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商品名：腰ラックス  

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） 

腰ラックス(旧称コシラックス) 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日 4粒  

[機能性関与成分の含有量]  テアニン 50 mg、ピペリン 45μg、クレアチン

250 mg、プロテオグリカン 10 mg／4粒 

[市販食品の販売期間] 2014年 5月から販売 

[これまでの販売量] 過去 1 年 7 ヵ月間で約 7.5 万製品[30 日分（内容量

32.5g/120 粒）、15日分（内容量 60粒）] 

[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。重篤な

健康被害の発生はなく、また、個人の体質や体調による起因が大きく影響し

ていると判断した。よって、当該製品が原因と考えられる健康被害の発生は、

確認されなかった。 

以上より、喫食実績による食経験の評価は十分と判断した。 

 

※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

査・作成したデータ

ベースの情報 

 

☐あり   ☐なし 

 

※「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） 

クレアチン 

2次情報１）に次の記載があった。 

 

＜一般＞ 

・適切に用いれば経口摂取で安全性が示唆されており、

連続摂取で 5年まで安全という報告がある。 

・クレアチンを大量に長期間摂取すると、重篤な副作用
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が出やすくなり、危険性が示唆されている。 

・経口摂取の副作用としては、胃腸の痛み、吐き気、下

痢が報告されている。 

 

＜妊婦・授乳婦＞ 

・妊娠中・授乳中は、安全性に関して信頼できる十分な

情報が見当たらないため使用を避ける。 

 

＜その他＞ 

・臨床試験では報告されていないが、クレアチンを摂取

した男子学生運動選手のうち、25％で筋肉の痙攣が起き

たという知見もあり、クレアチンは筋痙攣や筋肉の衰弱

などを引き起こし、筋肉裂傷を起こす可能性がある。 

・健康な人ではまれだが、腎臓に障害がある人、またそ

のリスクのある人においては、クレアチン摂取が腎機能

に影響を与える可能性が示唆されている。多くの研究で

は 5～20 g/日を最長 5年間まで摂取した人における腎機

能の変化はないとしているが、1 例、5 g を 4 回/日、4

週間摂取後に急性間質性腎炎や巣状尿細管障害が起き

たという報告がある。 

・腎疾患の既往症がある人、糖尿病患者など、腎機能不

全のリスクが高い人はクレアチンの使用を避けた方が

よい。 

・II型糖尿病患者 25名 (試験群 13名、平均 57.5歳、

ブラジル) を対象とした二重盲検無作為化プラセボ比

較試験において、運動トレーニングとともに、クレアチ

ン 5 g/日を 12 週間摂取させたところ、腎機能 

(51Cr-EDTAクリアランス、クレアチニンクリアランス、

尿蛋白、血清および尿中尿素や電解質) に影響は与えな

かった。 

・クレアチンは肝機能に影響を与える可能性があるの

で、肝臓疾患を患っている人は注意して使用した方がよ

い。 

・クレアチンは喘息症状と関連があるので、クレアチン

にアレルギーのある人は使用しない方がよい 。 

・クレアチンは理論上、インスリンの活性に影響を与え

る可能性があるため、糖尿病や低血糖症の人は注意して

使用した方がよい。 
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・クレアチンを摂取すると、高熱不耐症や発熱、脱水症、

血液量の低下、電解質平衡異常がおこる可能性がある。 

・クレアチンは下肢のコンパートメント症候群 (損傷を 

受けた筋肉に過度の腫れが生じ、筋肉や周囲の軟部組織

に不可逆的な損傷や壊死が起こる可能性のある状態) 

のリスクを増大させる可能性がある。 

 

評価：当該商品のクレアチン 1日摂取目安量（250mg/

日）は、体内で合成される量と食事から摂取される量

を参考に、必要量に対して不足分を補う量として設定

しているため、基本的に安全性に問題はないと考え

る。ただし、2次情報には腎臓や肝臓への影響、イン

スリン活性への影響、筋痙攣、高熱不耐症や発熱、脱

水症、血液量の低下、電解質平衡異常などへの影響、

コンパートメント症候群のリスク増加についての記

載があるので、念のため、1次情報の検索をおこなっ

た。 

 

また、アレルギーのある人、妊娠・授乳婦への注意に

ついては、当該商品のパッケージに「原材料をご参照

の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでくださ

い。」「妊娠・授乳中の方、未成年の方は摂取しないで

ください。」と記載し、注意を促している。 

 

テアニン 

2次情報１）に次の記載があった。 

 

＜一般＞ 

・経口で短期間であれば安全性が示唆されている。1

週間に 1 回 200 mg を摂取して 3 ヶ月まで安全であっ

た。 

・安全性については信頼できる情報が十分にない。 

・副作用は報告されていない。 

 

＜妊婦・授乳婦＞ 

・妊娠中・授乳中の安全性に関しては信頼できる情報

が十分にないので、使用は避ける。 
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評価：「経口で短期間であれば安全性が示唆されている。

1 週間に 1 回 200 mg を摂取して 3 ヶ月まで安全であっ

た。」「副作用は報告されていない。」と記載されている

が、「安全性については信頼できる情報が十分にない。」

という記載もあるので、念のため、1 次情報の検索をお

こなった。 

 

また、妊娠・授乳婦への注意については、当該商品の

パッケージに「妊娠・授乳中の方、未成年の方は摂取

しないでください。」と記載し、注意を促している。 

 

ピペリン 

2次情報１）に掲載がなかったため、1 次情報の検索を

おこなった。 

 

プロテオグリカン 

2 次情報１）に掲載がなかったため、1 次情報の検索をお

こなった。 

 

※☐評価が十分→⑧へ、評価が不十分→③へ 

（データベース名） 

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 

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） 

クレアチン 

以下により、当該商品のクレアチンの安全性は高いと評

価する。 

 

〔腎機能・肝機能に関する影響〕 

・米国の大学でアメリカンフットボールを行っている学

生を対象に、トレーニングサプリメントとして 5～20g/

日のクレアチンを 0.25～5.6 年間摂取している学生 10

名とサプリメントを何も摂取していない学生 13 名の腎

機能と肝機能を比較した試験において、クレアチン摂取

群とコントロール群の腎機能（糸球体濾過量、尿細管再
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吸収、糸球体膜透過性）と肝機能（アラニンアミノトラ

ンスフェラーゼ（ALT）, アスパラギン酸アミノトラン 

スフェラーゼ（AST）, アルカリホスファターゼ（ALP））

の指標はいずれも正常範囲内であり、両群に有意差はみ

られなかった１）。 

 

・運動パフォーマンス向上の目的で 2～30g/日のクレア

チンを 10ヵ月～5年間摂取している健常成人 9名とサプ

リメントを何も摂取していない学生 85 名の腎機能を比

較した試験において、クレアチン摂取群とコントロール

群の糸球体濾過量、尿細管再吸収、糸球体膜透過性の指

標はいずれも正常範囲内であり、両群に有意差はみられ

なかった２）。 

 

・健常成人 18名を対象にクレアチン 0.3g/kg/日を 1週

間、続けて 0.15g/kg/日を 11週間摂取させて、クレアチ

ンの腎機能への影響をみた RCT試験において、クレアチ

ン群とプラセボ群で糸球体濾過量の指標に有意差はみ

られなかった。また、摂取前後で両群における血清中お

よび尿中のナトリウム量とカリウム量に有意差はみら

れなかった３）。 

 

評価：当該商品のクレアチン 1日摂取目安量（250mg/日）

よりも多いクレアチンを用いた、健常成人を対象にした

比較試験において、腎機能や肝機能に影響がみられな

かったことが報告されている。したがって、当該商品の

クレアチンが腎臓や肝臓に影響する可能性は低いと評

価する。 

 

〔インスリン活性への影響〕 

・17 名の健常成人を対象に、クレアチン 20g/日を 5 日

間、続けて 3ｇ/日を 28日間摂取させて、クレアチンの

耐糖能やインスリン活性への影響を検討したRCT試験に

おいて、クレアチン群とプラセボ群の両群とも、インス

リン活性に変化はみられなかった４）。 

 

評価：当該商品のクレアチン 1日摂取目安量（250mg/日）

よりも多いクレアチンを用いた、健常成人を対象にした
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RCT 試験において、インスリン活性に影響がみられな

かったことが報告されている。したがって、当該商品の 

クレアチンがインスリン活性に影響する可能性は低い

と評価する。 

 

〔コンパートメント症候群のリスク上昇への影響〕 

・86.8kgの 25歳男性にクレアチンを 0.3g/kg/日を 6日

間、続けて 0.03g/kg/日を 28日間摂取させて運動前後の

コンパートメント内圧を測定した試験において、コン

パートメント内圧はクレアチン摂取前に比べて摂取6日

目、34日目に高く、運動によりさらに上昇した。クレア

チン摂取を中止すると、コンパートメント内圧は徐々に

低下した５）。 

 

評価：報告されているのは、クレアチン摂取中にコン

パートメント内圧が上昇した症例報告 1報のみであり、

実際にコンパートメント症候群が発現した報告ではな

い。試験量も当該商品 1日摂取目安量（250mg/日）に比

べて多い。したがって、当該商品のクレアチンがコン

パートメント症候群のリスクを上昇させる可能性は低

いと評価する。 

 

〔筋痙攣や高熱不耐症や発熱、脱水症、血液量の低下、

電解質平衡異常などへの影響〕 

・健常成人 18名を対象にクレアチン 0.3g/kg/日を 1週

間、続けて 0.15g/kg/日を 11週間摂取させて、クレアチ

ンの腎機能への影響をみた RCT試験において、クレアチ

ン群とプラセボ群で糸球体濾過量の指標に有意差はみ

られなかった。また、摂取前後で両群における血清中お

よび尿中のナトリウム量とカリウム量に有意差はみら

れなかった３）。 

 

・運動時の筋力増強や身体機能向上を期待してクレアチ

ンを摂取（～20g/日）した場合の体重や細胞内水分量、

体内総水分量などへの影響について、メタ解析を含むシ

ステマティックレビューを実施した報告において、「適

切な量の摂取では、クレアチンが人の放熱能を妨害した

り、体内の水分バランスに影響したりすることを証明す
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る十分なエビデンスはない。」と報告されている６）。 

 

評価：当該商品のクレアチン 1日摂取目安量（250mg/日）

よりも多いクレアチンを用いた、健常成人を対象にした

RCT 試験において、血中および尿中のナトリウムやカリ

ウムに影響がなかったことが報告されている。したがっ

て、当該商品のクレアチンが体内の電解質バランスに大

きな影響を及ぼしたり、筋痙攣を引き起こしたりする可

能性は低いと評価する。 

また、システマティックレビューにおいて、「クレアチ

ンが人の放熱能を妨害したり、体内の水分バランスに影

響したりすることを証明する十分なエビデンスはな

い。」と報告されている。したがって、当該商品のクレ

アチンが高熱不耐症や発熱、脱水症や血液量の低下を引

き起こす可能性は低いと評価する。 

 

 

テアニン 

 

・健康な労働者 200名を対象に、カテキン 378mg/日＋テ

アニン 210mg/日、またはプラセボを５か月間摂取させて

インフルエンザ感染への有効性を検討した試験におい

て、試験期間を通じて重大な有害事象の発現はなかった
７）。 

 

・統合失調症または統合失調性感情障害の患者 60 名を

対象に、通常の治療に加えてテアニン 400mg/日またはプ

ラセボを8週間摂取させて有効性を検討した試験におい

て、バイタルサインや心電図、臨床検査において臨床的

な変化は生じず、有害事象は生じなかった８）。 

 

・65 名の 65 歳以上の高齢者を対象として L-シスチン

700mg/日+L-テアニン 280mg/日またはプラセボを 14 日

間摂取させ、15日目にインフルエンザウィルスの接種を

実施して免疫反応への影響を検討した試験において、試

験期間を通じて L-シスチン+L-テアニン摂取による有害

事象の発現はなかった９）。 
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評価：当該商品のテアニン 1 日摂取目安量（50mg/日）

よりも多いテアニンを用いた RCT試験において、重大な 

有害事象の発現はなかったという報告があった。した

がって、当該商品のテアニンの安全性は高いと評価す

る。 

 

ピペリン 

 

・メタボリックシンドロームと診断された 100名を対象

に、運動・食事療法や薬物治療などの通常治療に加えて、

クルクミノイド 1000 mg/日+ピペリン 10ｍg/日（ピペリ

ンはクルクミノイドのバイオアベイラビリティ上昇の

目的で併用）またはプラセボを 8週間摂取させて通常治

療とクルクミノイドの併用効果を検討したRCT試験にお

いて、クルクミノド群で発現した有害事象は下痢 2例、

便秘 2例、頭痛 1例、発疹 2例であった。これらの発現

によるドロップアウトはなく、クルクミノイド+ピペリ

ン摂取は安全で忍容性が高かった１０）。 

 

・8 名の健康な成人男性（20-40 歳）を対象に、ピペリ

ン 20ｍｇまたはプラセボを６日間摂取、７日目にネビラ

ピンを併用させてネビラピンの薬物動態を検討した RCT

試験において、試験は安全に実施され、重大な有害事象

は報告されなかった１１）。 

 

評価：当該商品のピペリン 1日摂取目安量（45μg/日）

よりも多いピペリンを用いた RCT試験において、重大な

有害事象の発現はなかったと報告されている。したがっ

て、当該商品のピペリンの安全性は高いと評価する。 

 

プロテオグリカン 

 

・プロテオグリカンはサケの鼻軟骨(氷頭)を基原原料と

している。サケの鼻軟骨(氷頭)は、主に北海道、東北、

新潟などの郷土料理として「氷頭なます」の食材として

用いられている１２）。 

 

・ヒト安全性試験において、PG（プロテオグリカン）を
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約 40％含有する PGNP（プロテオグリカンナチュラルパ

ウダー）を 1日当たり 1500mg（PGとして 600mg）、5日 

間継続摂取しても臨床上問題となることはなかった１３）。 

 

評価：本製品に含まれるプロテオグリカン量は、おおよ

そ氷頭なます 1食分(鮭 0.08頭分)に相当する１４）。この

ことから、食経験は十分であると考える。また、当該商

品のプロテオグリカン 1 日摂取目安量(10mg/日)よりも

多い量を用いた安全性評価試験において、ヒトでの安全

性が確認されている。したがって、当該商品のプロテオ

グリカンの安全性は高いと評価する。 

 

※評価が十分→⑧へ、☐評価が不十分→④へ 

（参考文献一覧） 

1. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2002 

Dec;12(4):453-60. 

2. Med Sci Sports Exerc. 1999 Aug;31(8):1108-10. 

3. Eur J Appl Physiol. 2008 May;103(1):33-40. 

4. Med Sci Sports Exerc. 2003 Jan;35(1):69-74. 

5. J Athl Train. 2001 Mar;36(1):85-88. 

6. J Athl Train. 2009 Mar-Apr;44(2):215-23. 

7. BMC Complement Altern Med. 2011 Feb 21;11:15. 

8. J Clin Psychiatry. 2011 Jan;72(1):34-42. 

9. Geriatr Gerontol Int. 2008 Dec;8(4):243-50. 

10. Complement Ther Med. 2014 Oct;22(5):851-7. 

11. Drugs R D. 2007;8(6):383-91. 

12. 山形の郷土料理集 山形市保健センター 

13. 日本食品科学工学会誌. 2011;58(11):542-547. 

14. 食品成分表 2010/香川芳子 

 

（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

 

☐あり   ☐なし 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+long-term+creatine+supplementation+on+liver+and+kidney+functions+in+American+college+football+players.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10449011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ts+of+creatine+supplementation+on+renal+function%3A+a+randomized%2C+double-blind%2C+placebo-controlled+clinical+trial.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+creatine+ingestion+on+glucose+tolerance+and+insulin+sensitivity+in+men.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elevated+Anterior+compartment+pressure+in+the+Leg+After+Creatine+Supplementation%3A+A+Controlled+Case+Report.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19295968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21338496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21208586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19149835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25440375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17963429
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=nskkk&noVol=58&noIssue=
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成したデータベースの情

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

⑥in vitro 試

験 及 び in 

vivo試験 

 

 

 

 

 

 



別紙様式（Ⅱ） 

 11 / 20 

 

価された場合

→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. J Physiol Anthropol. 2012 Oct 29; 31:28. 

5. Curr Sports Med Rep. 2013 Jul-Aug; 12(4):240-4. 

6. Amino Acids. 2011 May; 40(5):1409-18. 

7. Am J Kidney Dis. 2010 Mar; 55(3):e7-9. 

8. Int J Sports Physiol Perform. 2006 Dec; 1(4):311-23. 

9. J Ren Nutr. 2006 Oct; 16(4):341-5. 

10. J Herb Pharmacother. 2004; 4(1):1-7. 

11. Curr Sports Med Rep. 2002 Apr; 1(2):103-6. 

12. Amino Acids. 2008 Feb; 34(2):245-50. Epub 2007 Mar 30. 

13. Ann Nutr Metab. 2003; 47(1):11-5. 

14. Med Sci Sports Exerc. 2003 Jan; 35(1):69-74. 

15. J Athl Train. 2009 Mar-Apr; 44(2):215-23. 

16. Br J Sports Med. 2008 Jul; 42(7):567-73. 

17. Clin J Sport Med. 2001 Oct; 11(4):247-53. 

18. Clin Sci (Lond). 1996 Jul; 91(1):113-8 

 

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】 

医薬品と機能性関与成分との相互作用の報告について、内容を精査した

結果、相互作用を起こす可能性は低いと判断した。 

ただし、当該商品は健常成人を対象に開発された商品であるが、疾病に罹

患している方や医薬品を服用中の方が当該商品を摂取する可能性は否定で

きない。そのため、商品パッケージに「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。また、当社では商品と医薬品の飲み合わせについて、医師監修の

もとで判定した飲み合わ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。 

したがって、当該商品を販売することは適切であると考える。 
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【各機能性関与成分の評価】 

 

テアニン 

 

・降圧薬との相互作用 

 2 次情報：降圧剤との併用により、その効果を高める可能性がある１）。

動物試験と臨床試験において、テアニンが血圧降下作用をも

つ可能性が示唆されている。理論的に、併用により降圧薬の

作用が増強する可能性がある。降圧薬には、カプトプリル

（Capoten）、エナラプリル（Vasotec）、ロサルタン（Cozaar）、

バルサルタン（Diovan）、ジルチアゼム（Cardizem）、アムロ

ジピン（Norvasc）、ヒドロクロロチアジド（HydroDiuril）、

フロセミド（Lasix）などがある２）。 

 

 1次情報：ヒト試験 1報（RCT４）)の報告があった。 

 

評価：2次情報１）２）に記載されているのは、動物試験 2報とヒト試験

1報（RCT）である。動物試験 2報はいずれも、テアニン大量

投与が高血圧誘発ラットの血圧を有意に低下させた報告であ

る。RCTは、正常血圧の健常人において、カフェイン 250mg+

テアニン 200mg投与が、カフェイン 250mg単独投与でみられた

血圧の上昇を有意に抑制した報告である。 

2次情報に記載されている報告は、血圧の上昇を抑制した報告

であり、血圧を低下させた報告ではなかったため、1次情報３）

の検索をおこなったところ、2次情報に記載の 3報の報告のほ

か、テアニンが身体的および精神的ストレス下における血圧上

昇を抑制したヒト試験（RCT４））が 1報、検索された。 

いずれの RCTもテアニンが血圧の上昇を抑制した報告であり、

血圧を低下させた報告ではないため、テアニンの血圧降下作用

についての科学的根拠は低いと評価する。したがって、当該商

品のテアニンが、降圧薬と相互作用を起こす可能性は低いと考

える。 

 

・カフェインなどの興奮剤との相互作用 

2次情報：カフェインなどの興奮剤との併用により、その作用を弱める

可能性がある１）。 

理論的には、テアニンとの併用でカフェインのような興奮剤の

作用が減弱する可能性がある２）。 
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 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、動物試験 2報である。 

2報のうち 1報は静脈内投与であり、もう 1報はテアニン大量

経口投与の報告であった。これらの情報では不十分であった

ため、1 次情報３）の検索をおこなったところ、テアニンがカ

フェインなどの興奮剤の作用を弱めたというヒトでの報告は

なかったので、科学的根拠は低いと評価する。したがって、

当該商品のテアニンが、カフェインなどの興奮剤と相互作用

を起こす可能性は低いと考える。 

 

ピペリン 

（「ヒハツ」「INDIAN LONG PEPPER」として調査を行った。） 

 

・フェニトインとの相互作用 

 2 次情報：併用により、フェニトイン（Dilantin）の吸収が速まり、排

泄が遅れる２）。 

 

評価：2次情報２）に記載されているのは、ヒト試験（非 RCT）でピペ

リンがフェニトインの薬物動態に影響した報告であるが、当

該商品の 1日目安量（45μg/日）に比べて試験量（20mg/日）

が多い。したがって、当該商品のピペリンが、フェニトイン

と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・プロプラノロールとの相互作用 

2 次情報：併用により、プロプラノロールの吸収が早くなるとともに増

大し、血中濃度が上昇する２）。 

 

評価：2次情報２）に記載されているのは、ヒト試験（非 RCT）でピペ

リンがプロプラノロールの薬物動態に影響した報告である

が、当該商品の 1日目安量（45μg/日）に比べて試験量（20mg/

日）が多い。したがって、当該商品のピペリンが、プロプラ

ノロールと相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・テオフィリンとの相互作用 

 2 次情報：併用により、テオフィリンの吸収が増大し、血中濃度が上昇

する２）。 
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評価：2 次情報２）に記載されているのは、ヒト試験（非 RCT）でピ

ペリンがテオフィリンの薬物動態に影響した報告であるが、 

当該商品の 1日目安量（45μg/日）に比べて試験量（20mg/日）

が多い。したがって、当該商品のピペリンが、テオフィリン

と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

クレアチン 

 

・カフェイン・エフェドラ（マオウ）との相互作用 

 2次情報：クレアチン 6 g、カフェイン 400～600 mg、エフェドラ 40～60 

mg、その他種々のサプリメントを 6 週間摂取した運動選手に

おいて、虚血性心臓発作が報告されている１）。 

      カフェインやエフェドラとの併用で、脳卒中などの重篤な副

作用が起こる可能性がある１）。 

 

1 次情報：カフェインやエフェドラ（マオウ）との併用で健康被害が起

こった報告なし。 

 

評価：2 次情報１）に記載されているのは、ボディビルディングの目

的で大量（6000mg）のクレアチン、カフェイン、エフェドラ、

その他、複数のサプリメントを摂取していた男性で虚血性発

作が起こった症例報告 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。したがって、当該商品のクレアチ

ンとカフェインやエフェドラ（マオウ）の併用で、脳卒中な

どの重篤な副作用が起こる可能性は低いと考える。 

 

・腎毒性のある医薬品との相互作用 

 2 次情報：高用量のクレアチンは腎機能に対して有害な影響を与えるか

もしれないので、理論的には腎毒性のある医薬品との併用で、

その副作用が増悪することが考えられるが、まだ報告はされ

ていない１）。 

クレアチンと腎毒性のある医薬品との併用については、懸念

がある。高用量のクレアチンは腎機能に悪影響を与える可能

性があるため、クレアチンと腎毒性のある医薬品との併用は、

腎機能に対して相加的に有害な影響を及ぼす可能性がある。

しかし、現在のところ、この影響についての報告はない。 

腎毒性のある医薬品には、シクロスポリン（ Neoral、
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Sandimmuneを含む）、アミカシン（Amikin）、ゲンタマイシン

（Garamycin、Gentakなど）、トブラマイシン（Nebcinなど）

を含むアミノグリコシド系抗生物質、イブプロフェン 

（Advil、Motrin、Nuprin など）、インドメタシン（Indocin）、

ナプロキセン（アリーブ、Anaprox、Naprelan、Naprosyn）、

ピロキシカム（Feldene）を含む非ステロイド性の抗炎症剤

（NSAID）などがある２）。 

 

 1次情報：ヒト試験 5報（いずれもレビュー５）６）８）１０）１１））、症例報告 

2報７）９）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

索をおこなったところ、7 報のヒト試験（レビュー5 報５）６）

８）１０）１１）、症例報告 2報７）９））が検索された。 

レビューの結論には、「クレアチンはいくつかの有害事象が報

告されているが、比較的安全なサプリメントである。他のサ

プリメントと併用した場合や、数か月にわたり推奨量より高

用量を摂取した場合に、肝臓や腎臓に有害な影響を及ぼした

症例が報告されている。」５）「腎疾患がある人や腎機能への潜

在的なリスクがある人（糖尿病患者、高血圧患者、糸球体濾

過量(GFR)が低下している人）は、高用量（＞3～5g/日）のク

レアチン摂取を避けるべきである。安全性の観点から、サプ

リメント摂取前に腎機能検査を行うことを考慮すべきである

が、健常人ではその必要はない。」６）などと記載されており、

クレアチンが腎機能に影響するリスクファクターとして、高

用量摂取があげられている。しかし、当該商品のクレアチン

1 日目安量（250mg/日）は、体内で合成される量と食事から

摂取される量を参考に、必要量に対して不足分を補う量とし

て設定しており、高用量には相当しない。したがって、当該

商品のクレアチンが、腎毒性のある医薬品と相互作用を起こ

す可能性は低いと考える。 

 

・肝毒性のある医薬品との相互作用 

2 次情報：クレアチンは肝臓の機能に影響を与える可能性があるので、

肝毒性の可能性となる薬物やハーブ (チャパラルやコンフ

リー、エキナセア、ジャーマンダーなど)、サプリメントと併

用して使用しない方がよい１）。 
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 1次情報：ヒト試験 2報（いずれもレビュー５）８））の報告があった。 

 

評価：2次情報１）の情報が不十分であったため、1次情報３）の検索 

をおこなったところ、2報のヒト試験（いずれもレビュー５）８））

が検索された。 

それぞれのレビューの結論には、「クレアチンはいくつかの有

害事象が報告されているが、比較的安全なサプリメントであ

る。他のサプリメントと併用した場合や、数か月にわたり推

奨量より高用量を摂取した場合に、肝臓や腎臓に有害な影響

を及ぼした症例が報告されている。」５）「健常人において、経

口クレアチン摂取が肝機能の変化を引き起こすとは考えにく

い。」８）と記載されている。クレアチンが肝機能に影響するリ

スクファクターとして、高用量摂取があげられているが、当

該商品のクレアチン 1 日目安量（250mg/日）は、体内で合成

される量と食事から摂取される量を参考に、必要量に対して

不足分を補う量として設定しており、高用量には相当しない。

したがって、当該商品のクレアチンが、肝毒性のある医薬品

と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・血糖降下薬との相互作用 

2 次情報：クレアチンは理論上、インスリンの活性に影響を与える可能

性があるため、血糖値に影響する薬やハーブ、サプリメント

を使用している人は注意して使用した方がよい１）。 

 

1次情報：ヒト試験 3報（いずれも RCT１２）１３）１４））の報告があった。 

 

評価：2 次情報１）の情報が不十分であったため、1 次情報３）の検索

をおこなったところ、ヒト試験が 3報（いずれも RCT１２）１３）

１４））、検索された。いずれの RCTでも、クレアチン摂取（5～

20g/日）によるインスリン作用への影響はなかったと報告さ

れているため、クレアチンがインスリンの活性に影響を与え

る可能性は低いと評価する。さらに、当該商品の 1 日目安量

（250mg/日）は、RCT の試験量（5～20g/日）より少ない。し

たがって、当該商品のクレアチンが、血糖降下薬と相互作用

を起こす可能性は低いと考える。 

 

・プロベネシドとの相互作用 

 2 次情報：クレアチンと併用してプロベネシドを摂取すると、体内のク
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レアチン濃度が上昇するため、副作用が増強する可能性があ

る１）。 

 

1次情報：プロベネシドとの相互作用の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）の情報が不十分であったため、1 次情報３）の検索

をおこなったところ、クレアチンとプロベネシドとの相互作

用に関する報告は検索されなかった。科学的根拠は低いと評

価する。したがって、当該商品のクレアチンが、プロベネシ

ドと相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・利尿薬との相互作用 

 2 次情報：クレアチンには脱水や電解質平衡異常の可能性があるので、

利尿薬 (ヒドロクロロジアジドやフロセミド) や利尿作用が

あるハーブ (アーティチョークやセロリ、セイヨウタンポポ

など) を含むサプリメントと併用しない方がよい１）。 

    

1 次情報：ヒト試験 3 報（メタ解析１５）、レビュー１６）、非 RCT１７））の報

告があった。 

 

評価：2 次情報１）の情報が不十分であったため、1 次情報３）の検索

をおこなったところ、ヒト試験が 3報（メタ解析１５）、レビュー 
１６）、非 RCT１７））、検索された。 

3 報のうち、エビデンスレベルの高いメタ解析１５）で、「クレ

アチン摂取が人体からの放熱を阻害する。もしくは、アスリー

トにおいて体内の水分バランスに影響することを示唆するエ

ビデンスはない。」と結論づけられている（解析に用いられた

報告の最少摂取量：5g/日）。クレアチンによって脱水や電解

質平衡異常が引き起こされる可能性については、科学的根拠

が低いと評価する。さらに、当該商品の 1 日目安量（250mg/

日）は、メタ解析に用いられた報告の最少摂取量（5g/日）よ

り少ない。したがって、当該商品のクレアチンが、利尿薬と

相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・脂質異常症治療薬との相互作用 

2 次情報：クレアチンはロバスタチンなどのコレステロール低下薬やベ

ニコウジなどの作用を強める可能性がある１）。 
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1次情報：ヒト試験 1報（RCT１８））の報告があった。 

 

評価：2 次情報１）の情報が不十分であったため、1 次情報３）の検索

をおこなったところ、クレアチンがコレステロールを低下さ

せたヒト試験が 1報（RCT１８））、検索されたが、当該商品 1日

目安量（250mg）に比べて試験量（5g）が多い報告であった。

したがって、当該商品のクレアチンが、脂質異常症治療薬と

相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

・ビタミン A,D,E,K製剤との相互作用 

 2 次情報：クレアチンはビタミン A,D,E,K の有効性を低減させる可能性

がある１）。 

 

1次情報：ビタミン A,D,E,K製剤との相互作用の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）の情報が不十分であったため、1 次情報３）の検索

をおこなったところ、クレアチンとビタミン A,D,E,K 製剤と

の相互作用の報告は検索されなかった。科学的根拠は低いと

評価する。したがって、当該商品のクレアチンが、ビタミン

A,D,E,K製剤と相互作用を起こす可能性は低いと考える。 

 

プロテオグリカン 

 2次情報：成分の掲載なし１）２）。 

 

1次情報：相互作用の報告なし。 

 

評価：2 次情報１）２）に成分の掲載がなかったため、1 次情報３）の検

索をおこなったところ、相互作用の報告はなかった。考慮す

べき相互作用はないと評価する。 

 

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） 
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2次情報：機能性関与成分同士の相互作用に関する記載なし。 

 

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

の飲み合わ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 成分以上の飲み合わせに

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、相互作用に関する情報は検索されなかっ

た。 

 

評価：2 次情報１）２）に機能性関与成分同士の相互作用に関する記載が

なかったため、1次情報３）の検索を行ったが、報告はなかった。

当該商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。従って、当該商品を販売する

ことは適切であると考える。 
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商品名：腰ラックス 

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   

 



別紙様式（Ⅲ）-１ 

 1 / 2 

 

商品名：腰ラックス 

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：腰ラックス 

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   

 



別紙様式（Ⅲ）-３ 

 1 / 2 

 

商品名：腰ラックス  

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） 

テアニン  

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 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 

アミノ酸自動分析法（テ

アニン） 

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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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。 

・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：腰ラックス  

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） 

ヒハツエキス末(でんぷん分解物、ヒハツエキス)  

（機能性関与成分：ピペリン）  

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 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（ピペリン） 

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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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。 

・原料の基原のトレーサビリティ 

・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：腰ラックス  

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） 

クレアチン  

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 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（クレアチン一水和物） 

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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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。 

・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：腰ラックス  

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） 

プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨エキス末 

（機能性関与成分：プロテオグリカン）  

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 一丸ファルコス株式会社(利害関

係者)   

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 

分析方法について特許出願及び論

文投稿準備中であり、分析技術の

守秘のため登録機関での分析がで

きない状況である。  

（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 一丸ファルコス株式会社(利害関
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法（プロテオグリカン） 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。 

・原料の基原のトレーサビリティ 

・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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