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一般社団法人機能性食品開発支援機関協議会
（FFDA）では，食品の有効性および安全性を評価す
るヒト試験の信頼性を確保するために自主的なガイ
ドラインとして，平成 25年に「食品のヒト試験に関
する FFDAのガイドライン」を作成した。これは，
「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」（平成 17年 2月 1日食安新
発第 0201002号）におけるヒト試験の有効性と安全
性を評価するために用いられ，また，ヒト試験の実
施にあたっては「疫学研究に関する倫理指針」に従っ
て行ってきた。その後，平成 26年 2月 30日に前通
知が改正され，食品のヒト試験は「特定保健用食品
の表示許可等について（消食表第 259号）」の別添 2

「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事
項（以下，特保申請留意事項と略す）」に基づき実施
することになった。さらに，平成 27年 12月 24日に
は，『「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』が通知された。
平成 26年 12月 22日に，「疫学研究に関する倫理
指針」は「臨床研究に関する倫理指針」と統合され
て「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」と
して告示され，食品の健康に与える影響を調べるヒ
ト試験もこの指針に従うこととなった。また，平成
27年 3月 31日に「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（以下ガイダンスを含め，新
倫理指針と略す）」が通知された。新倫理指針は臨床
研究実施体制および倫理審査委員会の強化など，臨
床研究実施における責任分担の明確化などが記載さ
れており，平成 27年 4月 1日から実施の運びとなっ

た。
この新倫理指針の適用範囲は，臨床研究から疫学
研究までの医学系研究と幅が広い。また，臨床研究
の研究対象者に対する侵襲の程度は「侵襲なし」「侵
襲あり（軽微な侵襲か否か）」に分類することで研究
のあり方が変わることになる。食品を対象とした臨
床研究であれば，研究責任者は，食経験，研究対象
者に対する侵襲の内容（程度），年齢，状態，選定基
準，運動負荷なども考慮して，臨床研究の倫理的妥
当性および科学的合理性が確保されるよう，適切な
研究計画書を作成し，その妥当性は倫理審査委員会
が審査することになる。しかし，現時点ではその判
断基準などのすべてが明らかでないことは，今後の
問題であると考えられる。
その他，平成 27年 4月 1日より新たに始まった

「機能性表示食品」制度に関しては，食品表示法に基
づき「機能性表示食品の届出等に関するガイドライ
ン」が食品表示基準として公布され，機能性表示食
品の届出のために行われる臨床試験の実施に関して
は特保申請留意事項に準拠することが記載されてい
る。
このような背景のもと，FFDAは食品のヒト試験
を実施するにあたり，活用できる資料の提供を目的
として，これまで用いてきた「食品のヒト試験に関
する FFDAのガイドライン」を全面改正した。

平成 27年 12月 25日
FFDA代表理事　山本哲郎

今回の改正理由は，改正「個人情報の保護に関す
る法律」（平成 15年法律第 57号）により個人情報の
範囲の明確化，個人データの利活用ができる環境の
整備等が図られた（全面施行平成 29年 5月 30日）こ
とによる。このことに伴い「人を対象とする医学系
研究に関する倫理指針」の一部改正（平成 29年 2月
28日）が行われ，用語の定義等も「特定保健用食品
の表示許可等について」（平成 29年 3月 17日）の最

終的な改正が行われた。
その他，本法人名称を「一般社団法人機能性食品
開発協会（FFD協会）」と変更したことにより，本ガ
イドラインの一部改正を行った。

平成 29年 9月 25日
FFD協会代表理事　山本哲郎

「食品のヒト試験に関するFFDAの新自主ガイドライン」の公表に寄せて

「食品のヒト試験に関する自主ガイドライン」の公表に寄せて
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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）
は，平成 23年に食品の用途にかかわる有効性（以
下，有効性と略す）および安全性を評価するヒト試
験の信頼性にかかわる自主的なガイドラインとして
「食品のヒト試験に関する FFDAのガイドライン（以
下，FFDAガイドラインと略す）」をまとめ 1），これ
まで会員企業で用いられてきた。
その後，FFDAガイドラインを作成するにあたり
重要視した「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」が平成 26年 10月
30日に改正され，「特定保健用食品の表示許可等につ
いての別添 2」として通知された 2）。さらに，平成 27

年 12月 24日には，『｢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』が通知された 3）。
また，平成 26年 12月 22日に，「疫学研究に関す

る倫理指針」は「臨床研究に関する倫理指針」と統
合されて「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針」として告示され 4），一部改正が平成 29年 2月
28日に実施された。また，平成 27年 3月 31日には
「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」が通知され 5），さらに一部改訂（平成 29年
5月 29日）が行われ，次いでガイダンスの附則版（平
成 29年 3月 8日）も公表された。そこで，FFDAは
FFDAガイドラインの見直しを行った。
なお，特保申請留意事項には試験実施上の留意点
として，「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，人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針ガイダンスに従う」とある。また，人を対象
とする医学系研究に携わる医師を含むすべての者に
対しては，文部科学省・厚生労働省から各国公私立
大学長，関係施設等機関等の長，各知事等に宛てた
『「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（通知）』によって周知徹底が図られ 6），
日本医師会会長からも「本倫理指針遵守について周
知いただきますように」との通知が都道府医師会長

宛てに出された 7）。
その他，平成 27年 4月 1日に新たに始まった「機

能性表示食品」制度では，食品表示法 8）に基づき食
品表示基準（内閣府令第 10号平成 27年 3月 20日）
が公布され，機能性表示制度に関する「機能性表示
食品の届出等に関するガイドライン（以下，機能性
表示届出ガイドラインと略す）」9）が公表された。機
能性表示食品の届出のための臨床試験の実施方法に
関しては特保申請留意事項に準拠することが示され
ている（巻末に「参考図」として以上の関係を図示
した）。
以上の背景から従来のガイドラインを全面改正と
し 10），食品にかかわるヒト試験等の実施を受託する
機関（以下，食品 CROと略す）である FFDA（新名
称は FFD協会）の会員企業の立場を基本とし，食品
の特性に応じたヒト試験の実施に関しては特保申請
留意事項，当該倫理指針および機能性表示届出ガイ
ドライン等から抜粋・整理して新たに作成した。
その後，平成 29年 5月 30日に改正個人情報の保
護に関する法律（平成 15年法律第 57号）11）が全面
施行（以下，改正個人情報保護法と略す）されるの
を前にして，改正した「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」（以下，改正倫理指針
と略す）12）を平成 29年 2月 27日に告示，平成 29年
5月 30日施行とし，『「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』が平成 29年 3月 17

日に通知された 13）。
以上のことから，従来のガイドラインの一部改正

を行った。加えて，一般社団法人機能性食品開発支
援機関協議会（FFDA）の名称を一般社団法人機能性
食品開発協会（FFD協会）に変更したことから，以
下「FFDA新自主ガイドライン」を，「食品のヒト試
験に関する自主ガイドライン（以下，自主ガイドラ
インと略す）」とした。
その他，具体的な手順等の作成については，本ガ
イドラインに適合する範囲で FFD協会の各会員企業
に委ねることとした。今後もこれらの通知や指針等
の改正時または必要に応じて自主ガイドラインの見
直しを行う予定である。
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［１］目的

FFD協会改正自主ガイドラインは，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か
かわる）申請書作成を目的としたヒト試験が，「ヘル
シンキ宣言」14）の精神に則ることを基本として，改
正「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律
第 57号）が平成 29年 5月 30日に全面施行 11）（以
下，個人情報保護法と略す）を受け，改正された「人
を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成 29

年 2月 28日一部改正）12）（以下，改正倫理指針と略
す），および特保申請留意事項を遵守することによ
り，ヒト試験が倫理的ならびに科学的観点から適正
に行われるとともに，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，FFD協会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）の審査申請にかかわるヒト試験を対象として
いる。なお，機能性表示食品の届出等にかかわる臨
床試験においては準拠する。

［３］用語について

本ガイドラインにおける用語については次のとお
りとする。
  1） ヒト試験：特保申請留意事項に従い，医師の管
理の下にヒトを対象として行う，食品の有効性
および安全性等にかかわる試験をいう。なお，
安全性評価に関する基本的な考え方について
は，新開発食品専門調査会によりまとめたもの 15）

があるので参照する。
  2） 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」9）の機能性にかかわる事項には，
「表示しようとする機能性の科学的根拠を説明
するものとして必要な資料として以下のいずれ
かによる資料を用意する。（i）最終製品を用いた
臨床試験，（ii）最終製品または機能性関与成分
に関する研究レビュー」，と記載されている。な
お，機能性表示食品の届出のために行われる臨

床試験の実施に関しては特保申請留意事項に準
拠する。また，ヒト試験と臨床試験は同義であ
る。

  3） 医学系研究（臨床研究を含む）：改正倫理指針を
遵守して進めなければならない人を対象とする
研究のすべてをいう。

  4） 介入：研究目的で，人の健康に関するさまざま
な事象に影響を与える要因の有無または程度を
制御する行為をいう。なお，介入を行うことが
必ずしも「侵襲」を伴うとは限らない。

  5） 侵襲：研究目的で行われる，穿刺，切開，薬物
投与等および心的外傷に触れる質問等によっ
て，研究対象者の身体または精神に障害または
負担が生じることをいい，負担が小さいものを
「軽微な侵襲」という。とくに特定の食品・栄養
成分を研究目的で摂取させる場合は，研究対象
者とする集団においてその食経験が十分認めら
れる範囲内であれば，摂取によって研究対象者
の身体に障害および負担を生じない（「侵襲」を
伴わない）と判断される。個々の研究において，
「侵襲」を「軽微な侵襲」とみなすことができる
か，「侵襲を伴わない」かについては，研究計画
書の作成に際して研究責任者が判断し，その妥
当性を含めて倫理審査委員会が審査する。

  6） 研究対象者（または被験者）：健常人から疾病の
境界域を含めた範囲における，ヒト試験におい
て意図する保健の用途の対象として適切な者を
いう。

  7） 食経験：食品の安全性評価を行う際の重要な情
報として，喫食実績または既存情報を用いて，
ヒトによる十分な食経験があるかどうかを評価
し判断する。なお，評価方法は「特定保健用食
品の安全性評価に関する基本的な考え方」19），
機能性表示食品届出ガイドラインの「食経験の
評価方法」9）を参照とする。

  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，行政機関の長ま
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た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，当該研究にかかわる業務を統括し，
侵襲の程度の判断を行う。

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（案）の作成までの一連の業務またはその一部
を行うこと。

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ふまえて実施の適
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かかわる業務を統括
する者をいう。

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かかわる業務の一
部を受託または代行する企業をいう。

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。

17） 試験食品：保健の用途として評価を行うために
使用する食品をいう。ヒト試験の比較試験の実
施に用いる機能性があると目される食品を被験

食品といい，比較試験の対照として使用される
食品をいう。盲検試験では，機能性が無い被験
食品と同じ形態，風味のものが用いられる。こ
の場合の対照食品はプラセボ食品という。

18） サプリメント：一般に保健，健康維持に補助的
な目的で用いられる，通常の食品とは異なる形
態（錠剤，粒状，粉末，カプセル状等）の食品
をいう。

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な
らびに，改正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
が改正倫理指針，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
者が指定した者があらかじ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。

21） 利益相反（�������	�
	��������	���）：厚生労働科
学研究における利益相反の管理に関する指針 16）

では，「���とは，具体的に外部との経済的な利
益関係等によって，公的研究で必要とされる公
正かつ適正な判断が損なわれる，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
かねない事態をいう。」とあり，利益相反につい
ては透明性を確保するなど，適正に管理する。

22） 試験終了報告書：試験を終了したときに，医療
機関の長が行う倫理審査委員会への終了報告
は，必要な事項について文書で行う。

23） 匿名加工情報：個人情報を加工して得られる情
報であり，復元できなくしたものをいう。なお，
「連結可能匿名化」および「連結不可能匿名化」
の用語は廃止された。

24） 対応表：匿名化された情報から，必要に応じて
研究対象者を識別できるようにした表をいう。

25）一日摂取目安量：一日あたりの摂取目安量 13）。

［4］ヒト試験実施の原則

ヒト試験は，次に掲げる原則に基づき実施するこ
と。
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  1） 特保申請留意事項および改正倫理指針に基づき，
ヘルシンキ宣言の精神に則り，つねに被験者の
人権保護に配慮し，倫理審査委員会等の承認を
得て，医師の管理の下に実施する。

  2） ヒト試験にかかわる試験委託企業等，試験受託
企業等（食品 CRO，SMO等）および医療機関
は，それぞれの責任と役割分担を明確にした契
約を試験実施の前に締結し，研究計画書に明記
する。

  3） ヒト試験は被験者の人権の保護，安全の保持に
対する配慮が最優先されることを研究計画書に
明記する。

  4） 被験食品による健康被害対応の措置について研
究画書に明記する。

  5） 評価する試験食品は，試験委託企業等により品
質保証がなされている。

  6） ヒト試験の実施にあたっては，研究計画の科学
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研究計画書を遵守する。

  7） 食品 CROはヒト試験が，上記 1）と 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，確認し，必要に応じて変更を提案す
る。

  8） ヒト試験の実施にかかわる手順書は事前に定め
る。

［5］ヒト試験の留意事項

［5］-1おもな役割分担
ヒト試験の開始前に作成する研究計画書には，ヒ
ト試験の目的と実施方法，実施体制等を明確にする
ほか，試験委託企業等，食品 CRO，医療機関，監査，
試料の保管等の役割分担について明確にすること。
ヒト試験実施にかかわる具体的な役割分担は以下
のように考えられる。
  1）試験委託企業等のおもな役割

  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，明らかにする。

  b． 研究計画書の作成に際し，所有する安全性に
関するデータと，機能性にかかわるデータを
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． 試験委託企業等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を提供す
る。

		
． 研究対象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。

  g． 食品CROより得られた情報を基に試験報告書
を作成する。

  h． 実施するヒト試験に対する個人情報等および
匿名加工情報，対応表等に関しては，取扱い
や保管等について，明確にする。

  2）食品 CROのおもな役割
  a． 試験委託企業等が期待する食品の有効性およ
び安全性など，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，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試験委託企業
等と共同で作成する。

  c． 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． ヒト試験で得られたデータは，個人情報，匿
名加工情報およびプライバシーについて，そ
の保護に十分配慮し，得られたデータは解析
計画に従った試験結果を公正かつ適切に解析
する。

  e． ヒト試験の信頼性を確保する。
		
． ヒト試験で得られた結果を，適宜，モニタリン
グの結果報告書で試験委託者に報告する。

  g． 役割と範囲については契約書で明確にする。
  3）医療機関の役割

  a． 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被
験者の尊厳および人権を尊重し，情報の匿名
加工化等の措置を講じる。

  b． 医療機関の長は，研究計画書案（説明文書案・
同意文書案，症例報告書等を含む）の科学的
合理性と倫理的妥当性について，また，倫理
指針に従っているか否かについて，倫理審査
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委員会に審査を依頼し，審査の結果を文書で
入手する。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． 医療機関の長は，モニタリングおよび監査の実
施に協力するとともに，実施に必要な措置を
講じる。

  d． 研究責任医師等は，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
たうえで，文書による同意を取得できたもの
を被験者とする。

  e． 研究責任医師等は，研究計画書に従い，安全性
を十分に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。

		
． 研究責任医師等は，モニタリングおよび監査の
要請があった場合，これに協力する。

［5］-2研究計画書（または研究実施計画書）の作成
研究計画書には，以下の内容および必要に応じて
追加された項目を記載する。
  1） 研究計画書の改訂履歴。
  2） 研究の名称（被験食品名あるいはそのコード番
号を含む）。

  3） 研究の実施体制（研究機関，医療機関の名称お
よび研究責任医師等の氏名を含む）。

  4） 研究の目的および意義（研究の科学的合理性の
根拠）。

  5）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。

  6） 研究対象者の選定方針または選択基準。
・除外基準も含むこと。
・通常，妊婦や小児等は被験者から除外する。

  7）解析関連。
・最小限の除外可能な症例を除いた集団。
・ 除外基準に該当する者がいた場合には，その理
由を明らかにしたうえで，それらの者を除外し
た解析を行うこと。

  8）解析計画。
・ 別途，解析計画書として作成してもよいが，症
例固定をする前までに作成を完了すること。

  9） インフォームド・コンセントを受ける手続等（説
明文書および同意の取得方法に関する事項を含
む）。

10） 個人情報は匿名加工化情報化する。また，その
際は対応表を作成する。

11） 研究対象者に生じる負担ならびに予測されるリ
スクおよび利益。

12）医療機関の長への報告内容および方法。
13）研究に関する情報公開の方法。
14）研究対象者等からの相談等への対応。
15） 研究対象者等に経済的負担または謝礼がある場
合には，その旨およびその内容。

16）重篤な有害事象が発生した際の対応。
17） 当該研究によって生じた健康被害に対する補償
の有無およびその内容。

18） 研究に関する業務の一部を委託する場合には，
当該業務内容および委託先の監督方法。

19） 研究対象者から取得された試料・情報について，
研究対象者等から同意を受ける時点では特定さ
れない将来の研究のために用いられる可能性。

20）モニタリングの実施体制および実施手順。
21）監査の実施体制および実施手順。
22） 緊急時連絡先および検査機関等の委託先の名称
と連絡方法。

23）倫理審査委員会等の名称，設置場所等。
24） 評価する食品の十分な食経験の有無の判断およ
び安全性情報。

25） 試料および情報（資料）および記録の保存方法，
保存期間および廃棄方法。

26）資金源等，利益相反（���）に関する状況。
27）その他必要な事項。
［5］-3説明文書・同意文書の記載内容
インフォームド・コンセントを受ける際に研究対
象者等に対し説明すべき事項は，原則として以下の
とおりとする。ただし，倫理審査委員会の意見を受
けて研究機関の長が許可した事項については，この
限りでない。
  1） 研究の名称および当該研究の実施について，倫
理審査委員会の審査を経て，医療機関の長の許
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可を受けている旨。
  2） 研究機関の名称および研究責任者の氏名ならび
に医療機関の名称および医療機関の長と責任医
師の氏名（他の研究機関と共同して研究を実施
する場合には，共同研究機関の名称および共同
研究機関の研究責任者の氏名を含む）。

  3）研究の目的および意義。
  4） 研究の方法（研究対象者から取得された試料・
情報の利用目的を含む）および期間。

  5）研究対象者として選定された理由。
  6） 研究対象者に生じる負担ならびに予測されるリ
スクおよび利益。

  7） 研究が実施または継続されることに同意した場
合であっても随時これを撤回できる旨。

  8） 研究が実施または継続されることに同意しない
ことまたは同意を撤回することによって研究対
象者等が不利益な取扱いを受けない旨。

  9）研究に関する情報公開の方法。
10） 研究対象者等の求めに応じて，研究計画書およ
び研究の方法等に関する資料の閲覧ができる旨。

11） 個人情報の取扱い（改正個人情報保護法）11）等
を参照。

12） 試料および情報（資料）の保管および廃棄の方
法。

13）利益相反に関する状況。
14） 研対象者等およびその関係者からの相談等への
対応方法。

15） 研究対象者等に経済的負担または謝礼がある場
合には，その旨およびその内容。

16） 当該研究によって生じた健康被害に対する対応。
17） その他の侵襲の程度（侵襲の有無，有であれば
軽微か否か）等。

18）その他の必要事項。
［5］-4試験食品概要書
研究計画書に「試験食品概要」を記載してもよい。

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，以下の項目とするが，企業秘密の
部分については，倫理審査委員会に審議を諮る。
・ 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

ならびに組成），規格等。
・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
ヒト試験で得られたデータは，事前に作成した解
析計画に基づいて集計，統計解析を行う。その際に
は，CONSORT声明 17），臨床試験のための統計的原
則 18）を参考とする。また，試験が開始，あるいは終
了してから新たな方法で解析し，その結果を報告書
に記載する場合は，追加解析であることを明らかに
する。
なお，解析計画書は統計解析の技術的な詳細を述
べた文書で，データの集計，統計解析を実行するた
めの手順を含むものである。解析計画書には完成し
た日付を記載する。
［5］-6試験報告書
試験報告書には，研究責任者が承認した試験計画
書を添付するとともに，変更履歴がある場合には，
当該変更の時期，内容および承認した報告書を添付
する。また，試験開始時点の被験者数および試験中
の脱落者について，当該人数および理由を試験報告
書に記載する。その他，試験報告書は研究責任者の
承認が必要である。

［６］倫理審査委員会

［6］-1倫理審査委員会の構成等
審査委員会の構成については以下の要件を満たし
ていることを確認する。
  1） 医学・医療の専門家等，自然科学の有識者を含
む。

  2） 倫理学・法律学の専門家等，人文・社会科学の
有識者を含む。

  3） 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見
を述べることのできる者を含む。

  4） 倫理審査委員会の設置者の所属機関に所属しな
い者を複数含む。

  5）男女両性で構成している。
  6）5名以上である。
  7） 審査に必要な知識を習得するための教育・研修
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を継続的に受けている。
  8）その他
審査の対象となる研究の実施に携わる研究者およ

び審査を依頼した研究機関の長は倫理審査委員会の
審議および意見の決定に参加してはならない。また，
原則として，会議に同席してはならない。
［6］-2倫理審査委員会の規約および審査等
倫理審査委員会規約（または手順書）は「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に従って作
成し，必要事項を厚生労働省の研究倫理審査委員会
報告システムに登録し，公開していなければならな
い。
倫理審査委員会が研究機関の長から，研究計画（研
究計画書案）およびインフォームド・コンセント案
等について，この指針への適合の可否，および侵襲
の程度の判断等，ヒト試験実施に必要な事項につい
て意見を求められた場合，倫理的および科学的な観
点から，その妥当性について審査を行い，文書によ
り意見を述べなくてはならない。また，倫理審査委
員会が所属する機関以外の機関における研究につい
て審査を求められた場合は，当該機関の研究実施体
制について十分把握したうえで審査を行い，意見を
述べなくてはならない。
なお，審査を行った研究について，研究対象者の
人権の保護や福利への配慮の観点から，また研究対
象者に期待される利益と予期される危険の総合的評
価が変わり得るような事実の有無の観点から，調査
が必要と判断された場合には，倫理的観点および科
学的観点から必要な調査を行い，その結果に基づい
て行った審査に基づき，研究機関の長に対して，当
該試験計画の変更や試験継続に関して意見を述べる
ことができる。
倫理審査委員会の委員およびその事務に従事する
者は，審査を行った研究に関連する情報の漏えい等，
研究対象者等の人権を尊重する観点ならびに当該研
究の実施上の観点および審査の中立性もしくは公正
性の観点から重大な懸念が生じた場合には，速やか
に倫理審査委員会の設置者に報告しなければならな
い。
［6］-3倫理審査委員会等への報告
研究機関の長は，研究責任者から試験の終了報告
を受けたときは，当該研究に関する審査を行った倫

理審査委員会に，試験終了報告として結果概要を文
書（試験終了報告書）により報告する。
［6］-4倫理審査委員会の規定
委員会の規定については，以下の項目を満たして
いることを確認する。
  1） 組織・運営にかかわる規程がある（迅速審査の
取扱いおよび倫理審査委員会が行う調査等に関
する規程を含む）。

  2） 審査にかかわる資料の保管等にかかわる規程が
ある。

  3） 厚生労働省の「臨床研究倫理審査委員会報告シ
ステム」において，委員名簿，手順書および記
録の概要等を公表している（詳細は次の［6］-5の
項）。

［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，国立研究開発法人日本医療研究開発機構の「研
究倫理審査委員会報告システム（文部科学省・厚生
労働省）」http://www.amed.go.jp/program/list/05/01/055.

htmlで公開する。
ただし，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
（����）の ����臨床試験登録システム http://umin.

ac.jp/ctr/index-j.htm等により行う。

［８］信頼性の確保

  1） 当該ヒト試験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ならびに
改正倫理指針および研究計画書に従って行われ
ていることについて，モニタリングを受ける。

  2） 当該ヒト試験の研究結果について信頼性を確保
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するため，研究が倫理指針および研究計画書に
従って行われたかについて，必要に応じて監査
を受ける。

［９］個人情報等に関する措置

ヒト試験にかかわる関係者は，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。作成する資料等においては，これらを十分
に配慮した個人情報の匿名加工化情報等および安全
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） 研究計画書には，試験にかかわる試料および情
報（資料）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年の経過また
は研究結果の最終の公表が報告された日から 3

年。ただし，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依頼企業等
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，適切な方法で廃棄する。

  4） 保存する資料，記録。
試験委託企業
・倫理審査委員会に提出した資料一式
・倫理審査委員会にかかわる書類
・実施計画書の改訂記録
・医療機関と責任医師・分担医師にかかわる資料
・集積データ
・ 信頼性の確保にかかわる資料（モニタリング記
録，データマネジメント記録），監査資料

・契約書等医療機関
・原資料
・契約書
・研究計画書
・その他必要な書類
倫理審査委員会
・委員名簿
・会議の記録
・試験審査依頼書
・倫理審査委員会結果の通知書
・その他必要な書類

［12］教育・訓練

FFD協会に所属する食品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

（参考図）

　食品のヒト試験，臨床試験の実施における，特保申請留意
事項，倫理指針および機能性表示食品届出ガイドラインの
関係について

 特保申請留意事項

　 試験実施上の留意点として，ヒト試験はヘルシンキ
宣言の精神に則り，つねに被験者の人権保護に配慮し，
倫理審査委員会の承認を得て医師の管理の下に実施す
る。実施に当たっては倫理指針に従う。

改正個人情報保護法

機能性表示提出ガイドライン

　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に準拠する。

改正倫理指針

　 ヒトを対象として，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，医学研究に該当する。
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知識，技能および倫理観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。そのなかで特保
申請留意事項，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
した教育を行う。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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