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これからのトクホ申請におけるヒト試験のあり方

一般社団法人 機能性食品開発支援機関協議会(FFDA*)

代表理事 山本哲郎
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トクホ申請‐：特定保健用食品(いわゆる個別審査型)の審査申請

FFDA*：2010年11月設立
活動目的は、保健機能食品等の開発支援機関の技術向上及び事業振興に寄与すること

はじめに

(ヒト試験を理解するための最近の制度の動き)
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ヒト試験/臨床試験に関わる制度の変化

2013.  4. 1 ：疫学研究に関する倫理指針一部改正(文科省・厚労省)

2014.10.30 ：特定保健用食品の表示許可等について 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(消費者庁)

2014.12.22 ：「疫学研究に関する倫理指針」と「臨床試験に関する倫理指針」が統合

⇒「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)

2015. 2. 9  ：人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
2015. 3.31 ：人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス一部改訂

2015. 3.30 ：機能性表示食品の届出等に関するガイドライン (消費者庁)

2015.12.24  : 特定保健用食品の表示許可等についての一部改正について(消費者庁)

2016. 1.  8   : 「特定保健用食品に関する質疑応答集について」 (消費者庁)
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最近の約3年間で、食品のヒト試験/臨床試験の制度が大きく変化した

はじめに

特定保健用食品の表示許可等について
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

2014年の改正(消食表第259号 平成26年10月30日)

ヒト試験に関する主な要求事項は

・信頼性の向上

・食事調査 改正(明確化)された

・被験者数の設定等
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5
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/tokuho2/doc/151203_shiryou1.pdf

特定保健用食品制度についてH27.12.3 消費者庁食品表示企画課作成のスライドから抜粋

旧通知 改正通知

2014年 参 考

6食品安全委員会：特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方 新開発食品専門調査会 H16.7.21

はじめに
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ヒト試験とは
特定保健用食品の表示許可等について. 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 消費者庁 (以下、トクホ申請留意事項) 第2, 2, (4)から

ア in vitro 及び動物を用いた in vivo 試験
・・・作用機序については、当該資料により明らかにされていなくても、
作用機序に関する試験が適切になされていれば条件付き特定保健
用食品の有効性を確認する資料として用いることができるが、この
場合、ヒトを対象とした試験（以下「ヒト試験」という）のデザインは無作
為化比較試験である必要がある。

イ ヒトを対象とした試験
原則として、審査申請する食品（以下「申請食品」という。）を用いて実
施する。動物試験において保健の用途に係る有効性を確認した後、
ヒト試験を実施し、保健の用途に係る効果及び摂取量を確認する。
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参 考

ヒトを対象とした試験
トクホ申請留意事項(第2, 2, (4))から

イ ヒトを対象とした試験
(ア)試験目的と計画
b  試験デザイン

試験デザインについては、結果の客観性を確保する観点から、
試験食摂取群とプラセボ食摂取群を対照とした二重盲検比較試
験とする必要がある。
割付については、原則として無作為割付を行う必要があるが、非
無作為割付を行う場合については、条件付き特定保健用食品の
有効性に係る資料としてのみ用いることができる。

8

はじめに参 考
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添付資料
トクホ申請留意事項 第2,3から

(5)申請資料は、許可の基礎になる資料であり、信頼性のあるもので

ある必要がある。有効性の検証に係るヒト試験及びメタアナリシス

の論文については、査読者のいる学術誌に投稿され、受理されて

いることが条件となる。・・・・・試験データの客観性と信頼性!

9

参 考

ヒト試験データの種類と科学的根拠の強さ
科学的な根拠(エビデンス)のランク

I  システマティック・レビュー/randomized controlled trial（RCT）のメタ
アナリシス

II  1つ以上のランダム化比較試験による (トクホ)

III  非ランダム化比較試験による (条件付トクホ)

IVa 分析疫学的研究（コホート研究）

IVb 分析疫学的研究（症例対照研究、横断研究）

V  記述研究（症例報告やケースシリーズ）

VI  患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見

ランダム化:無作為化

10http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/canceruptodate/utd/201310/533163.html

はじめに
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ヒトを対象とした試験
トクホ申請留意事項(2014.10.30) 、第2, 2, (4)から

(イ) 試験実施上の留意点
ヒト試験は、ヘルシンキ宣言の精神に則り、常に被験者の人権保
護に配慮し、倫理委員会等の承認を得て、医師の管理の下に実
施する。
実施に当たっては、「疫学研究に関する倫理指針（平成16 年文部
科学省・厚生労働省告示第１号、平成20 年一部改正。以下「疫学
研究倫理指針」という。）」に従う。
なお、疫学研究倫理指針については、現在見直しが行われている
ことから、注視すること。・・・2014年の記載です。これが・・・
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参 考

(イ)試験実施上の留意点

2014年:実施に当たっては 疫学研究に関する倫理指針に従う

2015年:実施に当たっては 人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針(以下、新倫理指針)に従う
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ヒト試験の実施に当たって、従う倫理指針
旧 2014年(トクホ申請留意事項 消食表第259号 平成26年10月30日)
新 2015年(トクホ申請留意事項 消食表第646号 平成27年12月24日)

改正

はじめに
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ヒト試験の実施について
2015年(トクホ申請留意事項 消食表第646号 平成27年12月24日)第2,イから

(イ)試験実施上の留意点
ヒト試験は、ヘルシンキ宣言の精神*に則り、常に被験者の人権保
護に配慮し、倫理委員会等の承認を得て、医師の管理の下に実施
する。実施に当っては、人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針に従う。
また、被験者の割り付け方法等に十分配慮し、統計学的に十分な
有意差の有無を確認するに足りる試験方法と被験者を設定するこ
とが必要である。

*：世界医師会による「人間を対象とする医学研究の倫理的原則(訳 日本医師会)」

13

はじめに

ヒト試験は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」

に従う医学系研究の一つとなった。

14
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人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
(以下、新倫理指針)における目的と基本方針

第1 目的及び基本方針
この指針は、人を対象とする医学系研究に携わる全ての関係者が
遵守すべき事項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守ら
れ、研究の適正な推進が図られるようにすることを目的とする。全
ての関係者は、次に掲げる事項を基本方針としてこの指針を遵守
し、研究を進めなければならない。

① 社会的及び学術的な意義を有する研究の実施

② 研究分野の特性に応じた科学的合理性の確保

15

はじめに

③ 研究対象者への負担並びに予測されるリスク及び利益の総合

的評価

④ 独立かつ公正な立場に立った倫理審査委員会による審査

⑤ 事前の十分な説明及び研究対象者の自由意思による同意

⑥ 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮

⑦ 個人情報等の保護

⑧ 研究の質及び透明性の確保

16

はじめに
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平成26年12月22日(26文科振第475号,厚生労働省発科1222第1号,医政発1222第1号)

文部科学省研究振興局長、厚生労働省大臣官房長、厚生労働省医政局長から

(宛先)

各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、関係施設等機関等の長、
各大学共同利用機関法人機構長、関係各独立行政法人の長、都道府県知事、
特別区の長、保健所政令市の長、各関係団体の長に通知

さらに医師会長から各地区の医師会にも転送もされた

通知は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の公布について

内容・・・研究に携わる者全てに本指針が遵守されるよう、周知徹底を

お願いする・・・・

医師等への「新倫理指針」の周知

17

参 考

ヒト試験における主な試験の種類
トクホ申請留意事項 (第2, 2,(4))、(第2, 2,(5))から

・用量設定試験：一日摂取目安量を確認する

・長期摂取試験：食品の保健の用途に係る有効性及びその摂
取量を確認する

・過剰摂取試験：過剰用量におけるヒト試験(一日摂取目安量の
３、５倍量)

*安全性の確認：過剰摂取時及び長期摂取時に、被験者にお
ける副次作用の発生の有無も併せて確認する

18
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イ ヒトを対象とした試験
原則として、審査申請する食品（以下「申請食品」という。）を用いて
実施する。動物試験において保健の用途に係る有効性を確認した後、
ヒト試験を実施し、保健の用途に係る効果及び摂取量を確認する。

（ア）試験目的と計画
試験は、食品の保健の用途に係る有効性及びその摂取量を確認す
ることを目的とし、原則として、設定しようとする一日摂取目安量に
よる長期摂取試験を実施する。
なお、一日摂取目安量は、事前に検討された用量設定試験の結果
に基づいた量とする。

19

参 考

イ ヒト試験等
ヒト試験により、過剰摂取時及び長期摂取時における安全性の確
認を行う。

（ア）試験目的と計画等
原則として、過剰用量におけるヒト試験（以下「過剰摂取試験」と
いう。）及び摂取期間を長期に設定したヒト試験（以下「長期摂取
試験」という。）を実施する。
当該試験においては、被験者における副次作用の発生の有無を
併せて確認すること。

20
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「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」
における臨床試験の実施方法とは

H27.3.30公表 消費者庁

（２）臨床試験の実施
臨床試験の実施方法は原則として、トクホ申請留意事項に示され
た特定保健用食品の試験方法（規格基準型、疾病リスク低減表示
及び条件付き特定保健用食品に係る試験方法を除く）に準拠する
こととする。・・・・・
また、上記通知に示された特定保健用食品の試験方法に拠らなく
ても機能性の実証が可能な場合については、科学的合理性が担
保された別の試験方法を用いることができる。

21

はじめに

ヒト試験と臨床試験

ヒト試験：トクホ申請留意事項に『・・・ヒトを対象とした試験（以下
「ヒト試験」という』

臨床試験：機能性表示食品の届出等に関するガイドライン
(H27.3.30公表)の「用語集」に『ガイドラインにおける臨床試験は、
トクホ申請留意事項で規定するヒトを対象とした試験と同意』とある

22

はじめに
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特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項*

ヒト試験の実施に当たっては、「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針」に従う。 *：トクホ申請留意事項

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針**
人を対象として、特定の食品・栄養成分の摂取がその健康に与え
る影響を調べる場合は、医学系研究に該当する。 **：新倫理指針

機能性表示届出ガイドライン***

臨床試験の実施方法は原則として、「特定保健用食品の表示許可等に
ついて」の特保申請留意事項別添２に示された特定保健用食品の試験
方法に準拠する。 ***：機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

トクホ申請留意事項、新倫理指針及び機能性表示ガイドラインの関係
はじめに

特にヒト試験の実施計画等について

24

ヒト試験
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ヒト試験のデザイン
トクホ申請留意事項 第2, 2, (4)

イ. ヒトを対象とした試験

ｂ 試験デザイン

試験デザインについては、結果の客観性を確保する観点から、試験

食摂取群とプラセボ食摂取群を対照とした二重盲検比較試験とする

必要がある。

割付については、原則として無作為割付*を行う必要がある・・・、

割付の開示は、全ての試験を終了したのち行うことが必要である。

試験方法は並行群間試験を原則とするが、個人差のばらつき、関

与成分の保健の用途､試験期間､被験者数等を考慮し、他の妥当な

方法を用いてもよい。 *：ランダム化
25

ヒト試験

（５）食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性に関す
る資料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ｂ 試験方法
試験は、長期摂取試験、過剰摂取試験のいずれについても、二重
盲検並行群間比較試験、オープン試験などで行う。

26

ヒト試験のデザイン
トクホ申請留意事項 第2, 2, (5),イ,(ア)

参 考
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無作為化割付による二重盲検並行群間比較試験

対照をプラセボ食品摂取群とした無作為化割付による二重盲検並行
群間比較試験→主観、偏り、作為等の排除→データの信頼性が高い!!

被験食品摂取被験者群
無作為化

プラセボ食品摂取被験者群

・被験食品とプラセボ食品(関与成分を含まない)は判別できないように作成

・医師等の関係者はどちらの食品を被験者に渡したか判らず、被験者にも判らない

被験食品摂取

プラセボ食品摂取

後観察

両
群
同
時
並
行
で
実
施

後観察

27

盲検化／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ化

ヒト試験

プラセボ食品摂取群(対照)被験食品摂取群

危険率5%で有意差検定
有
効
率

偶然の誤差?
プ
ラ
セ
ボ
効
果

統計学的に2群を比較する

試験食品の有効性の検証とは、対照としたプラセボ食品摂取群の有効
率に対して試験食品摂取群が有意な差でうわまわるか?

28

思
い
込
み
効
果
等

偶然性を否定できるか?

参 考
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条件付きトクホの「有効性」の考え方
特定保健用食品に関する質疑応答集について 消表第5号 H28.1.8

問22 条件付き特定保健用食品の有効性の審査はどのように行うのか。

・・・条件付き特定保健用食品としての有効性を示すものとして認められる場合は、以下のとおり・・・

① 無作為化比較試験において、危険率5%以下で統計的処理を行っ
ても有意差は出ないが、同10%以下とすると有意差が出るもの

② 非無作為化比較試験（割付を無作為化せずに行う比較試験）にお
いて、危険率5%以下で統計的処理を行った結果有意差が出るもの

③ 作用機序に関する試験が適切になされているものの、作用機序が明確
になら なかった場合（ ただし、②かつ③の場合を除く。）いずれも、品質
の担保のために関与成分の特定が必要である。

29

参 考

食品のヒト試験に関するFFDAの新自主ガイドライン

一般社団法人機能性食品開発支援機関協議会

（Functional Foods Development Association：FFDA）

30

FFDA新GL
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トクホ申請留意事項と新倫理指針を反映させて作成し
たFFDA新自主ガイドライン(以下、FFDA新ガイドライン)

新倫理指針のポイント

・科学的合理性
・倫理的妥当性
・研究の質*

・透明性**

* :研究の質(信頼性)：モニタリング、監査等
**:透明性(確保)：試験の事前登録、倫理審査委員会の登録、利益相反等

信頼性が加わった

充実、強化された

新倫理指針

31

FFDA新ガイドラインに
反映させた

［1］目的
FFDAガイドラインは、会員企業である食品CROが受託して行う特
定保健用食品申請に係る申請書作成を目的としたヒト試験が、ヘ
ルシンキ宣言の精神に則ることを基本として、新倫理指針および
特保申請留意事項を遵守することにより、倫理的並びにならびに
科学的観点から適正に行われるとともに、ヒト試験の透明性と信頼
性等を確保することを目的としている。

［2］適用範囲
本ガイドラインは、FFDAの会員企業が行う主として特定保健用食
品（いわゆる個別審査を受ける食品）の審査申請に係るヒト試験を
対象としている。

32

FFDA新ガイドライン

参 考
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新倫理指針で追加、変更された主な箇所1

研究に関する登録・公表に関する規定（第３章関係）

・研究責任者は、介入を行う研究を実施する場合には、本指針の規定

により、あらかじめ、当該研究の概要を公開データベースに登録し、

研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて適宜登録内容を更新し、

また、研究を終了したときは、遅滞なく、当該研究の結果を登録する

こととなった

33

新倫理指針

倫理審査委員会の機能強化と審査の透明性確保に関する規定
（第４章関係）
・本指針の規定による倫理審査委員会の設置者は、倫理審査委員会
の組織及び運営に関する規程並びに委員名簿を倫理審査委員会報
告システム(厚生労働省)において公表することとなった
委員構成、成立要件の審査委員数は3→5名となった

個人情報等に関する規定について(第６章関係)
・研究の実施に伴って取得される個人情報等として対象範囲が拡大さ
れた

34

要注意!

新倫理指針

新倫理指針で追加、変更された主な箇所2
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［6］-5 倫理審査委員会の公表
倫理審査委員会の規則、委員構成および議事要旨は、厚生労働
省の「臨床研究倫理審査委員会報告システム」で公開する。但し、
議事要旨のうち被験者の人権、研究の独創性、知的財産権の保
護または競争上の地位の保全のため非公開とすることが必要な部
分については、この限りでない

［7］ ヒト試験の事前登録
ヒト試験を登録し公開する場合は、当該研究の概要をその実施に
先立って公開データベースに登録し、研究計画書の変更および研
究の進捗に応じて適宜更新し、試験を終了したときは、結果を登録
する。公開データベースは大学病院医療情報ネットワーク（UMIN）
のUMIN臨床試験登録システム等により行う

35

FFDA新ガイドライン

FFDA新GL

https://rinri.mhlw.go.jp/PublicPage/publictoppage.aspx

参 考

36
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・・・・・・

・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://www.umin.ac.jp/

例
参 考

37

研究に係る試料及び情報等の保管に関する規定（第８章関係）
・侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴い、介入を行う研究に係る情報等は、

研究終了後５年又は結果の最終の公表が報告した日から３年を経
過した日のいずれか遅い日までの期間となった

モニタリング及び監査に関する規定（第８章関係）
・侵襲（軽微な侵襲を除く） を伴い、介入を行う研究について、研究
責任者に対し、モニタリングや必要に応じた監査の実施をすることと
なった

38

新倫理指針で追加、変更された主な箇所

新倫理指針
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［11］資料、記録の保存と廃棄

1)研究計画書には、試験に係る試料および情報の保存方法と保
存期間を記載する。また、個人情報の漏えいや試料の混交、
盗難、紛失等が起こらないよう適切に保管・保存する。

2) 保存期間は、侵襲（軽微なものは除く）を伴う介入試験は当該
試験研究終了後5年の経過又は研究結果の最終の公表が報
告された日から3年。但し、軽微な侵襲にとどまる介入試験の
場合は、目的に合わせて事前に試験委託企業等と決める。

3) 研究計画書に定めた資料の保存期間を過ぎた場合には、匿
名化し、適切な方法で廃棄する 他

39

FFDA新ガイドライン

FFDA新GL

[3]用語について
19)モニタリング

研究が適正に行われることを確保するため、研究がどの程
度進捗しているか並びに新倫理指針および研究計画書に
従って行われているかについて、研究責任者が指定した者
（モニター）に行わせる調査をいう

20)監査
研究結果の信頼性を確保するため、研究が新倫理指針、特
保申請留意事項および研究計画書に従って行われたかに
ついて、研究責任者が指定した者が予め作成した手順書に
従って行わせる調査をいうなお、監査の結果報告は研究責
任者および研究機関の長に行う

40

FFDA新ガイドライン

FFDA新GL
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利益相反の管理に関する規定（第８章関係）
・研究責任者や研究者がとるべき措置が明確化され
利益相反に関する状況を確認し明確化することが求められている

→「利益相反の関係が疑われる状況」とは
例えば、責任医師が委託企業と利益関係にある場合に、「公正」
かつ「適正」な判断が損なわれている、または損なわれるので
はないかと、第三者から懸念が表明される可能性がある状況を
いう倫理審査委員会の審査委員についても同様です

41

新倫理指針で追加、変更された主な箇所

新倫理指針

［3］用語について
16)倫理審査委員会：医療機関の長から受託して行う研究の実

施の適否等について意見を求められたときは、新倫理指針
および特保審査申請留意事項等に基づき、倫理的観点およ
び科学的観点、利益相反に関する情報も含めて中立的で公
正な審査を行い、意見を文書により述べる合議制の委員会
をいう

［5］-2 研究計画書（または研究実施計画書）に記載する項目
として「利益相反に関する状況」を加えた

42

FFDA新ガイドライン

FFDA新GL
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新倫理指針における
研究対象者に対する侵襲の程度に関する考え方

なし
侵襲

あり：さらに「軽微な侵襲」とみなすことができるかどうか

・個々の研究に関して、その研究が「侵襲」を伴うものか否か、また、「侵襲」を伴
う場合において当該「侵襲」を「軽微な侵襲」とみなすことができるか否かにつ
いては

一義的には研究計画書の作成に際して研究責任者が判断し、
最終的にはその妥当性を含めて倫理審査委員会で審査する

食品のヒト試験は全て「軽微な侵襲」であるという考え方があるようですが、
現時点において確定的な見解等はない

43

新倫理指針

研究責任者その他の研究の実施（試料・情報の収集・分譲を行う機関
における業務の実施を含む）に携わる関係者をいい、研究機関以外
において既存試料・情報の提供のみを行う者及び委託を受けて研究
に関する業務の一部に従事する者を除く・・・CRO等は除かれる

基本的責務

１ 研究対象者等への配慮

２ 研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保等

３ 教育・研修

44

新倫理指針の記載
研究責任者等

新倫理指針
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研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究

に係る業務を統括する者をいう

基本的責務

１ 研究計画書の作成及び研究者等に対する遵守徹底

２ 研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告

３ 研究実施後の研究対象者への対応

45

新倫理指針の記載
研究責任者

新倫理指針

研究を実施する法人の代表者、行政機関の長又は個人事業主をいう

基本的責務
１ 研究に対する総括的な監督
２ 研究の実施のための体制・規程の整備等
３ 研究の許可等
４ 大臣への報告等

当該研究機関が実施している又は過去に実施した研究について、この指針に
適合していないことを知った場合には、速やかに倫理審査委員会の意見を聴き、
必要な対応を行うとともに、不適合の程度が重大であるときは、その対応の状
況・結果を厚生労働大臣（大学等にあっては厚生労働大臣及び文部科学大臣。
以下単に「大臣」という）に報告し、公表しなければならない。

46

新倫理指針の記載
研究機関の長

新倫理指針
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試験実施医療機関(以下、医療機関)  
医療機関の長 研究責任医師*

研究責任者等

倫理審査委員会

試験委託企業等*

研究機関の長 研究責任者

委受託契約によりヒト試験一部を受託する企業等*

食品CRO等

47
*茶色文字の部分:FFDA新ガイドラインに加えた

FFDA新ガイドライン
試験の体制

参 考

8)試験委託企業等
サプリメントを含む食品（以下、食品と略す）の機能性、保
健の用途、安全性等について、信頼性のある医学・栄養学
的な評価を得る目的で、ヒト試験を委託する企業等をいう

9)研究機関の長
研究の実施を依頼する試験委託企業等（各種法人）の代表
者、行政機関の長又は個人事業主をいう

10)研究責任者
研究の実施を依頼する試験委託企業等（各種法人）におけ
る研究の実施に携わるとともに、当該研究に係る業務を統
括し、侵襲の程度の判断を行う

48

FFDA新ガイドライン 用語1

参 考
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12)試験実施医療機関（以下、医療機関と略す）
委受託契約に基づき倫理審査委員会で承認されたヒト試
験を研究責任医師の管理の下に実施する医療機関をいう

13)医療機関の長
ヒト試験を実施する医療機関の代表者計画しているヒト試
験の妥当性について、倫理審査委員会の意見を踏まえて
実施の適否を決定する

14)研究責任医師
試験を実施する医療機関に所属して、ヒト試験の実施に関
して責任を有し、研究計画書および説明・同意文書を作成
するとともに、研究の実施に携わる。また、所属する医療
機関において当該研究に係る業務を統括する者をいう

49

FFDA新ガイドライン 用語2

参 考

11)食品CRO（Contract Research Organization）
医学・栄養学等の最新の知見に基づき、企業等が期待する
食品の保健の用途等に対してヒト試験等による評価を目的
として、委受託契約によりヒト試験の一部を受託する企業等
をいう。受託する業務は、ヒト試験の研究計画書の作成ある
いはその支援からデータの統計解析および報告書の作成ま
での一連の業務またはその一部を行う企業をいう。

15)SMO（Site Management Organization）
医療機関と契約し、その医療機関において、責任医師等の
指示のもとにヒト試験業務に関わる業務の一部を受託また
は代行する企業をいう。

50

FFDA新ガイドライン 用語3

参 考
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［5］-2 研究計画書（または研究実施計画書）の作成

以下、主な項目を記載する。
・研究の実施体制（研究機関、医療機関の名称および試験責任

医師等の氏名を含む。）
・研究の目的および意義（研究の科学的合理性の根拠）
・研究の方法および期間等
試験デザイン、有効性および安全性の判定に用いる評価指標、
摂取時期、摂取期間、試験期間、観察項目および測定時期、
被験者数の設定根拠および食事調査等について記載する。

51

FFDA新ガイドライン 研究計画書

FFDA新GL

・研究対象者の選定方針または選択基準
・解析計画
・インフォームド・コンセント
・個人情報等の取扱い
・研究に関する情報公開の方法
・研究対象者等からの相談等への対応
・モニタリングの実施体制および実施手順
・監査の実施体制および実施手順
・倫理審査委員会等の名称、設置場所等
・資料および記録の保存方法、保存期間および廃棄方法
・資金源等、利益相反に関する状況 その他

52

FFDA新GL
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本日のまとめ1

ヒト試験の信頼性を向上させるために

・科学的な裏付けのある実施計画

・研究対象者に対する倫理的な配慮

・新倫理指針と実施計画書等に従った実施

・公正性と透明性(情報公開等)の確保

53

まとめ

本日のまとめ2
無作為化二重盲検並行群間比較試験の例

まとめ

54

各種基礎試験のデータ
↓

厚生労働省 研究(試験)計画書の作成
責任者：研究責任者

↑↓登録 　　　　　　　　　　　↓実施の許可申請

倫理審査委員会 ←
→

　　　　　　                 ↓承認・許可

UMIN臨床試験登録システム等 ←
事前登録→公表

↓

無作為化

臨床試験の実施
終了報告 (モニターによるモニタリング)

                      ↓終了
症例固定→キーオープン

解析計画書に基づく集計,解析
↓

研究責任者
報告書作成→公表(→論文化)

必要に応じて監査

責任者：研究責任者等

倫理審査委員会報告システム　

医療機関の長

結果概要
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「食品のヒト試験に関するFFDAの新自主ガイドライン」が、

ヒト試験を計画する際にお役に立てれば幸いです

FFDA会員
EPSホールディングス株式会社 株式会社 ＴＴＣ

株式会社ケイ・エス・オー 特許業務法人 津国

クオールRD株式会社 広島大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床

評価・予防医学プロジェクト研究センター

おわりに

55

参考資料

56
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統計解析で「危険率5%」とはどのような意味か
検定して有意水準5%以下であれば有効であるといえるということは

有効性が無いのにかかわらず有るとする確率または危険率(第一種
の過誤：α)が 5%以下(P＜0.05)ということであれば有意差ありといえる。

逆に有意差が有るのに無いとする確率(第二種の過誤：β）の設定を
10%か20%とする。

さらに、対照群に試験群が「勝つかもしれないが、負けるかもしれな
い」ことを前提とするので、両側検定とします。

一般的に有意差検定は、α値とβ値を設定し、両側検定で行います。

論文には、第一種過誤（α）を重視しているので、通常α値を記します。

57

参考資料

有効性の検証試験において必要な例数とは

・今までのヒト試験または類似のヒト試験の結果から、有効率(プラセ

ボ食品摂取群、試験食品摂取群)を予想(想定)する。

・プラセボ食品摂取群の予想有効率と試験食品摂取群の予想有効率

から、当該ヒト試験の仮説をたてる。

・2群の有効率の仮説から、統計学的に当該ヒト試験に必要な例数を

計算する。(計算時の条件：α値、β値を決め、両側検定とする)

58
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被験食品群有効率 ﾌﾟﾗｾﾎﾞ食品群有効率

折笠秀樹：臨床研究デザイン
新興交易医学出版部より一部
改変

カイ二乗検定を
行う場合の例

(条件)
α=0.05 β=0.20
両側検定

実際には算出した例数
に解析除外予測%を加
味します

例として

59

1群当たりの
必要例数

参考資料

(参考)            日本健康栄養協会「健康・栄養食品研究」投稿規定

60

コンソート

参考資料
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http://www.consort‐
statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/Japanese_jp/Ja
panese%20CONSORT%20Statement.pdf

61

参考資料

ランダム化平行群間比較試験における最新版 CONSORT 
声明のチェックリスト 章/トピックのみを紹介

62

参考資料
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参考資料

食経験
新開発食品専門調査会 特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方 H16.7.21

通常、個々の食品の安全性については、それらの長い食経験を通じて担保
されてきたものである。このような観点から、当該食品の食経験について、具
体的なデータ等を踏まえて判断し、評価を行うことが重要である。
当該食品について、原料、製造・加工方法等を変えることなく、同じ製品（関
与成分）が食生活の一環として長期にわたって食されてきた実績があると社
会一般的に認められるような場合であって、かつ、これまで安全性上の問題
がない場合には、安全性評価を要しないと考えられる。
一方、これまでに十分な食経験がないか、又は乏しいと判断される場合（例
えば、量的に多く含まれている場合など）や、当該食品中の関与成分以外の
成分が通常の食品成分でない場合、また、特に、製造・加工及び摂食方法等
が著しく異なるような場合には、安全性について十分評価する必要がある。

64

参考資料


