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はじめに

　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）
では、ヒトで食品の機能性の効果を評価するヒト試
験の信頼性に係る自主的なガイドライン（食品のヒ
ト試験に関する FFDA のガイドライン）を作成し
た。本ガイドラインを作成するにあたり、「特定保健
用食品の審査申請における添付資料作成上の留意事
項について」（食安新発第020��002号　平成�7年２月
１日）および食品の健康に与える影響を調べる行為
を対象としている「疫学研究に関する倫理指針」（文
部科学省・厚生労働省告示　平成20年�2月１日改正）
を基本とし、世界医師会による「ヘルシンキ宣言」
の精神に則った。今後これらの通知や指針等が改訂
時および必要に応じて本ガイドラインの見直しを行
う予定である。
　なお、具体的な手順等については、各社ごとに手
順書を定めることとした。

［１］目的

　FFDAが作成したヒト試験のガイドラインである
「食品のヒト試験に関する FFDA のガイドライン」
（以下、本ガイドライン）は、FFDA の会員企業の
食品 CRO 等が受託して行う食品のヒト試験が、被
験者の尊厳および人権の尊重、個人情報の保護その
他の倫理的ならびに科学的観点から、ヒト試験を適
正に行うために、「特定保健用食品の審査申請におけ
る添付資料作成上の留意事項について」１）および「疫
学研究に関する倫理指針」２）に従い、「ヘルシンキ宣
言」３）の精神を踏まえることを基本とし、ヒト試験の

信頼性を図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の審査申請に係るヒト試験を対
象としている。

［３］用語の定義

　本ガイドラインにおける用語は次のとおり定義す
る。
１ ）ヒト試験：ヒトを対象として行う食品の保健の

用途、機能性、安全性等に関わる試験をいう。
２ ）被験者：健常人から疾病の境界域の者に至るま

での範囲において、ヒト試験の目的とする保健の
用途の対象として適切な者をいう。

３ ）食品 CRO（Contract Research Organization）：
医学・栄養学等の最新の知見に基づき、依頼者が
期待する食品の機能性又は保健の用途等のヒト試
験による評価を目的として、依頼者と契約により
ヒト試験を受託する業者をいう。受託する業務は、
ヒト試験の試験実施計画書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あるいはそ
の一部を受託して行う事業者をいう。

４ ）依頼者：評価するサプリメントを含む食品（以
下、食品）の機能性、保健の用途、安全性等につ
いて、ヒト試験により公正で医学・栄養学的な評
価を得るために、食品 CRO にヒト試験を委託す
る事業者をいう。

５ ）モニター：食品 CRO に所属し、担当するヒト
試験の信頼性を確保するために、試験実施計画書
に従って実施されていることを確認する等、ヒト
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試験に対してモニタリング活動を担当する者をい
う。

６ ）試験実施医療機関：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実施する医師が
所属する医療機関をいう。

７ ）責任医師：試験実施医療機関において、当該ヒ
ト試験の実施に関して責任を有し、ヒト試験に係
る業務を統括する医師をいう。

８ ）SMO（Site Management Organization）：試験
実施医療機関と契約し、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に関わる業務
を受託又は代行する事業者をいう。

９ ）倫理審査委員会等：試験実施医療機関の長の求
めにより、受託して行う試験実施計画に対して、

「疫学研究に関する倫理指針」等に適合しているか
否かその他必要な事項について、倫理的および科
学的観点から審査し、文書により意見を述べるこ
とを目的として設置された委員会をいう。

�0 ）被験食品：保健の用途としての評価をするため
にヒト試験の実施に用いる食品を被験食品とい
う。特に比較試験の場合には、評価する食品を被
験食品、対照とする食品を対照食品（特にプラセ
ボを用いる場合はプラセボ食品ともいう）に分け
る。

�� ）サプリメント：一般的に保健、健康保持に補助
的な目的で用いる、特定成分が濃縮された錠剤や
カプセル形態等の食品をいう。

［４］ヒト試験実施の原則

　ヒト試験は、次に掲げる原則により実施されなけ
ればならない。
１ ）「特定保健用食品の審査申請における添付資料

作成上の留意事項」に基づき、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」に従う。

２ ）ヒト試験に関わる試験依頼者、試験受託事業者
（食品 CRO、SMO）および試験実施医療機関は、
それぞれの責任と業務分担を明確にした契約を試
験実施の前に締結する。

３ ）ヒト試験は被験者の人権の保護、安全の保持に
対する配慮を最優先する。

４ ）被験食品による健康被害対応の措置について明
確にする。

５ ）評価する食品は、試験依頼者（企業）により品
質保証がされている。

６ ）ヒト試験の実施に当たっては、科学的合理性お
よび倫理的妥当性について、倫理審査委員会が承
認した試験実施計画書を遵守して実施する。

７ ）食品 CRO はヒト試験が、上記１）から６）の
ヒト試験実施の原則に従って適正に行われている
ことを点検、確認する。

［５］ヒト試験の留意事項

［５］－1　関係者の主な役割

　ヒト試験の開始前に作成する試験実施計画書に
は、ヒト試験の目的と実施方法等を明確にするほか、
関係者（依頼者、食品 CRO、試験実施医療機関等）
の役割について明確にし、それぞれが共通の認識を
持って、適正に実施する。
１）依頼者の主な役割
　ａ ．ヒト試験を実施する背景、目的、実施方法お

よび評価方法等について明確にする。
　ｂ ．試験実施計画書の作成に際し、所有する安全

性に関するデータ、機能性に関わるデータを有
する場合は食品 CRO に提示する。

　ｃ ．倫理審査委員会等に提出する審査資料は食品
CRO と協力して作成する。

　ｄ．試験依頼者側の責任者を明示する。
　ｅ ．品質が保証された評価する試験食品（被験食

品、対照食品等）を提供する。
　ｆ ．被験者の健康被害に対して、保険等に加入す

るなど必要な措置を講じる。
２）食品 CRO の主な役割
　ａ ．依頼者が期待する食品の機能性又は保健の用

途等の評価方法について的確な試験実施計画を
企画し、実施のあり方も含めて提案する。その
際には、科学的合理性および倫理的妥当性が確
保できるようにする。

　ｂ ．倫理審査委員会等の審査資料は依頼者と共同
で作成する。
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　ｃ ．試験実施医療機関に対しては、ヒト試験の信
頼性を確保するためヒト試験が適正に行われて
いることをモニタリングにて確認する。

　ｄ ．試験で得られたデータは、個人情報およびプ
ライバシーの保護に十分配慮し、解析計画に従
って、試験結果を公正かつ適切に解析する。

３）試験実施医療機関の役割
　ａ ．試験実施医療機関は、実施するヒト試験にお

いて、被験者の尊厳および人権を尊重し、個人
情報およびプライバシーの保護のために必要な
匿名化等の措置を講じる。

　ｂ ．試験実施医療機関の長は、試験実施計画書等
（試験実施計画書案、説明文書案・同意文書案、
症例報告書等を含む）に対し、科学性と倫理性
等について「疫学研究に関する倫理指針」に適
合しているか否か、倫理審査委員会に審査を依
頼し、審査の結果は文書で入手する。この結果
に対して、医療機関の長は、倫理審査委員会の
意見を尊重し、不承認の意見を述べたヒト試験
については、その実施を許可してはならない。

　ｃ ．試験責任医師等は、ヒト試験の候補者となる
者に対して、当該ヒト試験の内容を説明し、説
明された内容を理解していることを確認した上
で、文書による同意を取得できたものを被験者
とする。

　ｄ ．試験責任医師等は、試験実施計画書に従い、
安全性を十分確保してヒト試験を行う。有害事
象に対しては、事前に定めた手順に従い対応す
る。

　ｅ ．試験責任医師等は、モニタリングの要請があ
った場合、これに協力する。

［５］－2　試験実施計画書の作成

　食品 CRO は、依頼者の要請を反映した試験実施
計画書を作成し、依頼者に提案する。試験実施計画
書には少なくとも以下の内容を記載する。
１）実施計画書の改訂履歴
２）試験の目的
３）試験の背景
４ ）実施体制、責任体制、緊急時連絡先、その他　

血液等検査機関

５）倫理審査委員会等の名称、設置場所等
６）被験者（対象者の選択基準・除外基準）
７ ）被験者の同意の取得方法と説明文書・同意文書

の項目
８）試験に伴う健康被害の対応
９）評価する食品の食経験および安全性情報
�0 ）試験食品（評価する食品、対照食品）の形態、

成分等
��）試験デザインなど
　ａ ．試験デザイン（例：二重盲検並行群間比較試

験）
　ｂ．評価項目（主要評価項目、副次評価項目）
　ｃ ．症例数（可能な限り設定に関する根拠等を記

載）
　ｄ．試験実施スケジュール
　ｆ．試験実施期間
�2）評価方法
　ａ．有効性の評価
　ｂ．安全性の評価
��）中止・脱落基準
�4）試験の終了又は中止および中断
�5）統計解析計画
�6）モニタリング
�7）個人情報およびプライバシー保護について
�8）本試験の公表
�9）問合せ・相談等の対応窓口
20 ）本試験に係る資金源、起こりうる利害の衝突お

よび研究者等の関連組織との関わり
2� ）試験期間中の資料および記録の保存方法、保存

期間および廃棄

［５］－3　説明文書・同意文書の記載内容

　被験者に対するヒト試験に関わる説明の内容は、
以下の事項について平易な言葉で記載する。また、
説明文書の項目は試験実施計画書に記載する。
・試験実施医療機関名、責任医師等の氏名
・研究対象者として選定した基準
・目的、意義又は背景
・試験方法、試験期間、検査スケジュール
・参加が任意であること
・ 同意しない場合であっても何ら不利益を受けるこ
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とはないこと
・ 被験者が実施に同意した場合であっても随時これ

を撤回できること
・ 参加することにより期待される利益および起こり

うる危険並びに必然的に伴う不快な状態
・ 危険又は必然的に伴う不快な状態が起こりうる場

合の当該ヒト試験に伴う健康被害の対応に関する
こと

・ 資金源、起こりうる利害の衝突および研究者等の
関連組織との関わり（利益相反）

・個人およびプライバシーに関わる情報の取扱い
・ 被験者は倫理審査委員会の議事要旨について開示

を求められること
・ 被験者等からの開示の求めに対し開示ができない

ことがあらかじめ想定される事項がある場合は、
当該事項および理由

・ 被験者を特定できないようにした上で、研究の成
果が公表される可能性があること

・ 代諾者から同意を受ける場合は、研究の重要性、
必要不可欠性

・ 個人情報を第三者（代諾者を除く）へ提供する可
能性の有無

・ 共同研究を行う場合は、共同研究であることおよ
び他の実施医療機関名等

・資料の保存および使用方法並びに保存期間
・ 研究終了後の資料の保存、利用又は廃棄の方法（他

の研究への利用の可能性と予測される場合はその
研究内容を含む）

・ 問合せ・相談窓口（個人情報等の取扱に関する苦
情の申出先）

・その他必要な事項

［５］－4　試験食品概要書

　試験実施計画書に「試験食品概要」を記載しても
良い。また、試験食品概要書は、ヒト試験を適正に
行うための情報であり、以下の項目を含む。
・ 新しい情報を得た場合は、必要に応じて試験食品

概要書を改訂しなければならない
・食経験
・ 品質（物理的・化学的および食品としての性質並

びに組成）

・安定性と保存方法
・安全性に関するデータ
・機能性、有効性に関するデータ
・その他の必要事項

［５］－5　解析計画書

　試験が終了するまでに作成するが、試験実施計画
書に記載しても良い。ヒト試験で得られたデータは
事前に作成した解析計画に基づいて行う。
　解析計画書は統計解析の技術的な内容を述べた文
書であり、データに関する統計解析を実行するため
の手順を含むものである。なお、解析計画書には完
成した日付を記載する。

［６］倫理審査委員会

［６］－1　倫理審査委員会の構成等

　倫理審査委員会は、医学・医療の専門家、法律学
の専門家等人文・社会科学の有識者および一般の立
場を代表する者から構成され、外部委員を含む男女
両性で構成され、公正かつ中立的な審査をしなけれ
ばならない。なお、倫理審査委員会の最小構成は、
医学・医療専門家、人文・社会科学有識者、一般の
立場の代表者の３名である。

［６］－2　倫理審査委員会の審査

　倫理審査委員会が研究機関の長から研究計画がこ
の指針に適合しているか否かその他疫学研究に関し
必要な事項について意見を求められた場合には、倫
理審査委員会は「疫学研究に関する倫理指針」に適
合し、その他必要な事項については倫理的および科
学的観点から審査し、文書により意見を述べなけれ
ばならない。審査の手順は、倫理審査委員会の規約
に従う。

［６］－3　倫理審査委員会への報告

１ ）試験責任医師は、被験者に予期しない有害事象、
あるいは不利益が生じたときは直ちに医療機関の
長を通じ倫理審査委員会に報告する。

２ ）試験責任医師は、ヒト試験の終了後遅滞なく、
実施医療機関の長を通じ倫理審査委員会に試験結
果の概要を報告する。
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［６］－4　倫理審査委員会の公開

　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」http://rinri.mhlw.go.jp/EditorPage/loginer-
menu.aspx、又は医療機関のホームページなどの方
法を用いて公開できる。但し、議事要旨のうち被験
者の人権、研究の独創性、知的財産権の保護又は競
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、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　http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm、
あるいは米国 NIH の Registering a Clinical Trial in 
Clinical Trials.gov（http://clinicaltrials.gov）等に登
録する。

［８］信頼性の確保

１ ）ヒト試験が、「特定保健用食品の審査申請におけ
る添付資料作成上の留意事項について」、「疫学研
究に関する倫理指針」および「本ガイドライン」
等に基づき、当該試験実施計画書に従って適切に
行われていることをモニタリングにより点検、確
認する。

２ ）得られたデータが適正であり、データの電子化
が正確に行われていることについて、社内の手順
に従い、データマネジメント業務を行う。

３ ）ヒト試験に関わる必要な文書（試験依頼書、契
約書、実施計画書、説明文書・同意文書見本、倫
理審査委員会への依頼文書および審査結果報告
書、倫理審査委員会への終了報告書の原本か写
し）、実施中に変更があった場合の対応の記録、処
置を必要とした有害事象の対応の記録およびデー
タマネジメントとモニタリング記録等により、当
該ヒト試験が適切に実施されていることの確認を
第三者的観点から受ける。

［９］ 個人情報およびプライバシーの保護に関す
る措置

　ヒト試験に関わる関係者は、被験者の個人情報に

ついて個人情報保護法４）を遵守し、個人のプライバ
シーに関しては個人の権利として保護しなければな
らない。そのために、作成する資料等において十分
に配慮した匿名化および安全管理を行う。

［10］問合せ・相談等の対応窓口

　被験者等からの問合せ、相談あるいは苦情等に適
切かつ迅速に対応できる窓口を説明文書等に明記す
る。

［11］資料、記録の保存と廃棄

１ ）試験実施計画書には、その保存方法と保存期間
を記載するとともに、個人情報の漏えい、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、試験の目的に合わせて事前に依頼
者と決める。

３ ）研究実施計画書に定めた資料の保存期間を過ぎ
た場合には、匿名化して廃棄しなければならない。

４）保存する資料、記録
　・倫理審査委員会に提出した資料一式
　・倫理審査委員会に関わる書類
　・実施計画書の改訂記録
　・ 実施医療機関と責任医師に関わる資料
　・ 信頼性の確保に関わる資料（モニタリング記録、

データマネジメント記録）
　・契約書
　・その他

［12］教育・訓練

　FFDA に所属する食品 CRO は、ヒト試験業務担
当者に対して、ヒト試験を倫理的ならびに科学的観
点から適正に行うことを目的として、業務に関する
知識、技能を習得させるために十分な教育研修を行
わなければならない。その中で「特定保健用食品の
審査申請における添付資料作成上の留意事項」、「疫
学研究に関する倫理指針」、「ヘルシンキ宣言」およ
び本ガイドラインを理解し、業務に生かすことを目
的とした教育を行い、新人には導入教育を行う。な
お、教育には関連する学会等に参加させることを含
む。
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引用資料

１ ）特定保健用食品の審査申請における添付資料作成上の留
意事項について（食安新発第020�002号　平成�7年２月１
日）

２ ）疫学研究に関する倫理指針　文部科学省・厚生労働省告
示（平成�4年６月�7日告示、最終改正：平成20年�2月１日）
および疫学研究に関する倫理指針 Q＆A　厚生労働省（平
成�9年��月１日）

３ ）世界医師会　ヘルシンキ宣言（日本医師会翻訳版：最終
修正2008年�0月）

４ ）個人情報保護法　個人情報の保護に関する法律（平成�5
年５月�0日法律第57号最終改正：平成2�年６月５日法律第
49号）

参考資料

・ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（厚生労働省
令第68号　平成2�年３月��日）

・ 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダ
ンスについて（薬食審査発�228第７号　平成24年�2月28
日）

・ 臨床試験のための統計的原則（医薬審　第�047号　平成�0
年��月�0日）

・ 梶本修身（健康・栄養食品 CRO 連絡会）、食品のヒト試験
に関する信頼性基準　健康・栄養食品研究　2005；８：１ 
6�－69

・ 特定保健用食品のヒト試験に関する日本 CRO 協会の自主
ガイドライン（平成�6年７月26日）；http://www.jcroa.
gr.jp/business/document/g_tokuho.pdf

訂正とお詫びのお知らせ：
　健康・栄養食品研究（Journal of Nutritional Food Vol.�4 No.2 20��）の2�頁に掲載されています「一般社団法人機能性食
品支援機関協議会」の記載を、「一般社団法人機能性食品開発支援機関協議会」と訂正させていただきます。「開発」が記載
落ちしておりましたお詫び申し上げます。


