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食品のヒト試験のあり方
～FFDAのガイドラインを踏まえて～

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)

代表理事 山本哲郎

(いわゆる健康食品の機能性表示のための臨床試験について)

一般社団法人 機能性食品開発支援機関協議会(FFDA)

2003年 ８月 任意団体「健康・栄養食品CRO連絡会」設立

2010年11月 組織をさらに発展させ「一般社団法人機能性食品開発支援

機関協議会（FFDA)」設立

公益財団法人日本健康・栄養食品協会などの協力も得て

非営利的活動を推進

活動目的 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

EPSホールディングス株式会社、クオールRD株式会社、株式会社ケイ・エス・オー

株式会社ＴＴＣ、特許業務法人津国、広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 臨床評価・予防

医学プロジェクト研究センター
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ヒト試験と臨床試験

• ヒト試験：「特定保健用食品申請に係る申請書作
成上の留意事項」に用いられている、
ヒトを対象として行う試験の用語

• 臨床試験：「人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針」、「食品の新たな機能性表示
制度に関する検討会報告書」及び医薬
領域等で広く用いられている、ヒトを対
象として行う試験の用語

1.食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書 H26.7.30新

2.特定保健用食品の表示許可等について H26.10.30 改正通知

別添1 特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領

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

別添3 特定保健用食品（規格基準型）制度における規格基準

別添4 特定保健用食品における疾病リスク低減表示について

3.人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 H26.12.22 改正

「疫学研究に関する倫理指針」と「臨床研究に関する倫理指針」が統合

4.臨床研究に係る制度の在り方に関する最終報告書 H26.12.11 新

制度としての”臨床研究法? “については不明

ヒト試験/臨床試験に関わる制度等
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第28回健康・医療ワーキング・グループ(2015年１月
14日開催)で、消費者庁から「機能性表示食品に係る
届出に関するガイドライン（案）の概要」が提出された。

臨床試験に係る部分のみについてご紹介いたします。

ガイドライン(案)の構成

１. 安全性に係る事項

２. 生産・製造及び品質管理に係る事項

３. 健康被害の情報収集に係る事項

４. 機能性に係る事項

５. 表示の在り方に係る事項

６. 国の関与の在り方に係る事項

（１）喫食実績による食経験の評価

(食経験の有無の考え方を示している)

（２）既存情報による安全性の評価

（３）安全性試験による評価

食経験の評価や既存情報により安全性の評価が
できない場合は、機能性関与成分及び最終製品
における安全性試験を実施する。

（４）対象食品及び成分の同等性

（５）機能性関与成分の相互作用

１. 安全性に係る事項



4

• 消費者、医療従事者等から連絡を受けるための
体制を整える。

• 届出に当たっては、組織図、連絡フローチャート、
健康被害情報の対応窓口の連絡先等の資料を用
意する。

• 消費者、医療従事者等より当該食品による因果関
係が否定できない有害事象の情報を入手した際
には、速やかに消費者庁へ報告する。

３. 健康被害の情報収集に係る事項

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、

①最終製品を用いた臨床試験、

②最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー

のいずれかによる

（１）最終製品を用いた臨床試験の実施に当たっての留意事項

ア 研究計画の事前登録

臨床試験については、その計画についてUMIN臨床試験登録
システム（UMIN‐CTR）に事前登録（１例目の参加者が登録さ
れる前の登録でなければならない。）が行われている必要が
ある。
UMIN‐CTR への事前登録に当たっては、知的財産の流出防止に係る懸念への一定の配慮
から、事前登録後、当該研究の実施終了予定日から１年を超えない日を開示日としても差し
支えない。(経過措置あり)

４. 機能性に係る事項
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イ 臨床試験の実施

臨床試験は原則として特定保健用食品の試験方法に
準拠することとする。

ウ 臨床試験の報告

臨床試験の結果については、国際的にコンセンサス
の得られた指針（CONSORT声明等）に準拠した形式で
査読付き論文により報告されていなければならない。
(経過措置あり)

４. 機能性に係る事項

食品全般を対象とするが、以下は除外

• 特別用途食品・栄養機能食品との重複

• アルコール含有飲料 など

５．表示の在り方に係る事項

機能性表示の範囲で認めない内容

• 疾病の治療効果又は予防効果

• 健康の維持及び増進の範囲を超えた表現

• 科学的根拠に基づき実証されていない機能性に関する表現
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販売前届出制を導入

本ガイドラインにおいて、以下の事項を明示する予定

①届出項目

②届出スケジュール

③届出内容の変更に関する事項

６. 国の関与の在り方に係る事項

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書の概要

(省略)

消費者庁 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140730_3.pdf
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科学的根拠(エビデンス)とは

独法国立健康・栄養研究所 “科学的根拠のある情報とは？”から
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail771.html#q1

臨床研究： 実戦的基礎知識 http://www.imcj-gdt.jp/topics_04.pdfから

エビデンス・レベルの高さ
（証拠のレベル）

二重盲検比較試験等

有名専門家の発言
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最終製品を用いた安全性及び有効性の
臨床試験の方法

食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方

（１）最終製品を用いた臨床試験

最終製品を用いた安全性及び有効性の臨床試験を行い、安全性
と表示しようとする機能性が実証された製品について、機能性表
示を認めることが適当である。

臨床試験の方法は、原則として特定保健用食品の試験方法に準
じることが適当である。

「特定保健用食品の表示許可等について」の別添
特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項

（ア）試験目的と計画

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・・・・・

（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(⇒人を対象とする医学系研究
に関する倫理指針)」に従う。
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試験の信頼性及び客観性を確保する観点からの
「試験計画書」について

・試験計画書の作成及び変更は試験実施責任者が承認し、変更が生じた場 合

は文書記録を残すこと

「試験計画書」について記載することは

・被験者数を設定した根拠

・有効性の判定に使用する評価指標

・統計解析方法、脱落基準、中止基準の明確化

・データ解析をする際の外れ値、欠損値に対する扱いの基準

その他

・試験計画書に記載されていない追加の検証試験を加えた解析は行わないこと

試験のデザインについて

「臨床試験のための統計的原則(ガイドライン)」に述べられている原則の

多くは、偏り(バイアス)を最小にし、精度を最大にすることを目的としてい

る。

臨床試験全体を通して考慮すべきこと

試験の性格：探索的試験、検証的試験

偏りを回避するための技法：盲検化、ランダム化(無作為化)

試験計画上で考慮すべきこと

試験計画の構成：並行群間比較試験、クロスオーバー試験

「臨床試験のための統計的原則」について 医薬審第1047号を参考
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偏りを最小にする方法又は評価する方法1

ランダム化（無作為化）
ランダム化は、臨床試験において、被験者への試験食品の
割付に意図的に偶然の要素を取り入れており、後に試験
データを解析する際に、効果に関する証拠の定量的な評価
のための正しい統計的根拠を与える。

ランダム化は、盲検化と組み合わせることで、試験食品の割
付が予見可能な場合に、被験者の選択的割付によって生じ
る可能性のある偏りを回避することに役立つものである。

「臨床試験のための統計的原則」について 医薬審第1047号を参考

偏りを最小にする方法又は評価する方法2

盲検化
盲検化は、臨床試験の実施及び解釈における意識的(作
為的)、無意識的な偏りの発生を回避するために行われる。

プラセボ群と評価群を識別不可能にする方法を用いること
により、割付けられた群を被験者や試験担当医師、臨床
的評価及びデータ解析等に関わる医師及び試験依頼者
のスタッフも割付けられた群を知らない試験を二重盲検試
験という。

「臨床試験のための統計的原則」について 医薬審第1047号を参考
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ヘルシンキ宣言
人間を対象とする医学研究の倫理的原則 (世界医師会WMA)*

2. WMA の使命の一環として、本宣言は主に医師に対して表明され
たものである。WMA は人間を対象とする医学研究に関与する医
師以外の人々に対してもこれらの諸原則の採用を推奨する。

9. 被験者の生命、健康、尊厳、全体性、自己決定権、プライバシーおよび個
人情報の秘密を守ることは医学研究に関与する医師の責務である。

15. 研究参加の結果として損害を受けた被験者に対する適切な補償
と治療が保証されなければならない。

＊：第10回WMAフォルタレザ総会（ブラジル）で修正 2013年10月

参考資料

22. 人間を対象とする各研究の計画と実施内容は、研究計画書に明示され正当化

されて いなければならない。

23. 研究計画書は、検討、意見、指導および承認を得るため研究開始前に関連する

研究倫理委員会に提出されなければならない。

35. 人間を対象とするすべての研究は、最初の被験者を募集する前に一般的にア

クセス可能なデータベースに登録されなければならない。

36 研究者は、人間を対象とする研究の結果を一般的に公表する義務を有し報告書

の完全性と正確性に説明責任を負う。すべての当事者は、倫理的報告に関する

容認されたガイドラインを遵守すべきである。・・・略・・・この宣言の原則に反する

研究報告は、刊行のために受理されるべきではない。

参考資料

ヘルシンキ宣言
人間を対象とする医学研究の倫理的原則 (世界医師会WMA)        
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人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
1.基本方針

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

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

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（報道用資料から主な箇所を抜粋）

（３）研究に関する登録・公表に関する規定（第３章関係）

介入を行う研究を実施する場合には、あらかじめ当該研究
の概要を公開データベースに登録、適宜登録内容を更新し、
研究を終了したときは結果を登録することを求めることとしま
した。

（４）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）

委員構成、成立要件、教育・研修の規定、倫理審査委員会

の情報公開に関する規定を充実しました。

参考資料



13

(省略)

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書
概要

もっとも大きな意義として、公開バイアス(publication bias)と
後付け解析の防止により、エビデンスの質の向上が挙げら
れる。

このため、正しいエビデンス/科学的根拠には、臨床試験の
事前登録が必要と考えられる。

西内啓ら.臨床試験登録の必要性、現状とその展望. 臨床薬理.2009;40:111‐117

事前登録の意義
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UMIN（大学病院医療情報ネットワーク（University Hospital Medical 
Information Network））とは、国立大学附属病院長会議のもとで運用さ
れているネットワークサービスのこと。

UMIN 臨床試験登録システム

ICMJEの基準(「臨床試験登録の義務」の項目がある)を満た
している臨床試験登録サイトで、国際的に通用する。

生物医学雑誌への統一投稿規定：生物医学研究論文の執
筆および編集 (2010年4月改訂版)は、多くの生物医学系雑
誌で採用している。

この統一投稿規定は、ICMJE(International Committee of 
Medical Journal Editors)：医学雑誌編集者国際委員会によ
る。

http://www.med.nihon‐u.ac.jp/library/uniform_requirements2010.pdf

UMIN 臨床試験登録システム
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http://rinri.mhlw.go.jp/PublicPage/publictoppage.aspx

内容が公開されています

倫理審査委員会の情報公開

（７）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を明確化しました。

（９）モニタリング・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、モニタリングや必要に応じた監査の実施を新たに
求めることとしました。

（10）施行日（第９章関係）
平成27 年４月１日から施行します。
ただし、第８章のモニタリング・監査に関する規定につい
ては、同年10 月１日から施行することとしました。

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（報道用資料から主な箇所を抜粋）

参考資料
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食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書
概要

(省略)

著者がRCTの報告を記述し、著者と査読者（peer 

reviewer）が出版のための原稿を査読し、読者が発

表された文献を批判的に評価することを助けるため

に開発された。

津谷喜一郎ら:CONSORT 2010声明. 薬理と治療 .2010; 38: 939-947

CONSORT 2010声明
ランダム化並行群間比較試験報告のための

最新版ガイドライン
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ランダム化比較試験（randomized controlled trial：RCT）は、
適切に計画され、実施され、報告されたときには、ヘルスケ
アの介入の評価におけるゴールド・スタンダードである。
しかし、方法論的な厳格性を欠いた場合、RCTはバイアスの
入った結果を生み出すことになる。
臨床試験を適切に評価するためには、発表された報告の読
者は、その方法論と知見についての、完全（complete）、明快
（clear）、透明性の高い（transparent）情報を必要とする。

CONSORT 2010声明は、”25項目のチェックリスト（checklist）”
と”フローチャート（flow diagram）”からなる。

津谷喜一郎ら:CONSORT 2010声明. 薬理と治療 .2010; 38: 939-947

CONSORT 2010声明
ランダム化並行群間比較試験報告のための

最新版ガイドライン

章／トピック 
Section/Topic 

項目
番号
Item 
No 

チェックリスト項目
Checklist Item 

タイトル・抄録（Title and Abstract） 

 1a タイトルにランダム化比較試験であることを記載。

 1b 試験デザイン（trial design），方法（method），結果（result），結論（conclusion）の構造
化抄録（詳細は「雑誌および会議録でのランダム化試験の抄録に対する CONSORT
声明」 21, 31）を参照） 

はじめに（Introduction） 

背景・目的 
（Background and 
Objective） 

2a 科学的背景と論拠（rationale）の説明

2b 特定の目的または仮説（hypothesis）

方法（Method） 

試験デザイン（Trial 
Design） 

3a 試験デザインの記述（並行群間，要因分析など），割付け比を含む

3b 試験開始後の方法上の重要な変更（適格基準 eligibility criteria など）とその理由 

参加者（Participant） 4a 参加者の適格基準（eligibility criteria）

4b データが収集されたセッティング（setting）と場所

介入（Intervention） 5 再現可能となるような詳細な各群の介入。実際にいつどのように実施されたかを含む 

 

ランダム化比較試験を報告する際に含まれるべき情報の
CONSORT 2010チェックリスト

参考資料
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アウトカム（Outcome） 6a 事前に特定され明確に定義された主要・副次的アウトカム評価項目
いつどのように評価されたかを含む 

6b 試験開始後のアウトカムの変更とその理由

症例数（Sample size） 7a どのように目標症例数が決められたか

7b あてはまる場合には，中間解析と中止基準の説明

ランダム化
（Randomization） 

  

順番の作成 
（ Sequence 
generation） 

8a 割振り（allocation）順番を作成（generate）した方法

8b 割振りのタイプ: 制限の詳細（ブロック化，ブロックサイズなど）

割振りの隠蔵機構
（Allocation 
concealment 
mechanism） 

9 ランダム割振り順番の実施に用いられた機構（番号付き容器など），各群の割付けが
終了するまで割振り順番が隠蔵されていたかどうかの記述 

実施
（Implementation） 

10 誰が割振り順番を作成したか，誰が参加者を組入れ（enrollment）たか，誰が参加者
を各群に割付けた（assign）か 

ブラインディング
（Blinding） 

11a ブラインド化されていた場合，介入に割付け後，誰がどのようにブラインドかされてい
たか（参加者，介入実施者，アウトカムの評価者など） 

11b 関連する場合，介入の類似性の記述

統計学的手法 
（Statistical method） 

12a 主要・副次的アウトカムの群間比較に用いられた統計学的手法

12b サブグループ解析や調整解析のような追加的解析の手法

 

参考資料

結果（Results） 

参加者の流れ 
（Participant flow） 
（フローチャートを強く推
奨） 

13a 各群について，ランダム割付けされた人数，意図された治療を受けた人数，主要アウ
トカムの解析に用いられた人数の記述 

13b 各群について，追跡不能例とランダム化後の除外例を理由とともに記述 

募集（Recruitment） 14a 参加者の募集期間と追跡期間を特定する日付

14b 試験が終了または中止した理由

ベースライン・データ 
（Baseline data） 

15 各群のベースラインにおける人口統計学的（demographic），臨床的な特性を示す表 

解析された人数
（Number analyzed） 

16 各群について，各解析における参加者数（分母），解析が元の割付け群によるもので
あるか 

アウトカムと推定
（Outcome and 
estimation） 

17a 主要・副次的アウトカムのそれぞれについて，各群の結果，介入のエフェクト・サイズ
の推定とその精度（95％信頼区間など） 

17b 2 項アウトカムについては，絶対エフェクト・サイズと相対エフェクト・サイズの両方を記
載することが推奨される 

補助的解析 
（Ancillary analysis） 

18 サブグループ解析や調整解析を含む，実施した他の解析の結果。事前に特定された
解析と探索的解析を区別する 

害（Harm） 19 各群のすべての重要な害（harm）または意図しない効果（詳細は「ランダム化試験に
おける害のよりよい報告: CONSORT 声明の拡張」28）を参照） 

 

参考資料
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考察（Discussion）

限界（Limitation） 20 試験の限界，可能性のあるバイアスや精度低下の原因，関連する場合は解析の多
重性の原因を記載 

一般化可能
（Generalisability） 

21 試験結果の一般化可能性（外的妥当性，適用性）

解釈（Interpretation） 22 結果の解釈，有益性と有害性のバランス，他の関連するエビデンス

   

その他の情報（Other information） 

登録（Registration） 23 登録番号と試験登録名

プロトコール（Protocol） 24 可能であれば，完全なプロトコールの入手方法

資金提供者（Funding） 25 資金提供者と他の支援者（薬剤の供給者など），資金提供者の役割

 

参考資料

CONSORTは多くの支援を集めてきた。世界中でさまざまな言語で
発行されている400以上の雑誌が、CONSORT声明を明示的に支
持しており、我々の知らないところでも、その他のヘルスケア雑誌
の多くが支持を示している。さらに、医学雑誌編集者国際委員会
（International Committee of Medical Journal Editors: ICMJE）によ
りCONSORT声明が承認（endorse）されたため、何千もの雑誌が間
接的（implicitly）に支持を示したといえる。科学編集者協議会
（Council of Science Editors: CSE）や世界医学編集者協会（World 
Association of Medical Editors: WAME）など、他の著名な編集グ
ループも，CONSORTを正式に支持している。

津谷喜一郎ら:CONSORT 2010声明. 薬理と治療 .2010; 38: 939-947より抜粋

参考資料

CONSORT声明とICMJE(医学雑誌編集者国際委員会)
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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」における試験の種類

・用量設定試験：一日摂取目安量の設定

・過剰摂取試験： 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

・検証試験： 二重盲検並行群間比較試験、

二重盲検クロスオーバー比較試験

参考資料

食品のヒト試験に関するFFDAのガイドライン
(改訂を予定しています)

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)
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[1] 目的

[2] 適用範囲

[3] 用語の定義

[4] ヒト試験実施の原則

[5] ヒト試験の留意事項

[5]‐1 関係者の主な役割

[5]‐2 試験実施計画書の作成

[5]‐3 説明文書・同意文書の記載内容

[5]‐4 試験食品概要書

[5]‐5 解析計画書

ガイドラインの内容

[6] 倫理審査委員会

[6]‐1 倫理審査委員会の構成等

[6]‐2 倫理審査委員会の審査

[6]‐3 倫理審査委員会への報告

[6]‐4 倫理審査委員会の公開

[7] ヒト試験の事前登録

[8] 信頼性の確保

[9] 個人情報およびプライバシーの保護に関する措置

[10] 問合せ・相談等の対応窓口

[11] 資料、記録の保存と廃棄

[12] 教育・訓練

ガイドラインの内容
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FFDAのガイドラインは「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」（食
安新発第02011002号 平成17年2月1日）、「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12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定時および必要に
応じてFFDAのガイドラインの見直しを行う。

はじめに

ヒト試験の信頼性を図ること

[1] 目的
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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。

[2] 適用範囲

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。

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。

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、ヒト試験
に対してモニタリング活動を担当する者をいう。

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。

[3] 用語の定義
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• ヒト試験は被験者の人権の保護、安全の保持に対する配
慮を最優先とする

• 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

• 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

• 食品CROはヒト試験が原則に従って適正に行われているこ
とを点検、確認する

[4] ヒト試験実施の原則

依頼者の主な役割

• 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食品CROに提示する

• 品質が保証された評価する試験食品（対照食品を含む）を
提供する

• 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

[5] ヒト試験の留意事項
[5-1] 関係者の主な役割
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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

[5] ヒト試験の留意事項
[5-2] 試験実施計画書の作成

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

10)試験食品（評価する食品、対照食品）の形態、成分等

11)試験デザインなど

12)評価方法

13)中止・脱落基準

14)試験の終了又は中止および中断

15)統計解析計画

16)モニタリング

17)個人情報およびプライバシー保護について

[5] ヒト試験の留意事項
[5-2] 試験実施計画書の作成
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18)本試験の公表

19)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

21)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] ヒト試験の留意事項
[5-2] 試験実施計画書の作成

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] ヒト試験の留意事項
[5-4] 試験食品概要書
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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
女両性で構成される。

最小構成人数は現在3名以上であるが、4月以降は
5名以上となる。

[6] 倫理審査委員会

• 倫理審査委員会の審査

• 倫理審査委員会への報告

• 倫理審査委員会の公開

[6] 倫理審査委員会
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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。

[7] ヒト試験の事前登録

• 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

• データマネジメントとモニタリング記録等またその
他の対応の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

[8] 信頼性の確保
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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。

[9] 個人情報およびプライバシーの保護に
関する措置

[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管期間を過ぎた場合
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

• 契約書

• その他
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ご清聴ありがとうございました


