクロソーム) におい

て、CYP2C9、CYP2D6、CYP3A4 活性を阻害し、動物試験 (ラッ

ト) において、ミタゾラム (鎮静剤：CYP3A4 基質) の血中濃

度 (Cmax、AUC) を増加させ、クリアランスを低下させたとい

う報告がある１）。 

in vitro試験において、緑茶による CYP3A4阻害作用が報告さ

れている１）。 

in vitro 試験 (ヒト肝ミクロソーム) において、市販の緑茶

抽出物製品 12種中、8製品に CYP3A4阻害作用が認められたと

いう報告がある１）。 

in vitro試験 (ヒト肝ミクロソーム、ヒト腸ミクロソーム) に

おいて、緑茶抽出物または EGCGは、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C19、

CYP2D6、CYP3A活性を阻害したという報告がある１）。 

in vitro 試験 (ヒト肝ミクロソーム、ヒト CYP3A4 タンパク) 

において、緑茶は CYP3A4 活性を強く阻害したという報告があ

る１）。 

in vitro 試験 (スーパーソーム、ヒト肝ミクロソーム) にお

いて、緑茶は CYP2C9 活性を阻害したという報告がある１）。 

in vitro試験 (CHRC5 細胞) において、緑茶ポリフェノールは

P糖タンパク質の活性を阻害したという報告がある１）。 

      動物試験にて、緑茶抽出物の経口摂取はミダゾラムの最大血
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中濃度を増加させるが、半減期には影響しないことが示され

た。これは、腸の CYP3Aを阻害し、肝臓の CYP3A4 酵素を誘導

する緑茶成分の作用によるものである。しかし、動物試験で

使用された試験量が人で一般に摂取される量の 50 倍であっ

たため、この作用は臨床的に有用ではなさそうである２）。 

      In vitroと動物試験の報告で、緑茶が腸の CYP3Aを阻害し、

肝臓の CYP3A4酵素を誘導することが示唆された。しかし、緑

茶がヒトの CYP3A4活性に影響する可能性は低く、臨床的には

それほど重要ではないと考えられる２）。 

    

評価：2 次情報１）２）に記載されているのは、ヒト試験 2 報（いずれ

も NRCT）、動物試験 3報、多数の in vitro試験である。ヒト

試験のうち 1 報は、EGCG 800mg/日 4 週間摂取が CYP1A2、

CYP2D6、CYP2C9基質薬の血中濃度には影響せず、CYP3A4基質

薬の AUC を上昇させた報告であり、もう 1 報は、緑茶抽出物

（EGCG約 72mg/日含有）2週間摂取が CYP3A4 と 2D6基質薬の

血中濃度に影響しなかった報告である。当該製品の１日摂取

目安量（エピガロカテキンガレート 14mg/日）は、CYPへの影

響がなかった報告の試験量よりも、さらに少ない。したがっ

て、当該製品のエピガロカテキンガレートが、CYP基質薬や P

糖タンパク基質薬と相互作用を起こす可能性は低いと考え

る。 

 

・HMG-CoA 還元酵素阻害薬 

2次情報：一次性高コレステロール血症と高血圧の 61歳男性が、シンバ

スタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチン(いずれも

HMG-CoA還元酵素阻害薬)を 10 mg/日服用し、緑茶を摂取して

いたところ、脚の筋痙攣および筋肉痛を訴え、緑茶との相互

作用によるシンバスタチンの血中濃度上昇が疑われたという

報告がある１）。 

      動物試験 (ラット) において、緑茶抽出物の摂取はシンバス

タチン (CYP3A基質) の血中濃度時間曲線下面積 (AUC) を増

大させたという報告がある１）。 

 

1次情報：HMG-CoA還元酵素阻害薬との相互作用の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）に記載されているのは、症例報告 1 報と、動物試

験 1報である。1次情報３）を検索しても、HMG-CoA還元酵素阻



別紙様式（Ⅱ） 

 12 / 18 

 

害薬との相互作用の報告はなかったため、科学的根拠は低い

と評価した。したがって、当該製品のエピガロカテキンガレー

トが、HMG-CoA還元酵素阻害薬と相互作用を起こす可能性は低

いと考える。 

 

・ボルテゾミブ、ボロン酸ベースのプロテアソーム阻害剤 

 2 次情報：in vitro 試験 (ヒト多発性骨髄腫細胞) および動物試験 (マ

ウス) において EGCG の投与はボルテゾミブ (bortezomib) 

(プロテアソーム阻害剤：多発性骨髄腫の治療薬) の効果を阻

害したという報告がある１）。 

      In vitro試験と動物試験で、緑茶ポリフェノール（例えばエ

ピガロカテキン没食子酸塩（EGCG））がボルテゾミブのプロテ

アソーム阻害作用に影響することが示唆されている。ボルテ

ゾミブのプロテアソーム阻害作用が抑制されると、多発性骨

髄腫または神経膠芽腫ガン細胞系での細胞死が誘発されな

い。ボルテゾミブを服用中の患者には、緑茶を飲まないよう

指導すべきである２）。 

      In vitro試験と動物試験で、緑茶ポリフェノール（例えばエ

ピガロカテキン没食子酸塩（EGCG））がプロテアソーム阻害作

用を抑制することにより、ボルテゾミブと他のボロニック酸

ベースのプロテアソーム阻害薬に影響することが示唆されて

いる。ボルテゾミブのプロテアソーム阻害作用が抑制される

と、多発性骨髄腫または神経膠芽腫ガン細胞系での細胞死が

誘発されない。ボロニック酸ベースのプロテアソーム阻害剤

を服用中の患者には、緑茶を飲まないよう指導すべきである
２）。 

    

1次情報：2次情報に記載されている報告以外の報告なし。 

 

評価：2次情報１）２）に記載されているのは、in vitro 試験と動物試

験をおこなった報告 1 報である。1 次情報３）を検索しても、

その他の報告はなかったため、科学的根拠は低いと評価した。

したがって、当該製品のエピガロカテキンガレートが、ボル

テゾミブやボロン酸ベースのプロテアソーム阻害剤と相互作

用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・タクロリムス 

 2次情報：腎臓移植後、タクロリムス (免疫抑制剤) 1 mg/日を服用して 
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いた特定の遺伝素因 (CYP3A4*1B、CYP3A4*10) をもつ 58歳男

性 (イタリア) が、緑茶を摂取したところ (量、期間不明) 、

血漿中タクロリムス濃度が上昇し、緑茶の摂取中止により回

復したという報告がある１）。 

    

1次情報：2次情報に記載されている報告以外の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）に記載されているのは、症例報告 1 報である。1

次情報３）を検索しても、その他の報告はなかったため、科学

的根拠は低いと評価した。したがって、当該製品のエピガロ

カテキンガレートが、タクロリムスと相互作用を起こす可能

性は低いと考える。 

 

・鉄剤 

 2次情報：in vitro試験 (培養細胞) において、多量のカテキン (EGCG) 

はヘム鉄、非ヘム鉄の吸収を阻害する可能性が報告されてい

る。 

 

1次情報： 2次情報に記載されている報告のほか、ヒト試験 1報（RCT）
５）、動物試験 1報、in vitro試験 2報の報告があった。 

 

評価：2 次情報１）に記載されているのは、in vitro 試験 2 報のみで

ある。1 次情報３）にも、EGCG が鉄吸収を阻害した報告があっ

た（in vitro試験 2報、動物試験 1報）が、RCT５）で EGCG 150mg/

日 8 日間摂取が鉄の吸収を有意に阻害しなかったことが報告

されている。当該製品の１日摂取目安量（エピガロカテキン

ガレート 14mg/日）は、この RCTの試験量よりも少ない。した

がって、当該製品のエピガロカテキンガレートが、鉄剤と相

互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・スニチニブ 

2 次情報：腎臓がんにより腎摘出を受けた 5 年後に、右目の腫れと痛み

を訴え、脳、肝臓、肺、骨に転移が確認された男性 (年齢不

明、中国) が、スニチニブ (腎臓がんを対象とした抗がん剤) 

の服用とともに緑茶を頻繁に摂取すると (摂取量不明) 、右

目の症状が再発し、緑茶摂取を控えると症状の改善がみられ

たことから、緑茶によるスニチニブの阻害が疑われた。また、

in vitro試験とラットを用いた動物試験において、EGCGの投
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与はスニチニブの生物学的利用能を阻害したという報告があ

る１）。 

 

1次情報： 2次情報に記載されている報告以外の報告なし。 

 

4. 評価：2次情報１）２）に記載されているのは、in vitro 試験と動物試験

をおこなった報告 1 報である。1 次情報３）を検索しても、その他の報

告はなかったため、科学的根拠は低いと評価した。したがって、当該

製品のエピガロカテキンガレートが、スニチニブと相互作用を起こす

可能性は低いと考える。 

 

・抗凝固薬 

2 次情報：緑茶に含まれるカテキンやカフェインは血小板凝集抑制効果

を有すると報告されている。理論的に、緑茶と抗血小板薬あ

るいは抗凝固薬の併用で、出血リスクが増強する可能性があ

る。この相互作用はヒトでは報告されていない。しかし、緑

茶がワルファリンの抗凝固性作用を低下させることを示唆し

た症例報告がある。これは緑茶に含まれるビタミン K または

他の含有成分によるかもしれない。抗凝固薬には、

Antiplatelet agents include aspirin, clopidogrel 

(Plavix), dipyridamole (Persantine), ticlopidine 

(Ticlid), and others. Anticoagulant agents include 

ardeparin (Normiflo), dalteparin (Fragmin), enoxaparin 

(Lovenox), heparin, and warfarin (Coumadin)などがある２）。 

    

1次情報： ヒトにおける相互作用の報告なし。 

 

評価：2次情報１）に記載されているのは、レビュー1 報（ヒト試験の

記載なし）と、in vitro 試験と動物試験をおこなった報告 1

報である。1 次情報３）を検索しても、ヒトにおける相互作用

の報告はなかったため、科学的根拠は低いと評価した。した

がって、当該製品のエピガロカテキンガレートが、抗凝固薬

と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・ワーファリン 

 2 次情報：大量の緑茶の消費は、ワルファリンの作用を低下させること

が報告されている。これは、緑茶のビタミン K1に起因してい

る。しかし、緑茶中のビタミン K は非常に少量（0.03±
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0.1mcg/mL）であるため、この相互作用は他の成分によるもの

かもしれない。緑茶のカテキンとカフェインが抗血小板作用

を持つことを示唆する報告がある。理論的に、このことはワ

ルファリン患者での出血リスクを増強する可能性がある。し

かし、この相互作用はこれまで報告されていない。慎重に INR

をモニターすべきである２）。 

 

評価：2次情報に記載の「緑茶が出血リスクを増強させる可能性」に

ついては、抗凝固薬の項目で述べたとおり、科学的根拠は低

いと考える。「緑茶がワーファリンの作用を低下させる可能

性」について 2 次情報２）に記載されているのは、症例報告 1

報と、その症例報告が記載されたレビュー1報、緑茶中に含有

するビタミン K を測定した報告 1 報である。症例報告は緑茶

を大量摂取した報告である。緑茶中のビタミン K を測定した

試験において、ビタミン K の含有量はごく少量と報告されて

いる。当該製品の緑茶エキスも水抽出であるため、脂溶性ビ

タミンであるビタミン K の含有量は少ないと考えられる。し

たがって、ワーファリンと相互作用を起こす可能性は低いと

考える。 

 

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） 

（参考にしたデータベース名又は出典） 

1) 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 「健康食品」の安全性・

有効性情報 素材情報データベース 

2) Natural Medicines Comprehensive Database 

3) PubMed 

 

相互作用の有無：  ☑あり    □なし 

（「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） 

【総合評価】 

機能性関与成分同士の相互作用によって、健康被害が生じる可能性は低い

と評価した。従って、当該製品を販売することは適切であると考える。 

 

【機能性関与成分同士の評価】 

機能性関与成分は下記キーワードを用いて、調査をおこなった。 

・インゲン豆由来ファセオラミン（「インゲン豆抽出物」「BEAN POD」を含

む） 

・キトサン 

・ギムネマ酸（「ギムネマ・シルベスタ」「GYMNEMA」を含む） 
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・桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)（「クワ」「Mulberry (BLACK 

MULBERRY)」を含む） 

・EGCG（「チャ（茶）」「カテキン」「GREEN TEA」を含む） 

 

・インゲン豆×ギムネマ×桑の葉 

2 次情報：インゲン豆が血糖降下作用を有することを示唆する報告があ

る。理論的に、インゲン豆と血糖降下作用を有する他のハー

ブとの併用は、相加的に血糖を低下させ、低血糖のリスクが

上昇する可能性がある。血糖降下作用を持つハーブには、デ

ビルズクロー、コロハ、ニンニク、グアーゴム、セイヨウト

チノキ、チョウセンニンジン、オオバコ、シベリア人参、そ

の他がある２）。 

ギムネマ抽出物が血糖値を低下させる可能性を示唆する報告

がある。理論的に、血糖降下作用を有するハーブや健康補助

食品との併用は、相加的に働く可能性がある。これにより、

一部の患者では低血糖のリスクが上昇する可能性がある。血

糖降下作用を有するハーブや健康補助食品には、α-リポ酸、

苦瓜、クロミウム、デビルズクロー、コロハ、ニンニク、グ

アーゴム、セイヨウトチノキ、チョウセンニンジン、オオバ

コ、シベリア人参、その他がある２）。 

ある種のクワの葉は血糖降下作用を有するといわれており、

血糖値を注意深くモニターする必要がある。理論的に、クワ

の葉と血糖降下作用を有するハーブとの併用は、相加的に血

糖値を低下させ、低血糖のリスクが上昇する可能性がある。

血糖降下作用を持つハーブや健康補助食品には、デビルズク

ロー、コロハ、グアーゴム、チョウセンニンジン、シベリア

人参、その他がある。 

 

1 次情報：5 つの機能性関与成分を 2 成分ずつ掛け合わせて文献検索３）

をおこなった。2 次情報に記載されている報告のほか、動物

試験 1報の報告があった。 

 

評価：2 次情報に記載されているのは、各成分の血糖降下作用につ

いての報告と、インゲン豆、桑の葉、ビルベリー葉の混合ハー

ブが糖尿病患者の血糖値を低下させたヒト試験（NRCT）1 報

である。NRCTは混合ハーブを用いた試験であり、どの成分が

血糖低下に影響したのかは不明である。健康被害を起こした

記載もない。1 次情報３）を検索しても、血糖低下による健康
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被害の報告はなかった。したがって、当該製品の機能性関与

成分同士の相互作用によって、血糖低下による健康被害を生

じる可能性は低いと考える。 

 

・桑の葉×キトサン 

2 次情報：25 歳女性がデオキシノジリマイシン (桑の葉成分) とキトサ

ンを含む健康食品を不定期に約 2 週間摂取後、急性好酸球性

肺炎を発症した１）。 

 

1次情報：桑の葉とキトサンの併用による健康被害の報告なし。 

 

評価：桑の葉成分とキトサンを含有する健康食品を摂取後、急性好

酸球性肺炎を発症した症例報告 1 報について、この健康食品

に対する薬剤リンパ球刺激テストは陰性だったと報告されて

いる。1 次情報３）を検索しても、ヒトにおける健康被害の報

告はなかったため、科学的根拠は低いと評価した。したがっ

て、桑の葉とキトサンの相互作用によって、健康被害が生じ

る可能性は低いと考える。 

 

・キトサン×ギムネマ 

2 次情報：54 歳女性 (アメリカ) が、体重減少を目的に、マオウ、ガラ

ナ、キトサン、ギムネマ・シルベスタ、ガルシニア・カンボ

ジアなどを含むハーブ製品を摂取した数時間後に、胸痛が 2

時間ほど続き、血清クレアチンキナーゼ値が 1028 IU/L と上

昇していたため、摂取した製品による横紋筋融解症と診断さ

れたとの報告がある１）。 

 

1次情報：2次情報に記載の報告のほか、キトサンとギムネマ・シルベス

タの併用による健康被害の報告なし。 

 

評価：2次情報に記載されているのは、キトサンとギムネマ・シルベ

スタの他、数種類の他成分を含む製品を摂取した報告であり、

キトサンとギムネマ・シルベスタの相互作用によって横紋筋

融解症が発症したかは、不明である。1 次情報３）を検索して

も、ヒトにおける健康被害の報告はなかったため、科学的根

拠は低いと評価した。したがって、キトサンとギムネマ・シ

ルベスタの相互作用によって、健康被害が生じる可能性は低

いと考える。 
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・2次情報に記載されていない相互作用 

1 次情報：各機能性関与成分の全ての組み合せの相互作用について検討

するために、次の方法で 1 次情報の検索を行った。複数成分

の飲み合せ情報を検索する場合、2 成分同士を掛け合わせて

検索を行えば、その 2成分を含む 3 成分以上の飲み合せに関

する情報も検索結果として表示されると考える。従って、5

つの機能性関与成分を 2 成分ずつ掛け合わせて文献検索をお

こなった３）ところ、2 次情報に記載されている報告以外、機

能性関与成分の飲み合わせによる健康被害の報告は検索され

なかった。 

 

評価：各機能性関与成分の全ての組み合せの相互作用について検討

するために 1 次情報の検索３）をおこなったところ、2 次情報

に記載されている報告の他は、当該製品の機能性関与成分を

併用することによる健康被害の報告はなかった。したがって、

当該製品の機能性関与成分同士の相互作用によって、健康被

害が生じる可能性は低いと考える。 
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商品名：カロリミット® 

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 

住岡食品株式会社  

浜北工場 

製造所所在地 静岡県浜松市浜北区平口

5201-1 

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 
HP  

（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  ☐いいえ 

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 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

承認書等番号 157-B-03 

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  ☐いいえ 

☐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。 

 

 

 

 

  



別紙様式（Ⅲ）-１ 

 2 / 2 

 

 

 

（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：カロリミット® 

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 

ニチヤク株式会社 

富士山工場 

製造所所在地 静岡県富士宮市北山

4839-28 

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 
NF  

（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  ☐いいえ 

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 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

承認書等番号 142-01-02 

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  ☐いいえ 

☐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。 
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（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：カロリミット® 

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 

株式会社ファンケル美健 

横浜工場 

製造所所在地 神奈川県横浜市栄区飯島

町 51 

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 
Y  

（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  ☐いいえ 

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 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

承認書等番号 115-B-04 

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  ☐いいえ 

☐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。 
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（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：カロリミット® 

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 

株式会社ファンケル美健 

横浜工場 

製造所所在地 神奈川県横浜市栄区飯島

町 53 

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 
YH  

（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  ☐いいえ 

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 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

承認書等番号 115-B-04 

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  ☐いいえ 

☐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。 
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（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：カロリミット® 

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 

株式会社常盤産業 

本社工場 

製造所所在地 神奈川県相模原市南区麻

溝台 7-15-2 

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 
FTW  

（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  ☐いいえ 

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 日本検査キューエイ株式会

社 

承認書等番号 F066 

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  ☐いいえ 

☐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。 
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（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：カロリミット® 

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 

株式会社ナルミヤ 

厚木工場 

製造所所在地 神奈川県愛甲郡愛川町 

中津字桜台 4018 

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 
NA 

（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  ☐いいえ 

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 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

承認書等番号 231-B-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  ☐いいえ 

☐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。 
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（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：カロリミット® 

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 

バイホロン株式会社 

大沢野工場 

製造所所在地 富山県富山市中大久保 393

－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 
T  

（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  ☐いいえ 

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 公益財団法人 日本健康・

栄養食品協会 

Natural Products 

ASSOCIATION 

承認書等番号 160-01-02 

1439-14-154497 

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  ☐いいえ 

☐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。 
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（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：カロリミット® 

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

インゲン豆エキス 

（機能性関与成分 ：インゲン豆由来ファセオラミン） 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 株式会社ファンケル 

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 

関与成分の標準物質の第三者分析

機関で入手が困難なため 

（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：      ） 

なし 

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）及び分析機

関の種類 

液体クロマトグラフ法

（ファセオラミン） 
株式会社ファンケル（届出者） 
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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）及び分析機
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 

☐なし 

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 

製品の崩壊性試

験（日本薬局法） 

株式会社ファ

ンケル美健

（利害関係

者） 

ロット毎  

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

○機能性関与成分インゲン豆由来ファセオラミンは、以下の

定性および定量的な方法で品質管理を行う。 

・原材料にて、ファセオラミン含量が規格値 6％以上であるこ 

とを成分分析により確認する 

・製品の製造工程による、構成成分の減損がないことを確認 

する 

・当該製品にて、ファセオラミン量を成分分析し、機能性 

関与成分として表示する値以上であることを確認する 

○原材料については、原料メーカーにて全ロット以下の管理

を実施する。 

・原料の基原に関して、原料収穫地の情報収集及び加工前の

目視確認(色、形状)を実施 

・成分分析 

 

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。 
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商品名：カロリミット® 

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

キトサン 

（機能性関与成分 ：キトサン） 

 

第２ 食品の分析 

（２）機能性関与成分の定

量試験 

試験機関の名称 公益社団法人日本食品衛生協会  

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 

  

（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：      ） 

なし 

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）及び分析機

関の種類 

酵素－重量法（キトサン） 
公益社団法人日本食品衛生協会
（登録試験機関） 
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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）及び分析機
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 

☐なし 

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 

製品の崩壊性試

験（日本薬局法） 

株式会社ファ

ンケル美健

（利害関係

者） 

ロット毎  

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

機能性関与成分を含む原材料については、原料メーカーにて

全ロット以下の管理を実施する。 

・原料の基原に関して、原料収穫地の情報収集及び加工前の

目視確認(色、形状)を実施 

・機能性関与成分の成分分析 

 

包材の原材料表示は、「キトサン（かにを含む）」と表示 

 

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。 
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商品名：カロリミット® 

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

ギムネマシルベスタエキス 

（機能性関与成分 ：ギムネマ酸） 

 

第２ 食品の分析 

（２）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 

  

（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：      ） 

なし 

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）及び分析機

関の種類 

高速液体クロマトグラフ

法（ギムネマ酸（ギムネ

一般財団法人日本食品分析セン
ター（登録試験機関） 
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マゲニンとして）） 

高速液体クロマトグラフ

法（ギムネマ酸（ギムネ

マゲニンとして）） 

株式会社ファンケル（届出者） 

  

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）及び分析機
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 

☐なし 

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 

製品の崩壊性試

験（日本薬局法） 

株式会社ファ

ンケル美健

（利害関係

者） 

ロット毎  

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

○ギムネマゲニン(分子量 506.7)を代替成分として分析し、ギ

ムネマ酸の代表的なサポニンであるギムネマ酸Ⅱ(分子量

809.0)量へ換算し、ギムネマ酸量とする。 

○機能性関与成分を含む原材料については、原料メーカーに

て全ロット以下の管理を実施する。 

・原料の基原に関して、原料収穫地の情報収集及び加工前の

目視確認(色、形状)を実施 

・機能性関与成分の成分分析 

 

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。 
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商品名：カロリミット® 

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

桑の葉エキス末(桑の葉エキス、でんぷん分解物) 

（機能性関与成分 ：桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミン

として) 

 

第２ 食品の分析 

（２）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 

  

（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：      ） 

なし 

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）及び分析機

関の種類 

液体クロマトグラフ―質 一般財団法人日本食品分析セン
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量分析法 イミノシュ

ガー（ファゴミン） 

 

ター（登録試験機関） 

  

  

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）及び分析機
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 

☐なし 

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 

製品の崩壊性試

験（日本薬局法） 

株式会社ファ

ンケル美健

（利害関係

者） 

ロット毎  

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

○機能性関与成分桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンと

して)は、以下の定性および定量的な方法で品質管理を行

う。 

・原材料にて、イミノシュガーとしてファゴミンが規格値 

0.1％以上であることを成分分析により確認する 

・製品の製造工程による、構成成分の減損がないことを確認 

する 

・当該製品にて、イミノシュガーとしてファゴミン量を成分 

分析し、機能性関与成分として表示する値以上であること 

を確認する 

○原料メーカーにて全ロット以下の管理を実施する。 

・原料の基原に関して、原料収穫地の情報収集及び加工前の

目視確認(色、形状)を実施 

・成分分析 

 

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。 
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商品名：カロリミット® 

原材料及び分析に関する情報 

第１ 生産・製造及び品質管理の体制 

（１）機能性関与成分を含

む原材料名（届出食品が生

鮮食品の場合は除く） 

緑茶エキス 

（機能性関与成分 ：エピガロカテキンガレート） 

第２ 食品の分析 

（２）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 

  

（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：      ） 

なし 

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）及び分析機

関の種類 

高速液体クロマトグラフ

法（エピガロカテキンガ

一般財団法人日本食品分析セン
ター（登録試験機関） 
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レート） 

高速液体クロマトグラフ

法（エピガロカテキンガ

レート） 

株式会社ファンケル（届出者） 

  

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）及び分析機
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 

☐なし 

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 

製品の崩壊性試

験（日本薬局法） 

株式会社ファ

ンケル美健

（利害関係

者） 

ロット毎  

    

    

    

    

    

（６）その他特記すべき事

項 

機能性関与成分を含む原材料については、原料メーカーにて

全ロット以下の管理を実施する。 

・原料の基原に関して、原料収穫地の情報収集及び加工前の

目視確認(色、形状)を実施 

・機能性関与成分の成分分析 

 

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。 
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