
別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。 

機能性の科学的根拠に関する点検表 

 

１．製品概要 

商品名 えんきん a 

機能性関与成分名 ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシ

ド・DHA 

表示しようとする

機能性 

本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-

グルコシド・DHA が含まれます。本品は手元のピント調

節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首

筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激か

ら目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、

コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっ

きりと見る力を助ける）ことが報告されています。 

 

２．科学的根拠 

【臨床試験及び研究レビュー共通事項】 

（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当該

指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に広

くコンセンサスが得られたものである。 

☐（最終製品を用いた臨床試験又は研究レビューにおいて、実際に販売しよう

とする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同一性が失われ

ていないことについて、届出資料において考察されている。 

 

最終製品を用いた臨床試験 

（研究計画の事前登録） 

☐UMIN臨床試験登録システムに事前登録している注１。 

☐（海外で実施する臨床試験の場合であって UMIN臨床試験登録システムに事

前登録していないとき）WHO の臨床試験登録国際プラットフォームにリン

クされているデータベースへの登録をしている。 

（臨床試験の実施方法） 

☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第

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」

に示された試験方法に準拠している。 

科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。 

→別紙様式（Ⅴ）-２を添付 

（臨床試験の結果） 

国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した論文を添付している注１。 

☐査読付き論文として公表されている論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本語
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に適切に翻訳した資料を添付している。 

研究計画について事前に倫理審査委員会の承認を受けたこと、並びに当該

倫理審査委員会の名称について論文中に記載されている。 

☐（論文中に倫理審査委員会について記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）

-３で補足説明している。 

掲載雑誌は、著者等との間に利益相反による問題が否定できる。 

 

☐最終製品に関する研究レビュー 

☐機能性関与成分に関する研究レビュー 

☐（サプリメント形状の加工食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験で肯定

的な結果が得られている。 

☐（その他加工食品及び生鮮食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験又は観

察研究で肯定的な結果が得られている。 

☐海外の文献データベースを用いた英語論文の検索のみではなく、国内の文

献データベースを用いた日本語論文の検索も行っている。 

☐（機能性関与成分に関する研究レビューの場合）当該研究レビューに係る

成分と最終製品に含有されている機能性関与成分の同等性について考察さ

れている。 

☐（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書

に報告している。 

□（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、別紙様式（Ⅰ）に報

告している。 

 

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ている。 

☐当該論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本

語に適切に翻訳した資料を添付している。 

 

☐PRISMA声明（2009年）に準拠した形式で記載されている。 

☐（PRISMA 声明（2009 年）に照らして十分に記載できていない事項があ

る場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。 

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で

当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な

様式を用いて、全ての検索式を記載している。 

☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ

の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９

その他の適切な様式を用いて記載している。 
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☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ

ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。 

 

☐各論文の質評価が記載されている注２。 

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。 

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

が記載されている注２。 

 

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ていない。 

研究レビューの方法や結果等について、 

☐別紙様式（Ⅴ）-４を添付している。 

☐データベース検索結果が記載されている注３。 

☐文献検索フローチャートが記載されている注３。 

☐文献検索リストが記載されている注３。 

☐任意の取組として、未報告研究リストが記載されている注３。 

☐参考文献リストが記載されている注３。 

☐各論文の質評価が記載されている注３。 

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注３。 

☐全体サマリーが記載されている注３。 

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が

記載されている注３。 

 

注１ 食品表示基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研

究については、必須としない。 

注２ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（添付の研究レビュー論文におい

て、これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することが

できる。） 

注３ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（別紙様式（Ⅴ）-４において、こ

れらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができる。） 



別紙様式（Ⅴ）-２【添付ファイル用】 

特定保健用食品とは異なる臨床試験方法とした合理的理由に関する説明資料 

 

１. 製品概要 

商品名 えんきん a 

機能性関与成分名 
ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシ

ド・DHA 

表示しようとする

機能性 

本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-

グルコシド・DHAが含まれます。本品は手元のピント調

節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首

筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激か

ら目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、

コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっ

きりと見る力を助ける）ことが報告されています。 

 

２. 特定保健用食品とは異なる臨床試験方法（科学的合理性が担保されたものに

限る。）とした合理的理由 

 

試験期間が 4 週間のランダム化比較試験を実施した。当該製品の摂取の目的

が慢性的な目の機能障害に対する効果でなく、一時的な目に疲れを持った人を

対象にしており、一時的な自覚症状の改善も含めた試験であるため、12 週間以

上の試験期間は必要ないと判断した。また、アスタキサンチンの近点調整力の

機能性評価の既報試験（１）においても、4 週間の期間での効果が確認できている

ため同様の試験系を参考に実施した。 

 

（１）診療と新薬,2009, 46(3), 89-93. 

 



別紙様式（Ⅴ）-３【添付ファイル用】 

表示しようとする機能性の科学的根拠に関する補足説明資料 

 

１．製品概要 

商品名 えんきん a 

機能性関与成分名 
ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシ

ド・DHA 

表示しようとする

機能性 

本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-

グルコシド・DHA が含まれます。本品は手元のピント調

節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首

筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激か

ら目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、

コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっ

きりと見る力を助ける）ことが報告されています。 

 

２．補足説明 

最終製品を用いた臨床試験では、「目の使用による肩・首筋への負担」に関す

る客観的指標を用いた評価を行いました。この試験に用いた質問票 は、「眼精疲

労評価方法に関する研究（参 1）」における VDT 健康診断個人表に基づいたもの

です。ＶＤＴ健康診断個人表は、全国労災病院眼科プロジェクトチームが作成し

たＶＤＴ作業者における調査票であり、これを用いた問診調査において、「肩・

腰がこる」を主観的に評価することが可能です。 

 日本産業衛生学会産業疲労研究会発行の「自覚症しらべ」（参 2）においても、

「肩がこる」という項目を同様に評価しているため、眼科分野における評価とし

ての妥当性があると考えます。表示しようとする機能性においては、消費者が「肩

がこる」を疾病と誤認しないよう、「こる」を「負担」として表示しています。 

また、「自覚症しらべ」は、継時的な変化をとらえることを目的としておりま

すが、1 日の中で複数回検査をする場合にも使用されます。そのため、一時的な

体調の変化を改善する評価指標として適しています。 

「眼精疲労評価方法に関する研究」は日本人を対象とした研究であること、「自

覚症しらべ」を用いた日本人対象の論文が複数あることから、最終試験に用いた

質問票は、日本人において妥当性が得られています。 

以上より、最終製品を用いた臨床試験の「目の使用による肩・首筋への負担｣

に関する主観的指標に用いた質問票は、日本人において妥当性が得られ、かつ、

継続的、慢性的なものでなく、一時的な体調変化の改善を評価する指標として、

当該分野で医学的に広くコンセンサスが得られています。 

 

（参 1）中村晴美著．眼精疲労評価方法に関する研究．日本災害医学会会誌．1994 

42(8):617-620. 

（参 2）日本産業衛生学会産業疲労研究会 2002  
http://square.umin.ac.jp/of/service.html 
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Abstract: 

Objective: The study aimed to verify that ingestion of multiple dietary supplement containing lutein, astaxan-
thin, cyanidin-3-glucoside and docosahexaenoic acid (DHA) would improve accommodative ability of aged 
and older subjects who were aware of eye strain on a daily basis. 

Methods: A randomized double-blind placebo-controlled parallel group comparison study was conducted for 
48 participants aged 45 to 64 years who complained of eye strain. The subjects took multiple dietary supple-
ment containing 10 mg of lutein, 20 mg of bilberry extract and 26.5 mg of black soybean hull extract (a total 
of 2.3 mg of cyanidin-3-glucoside in both extracts), 4 mg of astaxanthin, and 50 mg of DHA (test supple-
ment) or placebo for four consecutive weeks. Near-point accommodation (NPA) and subjective symptoms 
were evaluated both before and after four weeks’ intake.  

Results: The variation of the NPA of both eyes from baseline to 4 weeks’ post-intake in the test supplement 
group was significantly higher than in the placebo group (1.321±0.394 diopter (D) in the test supplement 
group and 0.108±0.336 D in the placebo group, p=0.023). The multiple dietary supplement group showed im-
provement in the NPA. Regarding subjective symptoms, significant improvement of “stiff shoulders or neck” 
and “blurred vision” was also found in the test supplement group compared to the placebo group (p<0.05). 
There were no safety concerns in this study. 

Conclusion: This study shows that multiple dietary supplement containing lutein, astaxanthin, cyanidin-3-
glucoside, and DHA has effect to improve accommodative ability and subjective symptoms related to eye fa-
tigue. 

Keywords: Accommodative ability, astaxanthin, bilberry, black soybean, cyanidin-3-glucoside, docosa-
hexaenoic acid, lutein, multiple dietary supplement. 

1. INTRODUCTION 

Eye diseases associated with aging include 
presbyopia, cataract, glaucoma, and age-related 
macular degeneration. Among them, presbyopia is 
a disease that affects everyone as the age. It is the 
loss of accommodative ability and makes it diffi- 
 

 

*Address correspondence to this author at the FANCL Re-
search Institute, FANCL Corporation, 12-13 Kamishinano, 
Totsuka-ku, Yokohama, Kanagawa 244-0806, Japan;  
Tel: +81-45-820-3755; Fax: +81-45-820-3526; 
E-mail: shimizu_yoshiki@fancl.co.jp 

cult to focus on near objects. This reduced ac-
commodative ability is supposedly caused by the 
loss of lens elasticity, and the loss of ciliary mus-
cles that control lens thickness. People may gradu-

ally start realizing it around the age of 45 [1]. Be-
sides, in today’s society, with visual display termi-
nal (VDT) operation requiring to look at the dis-
play of a computer or the like for long hours, as 

well as the advancement and spread of compact 
terminals such as mobile phones and smartphones, 
much strain is put on accommodative ability of the 
eye in everyday life. Also, slow or difficult ac-

commodative response may cause asthenopia and 

 187�-5���/14 $58.00+.00 © 2014 Bentham Science Publishers



Effect of Multiple Dietary Supplement Immunol. Endocr. Metab. Agents Med. Chem., 2014, Vol. 14, No. 2     115 

its related symptoms such as eye strain, stiff 

shoulders and headache. The development of as-
thenopia reduces not only visual function but also 
its related quality of life (QOL).  

Therefore, a decrease in asthenopia attributable 
to reduced accommodative ability helps enhance 
QOL for people who have such symptoms. How-
ever, medical treatment of reduced accommoda-
tive ability is limited to some eye-drops, and 
medical treatment to prevent it, has not been estab-
lished either. In this context, some studies recently 
show the effects of food or food ingredients and 
additives (lutein, astaxanthin, bilberry extract and 
black soybean hull extract or anthocyanin found in 
the extracts, and omega-3 fatty acids) to improve 
asthenopia and eye function [2-14]. 

Astaxanthin is a red orange carotenoid found in 
salmon, shrimp, crab and the like, and is known 
for its high antioxidant potential [12]. Several 
studies report the effect of astaxanthin to improve 
accommodative ability as efficacy in the eye [9-
11, 15]. It is supposed that the improvement effect 
on accommodative ability of astaxanthin should be 
associated with its action to increase blood flow in 
the retinal capillaries and its inhibition of NF- B 
signaling pathway [12]. 

Other food or food ingredients to improve ac-
commodative ability are bilberry extract [6, 13] 
and black soybean hull extract [16]. Both are rich 
in anthocyanin, whose antioxidant power may im-
prove accommodative ability. It is also reported 
that bilberry extract promotes the resynthesis of 
rhodopsin other than the improvement effect on 
accommodative ability [17]. As its functional in-
gredient, cyanidin-3-glucoside is suggested [18], 
and it is also highly found in black soybean hull 
extract. 

Multiple dietary supplements containing several 
functional ingredients as mentioned above in order 
to improve asthenopia are currently on the market. 
Also, effects of multiple dietary supplements con-
taining several functional ingredients on subjective 
symptoms of asthenopia have been verified [13, 
19, 20]. On the other hand, there are few dietary 
supplements and foods designed focusing on the 
effect on accommodative ability. And their effect 
on accommodative ability has not been verified 
either.  

It is considered that a target function can be en-
hanced synergistically and additively by the com-
bination of functional ingredients in multiple die-
tary supplements. Therefore, the authors decided 
to prepare dietary supplement to improve accom-
modative ability by using a lower dose of astaxan-
thin, which is shown to improve it. Then, the 
authors prepared multiple dietary supplement of 
five ingredients containing astaxanthin with other 
ingredients for synergistic and additive effects; 
lutein with antioxidant properties, bilberry extract 
and black soybean hull extract containing cya-
nidin-3-glucoside, and DHA [21], which is a com-
ponent of the ciliary body. 

Lutein supplementation provides the reduction 
of the risk of progression to advanced age-related 
macular degeneration (AMD) from the results of 
age-related eye disease study part 2 (AREDS2) in 
recent years [22, 23]. Reactive oxygens produced 
in crystallin lens denature crystallin proteins that 
induce cataract and asthenopia [24]. Antioxidative 
activity of lutein in lens is reported [25] and lutein 
reduces the risk of cataract [26]. DHA is a compo-
nent of ciliary body [21] and improves dry eye 
disease [3]. The reduction of the risk of dry eye 
disease by a higher dietary intake of omega-3 fatty 
acid such as DHA, is also reported [27]. 

The authors had already conducted an open 
study on the intake of this multiple dietary sup-
plement for 28 days, for men and women aged 45 
to 65 years with eye strain, and confirmed im-
proved pupil constriction rate (Matsuoka et al., 
unpublished data).  

In this study, to verify the effect of this multiple 
dietary supplement to improve accommodative 
ability, a randomized placebo-controlled double-
blind study was conducted for 45 to 64 year-old 
men and women who felt eye strain on a daily ba-
sis. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Ethics 

This study was approved by the clinical re-
search ethical committee at FANCL Corporation 
and also by the ethical review board at Huma 
R&D Ltd. in terms of ethical, scientific and medi-
cal appropriateness, and then conducted. It was 
performed in compliance with ethical principles 
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based on the Declaration of Helsinki, “Ethical 
Guidelines for Epidemiological Studies (Notifica-
tion of Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology and Ministry of Health, 
Labour and Welfare)”. Under the instruction of the 
principal investigator (physician), the investigator 
explained the contents of the study, using the in-
formed consent form to the subjects before con-
ducting the study. The written consent was ob-
tained from each subject who fully understood the 
contents of the study and agreed to participate in 
the study on a voluntary basis. This study was car-
ried out at Kono Medical Clinic.  

2.2. Study Subjects 

Subjects who were enrolled in this study were 
paid volunteers recruited by HUMA CORP, and 
selected based on the following inclusion criteria; 
(i) men and women aged 45 years or more and less 
than 65 years, (ii) who were aware of eye strain on 
a daily basis, (iii) had no eye disease other than 
refractive error, and (iv) were able to keep the eyes 
open for 30 seconds or more without blinking. 
Moreover, people who fall under any of the fol-
lowing exclusion criteria, were eliminated; (i) 
presence or history of severe liver disease, diges-
tive disorder or kidney disease, (ii) presence of 
soybean allergy or cuttlefish allergy, (iii) regular 
intake of health food or drug effective for astheno-
pia, (iv) otherwise judged by the principal investi-
gator as unsuitable to participate in this study.   

Before the participation, the contents of the 
study were fully explained to all the subjects, and 
their written consent was obtained from each sub-
ject.  

2.3. Test Supplement 

The composition of functional ingredients con-
tained in the test supplement is shown in Table 1. 
The test supplement was a soft gel capsule that 
contained astaxanthin, lutein, and bilberry extract 
and black soybean hull extract (as cyanidin-3-
glucoside in both extracts), and DHA as functional 
ingredients. Placebo was a soft gel capsule that did 
not contain these ingredients. Capsules for both 
supplements looked identical. They were prepared 
according to the dose of two capsules per day. The 
daily dose of the test supplement was 10 mg of 
lutein, 4 mg of astaxanthin, 20 mg of bilberry ex-
tract, 26.5 mg of black soybean hull extract, and 

50 mg of DHA. And that of cyanidin-3-glucoside 
derived from bilberry extract and black soybean 
hull extract was 2.3 mg.  

Each subject received four weeks’ worth of test 
supplement or placebo packaged in an aluminum 
pouch, and took 2 capsules with water after supper 
every day during the test period.  

2.4. Study Design 

Study design was a randomized placebo-
controlled double-blind comparison study. 

Fifty subjects were randomly assigned to one of 
the two groups; 25 subjects to the test supplement 
group and 25 subjects to the placebo group after 
confirming there was no significant difference be-
tween the two groups based on gender, age, ac-
commodative ability, and visual acuity checked at 
the pre-intake test (baseline).  

Measurements and examination were conducted 
at the pre-intake test combined with a screening 
test, and after 4 weeks of intake, by questioning 
subjects, examining visual acuity, measuring near 
point accommodation (NPA) using an accommo-
dometer, and checking subjective symptoms (a 
questionnaire comprising 15 items related to eye 
fatigue). At the baseline, the NPA of a dominant 
eye, a non-dominant eye and both eyes were re-
spectively measured after the dominant eye and 
non-dominant eye of each subject were confirmed.  

During the study period, the subjects followed 
our instructions: (i) do not change their eating hab-
its and lifestyle, (ii) do not take any drug or quasi-
drug for asthenopia, (iii) do not take any supple-
ment other than the test supplement, (iv) do not 
change the type and frequency of eye drop use, 
and (v) do not change frequency of contact lens 
use. The intake status of the test supplement and 
the change in physical condition of the subjects 
during the intake period were observed every day, 

Table 1. Functional ingredients of the test supplement. 

Ingredients mg/capsule mg/day 

Lutein 5.00 10.00 

Astaxanthin 2.00 4.00 

Bilberry extract 10.00 20.00 

Black soybean hull extract 13.25 26.50 

DHA 25.00 50.00 
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using HUMA R&D’s WEB diary system “Chro-
nos.wiz”.  

2.5. Endpoints 

2.5.1. Primary Endpoint 

The primary endpoint was near point accom-
modation (NPA). Regarding the near point ac-
commodation  measurement, a near-point distance 
of both eyes, a dominant eye, and a non-dominant 
eye were respectively measured by KOWA NP 
accommodometer (Kowa Co., Ltd., Japan) ten 
times. And NPA (diopter; D) was calculated by 
dividing 1,000 by the mean near-point distance N 
(mm) of each. Measured values and differences 
(amount of change) were evaluated. 

2.5.2. Secondary Endpoint 

As the secondary endpoint, symptom scores 
and the amount of changes were evaluated, using 
the subjective symptoms questionnaire (question-
naire comprising 15 items of subjective symptoms 

related to eye fatigue), based on the items used in 
“Study on the Evaluation Method of Asthenopia” 
by Nakamura et al. [28]. Each subject graded on a 
5-point scale (scores from 1 = no symptoms, to 5 = 

most severe symptoms) and entered by 
him/herself. The scores of each item were calcu-
lated.  

2.6. Safety Evaluation 

Based on the results of questioning at study vis-
its, and the WEB diary recorded by the subjects 
during the study period, all adverse events that oc-
curred during the 4-week intake period of the test 

supplement were analyzed and assessed for asso-
ciation with the test supplement. Regardless of the 
association with the test supplement or placebo, all 
the adverse events were also evaluated by type, 

severity, onset time and duration of each event, 
presence and details of medical treatment.  

2.7. Analysis Set and Statistical Analysis 

The analysis set was per protocol set (PPS). Be-
fore unblinding the treatment assignment, the 
cases were reviewed to determine the analysis set 
by the elimination of the following cases: (i) the 
test food intake rate was below 80%, (ii) a drug or 
quasi-drug for asthenopia was used, (iii) a case 
was found to have fallen under any of the exclu-

sion criteria after the start of intake, and (iv) sig-
nificant deviation from the protocol was observed.  

The statistical analysis of near point accommo-
dation was performed using a paired t-test to com-
pare the values measured before and after 4 
weeks’ intake of the test supplement, and using an 
unpaired t-test to compare the measured values 
and differences (amount of change) after 4 weeks’ 
intake, between the test supplement group and the 
placebo group. Regarding the subjective symp-
toms questionnaire, Wilcoxon rank sum test was 
used to compare scores before and after intake, 
and Wilcoxon signed rank test to compare the dif-
ferences measured after 4 weeks’ intake of the test 
supplement between the test supplement group and 
the placebo group. For each comparison, the fol-
lowing null hypothesis was tested: There was no 
change between before and after 4 weeks’ intake, 
or between the test supplement group and the pla-
cebo group. When a significant difference was 
found, the null hypothesis was considered to be 
rejected.  

IBM SPSS
®
 Statistics ver.19 was used for the 

statistical analysis. With a level of significance of 
5%, a significance probability of less than 5% in a 
two-tailed test (p<0.05) was considered to be sta-
tistically significant.  

3. RESULTS 

3.1. Subject Background 

The flow diagram of participants in this study is 
shown in Figure 1. A total of 102 volunteers un-
derwent screening (pre-intake) tests, and 50 of 

them were chosen to participate in the study. Then, 
each of 25 subjects was assigned to either of the 
test supplement or the placebo groups. All the sub-
jects completed this study to final visits. After re-

viewing the subjects, two of them were eliminated 
from the analysis: One subject of the test supple-
ment group fall under the exclusion criteria (iv) 
because of a remarkably short amount of sleep the 

day before the visit after 4 weeks’ intake, which 
was considered difficult to assess appropriately. 
One subject of the placebo group fall under the 
exclusion criteria (iii) because of being unable to 

keep the eyes open for 30 seconds without blink-
ing at the visit after 4 weeks’ intake. As a result, 
the PPS consisted of 48 subjects (24 in the test 
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supplement group, and 24 in the placebo group). 
The intake rate of the test supplement in the PPS 
was 99.6% in the test supplement group, and 
100% in the placebo group. There was no subject 

whose intake rate was below 80%. 

Table 2 shows the background of subjects in the 
PPS. There was no significant difference between 
the two groups in any index. In the PPS, 5 subjects 
(4 in the test supplement group and 1 in the pla-
cebo group) wore contact lenses.  

 

Fig. (1). Flow diagram of participants in this study. Multiple dietary supplement was contained lutein, astaxanthin, 

bilberry extract and black soybean extract  (as source of cyanidin-3-glucoside), and docosahexaenoic acid (DHA). 
 

Table 2. Baseline characteristics of the per protocol set. 

 Placebo Supplement P value a) 

Sex (male/female) 12/12 13/11 1.000 

Age (years) 52.6±0.92 53.0±0.99 0.782 

Dominant eye (right eye/left eye) 20/4 17/7 0.494 

Dominant eye 0.090±0.036 0.129±0.042 0.478 

Non-dominant eye 0.130±0.036 0.164±0.046 0.571 Perfect corrected VA (logMAR) 

Both eyes 0.005±0.032 0.009±0.030 0.925 

Dominant eye 5.425±0.490 5.483±0.407 0.927 

Non-dominant eye 5.042±0.379 5.575±0.375 0.322 Near point Accommodation (diopter; D) 

Both eyes 5.121±0.245 5.033±0.255 0.806 

Values were expressed as mean±SE. 
a) Between groups comparisons were assessed by unpaired t test or Fisher's extract test. 
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3   Declined to participate
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25 Received intervention

25 Randomized to receive multiple 
dietary supplement

25 Received intervention

Fo
llo

w
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p

0 Lost to follow-up 0 Lost to follow-up 

A
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s 24 Included in analysis
1 Excluded (violation of exclusion 

criteria)

24 Included in analysis
1 Excluded (violation of restriction)
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Regarding the secondary endpoint, in the PPS, 
only the subjects who scored four or more in the 
subjective symptoms questionnaire at the baseline 
were analyzed. 

3.2. Primary Endpoint 

The transition of near-point accommodation 
from pre-intake and the amount of changes are 
shown in Fig. (2).  

The values in the test supplement group were 
5.483±0.407 diopter (D) before intake, and 
6.654±0.626 D after 4 weeks’ (4 wk) intake for the 
dominant eye, which was a significant increase 
(p=0.025), 5.033±0.255 D before intake, and 
6.354±0.515 D after 4 wk intake for both eyes, 
which was a significant increase (p=0.003), and 
5.575±0.375 D before intake, and 6.204±0.58 D 
after 4 wk intake for the non-dominant eye, which 

 

Fig. (2). Changes of near point accommodation before and after ingestion of test foods. 

Measurement values of near point accommodation (NPA) of (A) dominant eye, (C) non-dominant eye, or (E) both eyes from 

before and after ingestion. Variations of the NPA of (B) dominant eye, (D) non-dominant eye, or (F) both eyes from before to 

after intervention. Values were expressed as means±SE. Inter-group comparison was analyzed using paired t-test between be-

fore and after ingestion (#P<0.05, ##P<0.01). Comparison of differences between placebo and supplement groups was as-

sessed by unpaired t-test (*P<0.05, **P<0.01). 

8.0 2.0#

da
tio

n

(A) (B)

Supplement
Placebo

Supplement
Placebo

2.0

4.0

6.0

0.0

1.0
N

ea
r p

oi
nt

 a
cc

om
m

od
at

io
n

(D
io

pt
er

)

ar
ia

tio
n 

of
 n

ea
r p

oi
nt

 a
cc

om
m

od
(D

io
pt

er
)

pp pp

0.0
Baseline 4 weeks Variations

-1.0V
a

8.0 2.0

tio
n

(C) (D)

Placebo Placebo

2.0

4.0

6.0

0.0

1.0

N
ea

r p
oi

nt
 a

cc
om

m
od

at
io

n
(D

io
pt

er
)

at
io

n
of

 n
ea

r p
oi

nt
 a

cc
om

m
od

at
(D

io
pt

er
)

Supplement Supplement

0.0
Baseline 4 weeks Variations

-1.0

V
ar

ia

(E) (F)

8.0 2.0## n *
Pl b Pl b

2.0

4.0

6.0

0.0

1.0

##

ea
r p

oi
nt

 a
cc

om
m

od
at

io
n

(D
io

pt
er

)

n 
of

 n
ea

r p
oi

nt
 a

cc
om

m
od

at
io

n
(D

io
pt

er
)

Supplement
Placebo

Supplement
Placebo

0.0
Baseline 4 weeks Variations

-1.0

N
e

V
ar

ia
tio



120      Immunol. Endocr. Metab. Agents Med. Chem., 2014, Vol. 14, No. 2 Kono et al. 

was not significant increase (p=0.225). On the 
other hand, no significant change was found in the 
placebo group; 5.425±0.490 D before intake, 
5.933±0.585 D after 4 wk intake for the dominant 
eye (p=0.343), 5.042±0.379 D before intake, 
5.467±0.451 D after 4 wk intake for the non-
dominant eye (p=0.313), and 5.121±0.245 D be-
fore intake, 5.229±0.418 D after 4 wk intake for 
both eyes (p=0.750). Furthermore, values meas-
ured after 4 wk intake were not significantly dif-
ferent between the two groups; 5.933±0.585 D in 
the placebo group and 6.654±0.626 D in the test 
supplement group for the dominant eye (p=0.405), 
5.467±0.451 D in the placebo group and 
6.204±0.580 D in the test supplement group for 
the non-dominant eye (p=0.321), 5.229±0.418 D 
in the placebo group and 6.354±0.515 D in the test 
supplement group for both eyes (p=0.097). How-
ever, regarding variation from baseline, 
1.321±0.394 D in the test supplement group was a 
significantly higher value as compared to 
0.108±0.336 D in the placebo group (p=0.023) in 
case of both eyes, which showed improvement ef-
fect of the test supplement on accommodative abil-
ity. 

3.3. Secondary Endpoint 

The pre to post transition and amount of change 
in scores on the subjective symptoms question-
naire are shown in Table 3.  

In the test supplement group, significant de-
creases were found in 5 items; “eye strain” 
(4.045±0.045 before intake, 3.500±0.158 after 
4wk intake p=0.002), “blurred vision” 
(4.083±0.083 before intake, 3.083±0.313 after 4 
wk intake, p=0.016), “stiff shoulders or neck” 
(4.381±0.109 before intake, 3.667±0.199 after 4 
wk intake, p=0.004), “heaviness of head” 
(4.111±0.111 before intake, 2.889±0.423 after 4 
wk intake, p=0.031), and “difficult to focus on ob-
jects” (4.400±0.163 before intake, 3.500±0.269 
after 4 wk intake, p=0.031). 

In contrast, in the placebo group, significant 
decreases were found only in 2 items; “eye strain” 
(4.292±0.095 before intake, 3.708±0.185 after 4 
wk intake, p=0.012), and “difficult to see in low 
light condition” (4.111±0.111 before intake, 
2.889±0.389 after 4 wk intake, p=0.016). 

In comparison between the groups test supple-
ment and placebo after 4 wk intake, the test sup-

plement group showed significant decreases in 2 
items; “blurred vision” (4.000±0.226 in the pla-
cebo group, 3.083±0.313 in the test supplement 
group, p=0.033), and “stiff shoulders or neck” 
(4.300±0.179 in the placebo group, 3.667±0.199 in 
the test supplement group, p=0.026). The test sup-
plement group also showed a significant decrease 
in the variations from baseline compared to pla-
cebo group (-0.050±0.135 in the placebo group, -
0.714±0.197 in the test supplement group, 
p=0.009). From these results, the effect of the test 
supplement to improve subjective symptoms was 
demonstrated.   

3.4. Safety 

Safety was evaluated for 50 subjects (25 in the 
supplement group and 25 in the placebo group) 
who started taking the test supplement or placebo. 

A total of 20 adverse events occurred during the 
study period. They were minor events such as 
common cold or headache. None of them was 

judged to be related to the test supplement by the 
principal investigator.  

4. DISCUSSION 

In this study, a randomized placebo-controlled 
double-blind comparison study was conducted for 
48 subjects (25 men and 23 women) aged 45 to 64 
years (mean age: 52.8 years) who were aware of 
eye strain, in order to verify the effect of multiple 
dietary supplement (functional ingredients: lutein, 
astaxanthin, bilberry extract and black soybean 
hull extract (as cyanidin-3-glucoside in both ex-
tracts), and DHA) on accommodative ability of the 
eye. After 4 weeks’ intake of the multiple dietary 
supplement, improvement was observed in ac-
commodative ability of the eye, and subjective 
symptoms related to asthenopia such as “blurred 
vision” and “stiff shoulders or neck”, compared 
with placebo. After 4 weeks’ intake of the multiple 
dietary supplement, alleviation was observed in 
three subjective symptoms; “eye strain”, “heavi-
ness of head”, and “blurred vision when looking 
from near to far”, although, there was no signifi-
cant difference compared with placebo. 

Decrease in accommodative ability is suppos-
edly caused by the loss of lens elasticity, and the 
loss of ciliary muscles that controls lens thickness 
[29-32]. The multiple dietary supplements used for  
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Table 3 Changes of subjective symptoms of eye fatigue from baseline to 4 weeks after ingestion. 

Before 4 weeks after Variations 

Symptom Group n 

mean±SE. mean±SE. 

P value
b)

 

mean±SE. 

Placebo 24 4.292±0.095 3.708±0.185 0.012# -0.583±0.199 

Supplement 22 4.045±0.045 3.500±0.158 0.002## -0.545±0.143 Eye strain 

P value
a)

  0.049* 0.235  0.815 

Placebo 5 4.200±0.200 3.200±0.374 0.125 -1.000±0.316 

Supplement 4 4.000±0.000 2.500±0.645 0.250 -1.500±0.645 Ocular pain 

P value  1.000 0.532  0.556 

Placebo 13 4.385±0.140 4.000±0.226 0.188 -0.385±0.213 

Supplement 12 4.083±0.083 3.083±0.313 0.016# -1.000±0.302 Blurred vision 

P value  0.160 0.033*  0.090 

Placebo 10 4.100±0.100 3.400±0.267 0.063 -0.700±0.260 

Supplement 6 4.000±0.000 3.000±0.258 0.063 -1.000±0.258 Teary eyes 

P value  1.000 0.221  0.386 

Placebo 6 4.000±0.000 3.500±0.224 0.250 -0.500±0.224 

Supplement 6 4.333±0.211 3.833±0.167 0.250 -0.500±0.224 Eye redness 

P value  0.455 0.545  1.000 

Placebo 7 4.286±0.184 3.714±0.286 0.125 -0.571±0.202 

Supplement 6 4.000±0.000 3.667±0.333 0.625 -0.333±0.333 Flickering vision 

P value  0.462 1.000  0.796 

Placebo 7 4.429±0.202 4.429±0.202 1.000 0.000±0.218 

Supplement 4 4.250±0.250 3.500±0.289 0.500 -0.750±0.479 Double vision 

P value  1.000 0.064  0.258 

Placebo 20 4.350±0.109 4.300±0.179 1.000 -0.050±0.135 

Supplement 21 4.381±0.109 3.667±0.199 0.004## -0.714±0.197 
Stiff shoulders or 

neck 

P value  1.000 0.026*  0.009** 

Placebo 6 4.167±0.167 3.667±0.494 0.500 -0.500±0.428 

Supplement 2 4.000±0.000 4.500±0.500 1.000 0.500±0.500 Frustrate 

P value  1.000 0.500  0.357 

Placebo 5 4.200±0.200 3.600±0.510 0.500 -0.600±0.400 

Supplement 9 4.111±0.111 2.889±0.423 0.031# -1.222±0.364 Heaviness of head  

P value  1.000 0.320  0.226 

Placebo 4 4.000±0.000 3.500±0.500 1.000 -0.500±0.500 

Supplement 5 4.200±0.200 3.600±0.600 0.500 -0.600±0.510 Head ache 

P value  1.000 0.992  0.825 
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Table 3 contd…. 

Before 4 weeks after Variations 

Symptom Group n 

mean±SE. mean±SE. 

P value
b)

 

mean±SE. 

Placebo 17 4.471±0.125 4.235±0.202 0.219 -0.235±0.136 

Supplement 14 4.357±0.133 4.143±0.206 0.375 -0.214±0.155 
Difficult to see for 

small objects 

P value  0.717 0.741  0.963 

Placebo 9 4.222±0.147 3.667±0.408 0.313 -0.556±0.377 

Supplement 10 4.400±0.163 3.500±0.269 0.031# -0.900±0.277 
Difficult to focus on 

objects 

P value  0.628 0.539  0.397 

Placebo 10 4.100±0.100 3.700±0.367 0.500 -0.400±0.340 

Supplement 11 4.273±0.141 3.727±0.195 0.125 -0.545±0.247 Dazzle vision 

P value  0.586 0.744  0.641 

Placebo 9 4.111±0.111 2.889±0.389 0.016# -1.222±0.364 

Supplement 8 4.500±0.189 3.500±0.378 0.063 -1.000±0.378 
Difficult to see in low 

light condition 

P value  0.131 0.508  0.616 

Subjects that scored four or more in each symptom at the baseline were analyzed. Values were expressed as mean±SE. 
a) Comparison of differences between placebo and multiple dietary supplement groups was assessed by Wilcoxon rank sum test (**: p<0.01, *: p<0.05). 
b) Inter-group comparison was assessed by the Wilcoxon singed rank test (##: p<0.01, #: p<0.05). 

 
this study includes astaxanthin as well as bilberry 
extract and black soybean hull extract containing 
anthocyanin whose effect to improve accommoda-
tive ability or accommodation. Astaxanthin may 
have improved accommodation due to its relaxing 
effect on the ciliary muscles [8]. Astaxanthin is 
reported that it increases blood flow in the retinal 
capillaries [4] and inhibits the NF- B signaling 
pathway in the ciliary body [12]. Nutrients are de-
livered to the ciliary body via the ciliary artery and 
the short posterior ciliary artery that are considered 
to have branched from the central retinal artery 
which branches from the ophthalmic artery. For 
this reason, increased retinal capillary blood flow 
may lead to increased blood flow through the cil-
iary muscle. Then, astaxanthin that has reached to 
the ciliary body, may suppress the increase of 
TNF-  by NF- B signaling pathway in the ciliary 
body to prevent the loss of ciliary muscle function, 
which suggests astaxanthin should improve ac-
commodative ability. The amount of astaxanthin 
contained in the multiple dietary supplement used 
in this study was 4 mg, less than that of intake (5 
to 6 mg) used in other studies [9-11] on the effect 
of astaxanthin to improve an accommodative abil-
ity. However, in this study, the intake of the multi-
ple dietary supplements improved accommodative 

ability or accommodation, which suggests the ac-
tion of astaxanthin was augmented by other func-
tional ingredients.  

Anthocyanin found in bilberry extract and black 
soybean hull extract used in this multiple dietary 
supplement is known for its vasorelaxant effects 
[5] and ciliary muscle relaxant effects [7]. Moreo-
ver, some studies show improved accommodative 
ability with a higher amount of bilberry extract or 
black soybean hull extract [6, 13, 16]. Ciliary 
muscle relaxant effects of anthocyanin, which may 
be a functional ingredient of bilberry extract and 
black soybean hull extract, have been studied, us-
ing delphinidin-3-rutinoside or an anthocyanin 
found in black currant. And endothelin B receptor-
mediated and NO/cGMP pathway-mediated 
mechanisms are suggested [33]. Therefore, cya-
nidin-3-glucoside, an anthocyanin found in bil-
berry extract and black soybean hull extract, may 
also have the potential to relax ciliary muscles in 
the pathway similar to delphinidin-3-rutinoside. 
As antioxidant effects of lutein on the macula and 
lens [25] are shown, it may augment the antioxida-
tive properties of astaxanthin on the eyes. DHA is 
a major lipid in the retina [34], and simultane-
ously, contributes to the structural elements of the 
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ciliary body [21], which suggests that it should 
play a role in keeping the ciliary body healthy. 
This may mean that a lower dose of astaxanthin 
acts synergistically and additively with other func-
tional ingredients in this multiple dietary supple-
ment, but further studies on detailed mechanism of 
action are considered necessary. ”Stiff shoulders 
or neck” among improved subjective symptoms in 
this study is a domain of that QOL, and is likely to 
be prompted by the worsening of visual symptoms 
such as presbyopia and asthenopia, which suggests 
QOL is enhanced by an improved accommodative 
ability. 

There are many studies on functional ingredi-
ents including astaxanthin to improve accommoda-
tive ability. But most of them were conducted for 
subjects aged from their mid-twenties to around 40 
years old before developing presbyopia. Kajita et 
al. reported the influence of astaxanthin on ac-
commodative ability of aged and older subjects 
[15]. This study also shows that the use of multiple 
dietary supplements has potential to improve an 
accommodative ability and subjective symptoms 
related to asthenopia of aged and older subjects 
whose accommodative ability tends to decrease. 

The multiple dietary supplement (test supple-
ment) is contains low dose astaxanthin in addition 
of lutein with the reduction in the risk of advanced 
AMD [23], cyaniding-3-glucoside with the stimu-
latory effect on the regeneration of rhodopsin [18], 
and DHA, which improve dry eye disease [3]. The 
multiple dietary supplement may improve not only 
accommodative ability but also some eye diseases, 
which mean that the multiple dietary supplement is 
more effective on eye health than astaxanthin only. 

We consider that this multiple dietary supple-
ment will provide new therapeutic option for the 
treatment of presbyopia or eye fatigue. 

5. CONCLUSION 

In this study, 48 subjects aged 45 to 64 years 
(mean age: 52.8 years, 25 men and 23 women), 
who felt eye strain on a daily basis, took the multi-
ple dietary supplement containing astaxanthin, lu-
tein, bilberry extract and black soybean hull ex-
tract (as cyanidin-3-glucoside in both extracts), 
and DHA for four consecutive weeks, which sug-
gested that the multiple dietary supplement should 
improve not only accommodative ability but also 

subjective symptoms related to asthenopia of aged 
and older subjects who felt eye strain. No clini-
cally significant adverse events or side effects oc-
curred during this study. There was no safety con-
cern in the study conditions.  
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機能性の科学的根拠に関する点検表

１．製品概要

商品名 えんきん a

機能性関与成分名 ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシ

ド・DHA

表示しようとする

機能性

本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-

グルコシド・DHA が含まれます。本品は手元のピント調

節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首

筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激か

ら目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、

コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっ

きりと見る力を助ける）ことが報告されています。

２．科学的根拠

【臨床試験及び研究レビュー共通事項】

☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当

該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に

広くコンセンサスが得られたものである。

☐（最終製品を用いた臨床試験又は研究レビューにおいて、実際に販売しよう

とする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同一性が失われ

ていないことについて、届出資料において考察されている。

☐最終製品を用いた臨床試験

（研究計画の事前登録）

☐UMIN 臨床試験登録システムに事前登録している注１。

☐（海外で実施する臨床試験の場合であって UMIN 臨床試験登録システムに事

前登録していないとき）WHO の臨床試験登録国際プラットフォームにリン

クされているデータベースへの登録をしている。

（臨床試験の実施方法）

☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第

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」

に示された試験方法に準拠している。

☐科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。

→☐別紙様式（Ⅴ）-２を添付

（臨床試験の結果）

☐国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した論文を添付している注１。

☐査読付き論文として公表されている論文を添付している。

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本語
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に適切に翻訳した資料を添付している。

☐研究計画について事前に倫理審査委員会の承認を受けたこと、並びに当該

倫理審査委員会の名称について論文中に記載されている。

☐（論文中に倫理審査委員会について記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）

-３で補足説明している。

☐掲載雑誌は、著者等との間に利益相反による問題が否定できる。

☐最終製品に関する研究レビュー

機能性関与成分に関する研究レビュー

（サプリメント形状の加工食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験で肯定

的な結果が得られている。

☐（その他加工食品及び生鮮食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験又は観

察研究で肯定的な結果が得られている。

海外の文献データベースを用いた英語論文の検索のみではなく、国内の文

献データベースを用いた日本語論文の検索も行っている。

（機能性関与成分に関する研究レビューの場合）当該研究レビューに係る

成分と最終製品に含有されている機能性関与成分の同等性について考察さ

れている。

☐（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書

に報告している。

□（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、別紙様式（Ⅰ）に報

告している。

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ている。

☐当該論文を添付している。

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本

語に適切に翻訳した資料を添付している。

☐PRISMA 声明（2009 年）に準拠した形式で記載されている。

☐（PRISMA 声明（2009 年）に照らして十分に記載できていない事項があ

る場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で

当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な

様式を用いて、全ての検索式を記載している。

☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ

の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９

その他の適切な様式を用いて記載している。
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☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ

ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。

☐各論文の質評価が記載されている注２。

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

が記載されている注２。

表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ていない。

研究レビューの方法や結果等について、

別紙様式（Ⅴ）-４を添付している。

データベース検索結果が記載されている注３。

文献検索フローチャートが記載されている注３。

文献検索リストが記載されている注３。

任意の取組として、未報告研究リストが記載されている注３。

参考文献リストが記載されている注３。

各論文の質評価が記載されている注３。

エビデンス総体の質評価が記載されている注３。

全体サマリーが記載されている注３。

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が

記載されている注３。

注１ 食品表示基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研

究については、必須としない。

注２ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（添付の研究レビュー論文におい

て、これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することが

できる。）

注３ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（別紙様式（Ⅴ）-４において、こ

れらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができる。）
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表示しようとする機能性に関する説明資料（研究レビュー）

標題：「最終製品 えんきん aに含有する機能性関与成分『ルテイン』による黄

斑部の色素を増やす機能に関する定性的システマティック・レビュー」

商品名：えんきん a

機能性関与成分名：ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・

DHA

表示しようとする機能性：

「本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHA が含

まれます。本品は手元のピント調節機能を助けると共に、目の使用による一時

的な肩・首筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激から目を保護

するとされる黄斑部の色素を増やすことや、コントラスト感度が改善する（ぼ

やけの緩和によりはっきりと見る力を助ける）ことが報告されています。」

作成日：2018 年 6月 14 日

届出者名：株式会社ファンケル

抄 録

目的：健常者に対するルテイン 10mg/日の摂取による、年齢と共に減少し、光の

刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増やす働きについて、システマテ

ィック・レビュー（SR）を実施し、検証することを目的とした。

方法：採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験（RCTP）、

ランダム化クロスオーバー試験（RCTCO）、準ランダム化比較試験（準 RCT）とし

た。文献検索に使用したデータベースは、医中誌 Web、JDream Ⅲ、 PubMed、The 

Cochrane Library、EMBASE、UMIN-CTR、ICTRP、PROSPERO を用いた。適格基準と

して、対象は健常者とし、ルテインの摂取と、プラセボやルテインを含まない食

品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群との比較から、黄斑

色素光学密度（MPOD）を評価していることとした。採用された論文について、バ

イアス・リスク、非直接性、不精確、非一貫性及びアウトカムを評価し、総合的

に機能性の根拠となるかを検証した。

結果：適格基準に合致したのは、21～80歳の健常者を対象とした 6編の RCTP で

あった。MPOD について、6編中 4編で有意な群間差、つまり介入群における改善

効果を示す肯定的な報告であった。また、残りの 2編のうちの 1編では、対照群

は有意な変化を示さなかったのに対して、介入群は有意な改善を示した。ルテイ

ン 10～20mg/日を摂取することで、健常者において、MPOD を改善させる可能性が

高いことが示された。6編のバイアス・リスクは中、非直接性はなし、精確であ

り、非一貫性は中となった。特に、日本人を対象とした Tanito M らの研究（採 1）

では、強度近視者を除いた解析で、摂取 3ヵ月後の介入群と対照群の MPOD(RRS：

photon counts)平均値差は 1974 で、ルテイン 10mg/日の摂取により群間有意に増

加した（p=0.0373）。また、採用文献に有害事象などによるドロップアウトや関
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連する報告の記載がなく、当該製品の喫食実績の調査などの安全性評価の結果か

ら、安全性に問題がないと考えられた。

結論：「えんきん a」に含まれる、ルテイン 10mg/日を摂取することで、年齢と共

に減少し、光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増やす働きを改善

する可能性が高いことが示された。ただし、未発表研究の存在を否定できなかっ

たことなどから、有効性に関する情報が十分ではなかったと捉え、今後の研究に

注視することが必要であると考える。

はじめに （項目#3: 論拠 、項目#4: 目的）

ルテイン（Lutein、CAS 番号:127-40-2）は、目の視覚機能に重要な役割を担

うことが知られている。ルテインは、カロテノイドのうちのキサントフィルの

一種で（参 1）、目の水晶体や、網膜の中心部にある黄斑に多く存在する成分で

ある。また、体内では合成されないため、黄斑色素は食事やサプリメントから

の摂取に依存している（参 2）。植物などの自然界では、ケール、ホウレンソウ

などの暗緑色の葉野菜に多く含まれ（参 3）、主にルテインエステルとして存在

している（参 4）。しかし、ヒトの体内では、フリー体のルテイン（以下、ルテ

インと記載）で存在しているため、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）

から抽出、ケン化、精製されたルテインが、機能性成分としてサプリメントな

どに使用されている。また、このような産業的に抽出精製されたルテイン原料

の多くは、僅かにゼアキサンチンを含むものがある。

図.ルテインの構造 (3R,3′R,6′R)‐β,ε‐Carotene‐3,3′‐diol、C40H56O2

食事から摂取したルテインは、カイロミクロンに取り込まれ血中に入り、肝臓

に取り込まれた後各臓器に送られる。血液中に複合体ミセルとして存在している

ルテインは、ヒト網膜のキサントフィル結合タンパク質 GSTP1 および StARD3 を

介し、選択的に黄斑部へ送られ蓄積される（参 5）。ルテインはこのように特異的

なメカニズム によって目の黄斑部に蓄積され、黄斑色素を形成している。生体

での黄斑色素の測定は、原理的に 4種類の方法が知られており、いずれも得られ

る測定値は、黄斑色素光学密度（MPOD）である（参 6）。これらの測定法を用いた

ヒト試験において、ルテインを摂取すると血清ルテイン濃度が用量依存的に増え

る、MPOD を増加させるという報告がされている（参 7,8）。また、MPOD は、国内

外で加齢とともに減少することが報告されている（参 9,10）。

ヒトは視覚を得るために外界で散乱している光を角膜や水晶体で屈折させ、

網膜に集める。網膜の中心部にある黄斑は、入射光が像を結ぶ場所であるため、

日光に含まれる紫外線や可視光の中でも短波長光などの高エネルギーの刺激に

よりダメージを受ける。

ルテインは、460nm 付近に吸収波長をもつため、黄斑部に到達する光（可視光

の短波長光（400–500nm））を吸収・遮断することができる（参 11）。また、ルテ
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インは、一重項酸素やラジカルの反応性を消失させる抗酸化作用を有し、光の

刺激によって発生する活性酸素を消去することが報告されている（参 2）。この

ことより、黄斑部を光刺激から保護する働きがあると考えられる。

2014 年に Wang X らが報告したメタアナリシスでは、加齢黄斑変性症（AMD）の

患者を対象とした 5 つのランダム化比較試験（計 445 名）を統合した結果、10mg 

のルテインを摂取することにより、MPOD 値が有意に増加すると報告している（重

みづけ平均差（WMD）[95% CI]:0.09[0.06, 0.12]; p=0.00001)（参 12）。また、

視力についても有意ではないが、軽度の改善を示していた（WMD [95% 

CI]:-0.04[-0.07, 0.00]; p=0.05）。

2016 年に Ma L らが報告した AMD 患者 938 名、健常者 826 名を対象としたメタ

アナリシスでは、ルテインを含むキサントフィル類のサプリメントを摂取するこ

とにより、MPOD が有意に増加したと結論している（＜AMD 患者＞WMD[95% 

CI]:0.07[0.03,0.11]; p＜0.001、＜健常者＞WMD[95% CI]:0.09[0.05,0.14]; p

＜0.001）。1日あたりの摂取量 10mg 以下のサブグループ解析の結果でも WMD[95% 

CI]:0.05[0.03,0.07]となり、効果は維持された（p=0.02）（参 13）。

加えて、MPOD とコントラスト感度には、弱いが有意な正の相関があることが報

告されており（ｒ=0.22、p＜0.01）、同様に MPOD と最良矯正視力にも正の相関が

知られている（r=0.237～0.308、いずれもｐ＜0.01）（参 14）。このため、ルテイ

ンの摂取は視機能を維持するために重要であると考えられる。

このように、ルテイン等の摂取による MPOD への効果について、様々な成果が

報告され、ルテインは、年齢と共に減少する黄斑部の色素を増やす働きで、光の

刺激から目を保護すると考えられる。しかし、健常成人に限定してのルテイン（ル

テインエステルは除く）摂取についてレビューした報告は見当たらなかった。

そこで、本 SRは、健常者を対象とした最終製品「えんきん a」に含有する機

能性関与成分「ルテイン」の摂取が、対照と比較して、MPOD に影響を与えるか検

証することを目的とした。

方法

（1）最終製品の特性及び成分

当該製品は、機能性関与成分として 1日当たり 10mg のルテイン、4mg のアス

タキサンチン、2.3mg のシアニジン-3-グルコシド、50mg の DHA を含むソフト

カプセルである。本 SRに関する当該製品の機能性関与成分は以下とした。

（2）プロトコールと登録（項目#5）

本 SR のプロトコール（本文「方法」）は、2017 年 9 月 11 日に仮決定後、微

調整をして、2017 年 9 月 14 日に最終決定し、そのとおりに本 SR を実施した。

本 SRプロトコールの事前登録は実施しなかった。本 SRプロトコールの作成に

あたり、2016 年 7 月 7日に公開された「『機能性表示食品』制度における機能

性に関する科学的根拠の検証-届け出られた研究レビューの質に関する検証事

業報告書」（参 15）を参考にした。

機能性関与成分 1日 2粒当たり

ルテイン 10mg
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（3）適格基準（項目#6）

1）適格基準及び PICOS

リサーチクエスチョンを「健常者において、ルテインの継続摂取は、対照と

比較して、黄斑部の色素を増やす機能があるか」とし、適格基準となる PICOS

の設定は以下のとおりとした。

P－Participant：参加者

対象は、健常者（18歳未満、妊産婦、授乳婦を除いた、疾病に罹患していな

い者）とした。

I－Intervention：介入（食品）特性

介入条件は、ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制

限とした。

C－Comparison：比較対照群

プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も

介入を行わない群との比較とした。

O－Outcome：評価項目

主要アウトカム ：黄斑色素光学密度（MPOD）

副次アウトカム ：血清（血漿）ルテイン濃度、MPOD に関連する眼科学的

検査（コントラスト感度、グレア感度、視力、photostress 

recovery time 等）

S－Study design：研究デザイン

採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験（RCTP）、ラ

ンダム化クロスオーバー試験（RCTCO）、準ランダム化比較試験（準 RCT）とし

た。また、発表の言語は日本語及び英語で記載された論文とした。発表形態は、

原則として原著論文とし、短報や報告という種類の論文も内容の特定が可能な

場合は採用することとした。学会発表抄録（会議録）は、記述内容が十分では

ないと考えられるため除外した。掲載雑誌の査読の有無は問わなかった。出版

バイアスの回避のために、臨床試験登録データベースに掲載された結果を含む

研究も対象とした。グレー文献については、博士論文や政府機関（官庁）、シ

ンクタンクなどの報告書で詳細な内容を特定できるものは採用することとし

た。

（4）情報源（項目#7）

1）文献検索データベース

研究論文のデータベースとして、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed(MEDLINE)、

The Cochrane Library、EMBASE を用いて、網羅的に収集した。

2）臨床試験登録及び SRのデータベース

UMIN-CTR（University hospital Medical Information Network-Clinical 

Trials Registry ）、ICTRP（International Clinical Trials Registry 
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Platform ）、PROSPERO（International Prospective Register of Systematic 

Reviews）を用いて網羅的に収集した。

各データベースともに、開設あるいは収載されている最初の時点から各検索

日までに公表された研究を検索対象とした。

3）ハンドサーチとその他の検索

ハンドサーチとして、2次情報である国立研究開発法人 医薬基盤・健康・

栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報 HP「ルテイン」、「キンセンカ、

トウキンセンカ、マリーゴールド」及び、Natural Medicines HP「Lutein」

の 2017 年 9月 15 日時点に記載されている事項すべてを社内担当者 Bが調査し

た。

（5）検索（項目#8）

使用したそれぞれのデータベースの検索対象期間・検索式は、別紙様式（Ⅴ）

-5 データベース検索結果に示した。

期間は、各データベースともに、開設あるいは搭載されている最初の時点か

ら 2017 年 9月（検索時点）までに公表された研究を対象とした。

すべての検索作業は、データベース検索技術者認定 2級の資格を有し、化学・

食品化学・臨床栄養学のデータベースを中心とした検索業務を 20年以上実施

してきた社内担当者 Eが実施した。

使用したデータベースと検索対象期間は以下のとおりであった。

【データベースにおける検索対象期間】

医中誌 Web：1977 年～2017 年 9 月 14 日

JDream Ⅲ：1975 年（医学情報は 1981 年）～2017 年 9 月 14日

PubMed ：1946 年～2017 年 9月 14 日

The Cochrane Library：収録年不明～2017 年 9月 14 日

EMBASE ：1947 年～2017 年 9月 15 日

UMIN-CTR：検索日 2017 年 9 月 15 日

ICTRP  ：検索日 2017 年 9 月 15 日

PROSPERO ：検索日 2017 年 9 月 15 日

1）医中誌 Web

#1 (Lutein/TH or Lutein/AL or ルテイン/AL)

#2 (#2) and (PT=会議録除く CK=ヒト)

#3 眼疾患/TH or 眼/TH or 黄斑/TH  

#4 #2 and #3

2）JDream Ⅲ

L1 ("J5.394E"/SN or ルテイン/CTS or ルテイン/AL or Lutein/AL)

L2 L1 and (人間/CTS or ヒト/CTS)

L3 L2 not (C/DT or d2/DT)
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L4

L4 AND ((試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティ

ア)+(比較試験/CTS or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL 

or 無作為/AL or 二重盲検/AL)+ＧＸ0603?/CC）

L5 (眼疾患/CTS or 視覚器/CTS or 視覚/CTS or 視知覚/CTS or 黄斑/AL)

L6 L4 and L5

3）PubMed

#1 Lutein[MeSH Major Topic]

#2

Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR 

(clinical[Title/Abstract] and trial[Title/Abstract]) OR Dietary 

Supplements[MeSH Major Topic] OR Randomized Controlled 

Trial[ptyp] OR (randomized[Title/Abstract] AND 

controled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]) OR 

randomize*[Title/Abstract] OR (placebo[Title/Abstract] and 

control*[Title/Abstract]) OR Multicenter Study[ptyp] OR 

Multicenter Study[Title/Abstract]

#3 #1 AND #2

#4 #3 NOT (letter[PT] OR comment[PT])

#5 #4 AND Humans[Mesh]

#6
Eye[Mesh] or Eye Diseases[Mesh] or Visual Perception[Mesh] or 

Ocular Physiological Phenomena[Mesh]

#7 #5 AND #6

4）The Cochrane Library

#1 lutein:ti,ab,kw in Trials (Word variations have been searched)

#2 MeSH descriptor: [Lutein] explode all trees

#3 #1 OR #2

#4

[mh eye] or [mh "eye diseases"] or [mh "Visual Perception"] or 

[mh "Ocular Physiological Phenomena"] in Trials (Word variations 

have been searched)

#5 #3 and #4

5）EMBASE

#1 127-40-2  OR  LUTEIN

#2
EYE/CT OR EYE DISEASES/CT OR VISUAL SYSTEM FUNCTION/CT OR

VISION/CT OR PRESBYOPIA/CT OR OPTICS/CT

#3 #1 AND #2

#4 #3 AND HUMAN+NT,PFT/CT

#5
#4 AND (CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED CONTROLLED 

TRIAL/CT OR CLINICAL TRIAL/CT)
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6）UMIN-CTR

#1 Search ルテイン/ALL trial

#2 Search マリーゴールド/ALL trial

#3 Search キンセンカ/ALL trial

#4 Search lutein/ALL trial

#5 Search Marigold/ALL trial

#6 Search Calendula/ALL trial

#7 Search Tagetes/ALL trial

#8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

7）ICTRP

#1 Search lutein

8）PROSPERO

#1 Search lutein

（6）研究の選択（項目#9）

1）スクリーニング方法（項目#9a）

論文選択において、1次スクリーニング（抄録確認レベル）と 2次スクリー

ニング（本文確認レベル）は、社内担当者 A、B、Cが独立して実施した。その

後、3人で照合して、一致していない論文については協議の上で決定した。そ

れでも、不一致である場合には、社内担当者 Dに判断を委ねた。

  除外理由を別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストに記載した。必要に応じて著

者確認を行い、確認ができなかった研究は、内容が不明瞭として除外すること

とした。

2）適格性（項目#9b）

該当する論文の選択は、適格基準（#6）に基づき、スクリーニングを実施し

た。

3）採択基準（項目#9c）

異質性の回避のため、PICOS がほぼ同一であることと、バイアス・リスクが

中程度よりも低い論文を採用することとした。

  

（7）データ収集のプロセス（項目#10）

  別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに採用した文献をまとめた。また、別紙

様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートに、抽出したデータをアウトカムごと

にまとめた。この作業は、社内担当者 A、B、Cの 3名が独立して行い、不一致

がある場合には協議して決定した。さらに疑義がある場合は、社内担当者 Dに

判断を委ねた。
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不明な記載があった場合は、著者へ問合せを行い、確認した結果を、別紙様

式（Ⅴ）-7 採用文献リスト、別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートに

反映した。

（8）データ項目（項目#11）

別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストを用いて記述した。

（9）個別研究（全体）のバイアス・リスク（項目#12）

1）バイアス・リスクの評価方法（項目#12a）

バイアス・リスクの評価は、コクラン共同計画のレビュー・マニュアルのも

のを van Tulder M ら（参 16）がアレンジした 11項目からなるチェックリスト

を、外部協力者 Fである東京農業大学の上岡洋晴教授が和訳・一部改変した評

価シートを用いた。具体的には、「ランダム化」「割付の隠蔵（concealment）」

「ベースラインにおけるアウトカムの同等性」「参加者の盲検化」「介入者の盲

検化」「アウトカム評価者の盲検化」「追加介入の共通性」「コンプライアンス」

「ドロップアウト」「ITT（intention-to-treat）または FAS（full analysis set）」

「評価タイミングの一致度」で、さらにガイドラインと同様に、「その他のバ

イアス」を加えた 12項目によって厳格に評価を行った。明確に実施されてい

たり、問題を回避していた場合には、「0（バイアスなし）」、記述がなかったり、

不明確、不履行の場合には、「-1（バイアスあり）」とした。

なお、バイアス・リスクの評価を正確に実施できるように、2015 年 3 月 3

日及び、2016 年 2 月 12日に研究方法論（システマティック・レビュー）の専

門家である外部協力者 Fを招聘し、本 SRに関係する担当者に、トレーニング

研修（90分間）を 2回実施した。

全体のバイアス・リスクの総括は、各項目の「-1 （バイアス・リスクあり）」

の合計数で次のように判断した。採用の対象となる 1次研究については、医

薬品ではなく食品による臨床研究の分野である。食品分野では、これまで必

ずしも厳密な臨床研究方法論が定着していなかった。さらには、2010 年以前

では、特に CONSORT 声明に準拠した記載でない報告が多いことから、12項目

を 3分位数で3分割し、バイアス・リスクの総括を0～4項目が該当する場合、

低、5～8項目の場合を中、9項目以上の場合を高、と評価した。なお、バイ

アス・リスクが高となった研究は、エビデンスの総括に深刻な影響を及ぼす

可能性があるため当該論文を分析から除外した。エビデンス総体におけるバ

イアス・リスクの評価は、各研究のバイアス・リスクの総括が、最も高い研

究の評価に合わせ、高（-2）、中（-1）、低（0）の 3段階で評価した。

別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに整理し、次にアウトカムごと

に、別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに整理した。

いずれも、社内担当者 A及び Bの 2名が独立して行い、不一致がある場合

には協議し決定した。さらに疑義がある場合には、社内担当者 Dに判断を委

ねた。また、一致率とκ係数を算出した。κ係数の値による一致度の判断基

準は、以下のように設定した（参 17）。

0.00～0.40：低い一致（poor agreement）

0.41～0.60：中等度の一致（moderate）
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0.61～0.80：高い一致（good to fair）

0.81 以上 ：かなり高い一致（excellent）

2）非直接性の評価（項目#12b）

採用文献が本 SRの PICO と合致していないかどうか（非直接性）は、社内

担当者 A及び Bが評価した。採用文献の内容と本 SRの PICO との関係が直接

的でない場合には（-1）、直接的である場合には（0）とラベリングした。評

価対象論文全体の非直接性（非直接性のまとめ）については、各項目の「直

接的でない（-1）」の合計数で次のように評価した。0項目の場合、非直接性

なし、4～1項目の場合、非直接性ありとした。これらをアウトカムごとにそ

れぞれ別紙にまとめた。この作業は、社内担当者 A及び Bの 2名が独立して

行い、不一致がある場合には協議し決定した。さらに疑義がある場合には、

社内担当者 Dに判断を委ねた。

3）不精確の評価（項目#12c）

「『機能性表示食品』制度における機能性に関する科学的根拠の検証-届け出

られた研究レビューの質に関する検証事業報告書」（参 15）を参考に、評価方

法はメタアナリシスの有無にかかわらず、例数をもとに、次のように定義した。

  全部で 100 例以上：精確（0）

  全部で 40例以上 100 例未満：やや不精確（-1）

  全部で 40例未満：不精確（-2）

4)非一貫性の評価（項目#12d）

メタアナリシスを実施した場合は、効果推定値に基づき、異質性の検定や I2

値で求めることとした。判断のために以下の 2基準を用いることとした。

a）異質性の検定（二択の帰無仮説：全研究で差がない）で p値が小さい。

b）I2値（研究間の異質性を示す）が高い。I2値の解釈は次のとおりとした。

0〜40％ (might not be important：重要でない異質性)

30〜60％ (may represent moderate heterogeneity：中等度の異質性)

50〜90％ (may represent substantial heterogeneity：大きな異質性)

75〜100％ (considerable heterogeneity：高度の異質性)

の 4段階とした（参 17）。

メタアナリシスを行えなかった場合は、各論文の群間差において有意な効果

があった（Positive（P））、若しくは、有意な効果がなかった（Negative（N））

の 2 値として各アウトカムを取り扱い、次のような明確な基準を設定して評

価することとした（参 21）。

報告数は 2 編以上として共通して当てはめ、各論文の中での一致度を百分

率で算出した。有効性としての P に着目し、その一致度の検出から逆に不一

致度を 3 段階で解釈するように定義した。一致率は、50%～100%の範囲となり、

例えば、3編中、3編 Pで、N が 0編ならば 3/3 で 100%、10 編中、5編が P、5

編 Nのような場合には 5/10 で、50%となる。7編中、4編が P、3編が Nの場合

には 4/7 で、57%となる。4編中、3編が Pで、1編が Nの場合には 3/4 で 75%
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となる。非一貫性の評価は、前述の一致率が、50.0%～59.9%の場合を高(-2)、

60.0%～79.9%の場合を中(-1)、80.0%～100%の場合を低(0)、と設定した。もし、

報告数が 1 編のみの場合には、高（-2）とあらかじめ設定した。

この作業は、社内担当者 A及び Bが独立して実施し、不一致がある場合には

協議して決定した。さらに疑義がある場合には、社内担当者Dに判断を委ねた。

（10）要約尺度（項目#13）

主要アウトカム：黄斑色素光学密度（MPOD）とその変化量

(photon counts、raman counts、milli-absorbance units

（mAU）/週)

副次アウトカム：血清（血漿）ルテイン濃度(μmol/L、μg/mL)とその変

化量、MPOD に関連する眼科学的検査とその変化量；コン

トラスト感度(log)、グレア感度(log)、視力（log MAR）、

photostress recovery time(sec）等

上記アウトカムはすべて連続変数であるため、各群の前後の平均値±SD（標

準偏差）（または SE(標準誤差）)と、その平均値差±SD（または SE）・p 値、

介入群と対照群の平均値差±SD（または SE）・p 値を記載し、別紙様式（Ⅴ）

-11a 各論文の質評価シートと別紙様式（Ⅴ）-13a エビデンス総体の質評価

シートにまとめ、本文中の結果にも示した。

（11）結果の統合（項目#14）

定性的な SRの場合は、結果の統合はせず、要約尺度のアウトカムの各群の

前後の値・平均値差、介入群と対照群の平均値差を評価し、別紙様式（Ⅴ）-13a

エビデンス総体の質評価シートに記載した。

採用された研究が 2編以上で、異質性（heterogeneity）がない場合にのみ、

社内担当者 A及び BがフリーソフトRevMan5 を用いてメタアナリシスを実施す

ると計画した。フォレストプロットとともに異質性の検定をし、統合における

出版バイアスについて、ファンネルプロットより明らかにすることとした。

  

（12）全研究のバイアス・リスク（項目#15）

1）臨床試験登録の検索（項目#15a）

出版バイアスを回避するために、介入方法（I）を考慮して、UMIN-CTR、ICTRP

（直接的に発見するため）と PROSPERO（間接的に発見するため）のキーワード

検索を行った。

2）著者への問合せ（項目#15b）

試験食品の内容や、ランダム化や盲検化、研究の結果得られたデータや解析

方法等について、不明な点が認められた場合には、可能な限り著者へ問合せを

行い、得られた結果を別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リスト、別紙様式（Ⅴ）-11a

各論文の質評価シートに反映した。

3）その他のバイアス

その他のバイアスについては、主に出版バイアスについて評価し、上述以外
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に想定されるバイアス・リスクがあれば、併せて評価した。

（13）追加的解析（項目#16）

メタアナリシスを実施した際は次の追加的解析を行うこととした。感度分析

として、RCTP 以外の試験デザインを含む場合は、RCTP のみのメタアナリシス、

例数が突出して多い研究がある場合はそれを除外したメタアナリシス、機能性

関与成分の用量の多い介入と少ない介入に分割したメタアナリシスを計画し

た。

（14）倫理面への配慮

本 SRは、公表された文献についての 2 次研究であるため、倫理面の配慮は

特に行わなかった。

（15）使用したチェックリスト

  2016 年 7 月 7日に公開された「『機能性表示食品』制度における機能性に関

する科学的根拠の検証-届け出られた研究レビューの質に関する検証事業報告

書」（参 15）の「PRISMA 声明チェックリスト：機能性表示食品のための拡張版」

に基づき、全てを記述した。また、本文中にチェック項目（項目#）を示した。

結果

（1）研究の選択（項目#17）

対象論文の抽出までの流れを別紙様式（Ⅴ）-6 文献検索フローチャートに

示した。文献検索データベースにより検索された文献は 652 編であった。1次

スクリーニングで 610 編が除外され、ハンドサーチによって検索された文献 3

編を加え、45編で 2次スクリーニングを実施した結果、対象研究は 6編となっ

た。採択した研究は、別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストにまとめた。なお、

2次スクリーニングにて除外した研究については、その理由とともに、別紙様

式（Ⅴ）-8 除外文献リストにまとめた。

（2）研究の特性（項目#18）

抽出された対象文献 6編の研究デザインは、すべて RCTP であり、別紙様式

（Ⅴ）-7 採用文献リストに示したように以下の特徴があった。

Tanito M らの研究（採 1）は、日本で実施された、23～58 歳（介入群； 平

均 39.6 歳、対照群；平均 38.3 歳）の健常男女 22名を参加者とした論文であ

った。1日当たりルテインを 10mg 含むソフトカプセル※1（介入群）、またはゼ

アキサンチンを 10mg 含むソフトカプセル（対照群）を 3ヵ月間継続摂取し、

摂取 1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月後の MPOD の変化を 2種類の方法（共鳴ラマン分光

法（Resonance Raman spectrophotometry;RRS）、自発蛍光イメージング法

(Autofluorescence imaging;AFI）で評価していた。介入群 11名、対照群 11

名を試験に組み入れ、コンプライアンスの完了については、各参加者のカプセ

ル残量にてチェックをし、3ヵ月の試験期間中、試験食品を摂り忘れた参加者

はいなかった。また、この研究において、強度近視を除いた者（-4 Diopter 以

上、各群 6名）あるいは、強度近視者（-4 Diopter 未満、各群 5名）での層別

解析を行っていた。
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Yoshizako H らの研究（採 2）は、22～47 歳（介入群；平均 33.8 歳、対照群；

平均 30.7歳）の健常男女20名を参加者として日本で実施された論文であった。

1日当たりフリー体のルテイン 10mg（介入群）、またはルテインエステル 20mg

（フリー体としてルテイン 10mg）（対照群）を含むカプセルを 3ヵ月間継続摂

取し、摂取 3ヵ月後と摂取終了から 3ヵ月後（試験開始から 6ヵ月後）の MPOD

（RRS）と血清ルテイン濃度、コントラスト感度、グレア感度、最良矯正視力

の変化を評価していた。介入群 10名、対照群 10名を試験に組み入れ、ドロッ

プアウトやコンプライアンスに関する記載はなかった。

Johnson EJ らの研究（採 3）は、60～80 歳（介入群；平均 65歳、対照群；

平均 68歳）の女性 49名を参加者としてアメリカで実施された 4群比較の研究

論文であった。論文に記載はなかったが、著者より参加者は健常者であったこ

とを確認した。1日当たりルテイン 12mg のカプセル※2（介入群（ルテイン群））、

DHA 800mg のカプセル（DHA 群）、DHA 800mg・ルテイン 12mg のカプセル※2（DHA

＋ルテイン群）、またはプラセボのカプセル（対照群）を 4ヵ月間継続で摂取

し、摂取 2ヵ月、4ヵ月後の MPOD（心理物理学的方法 heterochromatic flicker 

photometry：HFP）、血清ルテイン濃度を評価していた。本 SRには、当該製品

に含まれる機能性関与成分との同等性から、介入群と対照群のみを採用した。

介入群 11名、対照群 10 名を試験に組み入れ、ドロップアウトやコンプライア

ンスに関する記載はなかった。

Landrum J らの研究（採 4）は、大学関係者 30名を参加者としてアメリカで

実施された、3群比較の研究論文であった。1 日当たりフリー体のルテイン 20mg

（介入群（ルテイン群））、ルテインエステル（フリー体として 20mg）(ルテイ

ンエステル群)、またはプラセボ（対照群）を含むジェルカプセルを 24週間継

続摂取し、摂取 6週、12 週、18 週、24 週後の MPOD（HFP）、血清ルテイン濃度

を評価していた。本 SRには、当該製品に含まれる機能性関与成分との同等性

から、介入群と対照群のみを採用した。介入群 10名、対照群 10名を試験に組

み入れ、ドロップアウトやコンプライアンスに関する記載はなかった。

Schalch W らの研究（採 5）は、22～39 歳（介入群；平均 29.96 歳、対照群；

平均 24.39 歳））の健常白人男性 92名を参加者とした、4群比較の研究論文で

あった。第１期として、1日当たりルテイン10mgのハードカプセル※3（介入群）、

ゼアキサンチン 10mg のハードカプセル(ゼアキサンチン群)、ルテイン 10mg・

ゼアキサンチン 10mg のハードカプセル※3（ルテイン＋ゼアキサンチン群）、ま

たはプラセボのハードカプセル（対照群）を 6ヵ月間継続で摂取した。その後

第 2期として、1日当たりそれぞれ 2倍の摂取量を、さらに 6ヵ月間継続で摂

取し、MPOD（HFP）と血漿ルテイン濃度、リポタンパク質分析を評価していた。

本 SRには、当該製品に含まれる機能性関与成分との同等性から、介入群と対

照群のみを採用した。ドロップアウトについて、介入群は、試験開始前 23名

から、第 1期終了時に 20名となり、第 2期は 3名で開始し、全員が試験を終

了した。対照群は、試験開始前 23名から、第 1期終了時に 20名となり、第 2

期は 6名で開始し、5名が試験を終了した。また、第 2期からさらに新対照群

として 10名が追加され、全員が試験を終了した。コンプライアンスに関する

記載はなかった。

Loughman J らの研究（採 6）は、21～70 歳の健常男女 36名（平均 51 歳）を

参加者としてアイルランドで実施された、3群比較の研究論文であった。1日
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当たりルテイン 20mg のカプセル※4（介入群）、ルテイン 10mg・メソゼアキサン

チン 10mg のカプセル※4（ルテイン＋メゾゼアキサンチン群）、またはプラセボ

のカプセル（対照群）を6ヵ月間継続摂取し、摂取3ヵ月、6ヵ月後のMPOD（HFP）、

血清ルテイン濃度、コントラスト感度、グレア感度、photostress recovery 

time(PRT)、最良矯正視力の変化を評価していた。本 SRには、当該製品に含ま

れる機能性関与成分との同等性から、介入群と対照群のみを採用した。介入群

12名、対照群 12名を試験に組み入れ、介入群で 1名、対照群で 2名ドロップ

アウトし、最終的な解析対象は介入群 11名、対照群 10名となった。有害事象

やコンプライアンスに関する記載はなかったが、著者より、有害事象はなく、

コンプライアンスは良好で群間差も無かったことが確認できた。

（3）研究内のバイアス・リスク（項目#19）

1）バイアス・リスクの評価

別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートの 12項目で各論文のバイアス・

リスクの評価を 2名で独立して行い、一致率を算出した。単純な一致率は 95.8%、

κ係数は 0.910 で、かなり高い一致であった。

各論文のバイアス・リスクの評価点は、以下であった。

・Tanito M らの研究（採 1） -4（バイアス・リスク：低）

・Yoshizako H らの研究（採 2） -6（バイアス・リスク：中）

・Johnson EJ らの研究（採 3） -3（バイアス・リスク：低）

・Landrum J らの研究（採 4） -6（バイアス・リスク：中）

・Schalch W らの研究（採 5） -7（バイアス・リスク：中）

・Loughman J らの研究（採 6） -4（バイアス・リスク：低）

（別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シート 参照）

全体を通して、バイアス・リスクは低から中程度で、研究デザインはすべて

RCTP であった。以降、-1と評価した項目と著者確認により得た結果からの評

価を記載する。

選択バイアスでは、6編のうち 3編はランダム化と記載はあるが、ランダム

化の手法についての記載がなく不明であった（-1）。Loughman J らの研究（採

6）も、ランダム化の手法についての記載がなかったが、コンピューターソフ

トウエアを用いてランダムに分けたことを著者より確認できた。割付の隠蔵に

ついては、6編のうち Johnson EJ らの研究（採 3）では、参加者、解析者は割

付の隠蔵されている旨が記載されていたが、残りの5編は記載がなかった（-1）。

盲検性バイアスでは、Loughman J らの研究（採 6）は、単盲検であり、介入

者、アウトカム評価者は盲検化されていなかった（-1）。残りの 5編は二重盲

検で、このうち Landrum J らの研究（採 4）では、研究者も参加者もどちらを

摂取したかの情報を得ていなかったことから、介入者も盲検化されていたと判

断した。また、Johnson EJ らの研究（採 3）は著者より試験実施者の盲検が確

認できたが、その他の 3編は介入者の盲検化の記載がなかった（-1）。

症例減少バイアスでは、Landrum J らの研究（採 4）と Schalch W らの研究

（採 5）では、コンプライアンスに関する記載がなかった（-1）。また、Landrum 
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J らの研究（採 4）はドロップアウトに関する記載がなく、Johnson EJ らの研

究（採 3）、Schalch W らの研究（採 5）、Loughman J らの研究（採 6）では、ド

ロップアウトが 10%を超えていた（-1）。また、Tanito M らの研究（採 1）の

MPOD(AFI)の測定と、Johnson EJ らの研究（採 3）、Landrum J らの研究（採 4）、

Schalch W らの研究（採 5）では、PPS（per protocol set）で解析または不明

であった（-1）。

評価バイアスでは、Schalch W らの研究（採 5）では、対照群の参加者が摂

取 3ヵ月時点で追加されていたため、摂取期間が異なっていた（-1）。

これらの評価から採用文献 6編のエビデンス総体としてのバイアス・リスク

は中（-1）と評価した。

2）非直接性の評価

採用文献 6編は、21～80 歳の健常男女を対象とした研究であり、ルテインの

介入をしていた。6編とも対照を設定して MPOD を評価した文献であった。これ

らのことから非直接性はなし（0）と評価した（別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文

の質評価シート）。

3）不精確の評価

対象となった RCTP 6 編の合計サンプル数は、延べ 125 例であり、精確（0）

と評価した。

4）非一貫性の評価

主要アウトカムである MPOD について、非一貫性の評価を行った。

採用文献 6編は、いずれも MPOD を評価していた。

Tanito M らの研究（採 1）、Johnson EJ らの研究（採 3）、Landrum J らの研

究（採 4）、Schalch W らの研究（採 5）では、対照群に対して介入群で有意な

増加を示していた。また、Yoshizako H らの研究（採 2）では、介入前後の比

較において、対照群は有意な増加を示さななかったが、介入群は有意な増加を

示していた。

これらのことから、本 SRの主要アウトカムである MPOD について、Positive

（P）か Negative（N）であるかを確認したところ、採用文献 6編中 4編で（P）

であった。設定した手法で評価したところ、非一貫性は中（-1）であった。

（4）個別の研究の結果（項目#20）

1）単純な要約データ（項目#20a）

a）主要アウトカム（MPOD）による評価

主要アウトカムである MPOD を評価した 6編の採用文献では、21～80 歳の

健常男女を対象として、MPOD の変化を検証した論文であった。

Tanito M らの研究（採 1）では、摂取前、摂取 1ヵ月、2ヵ月、および 3

ヵ月後に、RRSと AFI の 2種類の方法により、本 SRの主要アウトカムである

MPOD を評価していた。MPOD（AFI）は、摂取 2ヵ月後、および 3ヵ月後にお

いて、有意な群間差を認めなかった。また、MPOD（AFI）と MPOD（RRS）は、

3ヵ月の摂取期間において、有意な相関を示した。両方法の測定とも、介入

群の方が、対照群より MPOD は高い値を示したが有意差は認められなった。
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しかし、介入群の摂取前からの MPOD(RRS：photon counts)平均値差は、716
※5（摂取 1ヵ月）、1188※5（摂取 2ヵ月）、1140※5（摂取 3ヵ月）で、摂取 2、

3ヵ月後に 20%以上増加し、全ての測定時点で有意傾向を示した（摂取 1、2、

3ヵ月後の前後比較：p=0.0561～p=0.0817）。それに対して、対照群は摂取前

後で有意な変化を示さなかった。また、強度近視者を除いた解析では、介入

群の MPOD(RRS)は 40%以上増加し、介入群は対照群に対して有意に増加した

（群間比較：p=0.0373）。摂取 3ヵ月後の介入群と対照群の MPOD（RRS：photon 

counts）平均値差 は 1974※5（摂取 3ヵ月後）であった。

Yoshizako H らの研究（採 2）では、摂取前、摂取 3ヵ月後、摂取終了か

ら 3ヵ月後（試験開始から 6ヵ月後）に RRS により、MPOD を評価していた。

摂取 3ヵ月後において、対照群は 17%増加したが有意な変化を認めなかった

のに対して、介入群は摂取前からの MPOD（RRS：raman counts）平均値差は

337.7※5で、38%増加し、有意差を認めた（前後比較：p＜0.05））。また、摂

取終了から 3ヵ月の追跡期間（試験開始から 6ヵ月後）は両群で有意に増加

し、群間差は認められなかった。

Johnson EJ らの研究（採 3）では、摂取 4ヵ月後の MPOD を HFP により、

総 MPOD と網膜偏心度（網膜の黄斑部に中心である中心窩からの視角（物体

の両端から結点に引いた線のなす角度））0.4°、1.5°、3.0°、5.0°、7.0°

で評価していた。総 MPOD について、介入群と対照群の平均値差は 0.299※5

となり、群間有意な増加を示した（群間比較（2way-ANOVA）：p＜0.05）。ま

た、対照群は有意な変化を示さなかったのに対して、介入群の摂取前と摂取

4ヵ月後の総MPOD平均値差は0.37※5で、有意に増加した（前後比較：p＜0.05）。

また、摂取 4ヵ月後の介入群と対照群の MPOD（HFP）平均値差は、網膜偏心

度 1.5°：0.048※5、3.0°：0.102※5となり、介入群は対照群に比較して有意

に増加した（群間比較：それぞれ p＜0.05）。なお、この研究では Bonferroni

法により多重比較を補正していた。

Landrum J らの研究（採 4）では、MPOD を HFP により、摂取 24週後と、週

当たりの吸光度で評価していた。MPOD(HFP)の週当たりの吸光度の変化量

(milli-absorbance units（mAU）/週)平均値差は 2.44※5で、対照群と比較し

て、介入群は有意に増加した（群間比較：p＜0.005（著者より確認））。

Schalch W らの研究（採 5）では、MPOD を HFP により変化量を評価してい

た。介入群の第 2期（12 ヵ月）摂取後の MPOD 変化量は、対照群と比較して、

14.5％有意に増加した（群間比較：p=0.04）。

Loughman J らの研究（採 6）では、摂取 3ヵ月後、6ヵ月後の MPOD を HFP

により、網膜偏心度 0.25°、0.5°、1.0°、1.75°、3.0°で評価していた。

対照群の MPOD（HFP）は、いずれの測定値も有意な変化を示さなかった。そ

れに対して介入群は、網膜偏心度0.25°の摂取前と摂取3ヵ月後の MPOD（HFP）

平均値差は 0.06※5で、増加傾向を示した（前後比較：p=0.08）。

b）副次アウトカムによる評価

・血清（血漿）ルテイン濃度

血清（血漿）ルテイン濃度は MPOD との相関関係があり、採用論文 6編中 5

編で報告がされていた。

Yoshizako H らの研究（採 2）では、介入群は摂取前と摂取 3ヵ月後の血
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清ルテイン濃度平均値差は 2.7μmol/L※5で摂取前と比較して有意に増加し

た（前後比較：p＜0.05）。

Johnson EJ らの研究（採 3）では、対照群は有意な変化を示さなかったの

に対して、介入群は摂取前後の血清ルテイン濃度平均値差は、摂取 2ヵ月後

で 0.35μmol/L※5、摂取 4ヵ月後で 0.34μmol/L※5となり、摂取前と比較し

て有意に増加した（前後比較：それぞれ p＜0.01）。

Landrum J らの研究（採 4）では、摂取前と摂取 6～24 週後の血清ルテイ

ン濃度平均増加量の介入群と対照群の平均値差は、0.418μg/mL※5となり、

群間有意に増加した（群間比較：p＜0.00001）。

Schalch W らの研究（採 5）では、摂取 1、2、3、4、5、6、12 ヵ月後の血

漿ルテイン濃度を報告しており、いずれの時点も介入群は摂取前より増加し

対照群は変化を示さなかったが、有意差検定を実施していなかった。

Loughman J らの研究（採 6）では、介入群は摂取前後の血清ルテイン濃度

平均値差は、摂取 6ヵ月後で 0.28μmol/L※5となり、摂取前と比較して有意

でないものの倍増していた。

・コントラスト感度

コントラスト感度は日常生活における形態覚を定量的に表そうとしたも

のであり、はっきりとした輪郭を持たず、しかも濃淡のはっきりしない模様

を識別できる能力ともいわれており（参 18）、採用論文 6編中 2編で報告が

されていた。

Yoshizako H らの研究（採 2）では、CGT-2000（タカギセイコー社製）に

より 6つの視標サイズ（6.3°、4.0°、2.5°、1.6°、1.0°、0.64°）を

視標とし、背景輝度 10cd/m2 （薄暮視）で測定を行い、摂取前、摂取 3ヵ月

後、摂取終了から 3ヵ月後（試験開始から 6 ヵ月後）後に、コントラスト感

度を評価していた。介入群、対照群とも介入期間終了後において、有意な変

化は認められなかった。

Loughman J らの研究（採 6）では、Optec6500 Vision Tester(Stereo Optical

社製)により 5段階の空間周波数（1.5、3、6、12、18cpd）における、背景

輝度 3 cd/m2（薄暮視）、85 cd/m2（昼間視）での測定を行い、摂取前、摂取

3ヵ月、6ヵ月後のコントラスト感度を評価していた。その結果、摂取 6ヵ

月後のルテイン摂取群では、薄暮視下 6.0cpd で対照群との平均値差は 2※5

で、対照群と比較し、有意な改善が観察されたを示した（群間比較：p＜0.05）。

・グレア感度

眼内に入った光の散乱によりコントラスト感度が低下してしまう現象や、

それによって生じる視機能低下のことをグレアまたは、グレア障害といい、

グレア感度の評価は、グレア光を負荷した状態で、コントラスト感度の測定

と同じ機械を使用して評価されていた 。

  Yoshizako H らの研究（採 2）、Loughman J らの研究（採 6）では、グレア

感度に関して、コントラスト感度と同様のポイントで測定したが、有意な変

化は示さなかった。

・視力
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Yoshizako H らの研究（採 2）と Loughman J らの研究（採 6）では最良矯

正視力（logMAR）を測定していたが、いずれも有意な変化を示す報告はなか

った。

・photostress recovery time

Loughman J らの研究（採 6）において、強い光を当てた際の視野の回復時

間を測定していたが、回復時間（photostress recovery time）の有意な変

化はみられなかった。

（5）結果の統合（項目#21）

採用文献は 6編のうち、ルテインの介入量が当該製品と同等量の研究は 2編

あったが、これらの研究の対照は異なっていた。そのため、異質性が高いと判

断し、メタアナリシスは実施しなかった。

（6）全研究のバイアス・リスク（項目#22）

主要アウトカムにおける全体のバイアス・リスクは中（-1）、非直接性はな

し（0）、精確（0）で、非一貫性は中（-1）であった。

その他のバイアス・リスクとして、採用文献は 6編とも臨床試験登録が実施

されていないという実情から、当該研究の分野において、出版バイアスが存在

する可能性は否定できず、中（-1）とした。

（7）追加的解析（項目#23）

メタアナリシスを実施しなかったため、追加的解析も実施しなかった。

（8）安全性・有害事象

採用文献 6編とも、安全性・有害事象について本文中に記載はなかった。そ

れぞれの著者に確認を試みたところ、Johnson EJ らの研究（採 3）と Loughman 

J らの研究（採 6）では、有害事象はないとの回答を得た。

考察

（1）エビデンスの要約（項目#24）

1）有効性について（項目#24）

本 SR の主要アウトカムである MPOD について、エビデンス・グレーディング

が高いとされる RCTP 6 編において総合的な評価を行った。その結果、1日当た

りルテイン 10～20mg の摂取は、21～80歳の健常男女に対して、MPOD を改善す

る可能性を示した。

主要アウトカムである MPOD を報告した 6編のうち、4編では有意な群間差、

つまり介入群における改善効果を示す肯定的な報告であった。また、Yoshizako 

H らの研究（採 2）は、群間差を示さなかったが、対照群は有意な変化を示さ

なかったのに対して、介入群は、摂取前と比較して有意に増加していた。

黄斑色素の測定原理は、心理物理学的方法（HFP）、眼底反射光測定法(fundus 

reflectometry)、眼底自発蛍光分光法（fundus autofluoresence spectroscopy）、

共鳴ラマン分光法（resonance Raman spectroscopy：RRS）の 4種類が知られ

ている。いずれも得られる測定値は MPOD（黄斑色素光学密度）である。本 SR
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の採用論文では 2編で RRS による測定が用いられ、このうち、1編は眼底自発

蛍光分光法である AFI でも測定されていた。また、残りの 4編では HFP による

測定が用いられていた。HFP は、最も古くから研究され、黄斑色素測定の標準

装置とされ、国内で一般医療機器として承認を受け商品化されている（参 19）。

HFP は、青色光と緑色光に対する自覚検査である。同じ強度の青色光と緑色光

を網膜に投射した場合、青は黄斑色素で吸収される分、緑より暗く感じられる

ため、この自覚的な差異を利用して測定する。HFPでのアジア人の平均値は0.43

と報告されている（参 20）。MPOD が 0.43 なら入射光の約 60％が、0.61 なら約

75％が黄斑色素でカットされることになる（参 6,19）。このことから、黄斑部

の色素が増加するほど、光刺激から目を保護することができると考える。HFP

で MPOD を測定した 4編のうち、3編は群間有意に増加した測定結果が報告され

ていたが、1編は有意な変化を示さなかった。HFP は自覚的な検査のため、参

加者の理解と反応が再現性に影響を与え、有意差の検出に影響していると推察

された。また、残りの2編で用いられたRRSは、カロテノイド分子が発するRaman

散乱光強度を測定する他覚検査である。カロテノイド分子自体の信号を検出す

るので、特異度の高い測定法である。Yoshizako H らの研究（採 2）では、対

照群は有意な増加を示さなかったのに対して、介入群は摂取前より有意に増加

し有効性を示していた。しかしながら群間差は認められなかった。これは、対

照がルテインエステルの摂取であったことが影響していると考える。Tanito M

らの研究（採 1）では、同時に AFI でも測定しており、強度近視者を除いた解

析では、AFI では有意な変化を認めなかったが、RRS の測定で有意な群間差を

検出した。AFI は、網膜色素上皮細胞のリポフスチンによる眼底自発蛍光が、

黄斑色素で減弱する程度を検出している。リポフスチン蛍光から色素密度を類

推するため、リポフスチン分布の不均一などにより信頼度が下がる。Tanito M

らの研究（採 1）では RRS と AFI の測定値に関連性がみられているものの、こ

のような特異度の差などから、RRS でのみ群間有意な結果が得られたと考える。

主要アウトカムであるMPODの増加に関連する変化について確認するために、

血清（血漿）ルテイン濃度と、MPOD に関連する眼科学的指標であるコントラス

ト感度、グレア感度、視力、photostress recovery time(PRT)を副次アウトカ

ムとした。

血清（血漿）ルテイン濃度を報告した 5編のうち、Landrum J らの研究（採

4）では、介入群の血清ルテイン濃度は摂取前と比較して増加し、6週～24 週

までのどの時点も同程度の値を示したが、MPOD は介入期間に連れて増加し続け

ていた。また、Yoshizako H らの研究（採 2）では、介入群の血清ルテイン濃

度は、摂取終了時の 3ヵ月後は摂取前に比較して有意に増加し、摂取終了から

3ヵ月後（試験開始から 6ヵ月後）は摂取前と同程度まで低下したが、MPOD は

摂取前と比較して有意に増加し続けた。このことから、摂取されたルテインは、

吸収されて血中に移行した後、黄斑部に取り込まれて蓄積されるまでに時間が

要すると推察された。

また、黄斑色素は視機能に関係し、一般的に色素が多い眼はコントラスト

感度が良いとされている（参 6）。しかし、主要アウトカムを MPOD とした本

SR では、コントラスト感度について報告された研究が少なく、明確な関連性

を評価することはできなかった。ただし、先行研究において、MPOD とコント

ラスト感度には、弱いが有意な正の相関があることが報告されており（ｒ
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=0.22、p＜0.01）、同様に MPOD と最良矯正視力にも正の相関が知られている

（r=0.237～0.308、いずれもｐ＜0.01）（参 14）。このため、ルテインの摂取

は視機能を維持するために重要であると考えられる。

Totality of Evidence の観点から総合的にみるとルテインの摂取により、健

常者に対して主要アウトカムである MPOD の増加が示唆された。従って、ルテ

インには黄斑部の色素を増加させる機能があると推察された。

ルテインは、目の視覚機能に重要な役割を担うことが知られている。ルテ

インは、カロテノイドのうちのキサントフィルの一種で（参 1）、目の水晶体

や、網膜の中心部にある黄斑に多く存在する成分である。また、体内では合

成されないため、黄斑色素は食事やサプリメントからの摂取に依存している

（参 2）。自然界では、ケール、ホウレンソウなどの暗緑色の葉野菜に多く含

まれ、主にルテインエステルとして存在している。しかし、ヒトの体内では、

フリー体のルテインで存在しているため、マリーゴールドの花（Tagetes 

erecta L.）から抽出、ケン化、精製されたルテインが、機能性成分としてサ

プリメントなどに使用されている。また、このような産業的に抽出精製され

たルテイン原料の多くは、僅かにゼアキサンチンを含むものがある。

食事から摂取したルテインは、カイロミクロンに取り込まれ血中に入り、肝

臓に取り込まれた後各臓器に送られる。血液中に複合体ミセルとして存在して

いるルテインは、ヒト網膜のキサントフィル結合タンパク質 GSTP1 および

StARD3 を介し、選択的に黄斑部へ送られ蓄積される（参 5）。ルテインはこの

ように特異的なメカニズム によって目の黄斑部に蓄積され、黄斑色素を形成

している。生体での黄斑色素の測定は、原理的に 4 つの方法が知られており、

いずれも得られる測定値は、MPOD（黄斑色素光学密度）である（参 6）。これら

の測定法により、ヒト試験においてルテインを摂取すると血清ルテイン濃度が

用量依存的に増える、MPOD を増加させるという報告がされている（参 7,8）。

また、MPODは、国内外で加齢とともに減少することが報告されている（参9,10）。

ヒトは視覚を得るために外界で散乱している光を角膜や水晶体で屈折させ、

網膜に集める。網膜の中心部にある黄斑は、入射光が像を結ぶ場所であるた

め、日光に含まれる紫外線や可視光の中でも短波長光などの高エネルギーの

刺激によりダメージを受ける。

ルテインは、460nm 付近に吸収波長をもつため、黄斑部に到達する光（可視

光の短波長光（400–500nm））を吸収・遮断することができる（参 11）。また、

ルテインは、一重項酸素やラジカルの反応性を消失させる抗酸化作用を有し、

光の刺激によって発生する活性酸素を消去することが報告されている（参 2）。

このことより、黄斑部を光刺激から保護する働きがあると考えられる。

疾病者に対する影響について、先行研究から以下のように考察した。Wang X

らが報告したメタアナリシスでは、加齢黄斑変性症の患者を対象とした 5 つ

のランダム化比較試験（計 445 名）を統合した結果、10mg のルテインを摂

取することにより、MPOD 値が有意に上昇すると結論づけている(WMD [95% 

CI]:0.09[0.06, 0.12]; p=0.00001)（参 12）。また、視力についても有意では

ないが、軽度の改善を示していた（WMD [95% CI]:-0.04[-0.07, 0.00]; p=0.05）。

この結果は本 SRの結果を支持するものであり、加齢黄斑変性症の患者対して

も、同様に当該機能を発揮する可能性はあると推察される。

以上を総括すると、ルテインの摂取は、年齢と共に減少し、光の刺激から目
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を保護するとされる黄斑部の色素を増やす可能性が示唆された。

2）機能性関与成分の定量的・定性的同等性について（項目#24）

当該製品は、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）から抽出、ケン化、

精製されたルテインを使用している。ゼアキサンチンは、キサントフィルとし

て多くの動植物に含まれる成分であり、本原料でも原料特性上、僅かにゼアキ

サンチンを含んでいる。科学的な視点で考えた場合、ルテインのみの摂取介入

である研究に絞り込んだSRの実施は、介入がルテインのみの記載であっても、

実際にゼアキサンチン成分を含まないものであるのかの確認を行うことに限

界があり、目的とするリサーチクエスチョンを検証する上で、適切とは考え難

い。そのため、ゼアキサンチンが僅かに含まれている介入研究であっても、ル

テイン原料由来のもので、当該製品との同等性が担保される研究は採用した。

また、ルテインエステルは、ルテインとは構造が異なるため、本 SRの適格基

準の介入条件には該当しないと判断した。これらのことから、定性的同等性は、

担保されていると考えられる。

本 SRのアウトカムである MPOD の増加が認められたルテインの介入量は、1

日当たり 10～20mg であり、当該製品の 1日目安量（10mg/日）を含む。さらに、

2016 年に Ma L らが報告したメタアナリシスでは、ルテインを含むキサントフ

ィル類のサプリメントの摂取量に相関して MPOD が増加したことを報告してい

た（参 13）。このことから、定量的同等性は担保されていると考えられる。

したがって、本 SRの採用文献のルテインと、当該製品の機能性関与成分の

同等性が担保されていると判断した。

3）研究の外挿性（項目#24）

採用文献 6編のうち Tanito M らの研究（採 1）、Yoshizako H らの研究（採 2）

の 2編は、日本人男女を対象とした研究であり、2編とも本 SRの主要アウトカ

ムである MPOD の増加に対して、肯定的な報告をしていた。このことから、日

本人に対しても効果を期待できると考えられる。

4）エビデンス総体（研究の妥当性・信頼性）について（項目#24）

各研究のバイアス・リスクの総括は中または低であり、エビデンス総体にお

けるバイアス・リスクは、中（-1）とした。採用文献は、すべて摂取期間が 3

ヵ月以上と長期の継続摂取による研究であったため、ドロップアウト 10％以上

の研究が 6編中 3編あった。このことから、症例減少バイアスがバイアス・リ

スクの主な要因と考えられた。研究が高バイアスのため除外された研究はなか

った。また、2名のκ係数から算出した一致率は、高い一致を示した。

非直接性はなく健常男女における、設定したリサーチクエスチョンに合致す

る研究であった。ただし、採用文献のうち 2 編は対照がプラセボではなく、ゼ

アキサンチン、ルテインエステルであった。

不精確は、採用論文 6編の試験参加者数から、精確（0）と評価した。

非一貫性については、本 SRの主要アウトカムについて採用文献 6編中 4編

で肯定的な結果であったため、中（-1）と評価した。

また、本 SRで採用された論文はいずれも、臨床登録について記載がないと

いう実情から、当該研究の分野において、出版バイアスが存在する可能性が考
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えられる。研究はすべて RCT であったものの、未発表研究の存在を否定できな

かったことなどから、有効性についての総合的な考察をやや難しくしていた。

これらのことから、今後さらなる研究の蓄積により妥当性・信頼性が高まるこ

とを期待する。

5）安全性・有害事象について（項目#24）

本 SR の採用文献 6編とも、安全性・有害事象について本文中に詳細な記載

がなかった。このうち 2編については、著者確認にて、有害事象は観察されな

かったと回答を得たが、採用文献だけでは、安全性の検証に限界がある。

そのため、当該製品における喫食実績の調査と、ルテインの安全性・有害事

象の報告について、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、Natural Medicines、

PubMed 等を調査し、対象となった報告を精査した。その結果、機能性関与成分

の安全性は高く、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。今後も、

「機能性表示食品制度における臨床試験及び安全性の評価内容の実態把握の

検証・調査事業報告書」（参 21）における、機能性表示食品の安全性評価や健

康被害に関する報告を真摯に受け止め、市販後において積極的に安全性に関す

る情報を収集・評価して蓄積し、健康被害の未然防止と拡大防止に努める。

（別紙様式（Ⅱ） 安全性評価シート 機能性関与成分の相互作用に関する

評価 参照）

・医薬品との相互作用について

医薬品とルテインの相互作用の報告について、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、Natural Medicines、PubMed を調査し、対象となった報告を精査した。

その結果、医薬品と機能性関与成分との相互作用により、重篤な健康被害が生

じる可能性は低いと判断した。

（別紙様式（Ⅱ） 安全性評価シート 機能性関与成分の相互作用に関する

評価 参照）

6）研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性について（項目#24）

本 SR のアウトカムが示しているのは、健常者が機能性関与成分のルテイン

を 1日当たり 10～20mg 摂取することで黄斑部の色素を増やす効果がみられた

ということである。

MPOD とは、黄斑色素がエネルギーの高い短波長の光を吸収する能力を表すも

ので、この値が高いほど、多くの黄斑色素が存在することになる。従って、MPOD

の増加は、黄斑部の色素を増やす効果がみられたということである。

加えて、作用機序（別紙様式（Ⅶ）-1 作用機序に関する説明資料 参照）

より、黄斑部の色素は、黄斑部に到達する光（可視光の短波長光（400–500nm））

の吸収・遮断と、抗酸化作用による活性酸素を消去する働きから、ルテインは

黄斑部の色素を増やす機能により、光の刺激から目を保護する働きがあると考

えられる。さらに、黄斑部の色素について、眼科検査ガイド（参 6）において、

「黄斑色素の成分はカロテノイド色素のルテイン，ゼアキサンチン，メゾゼア

キサンチンで，青色可視光による酸化ストレスから網膜視細胞を守る．」と記
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載されている。この黄斑部の色素についての一般的な内容を、消費者にわかり

やすく伝えるため｢光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素」と表現

した。また、MPOD は年齢と共に減少することが知られている（参 9,10）。

これらのことから、表示しようとする機能「本品にはルテイン・アスタキ

サンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHA が含まれます。本品は手元のピン

ト調節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首筋への負担を和

らげます。また、ルテインは光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色

素を増やすことや、コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっ

きりと見る力を助ける）ことが報告されています。」の下線部の科学的根拠を、

本 SRは支持している。

本 SRにおける採用文献の参加者は、21～80 歳で、健常成人を対象としてい

た。。また、採用文献のうち、Tanito M らの研究（採 1）、Yoshizako H らの研

究（採 2）の 2編は、日本人成人男女を対象とした研究であり、2編とも本 SR

の主要アウトカムである MPOD の増加に対して、肯定的な報告をしていた。こ

のことより、日本人成人に対しても機能を発揮すると考える。

本 SRにおける採用文献の介入食品と当該製品の同等性については、以下の

ように考察した。当該製品は、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）か

ら抽出、ケン化、精製されたルテインを使用しており、原料特性上、僅かにゼ

アキサンチンを含んでいる。そこで本 SRでは、ゼアキサンチンが僅かに含ま

れている介入研究であっても、ルテイン原料由来のもので、当該製品との同等

性が担保される研究は採用した。また、ルテインエステルは、ルテインとは構

造が異なるため、本 SRの適格基準の介入条件には該当しないと判断した。こ

れらのことから、定性的同等性は、担保されていると考えられる。さらに、MPOD

の増加が認められたルテインの介入量は、1日当たり 10～20mg であり、当該製

品の 1日目安量（10mg/日）を含む。このことから、定量的同等性は担保され

ていると考えられる。

当該製品の剤形はソフトカプセルで、本 SR の採用文献 6編は、いずれもソ

フトカプセルなどのカプセル剤形で摂取していた。そのため、摂取形態におけ

る同等性も担保されていると考える。

これらのことから、総合的に判断すると、最終製品「えんきん a」の摂取対

象者、摂取した機能性関与成分量、摂取方法への外挿性があると考える。

総括すると、ルテイン 10mg/日を継続摂取することは安全であり、ルテイン

には、年齢と共に減少し、光の刺激から目を保護する黄斑部の色素を増やす可

能性が示唆された。ただし、本 SRでは未発表研究の存在を否定できなかった

ことなどから、今後の研究に注視することが必要と考える。ルテインに関する

SRの実施企業の社会的責任・倫理として、今後も、定期的に SRを行い、正し

い情報を国民やアカデミアに伝える努力を継続していく予定である。

以上より、本 SRや作用機序、Totality of Evidence の観点から、ルテイン

には、年齢と共に減少し、光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を

増やす機能があると考えられた。

  

（2）研究の限界（項目#25）

1）研究レベルとアウトカムレベルでの限界（項目#25a）

本研究には、いくつかの限界と問題点がある。まず、対象となった 1次研究
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において、そこで招集された参加者に潜在的なサンプリング・バイアスがある

可能性があり、これは SRに共通する限界である。さらに、単盲検の研究を含

んでいた。6編中 3編でドロップアウト率 10%以上と多かった。また、主要ア

ウトカムである MPOD は、測定の特性から複数の数値が報告されるため、多重

性の問題より TypeⅠエラーが生じているかもしれない。

2）レビューレベルでの限界（項目#25b）

情報源は、国内外の複数の研究文献データベースとして、医中誌 Web、JDream 

Ⅲ、PubMed、The Cochrane Library、EMBASE、UMIN-CTR、ICTRP、PROSPERO を

使用したが、英語と日本語のみをキーワードとした検索であり、収集の網羅性

に問題が残るため、出版バイアスや言語バイアスの存在が考えられる。また、

対照がプラセボに統一されていないなど、異質性の点からメタアナリシスを実

施できなかった。よって定性的なレビューにとどまり、出版バイアスの可能性

は否定できない。参加者を健常人に制限した SRのため、採用文献が 6編に限

定されたことからも、有効性に関する情報が十分ではなかったと捉え、今後の

研究に注視することが必要であると考える。

結論（項目#26）

機能性関与成分であるルテインは、健常者において、年齢と共に減少し、光の

刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増やす機能があると考えられた。

ただし、本 SRでは未発表研究の存在を否定できなかったことなどから、今後の

研究に注目することが必要と考える。

スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項

（項目#27:資金源）

本 SRの資金源とスポンサーは自社であった。採用文献において、自社が資金

源もしくはスポンサーである研究はなかった。SRの指導・監修として、東京農業

大学 上岡洋晴教授に謝金を支出した。

各レビューワーの役割

本 SR実施者の役割は、以下のとおりであった。

社内担当者 A   ：スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執筆

（㈱ファンケル 総合研究所 M.H.）

社内担当者 B   ：スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価

（㈱ファンケル 総合研究所 A.I.）

社内担当者 C   ：スクリーニング

（㈱ファンケル 総合研究所 T.O.）

社内担当者 D   ：研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括

（㈱ファンケル 総合研究所 M.K.、博士（農学）を有し、生物学等の査読付き

学術論文の筆頭著者としての執筆経験を持つ。）

社内担当者 E   ：検索作業

（㈱ファンケル 総合研究所 T.Y.、データベース検索技術者）

外部協力者 F   ：研究の妥当性・信頼性の評価方法の指導、全体の監修

（東京農業大学 H.K.、システマティック・レビューの専門家）
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PRISMA 声明チェックリスト（2009 年）の準拠

 おおむね準拠している。

【注釈】

※1. ルテイン原料由来のゼアキサンチン 0.08mg を含む。

※2. ルテイン原料由来のゼアキサンチン 0.5mg 以下を含む。

※3. ルテイン原料由来のゼアキサンチンをルテインの約 7.5％含む。

※4. ルテイン原料由来のゼアキサンチン 2mg 含む。

※5. 文献に平均値差の記載がなく、前後または各群のデータからの計算値ま

たは、グラフからの読み取り。
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商品名：えんきん a

＃ 検索式 文献数

医中誌Web

日付：1977年～2017年9月14日

#1 (Lutein/TH or Lutein/AL or ルテイン/AL) 861

#2 (#2) and (PT=会議録除く CK=ヒト) 358

#3  眼疾患/TH or 眼/TH or 黄斑/TH 250,388

#4 #2 and #3 127

JDreamIII

日付：1975年（医学情報は1981）～2017年9月14日

L1 ("J5.394E"/SN or ルテイン/CTS or ルテイン/AL or Lutein/AL) 12869

L2 L1 and (人間/CTS or ヒト/CTS) 1427

L3 L2 not (C/DT or d2/DT) 1205

L4
L3 AND ((試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティア)+(比
較試験/CTS or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL or
無作為/AL or 二重盲検/AL)+ＧＸ0603?/CC）

319

L5
(眼疾患/CTS or 視覚器/CTS or 視覚/CTS or 視知覚/CTS or 黄斑
/AL)

378641

L6 L4 and L5 73

PubMed

日付：1946年～2017年9月14日

#1 Lutein[MeSH Major Topic] 1190

#2

Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR
(clinical[Title/Abstract] and trial[Title/Abstract]) OR Dietary
Supplements[MeSH Major Topic] OR Randomized Controlled
Trial[ptyp] OR (randomized[Title/Abstract] AND
controled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]) OR
randomize*[Title/Abstract] OR (placebo[Title/Abstract] and
control*[Title/Abstract]) OR Multicenter Study[ptyp] OR
Multicenter Study[Title/Abstract]

2649718

#3 #1 AND #2 299

#4 #3 NOT (letter[PT] OR comment[PT]) 291

データベース検索結果  （黄斑部の色素を増やす）

タイトル：最終製品えんきん aに含有する機能性関与成分「ルテイン」による黄斑部の色素
を増やす機能に関する定性的システマティック・レビュー

リサーチクエスチョン：健常者において、ルテインの継続摂取は、対照と比較して、黄斑部
の色素を増やす機能があるか

検索者：社内担当者Ｅ

日付：9月14日、15日



#5 #4 AND Humans[Mesh] 220

#6
Eye[Mesh] or Eye Diseases[Mesh] or Visual Perception[Mesh] or
Ocular Physiological Phenomena[Mesh]

824511

#7 #5 AND #6 156

The Cochrane Library

日付：収録年不明～2017年9月14日

#1 lutein:ti,ab,kw in Trials (Word variations have been searched) 443

#2 MeSH descriptor: [Lutein] explode all trees 183

#3 #1 OR #2 447

#4
[mh eye] or [mh "eye diseases"] or [mh "Visual Perception"] or [mh
"Ocular Physiological Phenomena"] in Trials

20271

#5 #3 and #4 105

ＥＭＢＡＳＥ

日付：1947年～2017年9月15日

#1 127-40-2  OR  LUTEIN 8322

#2
EYE/CT OR EYE DISEASES/CT OR
VISUAL SYSTEM FUNCTION/CT OR
VISION/CT OR PRESBYOPIA/CT OR OPTICS/CT

190867

#3 #1 AND #2 228

#4 #3 AND HUMAN+NT,PFT/CT 186

#5
#4 AND (CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL/CT OR CLINICAL TRIAL/CT)

55

UMIN-CTR

検索日： 2017年9月15日

#1 Search　ルテイン/ALL trial 23

#2 Search　マリーゴールド/ALL trial 0

#3 Search　キンセンカ/ALL trial 0

#4 Search　lutein/ALL trial 30

#5 Search　Marigold/ALL trial 0

#6 Search　Calendula/ALL trial 0

#7 Search　Tagetes/ALL trial 0

#8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 31

ICTRP

検索日： 2017年9月15日

#1 Search lutein 100

PROSPERO

検索日： 2017年9月15日

#1 Search lutein 5



別紙様式（Ⅴ）-６　　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

医中誌Web　（ｎ=127）

JDreamⅢ （ｎ=73）

PubMed　（ｎ=156）

The Cochrane Library　（ｎ=105）

EMBASE　（ｎ=55）

UMIN-CTR　（ｎ=31）

ICTRP　（ｎ=100）

PROSPERO　（ｎ=5）

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

本文を入手し、適格基準に合致しているかを
精査した文献　（n=45）

本文を精査した結果、
除外すべき理由があり
除外した文献 （n=39）

データの統合に用いた文献数　（n=6）

メタアナリシスを行った文献数 （n=0）

文献検索フローチャート （黄斑部の色素を増やす）

１次スクリーニングの対象文献 除外文献

（n=652） （n=610）

データベース検索により
特定された文献　（n=652)

ハンドサーチから特定された文献 （n=3）

• 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HP

• Natural Medicines HP



別紙様式(Ⅴ)-７　【様式例　添付ファイル用】

商品名:えんきん a

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル
研究

デザイン
PICO又はPECO セッティング 対象者特性

介入

(食品や機能性関与成分の種類、摂取量、介入(摂取)期間等)

対照(プラセボ、

何もしない等)

解析

方法
アウトカム 害 利益相反

査読の

有無

採1

Tanito M

(Department of

Ophthalmology,

Shimane University

School of Medicine

Shimane Japan.) et

al.

Jpn J Ophthlmol

2012;56:488-496.

Macular pigment density

changes in Japanese

individuals supplemented

with lutein or zeaxanthin:

quantification via resonance

Raman spectrophotometry

and autofluorescence

imaging.

ランダム化二

重盲検比較試

験

P:健常男女

Ｉ:ルテイン:10mg

C:ゼアキサンチン:10mg

O:MPOD

聖隷浜松病院

(日本)

23～58歳 健常男女22名

●介入群:11名(男/女=3/8 28～48歳)

平均39.6±2.1歳 (等価球面値-0.6～-8.1D、平均値-

3.8±0.9D)

●対照群:11名((男/女=7/4 23～58歳)平均38.3±3.2

歳 (等価球面値-0.6～-7.2D、平均値-4.0±0.8D)

※強度近視者10名(介入群5名、対照群5名)

●介入群(ルテイン群):ルテイン10mg/日（ソフトカプセル
※

）

【摂取期間】3ヵ月間

※ルテイン原料由来のゼアキサンチン0.08mg含む

ゼアキサンチン10mg/

日

(外観が同じソフトカプセ

ル)

PPS ●MPOD値(RRS,AFI) 記載なし

RRSとAFIの特許

を持つ著者が含

まれる他は利益

相反なし

査読あり

採2

Yoshizako H

(Department of

Ophthalmology,

Shimane University

School of Medicine

Shimane Japan.)et

al.

Acta Ophthalmol

2016Sep;94(6):e4

11-6.

Comparison of macular

pigment and serum lutein

concentration changes

between free lutein and

lutein esters supplements in

Japanese subjects.

ランダム化二

重盲検比較試

験

P:健常男女

I:ルテイン:10mg

C:ルテインエステル:25mg(フ

リー体として10mg)

O:MPOD、血清ルテイン、コ

ントラスト感度、グレア感度、

視力

島根大学病院

(日本)

22～47歳 健常男女20名(男/女=8/12)

●介入群:10名(男/女=3/7)平均33.8±7.4歳

●対照群:10名(男/女=5/5)平均30.7±7.1歳

●介入群(ルテイン群):ルテイン10mg/日(カプセル)

【摂取期間】3ヵ月間

【追跡期間】摂取終了から3ヵ月間

ルテインエステル

20mg(フリー体ルテイン

として10mg)/日（カプセ

ル）

ＩＴＴ

●MPOD値(RRS)

●血清ルテイン濃度

●コントラスト感度（CGT-

2000,Takagi,Nagano, Japan）

●グレア感度（CGT-

2000,Takagi,Nagano, Japan）

記載なし 記載なし 査読あり

採3

Johnson EJ (Jean

Mayer US

Department of

Agriculture Human

Nutrition Research

Center on Aging at

Tufts University

Boston USA.) et al.

Am J Clin Nutr.

2008

May;87(5):1521-

9.

The influence of

supplemental lutein and

docosahexaenoic acid on

serum, lipoproteins, and

macular pigmentation.

プラセボ対照ラ

ンダム化二重

盲検試験

P:健常女性(著者より確認)

I:ルテイン12mg、

DHA800mg、ルテイン12mg

＋DHA800mg

C:プラセボ

O:MPOD、血清ルテイン、コ

ントラスト感度

タフツ大学、タフツ

大学ニューイング

ランド医療セン

ター、Schepens

Eye Reserch

Institute

(米国)

60～80歳 健常女性(著者より確認)49名

●介入群:11名平均65±2歳

●対照群（プラセボ群）:10名平均68±1歳

(ルテイン＋DHA群:14名平均68±1歳)

(DHA群:14名平均68±1歳)

※本SRでは介入群と対照群のみの比較を採用

●介入群(ルテイン群):ルテイン12mg/日(カプセル
※

）

(ルテイン＋DHA群:ルテイン12m＋DHA800mg/日(カプセル
※

))

(DHA群:DHA800mg/日(カプセル))

・栄養ドリンクとともに摂取(237ml；蛋白10g、炭水化物45g、脂質

14g)

【摂取期間】4ヶ月間

※ルテイン原料由来のゼアキサンチン0.5mg以下含む

プラセボ(外観が一緒の

カプセル)

・他の群と同様に栄養

ドリンクとともに摂取

PPS

●MPOD値(HFP)

●血清ルテイン濃度

●リポタンパク質分析

有害事象

なし（著者

より確認） 利益相反なし 査読あり

採4

Landrum J

(Department of

Chemistry and

Biochemistry, Florida

International

University Miami

USA.) et al.

Acta Biochim

Pol.

2012;59(1):167-9.

Comparison of dietary

supplementation with lutein

diacetate and lutein: a pilot

study of the effects on serum

and macular pigment.

ランダム化二

重盲検比較試

験

P:大学関係者

I:ルテイン20mg、ルテインエ

ステル(フリー体として20ｍｇ)

C:プラセボ

O:MPOD、血清ルテイン

フロリダ国際大学

(米国)

大学関係者30名

●介入群（ルテイン群）:10名

●対照群（プラセボ群）:10名

（ルテインエステル群:10名）

※本SRでは介入群と対照群のみの比較を採用

●介入群（ルテイン群）:ルテイン20mg/日(ジェルカプセル)

(ルテインエステル群:20mg(フリー体として）/日(ジェルカプセル)

【摂取期間】24週間

プラセボ(ジェルカプセ

ル)
不明

●MPOD(HFP)

●血清ルテイン濃度 記載なし

サプリメントと資

金はOrganica社

からの提供

査読あり

採用文献リスト  （黄斑部の色素を増やす）



採5

Schalch W (DSM

Nutritional Products

Ltd. Kaiseraugst

Switzerland.) et al.

Arch Biochem

Biophys.2007

Feb;458(2):128-

135.

Xanthophyll accumulation in

the human retina during

supplementation with lutein

or zeaxanthin-the LUXEA

(LUtein Xanthophyll Eye

Accumulation) study.

プラセボ対照ラ

ンダム化二重

盲検比較試験

P:健常男性(白人)

I:ルテイン10mg、ゼアキサン

チン10mg、ルテイン10mg＋

ゼアキサンチン10mg

C:プラセボ

O:MPOD、血漿ルテイン

ロンドン大学

(英国)

22～39歳健常白人男性92名

●介入群:23名 平均 29.96±5.64歳

●対照群:23名 平均24.39±3.69歳

(ルテイン＋ゼアキサンチン群:23名 平均26.13±5.0

歳)

(ゼアキサンチン群:23名 平均29.26±4.67歳)

※本SRでは介入群と対照群のみの比較を採用

Phase1

●介入群(ルテイン群):ルテイン10mg/日(ハードカプセル
※

）

（ゼアキサンチン群:ゼアキサンチン10mg/日(ハードカプセル））

（ルテイン＋ゼアキサンチン群:ルテイン10mg＋ゼアキサンチン

10mg/日(ハードカプセル
※

））

Phase2

●介入群(ルテイン群):ルテイン20mg/日(ハードカプセル
※

）

(ゼアキサンチン群:ゼアキサンチン20mg/日(ハードカプセル）)

(ルテイン＋ゼアキサンチン群:ルテイン20mg＋ゼアキサンチン

20mg/日(ハードカプセル
※

）)

【摂取期間】Phase1,Phase2 各6ヵ月

※ルテイン原料由来のゼアキサンチンをルテインの約7.5％含む

プラセボ(外観が同じ

ハードカプセル) PPS
●MPOD(HFP)

●血漿ルテイン濃度
記載なし

DSM社(サプリメ

ント提供会社)の

分析センターが

血清カロテノイド

の同定に協力

査読あり

採6

Loughman J

(Optometry

Department, Dublin

Institute of

Technology Dublin

Ireland) et al.

Invest

Ophthalmol Vis

Sci. 2012

Nov29;53(12):787

1-80.

The impact of macular

pigment augmentation on

visual performance using

different carotenoid

formulations.

プラセボ対照ラ

ンダム化単盲

検比較試験

P:健常男女

I:ルテイン20mg、ルテイン

10mg＋メゾゼアキサンチン

10mg

C:プラセボ

O:MPOD、血清ルテイン、コ

ントラスト感度、グレア感度、

Photo stress recovery time、

最良矯正視力

ダブリン工科大学

(アイルランド)

ウォーターフォー

ド工科大学

(アイルランド)

21～70歳健常男女36名(男/女=19/17名)平均51±13

歳

●介入群:12名(30～66歳)平均56±8歳

●対照群:12名(21～68歳)平均46±20歳

(ルテイン+メゾゼアキサンチン群:12名(23～70歳)平均

51±13)

※本SRでは介入群と対照群のみの比較を採用

●介入群（ルテイン群）:ルテイン20mg/日(カプセル
※

）

(ルテイン＋メゾゼアキサンチン群:ルテイン10mg・メソゼアキサンチ

ン10ｍg/日(カプセル
※

）)

【摂取期間】6ヶ月

※ルテイン原料由来のゼアキサンチン2mg含む

プラセボ(カプセル)

(G&G Food supplies

Ltd, west Sussex, UK)

PPS

●MPOD(HFP)

●血清ルテイン濃度

●コントラスト感度(Optec6500

vision tester,Stereo Optical Co.,

Inc.,Chicago, IL)

●グレア感度（Optecho6500

vision tester,Stereo Optical Co.,

Inc.,Chicago, IL)

●photostress recovery time

●最良矯正視力(Test Chart 2000

pro Thompson Software solution,

Hatfield, UK)

有害事象

なし（著者

より確認） 記載なし 査読あり

MOPD:macular pigment optical density、RRS:resonance Raman spectroscopy、AFI:autofluorescence imaging、HFP:heterochromatic flicker photometry、ITT:intention to treat、PPS:per protocol set の略

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

ルテインはフリー体のルテインを示す



別紙様式（Ⅴ）-８　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

※除外理由欄のMPODは、「macular pigment optical density」の略

※ルテインはフリー体ルテインを示す

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

除1 Nolan JM et al.
Vision Res. 2011 Mar
2;51(5):459-69.

The impact of macular pigment
augmentation on visual performance
in normal subjects: COMPASS.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除2 Berendschot TT et al.
Br J Nutr.
2009;101(11):1607-1610.

Long-term plant stanol and sterol
ester-enriched functional food
consumption, serum
lutein/zeaxanthin concentration and
macular pigment optical density.

摂取量が不明

除3 G. Ryan et al.
Br J Nutr. 2012
Jul;108(2):334-42.

The effect of lutein- and zeaxanthin-
rich foods v. supplements on macular
pigment level and serological markers
of endothelial activation,
inflammation and oxidation: pilot
studies in healthy volunteers.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除4
R. Estevez-Santiago et
al.

Nutrition
Research.2016;36(7):719-
730.

Assessment of lutein and zeaxanthin
status and dietary markers as
predictors of the contrast threshold
in 2 age groups of men and women.

摂取量が不明

除5
R. Estevez-Santiago et
al.

Nutrition
Research.2016;36(11):1210-
1221.

Lutein and zeaxanthin supplied by
red/orange foods and fruits are more
closely associated with macular
pigment optical density than those
from green vegetables in Spanish
subjects.

摂取量が不明

除6 Berendschot TT et al.
Invest Ophthalmol Vis
Sci.2000 Oct;41(11)3322-6.

Influence of lutein supplementation
on macular pigment, assessed with
two objective techniques.

ルテインエステルを対象とした
研究

除7 Aleman TS et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2001Jul;42(8):1873-81.

Macular pigment and lutein
supplementation in retinitis
pigmentosa and Usher syndrome.

対象者に疾病者を含む

除8 Bone RA et al.
J Nutr. 2003 Apr;133(4):992-
8.

Lutein and zeaxanthin dietary
supplements raise macular pigment
density and serum concentrations of
these carotenoids in humans.

ルテインエステルを対象とした
研究

除9 Cardinault N et al.
Exp Gerontol. 2003
May;38(5):573-82

Short-term supplementation with
lutein affects biomarkers of lutein
status similarly in young and elderly
subjects.

対照がない

除10 Dasch B et al.
Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. 2005
Oct;243(10):1028-35

Serum levels of macular carotenoids
in relation to age-related
maculopathy: the Muenster Aging and
Retina Study (MARS).

ルテインを対象としない研究

除外文献リスト （黄斑部の色素を増やす）



除11
Rodriguez-Carmona M et
al.

Ophthalmic Physiol Opt. 2006
Mar;26(2):137-47.

The effects of supplementation with
lutein and/or zeaxanthin on human
macular pigment density and colour
vision.

採用文献5と同じ研究

除12 Kvansakul J et al.
Ophthalmic Physiol Opt. 2006
Jul;26(4):362-71.

Supplementation with the
carotenoids lutein or zeaxanthin
improves human visual performance.

採用5と同じ研究

除13 Rosenthal JM et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2006 Dec;47(12):5227-33.

Dose-ranging study of lutein
supplementation in persons aged 60
years or older.

対象者に疾病者を含む

除14 Huang LL et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2008 Sep;49(9):3864-9.

Oral supplementation of
lutein/zeaxanthin and omega-3 long
chain polyunsaturated fatty acids in
persons aged 60 years or older, with
or without AMD.

MPODを測定していない

除15 Connolly EE et al.
Curr Eye Res. 2010
Apr;35(4):335-51.

Augmentation of macular pigment
following supplementation with all
three macular carotenoids: an
exploratory study.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除16 Bone RA et al.
Arch Biochem Biophys. 2010
Dec 1;504(1):50-5.

Dose-dependent response of serum
lutein and macular pigment optical
density to supplementation with
lutein esters.

ルテインエステルを対象とした
研究

除17 Borel P et al.
Ann Med. 2011 Feb;43(1):47-
59.

Genetic variants in BCMO1 and
CD36 are associated with plasma
lutein concentrations and macular
pigment optical density in humans.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除18 Sasamoto Y et al.
Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. 2011
Dec;249(12):1847-54.

Effect of 1-year lutein
supplementation on macular pigment
optical density and visual function.

対照がない

除19 Connolly EE et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2011 Nov 29;52(12):9207-17.

Supplementation with all three
macular carotenoids: response,
stability, and safety.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除20 Nolan JM et al.
Exp Eye Res. 2012
Aug;101:9-15.

Macular carotenoid supplementation
in subjects with atypical spatial
profiles of macular pigment.

ルテインを含まない対照がな
い

除21 Hammond CJ et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Jul 26;53(8):4963-8.

The heritability of macular response
to supplemental lutein and
zeaxanthin: a classic twin study.

対照がない

除22 Zeimer M et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Jul 24;53(8):4852-9.

Profiles of macular pigment optical
density and their changes following
supplemental lutein and zeaxanthin:
new results from the LUNA study.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除23 Ma L et al.
Am J Ophthalmol. 2012
Oct;154(4):625-634.

Improvement of retinal function in
early age-related macular
degeneration after lutein and
zeaxanthin supplementation: a
randomized, double-masked, placebo-
controlled trial.

介入対象が早期AMD者のみ



除24 Meagher KA et al.
Br J Nutr. 2013 Jul
28;110(2):289-300.

Serum response to supplemental
macular carotenoids in subjects with
and without age-related macular
degeneration.

ルテインを含まない対照がな
い

除25 Yao Y et al.
Nutrition. 2013 Jul-Aug;29(7-
8):958-64.

Lutein supplementation improves
visual performance in Chinese
drivers: 1-year randomized, double-
blind, placebo-controlled study.

ルテインエステルを対象とした
研究

除26 Beatty S et al.
Ophthalmology. 2013
Mar;120(3):645.

Visual outcome after antioxidant
supplementation.

総説である

除27 Thurnham DI et al.
Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. 2015
Aug;253(8):1231-43.

Macular response to supplementation
with differing xanthophyll
formulations in subjects with and
without age-related macular
degeneration.

ルテインを含まない対照がな
い

除28 Hammond BR et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2014 Dec 2;55(12):8583-9.

A double-blind, placebo-controlled
study on the effects of lutein and
zeaxanthin on photostress recovery,
glare disability, and chromatic
contrast.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除29 Bovier ER et al.
Arch Biochem Biophys. 2015
Apr 15;572:54-7.

A randomized placebo-controlled
study on the effects of lutein and
zeaxanthin on visual processing
speed in young healthy subjects.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除30 Obana A et al.
PLoS One. 2015 Oct
9;10(10).

Changes in Macular Pigment Optical
Density and Serum Lutein
Concentration in Japanese Subjects
Taking Two Different Lutein
Supplements.

ルテインを含まない対照がな
い

除31 Berrow EJ et al.
Doc Ophthalmol. 2016
Apr;132(2):123-35.

The effect of nutritional
supplementation on the multifocal
electroretinogram in healthy eyes.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除32 Stringham JM et al.
Exp Eye Res. 2016
Oct;151:1-8.

Serum and retinal responses to three
different doses of macular
carotenoids over 12 weeks of
supplementation.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除33 Morganti P et al.
Skinmed.  2004 Nov-
Dec;3(6):310-6.

Protective effects of oral
antioxidants on skin and eye function.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除34 Stringham JM et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2017 Apr 1;58(4):2291-2295.

Contrast Sensitivity and Lateral
Inhibition Are Enhanced With Macular
Carotenoid Supplementation.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除35 Stringham JM et al.
Eye Vis (Lond). 2016 Nov
11;3:30.

Macular carotenoid supplementation
improves disability glare performance
and dynamics of photostress
recovery.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除36 Ma L et al.
Br J Nutr.2009
July;102(2):186-190.

A 12-week lutein supplementation
improves visual function in Chinese
people with long-term computer
display light exposure.

MPODを測定していない

除37 Bone RA et al.
J Nutr. 2003 Apr;133(4):992-
8.

Lutein and zeaxanthin dietary
supplements raise macular pigment
density and serum concentrations of
these carotenoids in humans.

ルテインエステルを対象とした
研究



除38 Bernstein PS et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Sep 14;53(10):6178-86.

Macular pigment imaging in AREDS2
participants: an ancillary study of
AREDS2 subjects enrolled at the
Moran Eye Center.

疾病者のみを対象とした研究

除39 Berendschot TT et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2000 Oct;41(11):3322-6.

Influence of lutein supplementation
on macular pigment, assessed with
two objective techniques.

対照がない

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。



別紙様式（Ⅴ）-９　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

該当の未報告研究は確認できなかった

No. 研究実施者 臨床研究登録データベース名 タイトル 状態（研究実施中等）

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

未報告研究リスト （黄斑部の色素を増やす）



別紙様式（Ⅴ）-10　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等

参1
Khachik F, et al. Identification of lutein and zeaxanthin oxidation products in human
and monkey retinas. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997;38(9):1802-1811.

参2
Semba RD, et al. Are lutein and zeaxanthin conditionally essential nutrients for eye
health? Med Hypotheses. 2003;61(4):465-472.

参3
末木一夫. ルテインサプリメントの複数回摂取におけるルティン, ゼアキサンチン及び
3'-デヒドロキサンチンの血中動態. ビタミン. 2006;80(1):12-13.

参4 河口良子. ルテインとその機能性. ビタミン. 2015;89(11):537-539.

参5
Li B, et al. Identification of StARD3 as a lutein-binding protein in the macula of the
primate retina. Biochemistry. 2011;50(13):2541-2549.

参6
根木昭監修. 眼科検査ガイド第2版 17. 眼底写真 6)黄斑色素測定. 文光社.
2017:598-602.

参7

Tanito M, et al. Macular pigment density changes in Japanese individuals
supplemented with lutein or zeaxanthin: quantification via resonance Raman
spectrophotometry and autofluorescence imaging. Jpn J Ophthalmol.
2012;56(5):488-496.

参8
Huang YM, et al. Serum and macular responses to multiple xanthophyll supplements
in patients with early age-related macular degeneration. Nutrition. 2013;29(2):387-
392.

参9
Nolan JM, et al. Risk factors for age-related maculopathy are associated with a
relative lack of macular pigment. Exp Eye Res. 2007;84(1):61-74.

参10
Obana A, et al. Macular carotenoid levels of normal subjects and age-related
maculopathy patients in a Japanese population. Ophthalmology. 2008;115(1):147-
157.

参11
Snodderly DM, et al. The macular pigment. II. Spatial distribution in primate retinas.
Invest Ophthalmol Vis Sci. 1984;25(6):674-685.

参12
Wang X, et al. Role of lutein supplementation in the management of age-related
macular degeneration: meta-analysis of randomized controlled trials. Ophthalmic
Res. 2014;52(4):198-205.

参13
Ma L, et al. Lutein, Zeaxanthin and Meso-zeaxanthin Supplementation Associated
with Macular Pigment Optical Density. Nutrients. 2016;8(7).

参14
Loughman J, et al. The relationship between macular pigment and visual
performance. Vision Res. 2010;50(13):1249-1256.

参考文献リスト （黄斑部の色素を増やす）



参15

消費者庁. 「機能性表示食品」制度における機能性に関する科学的根拠の検証-届
け出られた研究レビューの質に関する検証事業報告書. 平成28年3
月.http://www.caa.go.jp/foods/pdf/food_with_function_report_0001.pdf（参照2017年
10月19日）.

参16
van Tulder M, et al. Updated method guidelines for systematic reviews in the
cochrane collaboration back review group. Spine. 2003;28(12):1290-1299.

参17
凸版メディア株式会社. 診療ガイドラインのためのGRADEシステム-第2版-.
2015:267.

参18
金澤正継 ら. CGT-2000を用いたコントラスト感度測定の再現性. あたらしい眼科.
2015;32(1):159-162.

参19
尾花明. 機器・薬剤紹介 14. 黄斑色素スクリーナーMPS2（エムイーテクニカ）.
201700051. 2017;59(3):275-280.

参20
Howells O, et al. Macular pigment optical density in young adults of South Asian
origin. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(4):2711-2719.

参21

消費者庁. 機能性表示食品制度における臨床試験及び安全性の評価内容の実態
把握の検証・調査事業報告書. 平成29年3月.
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_23_171025_0001.pdf（参照2017年11月8
日）.

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの
法令違反となる可能性があるので注意すること。



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ランダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加者 ⑤介入者

⑥アウトカ

ム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全群

で同じ追加介

入

⑧コンプラ

イアンス

⑨ドロッ

プ

アウト

⑩ITT解

析

⑪全群、同タイ

ミング・時期で

の評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群

vs

対照群

平均差
*3

p値 コメント

【全対象者】MPOD（RRS）（photon counts）（1ヵ月） 4747±（691） 5253±（895） [506] 4832±（503） 5548±（723） [716] [210]

【全対象者】MPOD（RRS）（photon counts）（2ヵ月） 4747±（691） 4784±（695） [37] 4832±（503） 6020±（806） [1188] [682]

【全対象者】MPOD（RRS）（photon counts）（3ヵ月） 4747±（691） 5076±（712） [329] 4832±（503） 5972±（795） [1140] [634]

【全対象者】MPOD（AFI）〔intensity a.u.（arbitary unit）〕（1ヵ月） 0.610±0.080 0.595±（0.067） [-0.015] 0.623±（0.060） 0.656±（0.068） [0.003] [0.018]

【全対象者】MPOD（AFI）〔intensity a.u.（arbitary unit）〕（2ヵ月） 0.610±0.080 0.613±（0.093） [0.003] 0.623±（0.060） 0.772±（0.059） [0.149] [0.046]

【全対象者】MPOD（AFI）〔intensity a.u.（arbitary unit）〕（3ヵ月） 0.610±0.080 0.593±（0.100） [-0.017] 0.623±（0.060） 0.720±（0.061） [0.097] [0.114]

【高近眼者なし（-4Diopter 以上）】MPOD（RRS）（photon counts）1ヵ月） 6090 7280 [1190] 5372 6711 [1339] p=0.0423 [149]

【高近眼者なし（-4Diopter 以上）】MPOD（RRS）（photon counts）（2ヵ月） 6090 6300 [210] 5372 7554 [2182] p=0.0366 [1972]

【高近眼者なし（-4Diopter 以上）】MPOD（RRS）（photon counts）（3ヵ月） 6090 6320 [230] 5372 7576 [2204] p=0.0236 [1974]

【高近眼者（-4Diopter 以下）】MPOD（RRS）（photon counts）（1ヵ月） 3160 2800 [-360] 4160 4120 [-40] [-320]

【高近眼者（-4Diopter 以下）】MPOD（RRS）（photon counts）（2ヵ月） 3160 2880 [-280] 4160 4120 [-40] [-240]

【高近眼者（-4Diopter 以下）】MPOD（RRS）（photon counts）（3ヵ月） 3160 3380 [220] 4160 4020 [-140] [-360]

MPOD（RRS）（raman counts）（介入3ヵ月後） 1604.0±372.5 1815.9±209.6 [211.9] NS 1322.9±568.8 1660.6±583.1 [337.7] ｐ＜0.05 [125.8] NR
介入群は摂取前後で有意に38%増加。対照

群は17%増加（有意差なし）。

MPOD（RRS）（raman counts）（摂取終了後3ヵ月） 1604.0±372.5 2301.7±744.5 [697.7] ｐ＜0.05 1322.9±568.8 1755.8±556.1 [432.9] ｐ＜0.05 [-264.8] NS
両群とも摂取前後で有意に増加（介入群：

47%、対照群で50%）、群間差なし。

総MPOD（HFP）（4ヵ月） 1.05±（0.14） NR 0.071±（0.111） NS 1.09±（0.1） NR 0.37 ｐ＜0.05 [0.299] ｐ＜0.05
注) 介入群は前後比較で有意に増加。

注)　有意に増加(2way-ANOVA)。

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 0.4°> 0.54±（0.07） NR 0.019 NS 0.63±（0.03） NR 0.04 NS [0.021] NS
対照群より介入群は増加（有意差なし）。

（単位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 1.5°> NR NR 0.019 NS NR NR 0.067 NS [0.048] p＜0.05
介入群は対照群より群間有意に増加。（単

位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 3.0°> NR NR 0.018 NS NR NR 0.12 p＜0.01 [0.102] p＜0.05
介入群は対照群より群間有意に増加。（単

位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 5.0°> NR NR -0.003 NS NR NR 0.04 NS [0.043] NS
対照群より介入群は増加（有意差なし）。

（単位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 7.0°> NR NR -0.005 NS NR NR -0.005 NS [0] NS 有意な変化なし。（単位の記載なし）

平均MPOD（HFP）（24週後） 0.491±0.169 0.485±0.162 [-0.006] NR 0.354±0.108 0.387±0.124 [0.033] NR [0.039] NR
介入群は増加、対照群は有意に減少。（単

位の記載なし）

MPOD変化量〔milli-absorbance units（mAU）/週〕 NR NR [2.44] p＜0.005
*6

介入群は対照群より群間有意に増加。

採5 RCTP -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 中（-7） 0 0 0 0
非直接

性なし
MPOD（HFP）（12ヵ月） 0.40±0.09 NR NR NR 0.44±0.11 NR NR NR NR p=0.04

介入群は対照群より群間有意に14.5%増

加。

MPOD（HFP）0.25°（3ヵ月） 0.35±0.20 0.38±0.20 [0.03] p=0.71 0.32±0.12 0.38±0.15 [0.06] p=0.08 [0.03] NR 介入群は摂取前後で増加傾向。

MPOD（HFP）0.25°（6ヵ月） 0.35±0.20 0.37±0.18 [0.02] p=0.64 0.32±0.12 0.41±0.14 [0.09] p=0.44 [0.07] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）0.5°（3ヵ月） 0.28±0.17 0.31±0.16 [0.03] p=0.40 0.27±0.13 0.32±0.22 [0.05] p=0.46 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）0.5°（6ヵ月） 0.28±0.17 0.28±0.16 [0.00] p=0.97 0.27±0.13 0.30±0.14 [0.03] p=0.46 [0.03] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1°（3ヵ月） 0.16±0.12 0.14±0.11 [-0.02] p=0.95 0.16±0.14 0.18±0.12 [0.02] p=0.46 [0.04] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1°（6ヵ月） 0.16±0.12 0.13±0.10 [-0.03] p=0.40 0.16±0.14 0.15±0.14 [-0.01] p=0.77 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1.75°（3ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.77 0.08±0.10 0.08±0.10 [0.00] p=0.86 [0.00] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1.75°（6ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.73 0.08±0.10 0.07±0.10 [-0.01] p=0.87 [-0.01] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）3°（3ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.03 [0.00] p=0.81 0.05±0.02 0.07±0.06 [0.02] p=0.59 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）3°（6ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.05 [0.00] p=0.68 0.05±0.02 0.03±0.03 [-0.02] p=0.19 [-0.02] NR 有意な変化なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：standard deviation、SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

各論文の質評価シート（臨床試験） （黄斑部の色素を増やす）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム 黄斑色素光学密度（MPOD）

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、（-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

*6：著者への確認により得られた値。

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

非直接性
*2

各群の前後の値
*3*4*5

採1 RCTP 0 -1 0 0 -1 0

p=0.0768-

0.9080

0
非直接

性なし
0 中（-6） 0 0 0

p=0.0561-

0.0817
p=0.1613

p=0.4522-

0.7467

p=0.0880-

0.2451
P=0.2603

低（-4） 0 0 0 0
非直接

性なし

p=0.2143-

0.6640
p=0.0373 介入群は対照群より群間有意に増加。

p=0.0553-

0.4944

p=0.7341-

0.9317
ｐ＝0.2942 有意な変化なし。

0 0 0 -1 0 -1

介入群は摂取前と比較し2ヵ月、3ヵ月後に

20%以上増加（有意傾向）。対照群は有意な

変化なし。群間差なし。

採3 RCTP -1 0 0 0 0 0

00 0 0 -1 -1 -1採2 RCTP -1 -1 -1 0

低（-3） 0 0 0 0
非直接

性なし
0 0 -1 -1 0 0

非直接

性なし
-0.75±3.03 1.69±1.75

0 0 中（-6） 0 0 0

採6 RCTP 0 -1 0 0 -1 -1

00 0 0 -1 -1 -1採4 RCTP -1 -1 -1 0

低（-4） 0 0 0 0
非直接

性なし
0 0 -1 0 0 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ランダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加者 ⑤介入者

⑥アウトカ

ム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全群

で同じ追加介

入

⑧コンプラ

イアンス

⑨ドロッ

プ

アウト

⑩ITT解

析

⑪全群、同タイ

ミング・時期で

の評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群

vs

対照群

平均差
*3

p値 コメント

血清ルテイン濃度（μmol/L）（3ヵ月） 3.2±（1.21） 5.7±（1.63） [2.5] p＜0.05 3.7±（1.05） 6.4±（2.98） [2.7] p＜0.05 [0.2] NR 両群とも摂取前後で有意に増加。群間差なし。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（摂取終了後3ヵ月） 3.2±（1.21） 4.0±（1.30） [0.8] p＜0.05
※ 3.7±（1.05） 4.2±（1.02） [0.5] NS

※ [-0.3] NR
両群摂取3ヵ月後と比較して減少（対照群は有意に減少）、摂取前後

で両群有意に増加。※ vs摂取3カ月後

血清ルテイン濃度（μmol/L）（2ヵ月） 0.30±（0.05） NR 0.07 NS 0.28±（0.04） NR 0.35 p＜0.01 [0.28] NR 介入群は前後比較で有意に増加。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（4ヵ月） 0.30±（0.05） NR 0.08 NS 0.28±（0.04） NR 0.34 p＜0.01 [0.26] NR 介入群は前後比較で有意に増加。

採4 RCTP -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 中（-6） 0 0 0 0
非直接

性なし
血清ルテイン濃度平均増加量（ μg/mL）（6週～24週） 0.167±0.048 NR 0.007±0.063 NR 0.128±0.057 NR 0.425±0.0092 NR [0.418] p＜0.00001 介入群は対照群より群間有意に増加。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（1ヵ月） 0.13±0.04 0.14 [0.01] NR 0.16±0.07 1.00 [0.84] NR [0.83] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（2ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 1.01 [0.85] NR [0.85] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（3ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 1.02 [0.86] NR [0.86] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（4ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 1.00 [0.84] NR [0.84] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（5ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 0.94 [0.78] NR [0.78] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（6ヵ月） 0.13±0.04 0.15 [0.02] NR 0.16±0.07 0.92 [0.76] NR [0.74] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（12ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 介入群は摂取6ヵ月と比較して増加。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（3ヵ月） 0.21±0.05 0.23±0.07 [0.02] p＞0.05 0.26±0.12 0.91±0.99 [0.65] p＞0.05 [0.63] NR 有意な変化なし。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（6ヵ月） 0.21±0.05 0.22±0.06 [0.01] p＞0.05 0.26±0.12 0.54±0.48 [0.28] p＞0.05 [0.27] NR 有意な変化なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

各論文の質評価シート（臨床試験） （黄斑部の色素を増やす）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、（-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

非直接性
*2

各群の前後の値
*3*4*5

アウトカム 血清（血漿）ルテイン濃度

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

採3 RCTP -1 0 0 0 0 0

0-1 0 0 0 0 00採2 RCTP 0 -1 0

非直接

性なし
0 0 -1 -1 0 0 低（-3） 0 0 0 0

0
非直接

性なし
0 低（-2） 0 0 0

中（-7） 0 0 0

-1 -1 低（-4） 0 0
非直接

性なし
0 0 -1 0 0 0 0 0

非直接

性なし
採5 RCTP -1 -1 0 0 -1 0 0 0-1 -1 -1 -1 0

0採6 RCTP 0 -1 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ランダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加者 ⑤介入者

⑥アウトカ

ム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全群

で同じ追加介

入

⑧コンプラ

イアンス

⑨ドロッ

プ

アウト

⑩ITT解

析

⑪全群、同タイ

ミング・時期で

の評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群

vs

対照群

平均差
*3

p値 コメント

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°（3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.030 [0.02] NS [0.007] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°（摂取終了後3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.028 [0.018] NS [0.005] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°（3ヵ月） 0.020 0.016 [-0.004] NS 0.020 0.017 [-0.003] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.020 0.020 [0] NS 0.020 0.020 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°（3ヵ月） 0.052 0.026 [-0.026] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.022] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°（摂取終了後3ヵ月） 0.052 0.040 [-0.012] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.008] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°（3ヵ月） 0.100 0.078 [-0.022] NS 0.071 0.080 [0.009] NS [0.031] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°（摂取終了後3ヵ月） 0.100 0.083 [-0.017] NS 0.071 0.063 [-0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°（3ヵ月） 0.180 0.098 [-0.082] NS 0.120 0.140 [0.020] NS [0.102] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.180 0.159 [-0.021] NS 0.120 0.100 [-0.020] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°（3ヵ月） 0.290 0.200 [-0.09] NS 0.230 0.230 [0] NS [0.09] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°（摂取終了後3ヵ月） 0.290 0.290 [0] NS 0.230 0.230 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 52±22 62±29 [10] p=0.41 44±26 53±20 [9] p=0.05 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 95±36 94±46 [-1] p=0.84 85±37 85±29 [0] p=0.96 [1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 103±54 116±64 [13] p=0.83 99±27 100±28 [1] p=0.71 [-12] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 57±43 62±42 [5] p=0.64 30±10 39±17 [9] p=0.18 [4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（6ヵ月） 20±17 17±14 [-3] p=0.53 8±5 12±9 [4] p=0.17 [7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 65±27 75±24 [10] p=0.20 57±30 63±23 [6] p=0.62 [-4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 68±39 96±44 [28] p=0.10 78±45 74±35 [-4] p=0.79 [-32] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 53±46 63±43 [10] p=0.58 41±13 53±21 [12] p=0.06 [2] p<0.05 介入群は対照群より群間有意に改善。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 13±14 21±25 [8] p=0.40 7±4 9±6 [2] p=0.20 [-6] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（6ヶ月） 4±5 5±3 [1] p=0.59 2±0 2±0 [0] NS [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

コントラスト閾値：コントラスト感度の逆数

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

各論文の質評価シート（臨床試験） （黄斑部の色素を増やす）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム コントラスト感度（MPODに関連する眼科学的検査）

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、（-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

0 -1 -1
非直接

性なし
0 0 -1 0 0 0 低（-4）採6 RCTP 0 -1 0

非直接性
*2

0

0 0

各群の前後の値
*3*4

非直接

性なし

0 0 0

0採2 RCTP 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 低（-2） 0 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ランダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加者 ⑤介入者

⑥アウトカ

ム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全群

で同じ追加介

入

⑧コンプラ

イアンス

⑨ドロッ

プ

アウト

⑩ITT解

析

⑪全群、同タイ

ミング・時期で

の評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群

vs

対照群

平均差
*3

p値 コメント

グレア閾値 6.3°（3ヵ月） 0.039 0.035 [-0.004] NS 0.020 0.030 [0.010] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 6.3°（摂取終了後3ヵ月） 0.039 0.039 [0] NS 0.020 0.034 [0.014] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°（3ヵ月） 0.038 0.037 [-0.001] NS 0.024 0.032 [0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.038 0.068 [0.030] p=0.04 0.024 0.039 [0.015] NS [0.018] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°（3ヵ月） 0.072 0.061 [-0.011] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.037] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°（摂取終了後3ヵ月） 0.072 0.082 [-0.01] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.036] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°（3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°（摂取終了後3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°（3ヵ月） 0.250 0.230 [-0.02] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.100] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.250 0.250 [0] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.080] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°（3ヵ月） 0.400 0.320 [-0.08] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.220] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°（摂取終了後3ヵ月） 0.400 0.400 [0] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.140] NR 有意な変化なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 60±25 74±29 [14] p=0.13 56±27 67±20 [11] p=0.06 [-3] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 96±30 97±44 [1] p=0.96 84±26 95±31 [11] p=0.18 [10] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 105±51 112±58 [7] p=0.64 114±43 96±37 [-18] p=0.18 [-11] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 29±21 62±48 [33] p=0.06 34±13 32±14 [-2] p=0.79 [-35] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（6ヵ月） 33±15 46±22 [13] p=0.41 17±11 23±12 [6] p=0.35 [-7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 32±24 38±23 [6] p=0.76 23±8 45±35 [22] p=0.08 [16] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 54±39 59±46 [5] p=0.82 36±10 61±43 [25] p=0.07 [20] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 53±46 64±43 [11] p=0.66 64±41 90±53 [26] p=0.15 [15] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 7±5 10±7 [3] p=0.24 5±2 10±17 [5] p=0.30 [2] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（6ヵ月） 4±5 5±3 [1] p=0.14 2±0 2±0 [0] p=0.34 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

グレア閾値：グレア感度の逆数

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

各論文の質評価シート（臨床試験） （黄斑部の色素を増やす）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム グレア感度（MPODに関連する眼科学的検査）

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、（-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

0 -1 0
非直接

性なし
0 0 0 0 0 0 0 00 低（-2）採2 RCTP 0 -1 0

非直接性
*2

各群の前後の値
*3*4

0

0採6 RCTP 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0
非直接

性なし
0 0 低（-4） 0 0 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入
バイアス

評価バイアス

研究

コード

研究
デザイ

ン
①ランダム化

②割付
の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加者 ⑤介入者
⑥アウトカ

ム
評価者

⑦追加介入はな

されていない、ま

たは全群で同じ

追加介入

⑧コンプラ

イアンス

⑨ドロッ
プ

アウト

⑩ITT解

析

⑪全群、同タイ
ミング・時期で

の評価
対象 介入 対照

アウトカ

ム
まとめ 効果指標

対照群
（前値）

平均値±SD

対照群
（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群
（前値）

平均値±SD

介入群
（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

最良矯正視力（logMAR VA）（3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 全群有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR VA）（摂取終了後3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 全群有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR）（3ヵ月） -0.16±0.12 NR NR p＞0.05 -0.14±0.1 NR NR p＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR）（6ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

【閲覧に当たっての注意】 :

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

各論文の質評価シート（臨床試験） （黄斑部の色素を増やす）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム 視力（MPODに関連する眼科学的検査）

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（−1）、「ない場合」、（0）の2 段階
　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。
*2：非直接性は、直接的でない場合には、（-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

0 0

個別研究

バイアスリスク*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少
バイアス

⑫その他
の

バイアス
まとめ

0 0

非直接性*2 各群の前後の値

採2 RCTP 0 -1 0 0 -1 0
非直接性

なし
0 0 0 0

0
非直接性

なし
0000低（-4）000-10

0 低（-2） 0

RCTP採6 -1-100-10



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入
バイアス

評価バイアス

研究

コード

研究
デザイ

ン
①ランダム化

②割付
の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加者 ⑤介入者
⑥アウトカ

ム
評価者

⑦追加介入はな

されていない、ま

たは全群で同じ

追加介入

⑧コンプラ

イアンス

⑨ドロッ
プ

アウト

⑩ITT解

析

⑪全群、同タイ
ミング・時期で

の評価
対象 介入 対照

アウトカ

ム
まとめ 効果指標

対照群
（前値）

平均値±SD

対照群
（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群
（前値）

平均値±SD

介入群
（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

photostress recovery time（sec）（3ヵ月） NR NR NR P＞0.05 NR NR NR P＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

photostress recovery time（sec）（6ヵ月） NR NR NR P＞0.05 NR NR NR P＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NR：no report（報告なし）　の略

【閲覧に当たっての注意】 :

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

各論文の質評価シート（臨床試験） （黄斑部の色素を増やす）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（−1）、「ない場合」、（0）の2 段階
　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。
*2：非直接性は、直接的でない場合には、（-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

非直接性*2 各群の前後の値

アウトカム photostress recovery time（MPODに関連する眼科学的検査）

個別研究

バイアスリスク*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少
バイアス

⑫その他
の

バイアス
まとめ

0
非直接性

なし
0 0 -1 0 0低（-4） 0 0採6 RCTP 0 -1 0 0 -1 -1 0 0



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

エビデンス総体の質評価シート （黄斑部の色素を増やす）

商品名：えんきん a

エビデンス総体

アウトカム

研究デザイン/

文献数（研究

数）

バイアス

リスク
*1 非直接性

*1
不精確

*2
非一貫性

*1

その他

（出版バイア

スなど
*1

）

上昇要因

（観察

研究
*1

）

効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群 vs 対照

群

平均差

p値 コメント

採用

文献

No.

【全対象者】MPOD（RRS）（photon counts）（1ヵ月） 4747＋（691） 5253±（895） [506] 4832±（503） 5548±（723） [716] [210]

【全対象者】MPOD（RRS）（photon counts）（2ヵ月） 4747＋（691） 4784±（695） [37] 4832±（503） 6020±（806） [1188] [682]

【全対象者】MPOD（RRS）（photon counts）（3ヵ月） 4747＋（691） 5076±（712） [329] 4832±（503） 5972±（795） [1140] [634]

【全対象者】MPOD（AFI）〔intensity a.u.（arbitary unit）〕（1ヵ月） 0.610±0.080 0.595±（0.067） [-0.015] 0.623±（0.060） 0.656±（0.068） [0.003] [0.018]

【全対象者】MPOD（AFI）〔intensity a.u.（arbitary unit）〕（2ヵ月） 0.610±0.080 0.613±（0.093） [0.003] 0.623±（0.060） 0.772±（0.059） [0.149] [0.046]

【全対象者】MPOD（AFI）〔intensity a.u.（arbitary unit）〕（3ヵ月） 0.610±0.080 0.593±（0.100） [-0.017] 0.623±（0.060） 0.720±（0.061） [0.097] [0.114]

【高近眼者なし（-4Diopter 以上）】MPOD（RRS）（photon counts）1ヵ月） 6090 7280 [1190] 5372 6711 [1339] p=0.0423 [149]

【高近眼者なし（-4Diopter 以上）】MPOD（RRS）（photon counts）（2ヵ月） 6090 6300 [210] 5372 7554 [2182] p=0.0366 [1972]

【高近眼者なし（-4Diopter 以上）】MPOD（RRS）（photon counts）（3ヵ月） 6090 6320 [230] 5372 7576 [2204] p=0.0236 [1974]

【高近眼者（-4Diopter 以下）】MPOD（RRS）（photon counts）（1ヵ月） 3160 2800 [-360] 4160 4120 [-40] [-320]

【高近眼者（-4Diopter 以下）】MPOD（RRS）（photon counts）（2ヵ月） 3160 2880 [-280] 4160 4120 [-40] [-240]

【高近眼者（-4Diopter 以下）】MPOD（RRS）（photon counts）（3ヵ月） 3160 3380 [220] 4160 4020 [-140] [-360]

MPOD（RRS）（raman counts）（介入3ヵ月後） 1604.0±372.5 1815.9±209.6 [211.9] NS 1322.9±568.8 1660.6±583.1 [337.7] ｐ＜0.05 [125.8] NR
介入群は摂取前後で有意に38%増加。対照群は17%増加（有意差

なし）。

MPOD（RRS）（raman counts）（摂取終了後3ヵ月） 1604.0±372.5 2301.7±744.5 [697.7] ｐ＜0.05 1322.9±568.8 1755.8±556.1 [432.9] ｐ＜0.05 [-264.8] NS
両群とも摂取前後で有意に増加（介入群：47%、対照群で50%）、群

間差なし。

総MPOD（HFP）（4ヵ月） 1.05±0.14 NR 0.071±0.111 NS 1.09±0.1 NR 0.37 ｐ＜0.05 [0.299] ｐ＜0.05
注) 介入群は前後比較で有意に増加。

注)　有意に増加(2way-ANOVA)。

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 0.4°> 0.54±0.07 NR 0.019 NS 0.63±0.03 NR 0.04 NS [0.021] NS 対照群より介入群は増加（有意差なし）。（単位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 1.5°> NR NR 0.019 NS NR NR 0.067 NS [0.048] p＜0.05 介入群は対照群より群間有意に増加。（単位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 3.0°> NR NR 0.018 NS NR NR 0.12 p＜0.01 [0.102] p＜0.05 介入群は対照群より群間有意に増加。（単位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 5.0°> NR NR -0.003 NS NR NR 0.04 NS [0.043] NS 対照群より介入群は増加（有意差なし）。（単位の記載なし）

MPOD（HFP）（4ヵ月）<Temporal Retinal Eccentricity 7.0°> NR NR -0.005 NS NR NR -0.005 NS [0] NS 有意な変化なし。（単位の記載なし）

平均MPOD（HFP）（24週後） 0.491±0.169 0.485±0.162 [-0.006] NR 0.354±0.108 0.387±0.124 [0.033] NR [0.039] NR 介入群は増加、対照群は有意に減少。（単位の記載なし）

MPOD変化量〔milli-absorbance units（mAU）/週〕 NR NR [2.44] p＜0.005
*6 介入群は対照群より群間有意に増加。

MPOD（HFP）（12ヵ月） 0.40±0.09 NR NR NR 0.44±0.11 NR NR NR NR p=0.04 介入群は対照群より群間有意に14.5%増加。 採5

MPOD（HFP）0.25°（3ヵ月） 0.35±0.20 0.38±0.20 [0.03] p=0.71 0.32±0.12 0.38±0.15 [0.06] p=0.08 [0.05] NR 介入群は摂取前後で増加傾向。

MPOD（HFP）0.25°（6ヵ月） 0.35±0.20 0.37±0.18 [0.02] p=0.64 0.32±0.12 0.41±0.14 [0.09] p=0.44 [0.07] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）0.5°（3ヵ月） 0.28±0.17 0.31±0.16 [0.03] p=0.40 0.27±0.13 0.32±0.22 [0.05] p=0.46 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）0.5°（6ヵ月） 0.28±0.17 0.28±0.16 [0.00] p=0.97 0.27±0.13 0.30±0.14 [0.03] p=0.46 [0.03] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1°（3ヵ月） 0.16±0.12 0.14±0.11 [-0.02] p=0.95 0.16±0.14 0.18±0.12 [0.02] p=0.46 [0.04] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1°（6ヵ月） 0.16±0.12 0.13±0.10 [-0.03] p=0.40 0.16±0.14 0.15±0.14 [-0.01] p=0.77 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1.75°（3ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.77 0.08±0.10 0.08±0.10 [0.00] p=0.86 [0.00] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）1.75°（6ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.73 0.08±0.10 0.07±0.10 [-0.01] p=0.87 [-0.01] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）3°（3ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.03 [0.00] p=0.81 0.05±0.02 0.07±0.06 [0.02] p=0.59 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD（HFP）3°（6ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.05 [0.00] p=0.68 0.05±0.02 0.03±0.03 [-0.02] p=0.19 [-0.02] NR 有意な変化なし。

p=0.0768-

0.9080

0−1

各群の前後の値
*3*4*5

0

-0.75±3.03

p=0.0880-

0.2451

主要アウトカム/

黄斑色素光学密度

（MPOD）

RCTP/6 -10

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

*1：各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低／なし（0）”の3 段階

*2：不精確の項目は“不精確（−2）”，“やや不精確（−1）”，“精確（0）”の3 段階

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

*6：著者への確認により得られた値。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：

standard deviation、

SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

介入群は摂取前と比較し2ヵ月、3ヵ月後に20%以上増加（有意傾

向）。対照群は有意な変化なし。群間差なし。

採3

採4

p=0.2143-

0.6640
p=0.0373

p=0.0553-

0.4944

1.69±1.75

p=0.1613

p=0.7341-

0.9317
ｐ＝0.2942

p=0.4522-

0.7467

採2

採1

P=0.2603

p=0.0561-

0.0817

介入群は対照群より群間有意に増加。

有意な変化なし。

採6



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

エビデンス総体の質評価シート （黄斑部の色素を増やす）

商品名：えんきん a

エビデンス総体

アウトカム

研究デザイン/

文献数（研究

数）

バイアス

リスク
*1 非直接性

*1
不精確

*2
非一貫性

*1

その他

（出版バイア

スなど
*1

）

上昇要因

（観察

研究
*1

）

効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群 vs 対照

群

平均差

p値 コメント

採用

文献

No.

各群の前後の値
*3*4*5

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

*1：各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低／なし（0）”の3 段階

*2：不精確の項目は“不精確（−2）”，“やや不精確（−1）”，“精確（0）”の3 段階

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

*6：著者への確認により得られた値。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：

standard deviation、

SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

血清ルテイン濃度（μmol/L）（3ヵ月） 3.2±（1.21） 5.7±（1.63） [2.5] p＜0.05 3.7±（1.05） 6.4±（2.98） [2.7] p＜0.05 [0.2] NR 両群とも摂取前後で有意に増加。群間差なし。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（摂取終了後3ヵ月） 3.2±（1.21） 4.0±（1.30） [0.8] p＜0.05
※ 3.7±（1.05） 4.2±（1.02） [0.5] NS

※ [-0.3] NR
両群摂取3ヵ月後と比較して減少（対照群は有意に減少）、摂取前

後で両群有意に増加。※ vs摂取3カ月後

血清ルテイン濃度（μmol/L）（2ヵ月） 0.30±（0.05） NR 0.07 NS 0.28±（0.04） NR 0.35 p＜0.01 [0.28] NR 介入群は前後比較で有意に増加。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（4ヵ月） 0.30±（0.05） NR 0.08 NS 0.28±（0.04） NR 0.34 p＜0.01 [0.26] NR 介入群は前後比較で有意に増加。

血清ルテイン濃度平均増加量（ μg/mL）（6週～24週） 0.167±0.048 NR 0.007±0.063 NR 0.128±0.057 NR 0.425±0.0092 NR [0.418] p＜0.00001 介入群は対照群より群間有意に増加。 採4

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（1ヵ月） 0.13±0.04 0.14 [0.01] NR 0.16±0.07 1.00 [0.84] NR [0.83] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（2ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 1.01 [0.85] NR [0.85] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（3ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 1.02 [0.86] NR [0.86] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（4ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 1.00 [0.84] NR [0.84] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（5ヵ月） 0.13±0.04 0.13 [0] NR 0.16±0.07 0.94 [0.78] NR [0.78] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（6ヵ月） 0.13±0.04 0.15 [0.02] NR 0.16±0.07 0.92 [0.76] NR [0.74] NR 摂取前後で介入群は増加、対照群は変化なし（検定なし）。

血漿ルテイン濃度（μmol/L）（12ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 介入群は摂取6ヵ月と比較して増加。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（3ヵ月） 0.21±0.05 0.23±0.07 [0.02] p＞0.05 0.26±0.12 0.91±0.99 [0.65] p＞0.05 [0.63] NR 有意な変化なし。

血清ルテイン濃度（μmol/L）（6ヵ月） 0.21±0.05 0.22±0.06 [0.01] p＞0.05 0.26±0.12 0.54±0.48 [0.28] p＞0.05 [0.27] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°（3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.030 [0.02] NS [0.007] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°（摂取終了後3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.028 [0.018] NS [0.005] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°（3ヵ月） 0.020 0.016 [-0.004] NS 0.020 0.017 [-0.003] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.020 0.020 [0] NS 0.020 0.020 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°（3ヵ月） 0.052 0.026 [-0.026] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.022] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°（摂取終了後3ヵ月） 0.052 0.040 [-0.012] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.008] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°（3ヵ月） 0.100 0.078 [-0.022] NS 0.071 0.080 [0.009] NS [0.031] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°（摂取終了後3ヵ月） 0.100 0.083 [-0.017] NS 0.071 0.063 [-0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°（3ヵ月） 0.180 0.098 [-0.082] NS 0.120 0.140 [0.020] NS [0.102] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.180 0.159 [-0.021] NS 0.120 0.100 [-0.020] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°（3ヵ月） 0.290 0.200 [-0.09] NS 0.230 0.230 [0] NS [0.09] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°（摂取終了後3ヵ月） 0.290 0.290 [0] NS 0.230 0.230 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 52±22 62±29 [10] p=0.41 44±26 53±20 [9] p=0.05 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 95±36 94±46 [-1] p=0.84 85±37 85±29 [0] p=0.96 [1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 103±54 116±64 [13] p=0.83 99±27 100±28 [1] p=0.71 [-12] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 57±43 62±42 [5] p=0.64 30±10 39±17 [9] p=0.18 [4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（6ヵ月） 20±17 17±14 [-3] p=0.53 8±5 12±9 [4] p=0.17 [7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 65±27 75±24 [10] p=0.20 57±30 63±23 [6] p=0.62 [-4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 68±39 96±44 [28] p=0.10 78±45 74±35 [-4] p=0.79 [-32] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 53±46 63±43 [10] p=0.58 41±13 53±21 [12] p=0.06 [2] p<0.05 介入群は対照群より群間有意に改善。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 13±14 21±25 [8] p=0.40 7±4 9±6 [2] p=0.20 [-6] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（6ヶ月） 4±5 5±3 [1] p=0.59 2±0 2±0 [0] NS [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

副次アウトカム/

血清（血漿）ルテイン濃度
RCTP/2

RCTP/2
副次アウトカム/

コントラスト感度

採2

採3

採6

採2

採6



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

エビデンス総体の質評価シート （黄斑部の色素を増やす）

商品名：えんきん a

エビデンス総体

アウトカム

研究デザイン/

文献数（研究

数）

バイアス

リスク
*1 非直接性

*1
不精確

*2
非一貫性

*1

その他

（出版バイア

スなど
*1

）

上昇要因

（観察

研究
*1

）

効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群 vs 対照

群

平均差

p値 コメント

採用

文献

No.

各群の前後の値
*3*4*5

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

*1：各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低／なし（0）”の3 段階

*2：不精確の項目は“不精確（−2）”，“やや不精確（−1）”，“精確（0）”の3 段階

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

*6：著者への確認により得られた値。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：

standard deviation、

SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

グレア閾値 6.3°（3ヵ月） 0.039 0.035 [-0.004] NS 0.020 0.030 [0.010] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 6.3°（摂取終了後3ヵ月） 0.039 0.039 [0] NS 0.020 0.034 [0.014] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°（3ヵ月） 0.038 0.037 [-0.001] NS 0.024 0.032 [0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.038 0.068 [0.030] p=0.04 0.024 0.039 [0.015] NS [0.018] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°（3ヵ月） 0.072 0.061 [-0.011] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.037] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°（摂取終了後3ヵ月） 0.072 0.082 [-0.01] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.036] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°（3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°（摂取終了後3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°（3ヵ月） 0.250 0.230 [-0.02] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.100] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°（摂取終了後3ヵ月） 0.250 0.250 [0] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.080] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°（3ヵ月） 0.400 0.320 [-0.08] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.220] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°（摂取終了後3ヵ月） 0.400 0.400 [0] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.140] NR 有意な変化なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 60±25 74±29 [14] p=0.13 56±27 67±20 [11] p=0.06 [-3] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 96±30 97±44 [1] p=0.96 84±26 95±31 [11] p=0.18 [10] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 105±51 112±58 [7] p=0.64 114±43 96±37 [-18] p=0.18 [-11] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 29±21 62±48 [33] p=0.06 34±13 32±14 [-2] p=0.79 [-35] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ（6ヵ月） 33±15 46±22 [13] p=0.41 17±11 23±12 [6] p=0.35 [-7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ（6ヵ月） 32±24 38±23 [6] p=0.76 23±8 45±35 [22] p=0.08 [16] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ（6ヵ月） 54±39 59±46 [5] p=0.82 36±10 61±43 [25] p=0.07 [20] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ（6ヵ月） 53±46 64±43 [11] p=0.66 64±41 90±53 [26] p=0.15 [15] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ（6ヵ月） 7±5 10±7 [3] p=0.24 5±2 10±17 [5] p=0.30 [2] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（3ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ（6ヵ月） 4±5 5±3 [1] p=0.14 2±0 2±0 [0] p=0.34 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

最良矯正視力（logMAR VA）（3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 全群有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR VA）（摂取終了後3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 全群有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR）（3ヵ月） -0.16±0.12 NR NR p＞0.05 -0.14±0.1 NR NR p＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR）（6ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

photostress recovery time（sec）（3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NR 有意な変化なし。

photostress recovery time（sec）（6ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NR 有意な変化なし。

【閲覧に当た っての注意】

本シートは閲覧のみを 目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

RCTP/1

副次アウトカム

/photostress recovery

time

RCTP/2

RCTP/2

副次アウトカム/

グレア感度

副次アウトカム/

最高矯正視力

採6

採2

採6

採2

採6



別紙様式（Ⅴ）-14　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

P

I（E）

C

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの
法令違反となる可能性があるので注意すること。

プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行
わない群との比較

サマリーシート（定性的研究レビュー） （黄斑部の色素を増やす）

リサーチ
クエスチョン

健常者において、ルテインの継続摂取は、対照と比較して、黄斑部の色
素を増やす機能があるか

健常者

ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

非一貫性その他の
まとめ

O１
主要アウトカム：黄斑色素光学密度（MPOD）
副次アウトカム：血清（血漿）ルテイン濃度、MPODに関連する眼科学的
検査（コントラスト感度、グレア感度、視力、photostress recovery time）
等

バイアスリスクのま
とめ

非直接性の
まとめ

採用文献6編の研究デザインはRCTPで、選択バイアスでは、3編がラン
ダム化の手法についての具体的な記載がなかった。割付の隠蔵につい
ての記載がなかったのは5編であった。盲検性バイアスでは、5編で介
入者の盲検化についての記載がなく、このうち1編は単盲検であった。
症例減少バイアスでは、2編でコンプライアンスの記載がなく、4編でド
ロップアウトに関する記載がない、または10％を超えていた。これらの
評価から対象論文6編のエビデンス総体としてのバイアスリスクは中（-
1）と評価した。

採用文献6編は、対象者の年齢は21～80歳の健常男女を対象とした研
究であり、ルテインの介入をしていた。6編とも対照を設定してMPODを
評価した文献であった。これらのことから非直接性はなし（0）と評価し
た。

非一貫性については、本SRの主要アウトカムについて、採用文献6編
中4編で肯定的な結果であったため、非一貫性は中（-1）と評価した。
 その他のバイアス・リスクとして、採用文献は6編とも臨床試験登録が
実施されていないという実情から、当該研究の分野において、出版バイ
アスが存在する可能性が考えられた。

コメント



別紙様式（Ⅴ）-16　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの
法令違反となる可能性があるので注意すること。

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート
（黄斑部の色素を増やす）

　本SRのアウトカムが示しているのは、健常者が機能性関与成分のルテインを1日当たり
10～20mg摂取することで黄斑部の色素を増やす効果がみられたということである。
　MPODとは、黄斑色素がエネルギーの高い短波長の光を吸収する能力を表すもので、こ
の値が高いほど、多くの黄斑色素が存在することになる。従って、MPODの増加は、黄斑
部の色素を増やす効果がみられたということである。
　加えて、作用機序（別紙様式（Ⅶ）-1　作用機序に関する説明資料　参照）より、黄斑部
の色素は、黄斑部に到達する光（可視光の短波長光（400–500nm））の吸収・遮断と、抗酸
化作用による活性酸素を消去する働きから、ルテインは黄斑部の色素を増やす機能によ
り、光の刺激から目を保護する働きがあると考えられる。さらに、黄斑部の色素について、
眼科検査ガイド（参6）において、「黄斑色素の成分はカロテノイド色素のルテイン，ゼアキ
サンチン，メゾゼアキサンチンで，青色可視光による酸化ストレスから網膜視細胞を守
る．」と記載されている。この黄斑部の色素についての一般的な内容を、消費者にわかり
やすく伝えるため｢光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素」と表現した。また、
MPODは年齢と共に減少することが知られている（参9,10）。
　これらのことから、表示しようとする機能「本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジ
ン-3-グルコシド・DHAが含まれます。本品は手元のピント調節機能を助けると共に、目の
使用による一時的な肩・首筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激から目を
保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩
和によりはっきりと見る力を助ける）ことが報告されています。」の下線部の科学的根拠を、
本SRは支持している。
　本SRにおける採用文献の参加者は、21～80歳で、健常成人を対象としていた。。また、
採用文献のうち、Tanito Mらの研究（採1）、Yoshizako Hらの研究（採2）の2編は、日本人成
人男女を対象とした研究であり、2編とも本SRの主要アウトカムであるMPODの増加に対し
て、肯定的な報告をしていた。このことより、日本人成人に対しても機能を発揮すると考え
る。
　本SRにおける採用文献の介入食品と当該製品の同等性については、以下のように考察
した。当該製品は、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）から抽出、ケン化、精製された
ルテインを使用しており、原料特性上、僅かにゼアキサンチンを含んでいる。そこで本SR
では、ゼアキサンチンが僅かに含まれている介入研究であっても、ルテイン原料由来のも
ので、当該製品との同等性が担保される研究は採用した。また、ルテインエステルは、ル
テインとは構造が異なるため、本SRの適格基準の介入条件には該当しないと判断した。こ
れらのことから、定性的同等性は、担保されていると考えられる。さらに、MPODの増加が
認められたルテインの介入量は、1日当たり10～20mgであり、当該製品の1日目安量
（10mg/日）を含む。このことから、定量的同等性は担保されていると考えられる。
　当該製品の剤形はソフトカプセルで、本SRの採用文献6編は、いずれもソフトカプセルな
どのカプセル剤形で摂取していた。そのため、摂取形態における同等性も担保されている
と考える。
　これらのことから、総合的に判断すると、最終製品「えんきん a」の摂取対象者、摂取した
機能性関与成分量、摂取方法への外挿性があると考える。
　総括すると、ルテイン10mg/日を継続摂取することは安全であり、ルテインには、年齢と
共に減少し、光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増やす可能性が示唆さ
れた。ただし、本SRでは未発表研究の存在を否定できなかったことなどから、今後の研究
に注視することが必要と考える。ルテインに関するSRの実施企業の社会的責任・倫理とし
て、今後も、定期的にSRを行い、正しい情報を国民やアカデミアに伝える努力を継続して
いく予定である。
　以上より、本SRや作用機序、Totality of Evidenceの観点から、ルテインには、年齢と共
に減少し、光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増やす機能があると考えら
れた。



別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。

機能性の科学的根拠に関する点検表

１．製品概要

商品名 えんきん a

機能性関与成分名 ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシ

ド・DHA

表示しようとする

機能性

本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-

グルコシド・DHA が含まれます。本品は手元のピント調

節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首

筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激か

ら目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、

コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっ

きりと見る力を助ける）ことが報告されています。

２．科学的根拠

【臨床試験及び研究レビュー共通事項】

☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当

該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に

広くコンセンサスが得られたものである。

☐（最終製品を用いた臨床試験又は研究レビューにおいて、実際に販売しよう

とする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同一性が失われ

ていないことについて、届出資料において考察されている。

☐最終製品を用いた臨床試験

（研究計画の事前登録）

☐UMIN 臨床試験登録システムに事前登録している注１。

☐（海外で実施する臨床試験の場合であって UMIN 臨床試験登録システムに事

前登録していないとき）WHO の臨床試験登録国際プラットフォームにリン

クされているデータベースへの登録をしている。

（臨床試験の実施方法）

☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第

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」

に示された試験方法に準拠している。

☐科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。

→☐別紙様式（Ⅴ）-２を添付

（臨床試験の結果）

☐国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した論文を添付している注１。

☐査読付き論文として公表されている論文を添付している。

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本語



別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。

に適切に翻訳した資料を添付している。

☐研究計画について事前に倫理審査委員会の承認を受けたこと、並びに当該

倫理審査委員会の名称について論文中に記載されている。

☐（論文中に倫理審査委員会について記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）

-３で補足説明している。

☐掲載雑誌は、著者等との間に利益相反による問題が否定できる。

☐最終製品に関する研究レビュー

機能性関与成分に関する研究レビュー

（サプリメント形状の加工食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験で肯定

的な結果が得られている。

☐（その他加工食品及び生鮮食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験又は観

察研究で肯定的な結果が得られている。

海外の文献データベースを用いた英語論文の検索のみではなく、国内の文

献データベースを用いた日本語論文の検索も行っている。

（機能性関与成分に関する研究レビューの場合）当該研究レビューに係る

成分と最終製品に含有されている機能性関与成分の同等性について考察さ

れている。

☐（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書

に報告している。

□（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、別紙様式（Ⅰ）に報

告している。

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ている。

☐当該論文を添付している。

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本

語に適切に翻訳した資料を添付している。

☐PRISMA 声明（2009 年）に準拠した形式で記載されている。

☐（PRISMA 声明（2009 年）に照らして十分に記載できていない事項があ

る場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で

当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な

様式を用いて、全ての検索式を記載している。

☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ

の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９

その他の適切な様式を用いて記載している。



別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。

☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ

ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。

☐各論文の質評価が記載されている注２。

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

が記載されている注２。

表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ていない。

研究レビューの方法や結果等について、

別紙様式（Ⅴ）-４を添付している。

データベース検索結果が記載されている注３。

文献検索フローチャートが記載されている注３。

文献検索リストが記載されている注３。

任意の取組として、未報告研究リストが記載されている注３。

参考文献リストが記載されている注３。

各論文の質評価が記載されている注３。

エビデンス総体の質評価が記載されている注３。

全体サマリーが記載されている注３。

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が

記載されている注３。

注１ 食品表示基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研

究については、必須としない。

注２ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（添付の研究レビュー論文におい

て、これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することが

できる。）

注３ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（別紙様式（Ⅴ）-４において、こ

れらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができる。）
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表示しようとする機能性に関する説明資料（研究レビュー）

標題：「最終製品 えんきん a に含有する機能性関与成分『ルテイン』によるコ

ントラスト感度の改善作用に関する定性的システマティック・レビュー」

商品名：えんきん a

機能性関与成分名：ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・

DHA

表示しようとする機能性：

「本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHA が含

まれます。本品は手元のピント調節機能を助けると共に、目の使用による一時

的な肩・首筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激から目を保護

するとされる黄斑部の色素を増やすことや、コントラスト感度が改善する（ぼ

やけの緩和によりはっきりと見る力を助ける）ことが報告されています。」

作成日：2018 年 6月 14 日

届出者名：株式会社ファンケル

抄 録

目的：健常者に対するルテイン 10mg/日の摂取による、コントラスト感度が改善

する作用について、システマティック・レビュー（SR）を実施し、検証すること

を目的とした。

方法：採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験（RCTP）、

ランダム化クロスオーバー試験（RCTCO）、準ランダム化比較試験（準 RCT）とし

た。文献検索に使用したデータベースは、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed、The 

Cochrane Library、EMBASE、UMIN-CTR、ICTRP、PROSPERO を用いた。適格基準と

して、対象は健常者とし、ルテインの摂取と、プラセボやルテインを含まない食

品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群との比較から、コン

トラスト感度を評価していることとした。採用された論文について、バイアス・

リスク、非直接性、不精確、非一貫性及びアウトカムを評価し、総合的に機能性

の根拠となるかを検証した。

結果：適格基準に合致したのは、21～68歳の健常男女を対象とした 3編の RCTP

であった。コントラスト感度について、3編中 2編で改善効果を示し、ルテイン

6～20mg/日を摂取することで、健常者において、コントラスト感度が改善する可

能性が示唆された。3編のバイアス・リスクは低、やや不精確で、非直接性はな

し、主要アウトカムでの非一貫性は中の評価となった。Ma L らの研究（採 1）で

は、ルテイン 6mg 介入群、12mg 介入群とも、すべての視標サイズでプラセボ群と

比較しコントラスト感度が高い値を示した。ルテイン 6mg 介入群において、視標

サイズ 2.5°におけるプラセボ群との平均値差（log）は、0.15（p＝0.003）でプ

ラセボ群と比べ有意な改善を示した。この研究は、日本人と同じ黄色人種を参加

者とし、先行研究からも、日本人健常者への外挿性があると考えられた。また、
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採用文献において、有害事象などによるドロップアウトや関連する報告の記載も

ないことが確認でき、加えて当該製品の喫食実績の調査などの安全性評価の結果

から、安全性に問題がないと考えられた。

結論：「えんきん a」に含まれる、ルテイン 10mg/日を摂取することは安全であ

り、健常者においてコントラスト感度が改善する可能性が示唆された。ただし、

本 SRは比較的参加者の少ない 3編に限定されたことなどから、有効性に関する

情報が十分でなかったと捉え、今後の研究に注視することが必要であると考えて

いる。

はじめに （項目#3: 論拠 、項目#4: 目的）

ルテイン（Lutein、CAS 番号:127-40-2）は、視機能に重要な役割を担うこと

が知られている。ルテインは、カロテノイドのうちのキサントフィルの一種（参

1）で、目の水晶体や網膜の中心部にある黄斑に多く存在する成分である。また、

体内では合成されないため、黄斑色素は食事やサプリメントからの摂取に依存し

ている（参 2）。植物などの自然界では、ケール、ホウレンソウなどの暗緑色の葉

野菜に多く含まれ（参 3）、主にルテインエステルとして存在している（参 4）。

しかし、ヒトの体内では、図 1に示すようなフリー体のルテイン（以下、ルテイ

ンと記載）で存在しているため、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）か

ら抽出、ケン化、精製されたルテインが、機能性成分としてサプリメントなどに

使用されている。また、このような産業的に抽出精製されたルテイン原料の多く

は、僅かにゼアキサンチンを含むものがある。

図 1.ルテインの構造 （3R,3′R,6′R）‐β,ε‐Carotene‐3,3′‐diol、C40H56O2

食事から摂取したルテインは、カイロミクロンに取り込まれ血中に入り、肝臓

に取り込まれた後各臓器に送られる。血液中に複合体ミセルとして存在している

ルテインは、ヒト網膜のキサントフィル結合タンパク質 GSTP1 および StARD3 を

介して、選択的に黄斑部へ送られ蓄積される（参 5）。ルテインはこのように特異

的なメカニズムによって目の黄斑部に蓄積され、黄斑色素を形成している。

ヒトは外界で散乱している光を角膜や水晶体で屈折させ、網膜に集めることで

視覚を得る。黄斑は、目に入る光が像を結ぶ場所であり、紫外線やブルーライト

という高エネルギーの刺激によりダメージを受ける。ルテインは、460nm 付近に

吸収波長をもつため、黄斑部に到達する光（可視光の短波長光（400–500nm））の

刺激を吸収・遮断することができる（参 6）。また、ルテインは一重項酸素やラジ

カルの反応性を消失させる抗酸化作用を有し、光の刺激によって発生する活性酸

素を消去することが報告されている（参 2）。これらのことから、黄斑部を光刺激

から保護する働きがあると考えられる。
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ヒト試験においてルテインを摂取すると血中のルテイン濃度が用量依存的に

増える、網膜の「黄斑色素光学密度（MPOD）」を増加させるという報告（参 7,8）

や、ルテインを摂取すると血清ルテイン濃度の増加とともにコントラスト感度の

改善が見られた報告がある（参 9）。また、MPOD とコントラスト感度には弱いが

有意な正の相関があることが知られている（ｒ=0.22、p＜0.01）（参 10）。コント

ラスト感度とは、日常生活における形態覚を定量的に表そうとしたものであり、

はっきりとした輪郭や濃淡のない模様を識別できる能力ともいわれている（参

11）。コントラスト感度は黄斑部の機能の一つであり、コントラスト感度が低下

すると、モノの輪郭や色の濃淡が分かりにくくなり、ぼやけやかすみを感じるこ

とがある（参 12）。コントラスト感度を低下させる原因としては、色収差と呼ば

れる色ずれや光の散乱が一因と考えられる（参 13）。黄斑色素を形成するルテイ

ンは、短波長を吸収する働きにより、この色ずれや光の散乱を抑えることによっ

て、コントラスト感度を改善して目の調子を整えると考えられる（参 10）。

先行研究において、2015 年に Liu R らが報告したメタアナリシスでは、加齢黄

斑変性症（AMD）の患者を対象とした 8つのランダム化比較試験（RCT）（計 1176

名）を統合した結果、ルテインのみを 1日当たり 10～20mg 含有するサプリメン

ト、またはゼアキサンチンとの混合サプリメントを摂取することにより、コント

ラスト感度が有意に改善したと結論している（各視標サイズにおける重みづけ平

均差（WMD）[95% CI]レンジ：0.08[0.05,0.11]～0.18[0.15,0.21]；すべてにお

いて p＜0.05）（参 14）。

健常者を対象にした研究では、2016 年に Ma L らが報告したメタアナリシスが

報告されている。AMD 患者 938 名、健常者 826 名を対象とした 20の RCT 研究を統

合した結果、ルテインなどのキサントフィル類のサプリメントを摂取することに

より、MPOD が有意に増加したと結論している（＜AMD 患者＞WMD[95% 

CI]:0.07[0.03,0.11]; p＜0.001、＜健常者＞WMD[95% CI]:0.09[0.05,0.14]; p

＜0.001）。1日あたりの摂取量 10mg 以下のサブグループ解析の結果でも WMD[95% 

CI]:0.05[0.03,0.07]となり、効果は維持された（p=0.02）（参 15）。

このように、ルテインの摂取によるコントラスト感度改善効果、MPOD 増加効果

について、様々な SRが報告されているが、健常成人に限定してのルテイン摂取

によるコントラスト感度改善効果についてレビューした報告は見当たらなかっ

た。

そこで、本 SRは、健常者を対象とした最終製品「えんきん a」に含有する機

能性関与成分「ルテイン」の摂取が、対照と比較して、コントラスト感度に影響

を与えるかを検証することを目的とした。

方法

（1）最終製品の特性及び成分

当該製品は、機能性関与成分として 1日当たり 10mg のルテイン、4mg のアス

タキサンチン、2.3mg のシアニジン-3-グルコシド、50mg の DHA を含むソフト

カプセルである。本 SRに関する当該製品の機能性関与成分は以下のとおりと

した。
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機能性関与成分 1日 2粒当たり

ルテイン 10mg

（2）プロトコールと登録（項目#5）

本 SR のプロトコール（本文「方法」）は、2017 年 9 月 11 日に仮決定後、微

調整をして、2017 年 9 月 14 日に最終決定し、そのとおりに本 SR を実施した。

本 SRプロトコールの事前登録は実施しなかった。本 SRプロトコールの作成に

あたり、2016 年 7 月 7日に公開された「『機能性表示食品』制度における機能

性に関する科学的根拠の検証-届け出られた研究レビューの質に関する検証事

業報告書」（参 16）を参考にした。

（3）適格基準（項目#6）

1）適格基準及び PICOS

リサーチクエスチョンを「健常者において、ルテインの継続摂取は、対照と

比較して、コントラスト感度が改善する働きがあるか」とし、適格基準となる

PICOS の設定は以下のとおりとした。

P－Participant：参加者

対象は、健常者（18歳未満、妊産婦、授乳婦を除いた、疾病に罹患していな

い者）とした。

I－Intervention：介入（食品）特性

介入条件は、ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制

限とした。

C－Comparison：比較対照群

プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も

介入を行わない群との比較とした。

O－Outcome：評価項目

主要アウトカム：コントラスト感度

副次アウトカム：血清ルテイン濃度、

コントラスト感度に関連する眼科学的検査：黄斑色素光学

密度（MPOD）、グレア感度、視力、photostress recovery time

等

S－Study design：研究デザイン

採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験（RCTP）、ラ

ンダム化クロスオーバー試験（RCTCO）、準ランダム化比較試験（準 RCT）とし

た。また、発表の言語は日本語及び英語で記載された論文とした。発表形態は、

原則として原著論文とし、短報や報告という種類の論文も内容の特定が可能な

場合は採用することとした。学会発表抄録（会議録）は、記述内容が十分では

ないと考えられるため除外した。掲載雑誌の査読の有無は問わなかった。出版
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バイアスの回避のために、臨床試験登録データベースに掲載された結果を含む

研究も対象とした。グレー文献については、博士論文や政府機関（官庁）、シ

ンクタンクなどの報告書で詳細な内容を特定できるものは採用することとし

た。

（4）情報源（項目#7）

1）文献検索データベース

研究論文のデータベースとして、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed（MEDLINE）、

The Cochrane Library、EMBASE を用いて、網羅的に収集した。

2）臨床試験登録及び SRのデータベース

UMIN-CTR（University hospital Medical Information Network-Clinical 

Trials Registry ）、ICTRP（International Clinical Trials Registry Platform）、

PROSPERO（International Prospective Register of Systematic Reviews）を

用いて網羅的に収集した。

各データベースともに、開設あるいは収載されている最初の時点から各検索

日までに公表された研究を検索対象とした。

3）ハンドサーチとその他の検索

ハンドサーチとして、2次情報である国立研究開発法人 医薬基盤・健康・

栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報 HP「ルテイン」、「キンセンカ、

トウキンセンカ、マリーゴールド」及び、Natural Medicines HP「Lutein」

の 2017 年 9月 15 日時点に記載されている事項すべてを社内担当者 Bが調査し

た。

（5）検索（項目#8）

使用したそれぞれのデータベースの検索対象期間・検索式は、別紙様式（Ⅴ）

-5 データベース検索結果に示した。

期間は、各データベースともに、開設あるいは搭載されている最初の時点か

ら 2017 年 9月（検索時点）までに公表された研究を対象とした。

すべての検索作業は、データベース検索技術者認定 2級の資格を有し、化学・

食品化学・臨床栄養学のデータベースを中心とした検索業務を 20年以上実施

してきた社内担当者 Eが実施した。

使用したデータベースと検索対象期間は以下のとおりであった。

【データベースにおける検索対象期間】

医中誌 Web：1977 年～2017 年 9 月 14 日

JDream Ⅲ：1975 年（医学情報は 1981 年）～2017 年 9 月 14日

PubMed   ：1946 年～2017 年 9月 14 日

The Cochrane Library：収録年不明～2017 年 9月 14 日

EMBASE   ：1947 年～2017 年 9月 15 日

UMIN-CTR ：検索日 2017 年 9 月 15 日

ICTRP  ：検索日 2017 年 9 月 15 日
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PROSPERO ：検索日 2017 年 9 月 15 日

1）医中誌 Web

#1 (Lutein/TH or Lutein/AL or ルテイン/AL)

#2 (#2) and (PT=会議録除く CK=ヒト)

#3 眼疾患/TH or 眼/TH or 黄斑/TH  

#4 #2 and #3

2）JDream Ⅲ

L1 ("J5.394E"/SN or ルテイン/CTS or ルテイン/AL or Lutein/AL)

L2 L1 and (人間/CTS or ヒト/CTS)

L3 L2 not (C/DT or d2/DT)

L4

L3 AND ((試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティア)+(比

較試験/CTS or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL or 無

作為/AL or 二重盲検/AL)+ＧＸ0603?/CC）

L5 (眼疾患/CTS or 視覚器/CTS or 視覚/CTS or 視知覚/CTS or 黄斑/AL)

L6 L4 and L5

3）PubMed

#1 Lutein[MeSH Major Topic]

#2

Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR 

(clinical[Title/Abstract] and trial[Title/Abstract]) OR Dietary 

Supplements[MeSH Major Topic] OR Randomized Controlled 

Trial[ptyp] OR (randomized[Title/Abstract] AND 

controled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]) OR 

randomize*[Title/Abstract] OR (placebo[Title/Abstract] and 

control*[Title/Abstract]) OR Multicenter Study[ptyp] OR 

Multicenter Study[Title/Abstract]

#3 #1 AND #2

#4 #3 NOT (letter[PT] OR comment[PT])

#5 #4 AND Humans[Mesh]

#6
Eye[Mesh] or Eye Diseases[Mesh] or Visual Perception[Mesh] or 

Ocular Physiological Phenomena[Mesh]

#7 #5 AND #6

4）The Cochrane Library

#1 lutein:ti,ab,kw in Trials (Word variations have been searched)

#2 MeSH descriptor: [Lutein] explode all trees

#3 #1 OR #2

#4
[mh eye] or [mh "eye diseases"] or [mh "Visual Perception"] or 

[mh "Ocular Physiological Phenomena"] in Trials
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#5 #3 and #4

5）EMBASE

#1 127-40-2  OR  LUTEIN

#2
EYE/CT OR EYE DISEASES/CT OR VISUAL SYSTEM FUNCTION/CT OR

VISION/CT OR PRESBYOPIA/CT OR OPTICS/CT

#3 #1 AND #2

#4 #3 AND HUMAN+NT,PFT/CT

#5
#4 AND (CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED CONTROLLED 

TRIAL/CT OR CLINICAL TRIAL/CT)

6）UMIN-CTR

#1 Search ルテイン/ALL trial

#2 Search マリーゴールド/ALL trial

#3 Search キンセンカ/ALL trial

#4 Search lutein/ALL trial

#5 Search Marigold/ALL trial Search 

#6 Search Calendula/ALL trial

#7 Search Tagetes/ALL trial

#8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

7）ICTRP

#1 Search lutein

8）PROSPERO

#1 Search lutein

（6）研究の選択（項目#9）

1）スクリーニング方法（項目#9a）

論文選択において、1次スクリーニング（抄録確認レベル）と 2次スクリー

ニング（本文確認レベル）は、社内担当者 A、B、Cが独立して実施した。その

後、3人で照合して、一致していない論文については協議の上で決定した。そ

れでも、不一致である場合には、社内担当者 Dに判断を委ねた。

  除外理由を別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストに記載した。必要に応じて著

者確認を行い、確認ができなかった研究は、内容が不明瞭として除外すること

とした。

2）適格性（項目#9b）

該当する論文の選択は、適格基準（#6）に基づき、スクリーニングを実施し
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た。

3）採択基準（項目#9c）

異質性の回避のため、PICOS がほぼ同一であることと、バイアス・リスクが

中程度よりも低い論文を採用することとした。

  

（7）データ収集のプロセス（項目#10）

  別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに採用した文献をまとめた。また、別紙

様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートに、抽出したデータをアウトカムごと

にまとめた。この作業は、社内担当者 A及び Bの 2名が独立して行い、不一致

がある場合には協議して決定した。さらに疑義がある場合は、社内担当者 Dに

判断を委ねた。

不明な記載があった場合は、著者へ問合せを行い、確認した結果を、別紙様

式（Ⅴ）-7 採用文献リスト、別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートに

反映した。

（8）データ項目（項目#11）

別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストを用いて記述した。

（9）個別研究（全体）のバイアス・リスク（項目#12）

1）バイアス・リスクの評価方法（項目#12a）

バイアス・リスクの評価は、コクラン共同計画のレビュー・マニュアルのも

のを van Tulder M らアレンジした 11項目からなるチェックリスト（参 17）を、

外部協力者 Fである東京農業大学の上岡洋晴教授が和訳・一部改変した評価シ

ートを用いた。具体的には、「ランダム化」「割付の隠蔵（concealment）」「ベ

ースラインにおけるアウトカムの同等性」「参加者の盲検化」「介入者の盲検化」

「アウトカム評価者の盲検化」「追加介入の共通性」「コンプライアンス」「ド

ロップアウト」「ITT（intention-to-treat）または FAS（full analysis set）」

「評価タイミングの一致度」で、さらにガイドラインと同様に、「その他のバ

イアス」を加えた 12項目によって厳格に評価を行った。明確に実施されてい

たり、問題を回避していた場合には、「0（バイアスなし）」、記述がなかったり、

不明確、不履行の場合には、「-1（バイアスあり）」とした。

なお、バイアス・リスクの評価を正確に実施できるように、2015 年 3 月 3

日及び、2016 年 2 月 12日に研究方法論（システマティック・レビュー）の専

門家である外部協力者 Fを招聘し、本 SRに関係する担当者に、トレーニング

研修（90分間）を 2回実施した。

全体のバイアス・リスクの総括は、各項目の「-1 （バイアス・リスクあり）」

の合計数で次のように判断した。採用の対象となる 1次研究については、医

薬品ではなく食品による臨床研究の分野である。食品分野では、これまで必

ずしも厳密な臨床研究方法論が定着していなかった。さらには、2010 年以前

では、特に CONSORT 声明に準拠した記載でない報告が多いことから、12項目

を 3分位数で3分割し、バイアス・リスクの総括を0～4項目が該当する場合、

低、5～8項目の場合を中、9項目以上の場合を高、と評価した。なお、バイ

アス・リスクが高となった研究は、エビデンスの総括に深刻な影響を及ぼす
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可能性があるため当該論文を分析から除外した。エビデンス総体におけるバ

イアス・リスクの評価は、各研究のバイアス・リスクの総括が、最も高い研

究の評価に合わせ、高（-2）、中（-1）、低（0）の 3段階で評価した。

別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートに整理し、次にアウトカムご

とに、別紙様式（Ⅴ）-13a エビデンス総体の質評価シートに整理した。

いずれも、社内担当者 A及び Bの 2名が独立して行い、不一致がある場合

には協議し決定した。さらに疑義がある場合には、社内担当者 Dに判断を委

ねた。また、一致率とκ係数を算出した。κ係数の値による一致度の判断基

準は、以下のように設定した（参 18）。

0.00～0.40：低い一致（poor agreement）

0.41～0.60：中等度の一致（moderate）

0.61～0.80：高い一致（good to fair）

0.81 以上 ：かなり高い一致（excellent）

2）非直接性の評価（項目#12b:非直接性）

採用文献が本 SRの PICO と合致していないかどうか（非直接性）は、社内

担当者 A及び Bが評価した。採用文献の内容と本 SRの PICO との関係が直接

的でない場合には（-1）、直接的である場合には（0）とラベリングした。評

価対象論文全体の非直接性（非直接性のまとめ）については、各項目の「直

接的でない（-1）」の合計数で次のように評価した。0項目の場合、非直接性

なし、4～1項目の場合、非直接性ありとした。これらをアウトカムごとにそ

れぞれ別紙にまとめた。この作業は、社内担当者 A及び Bの 2名が独立して

行い、不一致がある場合には協議し決定した。さらに疑義がある場合には、

社内担当者 Dに判断を委ねた。

3）不精確の評価（項目#12c）

「『機能性表示食品』制度における機能性に関する科学的根拠の検証-届け出

られた研究レビューの質に関する検証事業報告書」（参 16）を参考に、評価方

法はメタアナリシスの有無にかかわらず、例数をもとに、次のように定義した。

  全部で 100 例以上：精確（0）

  全部で 40例以上 100 例未満：やや不精確（-1）

  全部で 40例未満：不精確（-2）

4）非一貫性の評価（項目#12d）

メタアナリシスを実施した場合は、効果推定値に基づき、異質性の検定や I2

値で求めることとした。判断のために以下の 2基準を用いることとした。

① 異質性の検定（二択の帰無仮説：全研究で差がない）で p値が小さい。

② I2値（研究間の異質性を示す）が高い。I2値の解釈は次のとおりとした。

0〜40％ (might not be important：重要でない異質性)

30〜60％ (may represent moderate heterogeneity：中等度の異質性)

50〜90％ (may represent substantial heterogeneity：大きな異質性)

75〜100％ (considerable heterogeneity：高度の異質性)
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の 4段階とした（参 18）。

メタアナリシスを行えなかった場合は、各論文の群間差において有意な効果

があった（Positive（P））、若しくは、有意な効果がなかった（Negative（N））

の 2 値として各アウトカムを取り扱い、次のような明確な基準を設定して評

価することとした（参 16）。

報告数は 2 編以上として共通して当てはめ、各論文の中での一致度を百分

率で算出した。有効性としての P に着目し、その一致度の検出から逆に不一

致度を 3 段階で解釈するように定義した。一致率は、50%～100%の範囲となり、

例えば、3編中、3編 Pで、N が 0編ならば 3/3 で 100%、10 編中、5編が P、5

編 Nのような場合には 5/10 で、50%となる。7編中、4編が P、3編が Nの場合

には 4/7 で、57%となる。4編中、3編が Pで、1編が Nの場合には 3/4 で 75%

となる。非一貫性の評価は、前述の一致率が、50.0%～59.9%の場合を高（-2）、

60.0%～79.9%の場合を中（-1)、80.0%～100%の場合を低（0）、と設定した。も

し、報告数が 1 編のみの場合には、高（-2）とあらかじめ設定した。

この作業は、社内担当者 A及び Bが独立して実施し、不一致がある場合には

協議して決定した。さらに疑義がある場合には、社内担当者Dに判断を委ねた。

（10）要約尺度（項目#13）

主要アウトカム：コントラスト感度（log)

副次アウトカム：血清ルテイン濃度（μmol/L）、

コントラスト感度に関連する眼科学的検査：黄斑色素光

学密度（MPOD）（raman counts）、グレア感度（log)、   

視力（logMAR）、photostress recovery time（sec）

上記アウトカムはすべて連続変数であるため、各群の前後の平均値±SD（標

準偏差）（または SE（標準誤差））とその平均値差±SD（または SE）・p 値、

介入群と対照群の平均値差±SD（または SE）・p 値を記載し、別紙様式（Ⅴ）

-11a 各論文の質評価シートと別紙様式（Ⅴ）-13a エビデンス総体の質評価

シートにまとめ、本文中の結果にも示した。

（11）結果の統合（項目#14）

定性的な SRの場合は、結果の統合はせず、要約尺度のアウトカムの各群の

前後の値・平均値差、介入群と対照群の平均値差を評価し、別紙様式（Ⅴ）-13a

エビデンス総体の質評価シートに記載した。

採用された研究が 2編以上で異質性（heterogeneity）がない場合にのみ、

社内担当者 A及び BがフリーソフトRevMan5 を用いてメタアナリシスを実施す

ると計画した。フォレストプロットとともに異質性の検定をし、統合における

出版バイアスについて、ファンネルプロットより明らかにすることとした。

  

（12）全研究のバイアス・リスク（項目#15）

1）臨床試験登録の検索（項目#15a）

出版バイアスを回避するために、介入方法（I）を考慮して、UMIN-CTR、ICTRP

（直接的に発見するため）と PROSPERO（間接的に発見するため）のキーワード
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検索を行った。

2）著者への問合せ（項目#15b）

試験食品の内容や、ランダム化や盲検化、研究の結果得られたデータや解析

方法等について、不明な点が認められた場合には、可能な限り著者へ問合せを

行い、得られた結果を別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リスト、（Ⅴ）-11a 各論

文の質評価シートに反映した。

3）その他のバイアス

その他のバイアスについては、主に出版バイアスについて評価し、上述以外

に想定されるバイアス・リスクがあれば、併せて評価した。

（13）追加的解析（項目#16）

メタアナリシスを実施した際は次の追加的解析を行うこととした。感度分析

として、RCTP 以外の試験デザインを含む場合は、RCTP のみのメタアナリシス、

例数が突出して多い研究がある場合はそれを除外したメタアナリシス、機能性

関与成分の用量の多い介入と少ない介入に分割したメタアナリシスを計画し

た。

（14）倫理面への配慮

本 SRは、公表された文献についての 2 次研究であるため、倫理面の配慮は

特に行わなかった。

（15）使用したチェックリスト

  2016 年 7 月 7日に公開された「『機能性表示食品』制度における機能性に関

する科学的根拠の検証-届け出られた研究レビューの質に関する検証事業報告

書」（参 16）の「PRISMA 声明チェックリスト：機能性表示食品のための拡張版」

に基づき、全てを記述した。また、本文中にチェック項目（項目#）を示した。

結果

（1）研究の選択（項目#17）

対象論文の抽出までの流れを別紙様式（Ⅴ）-6 文献検索フローチャートに

示した。文献検索データベースにより検索された文献は 652 編であった。1次

スクリーニングで 610 編が除外され、ハンドサーチによって検索された文献 3

編を加え、45編で 2次スクリーニングを実施した結果、対象研究は 3編となっ

た。採択した研究は、別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストにまとめた。なお、

2次スクリーニングにて除外した研究については、その理由とともに、別紙様

式（Ⅴ）-8 除外文献リストにまとめた。

（2）研究の特性（項目#18）

抽出された対象文献 3編の研究デザインは、すべて RCTP であり、別紙様式

（Ⅴ）-7 採用文献リストに示したように以下の特徴があった。

Ma L らの研究（採 1）は、中国で実施された 22～30 歳（L6群（ルテイン 6mg
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介入群）；平均 24.2 歳、L12 群（ルテイン 12mg 介入群）；平均 24.2 歳、プラセ

ボ群（対照群）；平均 25.7 歳））で、コンピューターディスプレイを長時間使

用している健常男女 37名を参加者とした論文であった。ルテインを 1日当た

り 6mg または、12mg または、プラセボをカプセル形態で 12週間連続摂取し、

コントラスト感度、血清ルテイン濃度、グレア感度、視力（裸眼視力

（UCVA:uncorrected visual acuity)、最良矯正視力（BSCVA:best-spectacle 

corrected visual acuity)）の変化を評価していた。ドロップアウトについて

の記載はなく、摂取前後でデータの人数の変化はなく、すべての対象者での解

析であった。

Yoshizako H らの研究（採 2）は、日本で実施された 22～47 歳（介入群；平

均 33.8 歳、対照群；平均 30.7 歳）の健常男女 20名を参加者とした論文であ

った。1日当たりフリー体のルテイン 10mg（介入群）、またはルテインエステ

ル 20mg（フリー体としてルテイン 10mg）（対照群）を含むカプセルを 3ヵ月間

連続摂取し、摂取 3ヵ月後と摂取終了から 3 ヵ月後（試験開始から 6 ヵ月後）

のコントラスト感度、血清ルテイン濃度、黄斑色素光学密度（MPOD）、グレア

感度、最良矯正視力の変化を評価していた。介入群 10名、対照群 10名を試験

に組み入れ、ドロップアウトやコンプライアンスに関する記載はなかった。

Loughman J らの研究（採 3）は、アイルランドで実施された 21～70 歳の健

常男女 36名（平均 51歳）を参加者とした論文であった。1日当たりルテイン

20mg を含むカプセル※1（介入群）または、ルテイン 10mg・メゾゼアキサンチ

ン 10mg を含むカプセル※1（ルテイン＋メゾゼアキサンチン群）またはプラセ

ボのカプセル（対照群）を 6ヵ月間連続摂取し、摂取 3ヵ月後と 6ヵ月後のコ

ントラスト感度、血清ルテイン濃度、黄斑色素光学密度（MPOD）、グレア感度、

最良矯正視力、photostress recovery time の変化を評価していた。各群 12

名のうち、介入群で各 1名、プラセボ群で 2 名がドロップアウトし、最終的に

32名が解析対象となった。また、本 SRには、当該製品に含まれる機能性関与

成分との同等性から、介入群と対照群のみを採用した。コンプライアンスや有

害事象に関する記載はなく、著者に確認したところ、有害事象はなく、コンプ

ライアンスも良好で、試験食品の種類による群間差もなかったことが、確認で

きた。

（3）研究内のバイアス・リスク（項目#19）

1）バイアス・リスクの評価

別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シートの 12項目で各論文のバイアス・

リスクの評価を 2名で独立して行い、一致率を算出した。単純な一致率は 94.4%、

κ係数は 0.852 で、かなり高い一致であった。

各論文のバイアス・リスクの評価点は、以下であった。

・Ma L らの研究（採 1） -4（バイアス・リスク：低）

・Yoshizako H らの研究（採 2） -2（バイアス・リスク：低）

・Loughman J らの研究（採 3） -4（バイアス・リスク：低）

（別紙様式（Ⅴ）-11a 各論文の質評価シート 参照）

採用文献 3編のバイアス・リスクの総括は、すべて低で、研究デザインは RCTP
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であった。以降、-1と評価した項目と著者確認により得た結果からの評価を記

載する。

選択バイアスでは、3編ともランダム化と記載はあるが、Ma L らの研究（採

1）は、ランダム化の手法についての記載がなかった（-1）。Yoshizako H らの

研究（採 2）では、コンピューターによるランダム番号でのランダム化と記載

があり、Loughman J らの研究（採 3）も、著者確認により、コンピューターソ

フトウェアによるランダム化と確認が得られたため、（0）とした。また、3編

とも、割付けの隠蔵に関する記載がなく、著者確認においても回答がない、あ

るいは割付けの隠蔵がなかったことが明確に確認できなかったため、（-1)とし

た。

盲検性バイアスでは、Loughman J らの研究（採 3）は、単盲検であり、介入

者、アウトカム評価者は盲検化されていなかった（それぞれ（-1））。Ma L らの

研究（採 1）、Yoshizako H らの研究（採 2）は、介入者の盲検化についての記

載がなかったが（-1）、二重盲検とあり、参加者およびアウトカム評価者につ

いては盲検化されていた（0）。

症例減少バイアスでは、コンプライアンスについて、Ma L らの研究（採 1）

では、研究者によるコンプライアンス管理および参加者による摂取記録などし

っかりとした管理が行われた記載があり、試験期間終了後は介入群では対照群

と比較し有意に血清ルテイン濃度が増加していたものの、サプリメントの摂取

状況の結果の記載がなかったため（-1）と評価した。Loughman J らの研究（採

3）においても、期間ごとの試験食容器の回収による摂取状況の確認などの管

理が行われた記載があったが、結果の記載がなかったため、著者に確認した結

果、コンプライアンスは良好に遵守され、群間差もなかった確認が得られ、（0）

とした。Loughman J らの研究（採 3）については、プラセボ群において 10%超

え（12名中 2名）のドロップアウトがいたため、（-1）と評価した。

これらの評価から採用文献 3編のエビデンス総体としてのバイアス・リスク

は低（0）と評価した。

2）非直接性の評価

採用文献 3編は、21～68 歳の健常男女を対象とした研究であり、プラセボな

どのコントロール群を対照とし、コントラスト感度を評価した文献であった。

これらのことから非直接性はなし（0）と評価した（別紙様式（Ⅴ）-11a 各

論文の質評価シート）。

3）不精確の評価

対象となった RCTP 3 編の合計サンプル数は、延べ 81例であり、やや不精確

（-1）と評価した。

4）非一貫性の評価

主要アウトカムであるコントラスト感度の評価は、採用文献 3編で行われて

いた。Ma L らの研究（採 1）では、摂取 3ヵ月後に、プラセボ群に対して L6

群は視標サイズ 2.5°で有意に改善した。摂取前値との比較では、6.3°、2.5°

で有意に改善した。また、L12 群では、0.7°以外のすべての視標サイズで、摂

取前と比較し有意に改善した。また、Loughman J らの研究（採 3）では、摂取
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3 ヵ月後に、プラセボ群に対して薄暮視における空間周波数※2 6.0cpd で有意に

改善した。Yoshizako H らの研究（採 2）では、有意な変化を示さなかった。

これらのことから、本 SRの主要アウトカムであるコントラスト感度につい

て、Positive（P）か Negative（N）であるかを確認したところ、採用文献 3

編中 2編で（P）であった。設定した手法で評価したところ、非一貫性は中（-1）

であった。

（4）個別の研究の結果（項目#20）

1）単純な要約データ（項目#20a）

a）主要アウトカムによる評価

・コントラスト感度

主要アウトカムであるコントラスト感度を評価した 3 編の採用文献では、

21～68 歳の健常男女を対象とした論文であった。

Ma L らの研究（採 1）において、本 SRのアウトカムであるコントラスト

感度については、CGT-1000（Contrast Glaretester1000,タカギセイコー社

製）により 6つの視標サイズ（6.3°、4.0°、2.5°、1.6°、1.0°、0.7°）

の同心二重円を視標とし、背景輝度 10cd/m2（薄暮視に相当）で測定を行い、

12週間摂取後の縞視標の見えやすさの変化（どの程度のコントラストと大き

さまで認識できるか）を評価していた。介入群と対照群との平均値差、摂取

前後の平均値差、検定結果を以下に示す。

L6群、L12 群とも、6サイズすべてにおいてプラセボ群と比較しコントラ

スト感度が高い値を示した。L6群において、2.5°におけるプラセボ群との

平均値差（log）は、0.15※3（p＝0.003）でプラセボ群と比べ有意な改善を

示した。6.3°と 2.5°の摂取前との平均値差（log）は、0.07※3（p＜0.05）、

0.13※3（p＜0.01）で、摂取前と比べ有意な改善を示した。L12 群では、0.7°

以外のすべてのコントラスト感度の摂取前との平均差（log）は 6.3°：  

0.10※3（p＜0.01）、4.0°：0.08※3（p＜0.01）、2.5°：0.07※3（p＜0.05）、

1.6°：0.08※3（p＜0.05）、1.0°：0.10※3（p＜0.05）で、摂取前と比べ有意

な改善を示し、プラセボ群では有意な変化は示さなかった。

Yoshizako H らの研究（採 2）では、Ma L らの研究（採 1）で使用した機

器と同様の原理をもつ、CGT-2000（タカギセイコー社製）により 6つの視標

サイズ（6.3°、4.0°、2.5°、1.6°、1.0°、0.64°）を、背景輝度 10cd/m2

（薄暮視）で測定を行い、3ヵ月摂取後および、摂取終了から 3ヵ月の追跡

期間（試験開始から 6ヵ月後）にて、コントラスト感度を評価していた。介

入群、対照群とも摂取期間終了後において、有意な変化は示さなかった。

Loughman J らの研究（採 3）では、Optec6500 Vision Tester（Stereo Optical

社製)により 5段階の空間周波数（1.5、3、6、12、18cpd）における、背景

輝度 3 cd/m2（薄暮視）、85 cd/m2（昼間視）での測定を行い、6ヵ月摂取後

のコントラスト感度を評価していた。その結果、介入群では、薄暮視下 6.0cpd

でプラセボ群との平均値差 2※3（p＜0.05）で、プラセボ群と比較し、有意な

改善を示した。

b）副次アウトカムによる評価

・血清ルテイン濃度
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  血清ルテイン濃度は MPOD との相関関係があり、採用文献 3編で報告がさ

れていた。

Ma L らの研究（採 1）では、血清ルテイン濃度は、L6群、L12 群ともプラ

セボ群との平均値差はそれぞれ 0.24μmol/L※3（ p＜0.01）、0.39μmol/L※3

（p＜0.001）でプラセボ群と比較し、有意に増加した。

Yoshizako H らの研究（採 2）では、3ヵ月間のルテイン摂取で摂取前値と

の平均値差は 2.7μmol/L※3（p＜0.05）で摂取前と比べて有意に増加した。

Loughman J らの研究（採 3）では、有意でないものの、摂取 6ヵ月後にお

いて、介入群の摂取前値との平均値差は 0.28μmol/L※3で、摂取前と比べて

倍増していた。

・黄斑色素光学密度（Macular Pigment Optical Density：MPOD）

MPOD は、眼内の網膜の中心部にある黄斑部のルテインなどの色素量を評価

する検査値である。採用された 3編のうち、2編で評価されていた。

  Yoshizako H らの研究（採 2）では、摂取前、摂取 3ヵ月後、摂取終了後

から 3ヵ月後（試験開始から 6ヵ月後）に共鳴ラマン分光法（RRS：resonance 

Raman spectroscopy）による他覚的検査により MPOD を評価していた。RRS

法は、カロテノイドから発せられるラマン散乱光を検出する。MPOD（RRS）

を測定した結果、摂取 3ヵ月後において、対照群は有意な変化を認めなかっ

たのに対して、介入群の摂取前値からの平均値差は、337.7raman counts※3

で、38%増加し、摂取前値と比較し有意差を認めた（p＜0.05）。また、摂取

終了から 3ヵ月の追跡期間（試験開始から6ヵ月後）は両群で有意に増加し、

群間差は認められなかった。

Loughman J らの研究（採 3）では、摂取 3ヵ月後、6ヵ月後の MPOD を心理

物理学的方法（HFP：heterochromatic flicker photometry）により測定し

た。HFP 法は、黄斑色素は青色光を吸収する分、同じ強度の青色光と緑色光

を網膜に投影した場合、青色光は緑色光より暗く感じ、MPOD が高いほど青と

緑の差（ちらつき）を自覚することができる。網膜偏心度 0.25°、0.5°、1°、

1.75°、3°の MPOD（HFP）を測定した結果、プラセボ群は変化がみられなか

ったものの、介入群は、網膜偏心度 0.25°の摂取前と摂取 3ヵ月後の MPOD

（HFP）平均値差は 0.06※3で、増加傾向を示した（前後比較：p=0.08）。

・グレア感度

  眼内に入った光の散乱によりコントラスト感度が低下してしまう現象や、

それによって生じる視機能低下のことをグレアまたは、グレア障害といい、

グレア感度の評価は、グレア光を負荷した状態で、3編において、コントラ

スト感度の測定と同じ機械を使用して評価されていた（参 19）。

  Ma L らの研究（採 1）では、介入群で有意な改善は確認できなかったもの

の、介入群では、摂取前と比べて摂取後のすべての測定ポイントで上昇がみ

られた。L12mg 介入群では上昇傾向がみられた（p値の記載なし）。

  Yoshizako H らの研究（採 2）、Loughman J らの研究（採 3）では、グレア

感度に関し、摂取期間終了後の介入群において、有意な変化はなかった。
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・視力

視力については、Ma L らの研究（採 1）で裸眼視力および最良矯正視力、

Yoshizako H らの研究（採 2）、Loughman J らの研究（採 3）では、最良矯正

視力が評価されていた。

    3 編とも、視力に関して有意な変化は認められなかった。

・photostress recovery time

  1 編において、強い光を当てた際の視野の回復時間を測定していた。

  Loughman J らの研究（採 3）では、回復時間（photostress recovery time）

を測定したが、有意な変化はみられなかった。

（5）結果の統合（項目#21）

採用文献は 3編のうち、ルテインの摂取量が当該製品と同等量の研究は 1編

のみで、対照もプラセボ以外の食品を用いた試験であった。また、採用文献 3

編とも異なる機器による測定で本 SRの主要アウトカムを評価していた。その

ため、異質性が高いと判断し、メタアナリシスは実施しなかった。

（6）全研究のバイアス・リスク（項目#22）

本 SR の主要アウトカムにおける全体のバイアス・リスクは、低（-1）であ

った。非直接性はなし（0）であり、やや不精確（-1）であった。非一貫性は

中（-1）であった。

その他のバイアス・リスクとして、採用文献は 3編とも臨床試験登録が実施

されていないという実情から、当該研究の分野において、出版バイアスが存在

する可能性は否定できず、中（-1）とした。

（7）追加的解析（項目#23）

メタアナリシスを実施しなかったため、追加的解析も実施しなかった。

（8）安全性・有害事象

採用文献 3編とも、安全性・有害事象について本文中に詳細な記載がなかっ

たため、それぞれの著者に確認した。その結果、Loughman J らの研究（採 3）

では、有害事象は観察されなかったとの回答を得た。

考察

（1）エビデンスの要約（項目#24）

1）有効性について（項目#24）

ルテインは、視機能に重要な役割を担うキサントフィルの一種で、目の水晶

体や網膜の中心部にある黄斑に多く存在し、460nm 付近に吸収波長をもつため、

黄斑部に到達する光（可視光の短波長光（400–500nm））の刺激を吸収・遮断す

ることができる。この短波長を吸収する働きで色ずれや光の散乱を抑えること

（参 6）によりコントラスト感度を改善してぼやけを緩和し、はっきりと見る

力を助け、目の調子を整えると考えられる。（別紙様式（Ⅶ）-1 作用機序に

関する説明資料 参照）

本 SRのアウトカムであるコントラスト感度について、エビデンス・グレー
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ディングが高いとされる RCTP 3 編において総合的な評価を行った。

その結果、ルテインの摂取は、21～68 歳の健常男女に対して、コントラスト

感度が改善する可能性が示唆された。コントラスト感度は、通常の視力検査で

は評価しきれないより広い範囲の形態覚を定量的に測定することにより得ら

れる。そのため quality of vision（QOV)の低下を反映した視機能の変化を評

価するための指標の一つとなっている（参 11）。コントラスト感度の低下は、

正常範囲内であっても「全体がかすむ」などの視界がはっきりとしない、ぼや

けやかすみといった日常生活における不便さを示す（参 12,20,21）。臨床の現

場において、通常の視力検査では判断しきれない、患者自身が自覚する「見え

づらさ」を示していると考えられる。また、外来で比較的簡単に患者の負担も

少なく施行できる検査であり（参 22）、結果の解釈も比較的容易であることか

ら（参 19,20）、コントラスト感度が QOV の評価に汎用されるようになっている

（参 23）。

3編で報告のあった、コントラスト感度の測定機器は、内外環境の差異によ

る影響が少ないボックス型で統一されていたものの、測定機器や視標など条件

が異なっていた。また、群間有意差を示せなかった研究の 1編は、対照がプラ

セボではなくルテインと同様の機能をもつ可能性のあるルテインエステルで

あったことから、差の検出ができなかったと推察した。異質性の問題より定量

的に結果の統合ができないものの、2編の研究で肯定結果が報告され、ルテイ

ン 6～20mg/日を 3～6ヵ月摂取することにより、改善が認められた。日本人と

同じ黄色人種を参加者とした中国の研究（Ma L らの研究（採 1））では、1日当

たり 6mg のルテインを 12週間摂取することで、視標サイズ 2.5°でプラセボ群

と比べ有意な改善を示した。Ma Lらの研究（採1）と同様の機器で評価したPuell 

MC らの研究（参 24）を表 1に示し、ルテイン摂取による変化量の臨床的意義

を考察した。

Puell MC らの研究(参 24)では、健常者に比べ、ドライアイでは有意にコン

トラスト感度の低下がみられていた。表 1では、Ma L らの研究（採 1）におけ

るルテイン 6mg 摂取による変化量と、Puell MC らの研究（参 24）における、

健常者とドライアイのコントラスト感度の検査値の差を比較した。

表 1：ルテイン摂取によるコントラスト感度変化量と

健常者とドライアイのコントラスト感度の違い

視標サイズ（°）

コントラスト感度（log）

6.3 4.0 2.5 1.6 1.0 0.7

Ma L らの

研究（採 1）

ルテイン 6mg、12週間摂取

群内前後平均値差
0.07# 0.05 0.13# 0.08 0.04 0.03

ルテイン 6mg、12週間摂取

プラセボ群との群間差
0.03 0.10 0.15* 0.08 0.03 0.06

Puell MC

らの研究

健常者とドライアイとの

平均値差
0 0.13* 0.16* 0.2* 0.26* 0.17*

#：前後群内比較 p＜0.05、*：対照群間比較 p＜0.05

Ma L らの研究（採 1）でコントラスト感度の改善に群間有意差のみられた視
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標サイズ 2.5°における変化量のプラセボ群との群間差（log）は 0.15 で、Puell 

MC らの研究（参 24）における健常者とドライアイとの平均値差（log）、0.16

と同程度であった。これらのことから、Ma L らの研究（採 1）におけるルテイ

ン摂取による改善度合は、程度の差はあるが、見えづらさを感じるドライアイ

（参 21）のレベルから、健常レベルへの変化量と同程度と推察され、日常生活

において自覚する一時的な見えづらさの改善に役立つことが考えられた。

  Loughman J らの研究（採 3）では、5段階の空間周波数（1.5、3、6、12、18cpd）

における、6ヵ月摂取後のコントラスト感度を評価していた。その結果、介入

群では、薄暮視下 6.0cpd でプラセボ群との平均値差 2※3（p＜0.05）で、プラ

セボ群と比較し、有意な改善を示した。顔や道路標識、日常用品といった日常

生活でよく目にする物体の視認性には、低～中空間周波数帯域のコントラスト

感度（ピーク感度、特に 6cpd）が重要であることが報告されている（参 25）。

また、コントラスト感度の低下は、特に中～高空間周波数帯域での低下で、見

えづらさなどの不満感と一致していると言われており（参 12）、本 SRで群間有

意性が、すべて中空間周波数帯域（約 3～6cpd、視標サイズ 1～2.5°に相当（参

11））でみられたことからも、ルテインの摂取は、ぼやけなどの見えづらさに

対する臨床的意義がある可能性が示唆された。

先行研究では、2015 年に Liu R らが報告したメタアナリシス（参 14）では、

加齢黄斑変性症（AMD）の患者を対象とした 8つの RCT（計 1176 名）を統合し

た結果、ルテインのみを一日当たり 10～20mg 含有するサプリメント、または

ゼアキサンチンとの混合サプリメントを摂取することにより、コントラスト感

度が有意に改善したと結論している。このメタアナリシスで用いられたコント

ラスト感度の機器は、CSV-1000 という、印刷した視標を用いるパネル型（外部

視標）の機器を用いた評価指標であった。一方、本 SRで採用した文献に使用

された指標は、モニターに視標を提示させるボックス型（内部視標）の機器で、

外部環境や視標や機器環境も異なる。このため、検査数値として本 SRの結果

と直接的な比較はできないが、各視標サイズにおける WMD[95% CI]レンジは、

0.08[0.05,0.11]～0.18[0.15,0.21]（すべてにおいて p＜0.05）でコントラス

ト感度に有意な改善が認めらた。加えて、ルテインなどのキサントフィル摂取

量が1日当たり1mg増えるごとに視標サイズ3,6,12cpdのコントラスト感度は、

0.010,0.007,0.006 の改善が示され、中程度の用量相関がみられたと報告して

いる。

また、一般的に黄斑色素が多い眼はコントラスト感度が良い（参 26）といえ

るが、2014 年に Wang X らが報告したメタアナリシス（参 27）では加齢黄斑変

性症（AMD）の患者を対象とした 5つの RCT（計 445 名）を統合した結果、10mg

のルテインを摂取することにより、MPOD 値が有意に上昇すると結論している

（WMD[95% CI]:0.09[0.06, 0.12]; p=0.00001）。近年では、2016 年に Ma L ら が

報告したメタアナリシス（参 15）は、健常者 826 名を対象にした 11研究の RCT

を統合した結果、ルテインなどのキサントフィルの摂取により有意な MPOD の

増加がみられた結果を報告している（WMD[95% CI]:0.09[0.05,0.14];p＜0.001）。

これらのことを総括すると、本 SRでの主要アウトカムであるコントラスト

感度の改善が示されたことは、これまでの疾病者などを含めたメタアナリシス

での結果を支持するものであり、一貫した効果を示すものと考えられた。
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Totality of Evidence の観点から総合的にみるとルテインの摂取は、健常者

に対してコントラスト感度の改善が示唆された。

2）機能性関与成分の定量的・定性的同等性について（項目#24）

当該製品は、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）から抽出、ケン化、

精製されたルテイン原料を使用している。ゼアキサンチンは、キサントフィル

として多くの動植物に含まれる成分であり、本原料でも原料特性上、僅かにゼ

アキサンチンを含んでいる。科学的な視点で考えた場合、ルテインのみを摂取

した介入研究に絞り込んだ SRの実施は、介入がルテインのみの記載であって

も、実際にゼアキサンチン成分を含まないものであるのかの確認を行うことに

限界があり、目的とするリサーチクエスチョンを検証する上で、適切とは考え

難い。そのため、ゼアキサンチンが僅かに含まれている介入研究であっても、

ルテイン原料由来のもので、当該製品との同等性が担保されるものについて採

用した。また、ルテインエステルは、ルテインとは構造が異なるため、本 SR

の適格基準の介入条件には該当しないと判断した。これらのことから、定性的

同等性は、担保されていると考えられる。

加えて、本 SRの主要アウトカムであるコントラスト感度の改善が認められ

たルテインの摂取量は、1日当たり 6～20mg であり、当該製品の 1日目安量

（10mg/日）を含む。そのうち、ルテイン 6mg の摂取による改善効果の示され

た Ma L らの研究（採 1）は、プラセボと比較し有意な改善を示していた。この

ことから、定量的同等性も担保されていると考えられる。

また、前述した、2015 年に Liu R らが報告したメタアナリシス（参 14）か

らも、ルテインの介入量が多いほどコントラスト感度の改善効果が高い、用量

相関も報告されていることから、摂取量に相関して改善効果が得られる可能性

が示唆される。

したがって、本 SRの採用文献のルテインと、当該製品の機能性関与成分の

同等性が担保されていると判断した。

3）研究の外挿性（項目#24）

本 SR の主要アウトカムであるコントラスト感度の改善効果について、日本

人への外挿性は以下のように考察した。Ma L らの研究（採 1）では、日本人と

同じ黄色人種である中国人健常男女を参加者とした、1日当たり 6mg のルテイ

ンを 12週間摂取することで、プラセボ群と比べ有意なコントラスト感度改善

を示した。Ma L らの研究（採 1）と同様の機器で評価した 2研究を表 2に示し

た。Obana A らの研究（参 28）は、重篤な眼疾患などのない日本人男女 13名

の検査値で、Puell MC らの研究（参 24）は、健常男女 30名のスペインの研究

であった。
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表 2：CGT-1000 によるコントラスト感度の健常者測定結果の比較

文献
対象者

視標サイズ（°）

コントラスト感度（log）

6.3 4.0 2.5 1.6 1.0 0.7

Ma L ら

の研究（採 1）

中国人※4

健常男女

平均 24.2±1.6 歳

1.82 1.87 1.78 1.63 1.40 1.09

Obana A ら

の研究※5

日本人男女

重篤な眼疾患等なし

平均 42.2±12.6 歳

1.85 1.83 1.78 1.67 1.42 1.06

Puell MC ら

の研究

スペイン人

健常男女

平均 39.4±9.1 歳

1.86 1.82 1.71 1.51 1.19 0.79

Ma L らの研究（採 1）は、コンピューターディスプレイを長時間使用してい

る比較的若年層の中国人健常男女と限定的な対象者であったが、健常者に近い

（重篤な眼疾患などのない）日本人を対象とした Obana A らの研究（参 28）や

健常者を対象とした Puell MC らの研究（参 24）におけるコントラスト感度と

同程度の検査値を示した。

また、本 SRでは対照群のない介入研究のため除外したが、日本人男女（平

均 64.5±9.1 歳）に 1日あたりルテイン 6mg 含むサプリメントを摂取させた研

究において、摂取 12ヵ月後にコントラスト感度の有意な改善（前後比較：p＜

0.0001）が報告されていた（参 29）（除 21）。また、2015 年の 23～52 歳の日本

人健常者男女を対象とした調査（参 30）では、食事からのルテイン摂取量は、

1日当たり平均 1.52mg と報告されており、効果が期待できる量と比べても少な

かった。ルテインは、ヒトの体内では合成されず、黄斑色素は食事やサプリメ

ントからの摂取に依存している。これらのように、本 SRで採用した研究の検

査値が他研究での幅広い年代の健常者や健常者に近い日本人における検査値

と同程度であり、日本人においてもルテインの摂取によりコントラスト感度が

改善した研究があること、ルテイン摂取量が少ないことが報告されていること

から、日本人においてもルテインの摂取は有用であり、本 SRの主要アウトカ

ムであるコントラスト感度の改善は、同様の効果を期待できると考えられる。

これらのことから、年代問わず、日本人への外挿性があると考えられる。

4）エビデンス総体（研究の妥当性・信頼性）について（項目#24）

各研究のバイアス・リスクの総括はすべて低であり、エビデンス総体におけ

るバイアス・リスクは、低（0）とした。高バイアスのため除外された研究は

なかった。また、2名のκ係数から算出した一致率は、かなり高い一致を示し

た。

非直接性はなく、21～68 歳の健常男女における、設定したリサーチクエスチ

ョンに合致する研究であった。ただし、それぞれ主要アウトカムの測定に用い

る機器が異なっていた。

不精確は、参加者（例数）が比較的少ない研究 3編にとどまったため、やや

不精確（-1）と評価した。
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非一貫性については、本 SRの主要アウトカムについて、採用文献 3編中 2

編で肯定的な結果であったため、非一貫性は中（-1）と評価した。

また、先行研究におけるメタアナリシスでは、出版バイアスについて、確固

たる根拠を示すものはなかったが、本 SRで採用された論文はいずれも、臨床

登録について記載がないという実情から、当該研究の分野において、出版バイ

アスが存在する可能性が考えられる。研究はすべて RCT であったものの、未発

表研究の存在を否定できず、単盲検を含む対象人数の少ない研究 3編に限定さ

れ、有効性についての総合的な考察をやや難しくしていた。これらのことから、

今後さらなる研究の蓄積により妥当性・信頼性が高まることを期待する。

5）安全性・有害事象について（項目#24）

本 SR の採用文献 3編とも、安全性・有害事象について本文中に詳細な記載

がなく、著者確認にて、1編について有害事象は観察されなかったと回答を得

たのみで、採用文献だけでは、安全性の検証に限界がある。

そのため、当該製品の喫食実績の調査とルテインの安全性・有害事象の報告

について、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、Natural Medicines、PubMed 等

を調査し、対象となった報告を精査した。その結果、機能性関与成分の安全性

は高く、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。今後も、「機能性

表示食品制度における臨床試験及び安全性の評価内容の実態把握の検証・調査

事業報告書」（参 31）における、機能性表示食品の安全性評価や健康被害に関

する報告を真摯に受け止め、市販後において積極的に安全性に関する情報を収

集・評価して蓄積し、健康被害の未然防止と拡大防止に努める。

（別紙様式（Ⅱ） 安全性評価シート 機能性関与成分の相互作用に関する

評価 参照）

・医薬品との相互作用について、

医薬品とルテインの相互作用の報告について、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、Natural Medicines、PubMed を調査し、対象となった報告を精査した。

その結果、医薬品と機能性関与成分との相互作用により、重篤な健康被害が生

じる可能性は低いと判断した。

（別紙様式（Ⅱ） 安全性評価シート 機能性関与成分の相互作用に関する

評価 参照）

6）研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性について（項目#24）

本 SR の主要アウトカムが示しているのは、健常者が機能性関与成分のルテ

インを１日当たり6～20mgを摂取することでコントラスト感度が改善する可能

性が示唆されたということである。この結果は、疾病者を含む先行研究のメタ

アナリシスの結果を支持していた。採用文献のうち、日本人と同じ黄色人種で

ある中国健常男女を対象とした Ma L らの研究（採 1）では、ルテインを 1日当

たり 6mg 摂取することで、プラセボ群と比較しコントラスト感度の有意な改善

がみられた。Ma L らの研究（採 1）の対象者は、コンピューターディスプレイ

を長時間使用している健常者であったが、同じ測定手法を用いた研究において、
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対象者が日本人や健常者と同程度の検査値であった（参 24,28）。加えて、日本

人においてもルテインの摂取により、コントラスト感度が改善した研究（参 29）

や、ルテインの食事からの摂取量の少なさ（参 30）が報告されている。このこ

とから、本 SRの主要アウトカムであるコントラスト感度の改善は、日本人健

常者に対しても効果を期待できると考えられる。

当該製品は、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）から抽出、ケン化、

精製されたルテイン原料を使用しており、1日当たり 10mg のルテインを摂取目

安量としたソフトカプセル剤形である。本 SR における採用文献では、3編とも

カプセル状のサプリメント形態であり、有効性のみられたルテインの 1日当た

りの摂取量は、6～20mg（6mg、12mg、20mg）であった。日本人と同じ黄色人種

である中国人健常男女による 1日当たりルテイン 6mg の摂取で、対照群と比較

し、視標サイズ 2.5°でコントラスト感度の有意な改善がみられた（Ma L らの

研究（採 1））。また、先行研究である 2015 年の Liu R らが報告したメタアナリ

シス（参 14）から、ルテインの摂取量が多いほどコントラスト感度の改善効果

が高い、用量相関も報告されていることから、摂取量に相関して改善効果が得

られる可能性が示唆される。これらのことから、当該製品の１日目安量である

ルテイン 10mg の摂取は、本 SRの効果が期待できると考えられる。

コントラスト感度の有意な改善がみられた Ma L らの研究（採 1）と同様の機

器で評価した Puell MC らの研究（参 24）では、健常者に比べ、ドライアイで

は有意にコントラスト感度の低下がみられていた。Ma L らの研究（採 1）でコ

ントラスト感度の改善に群間有意差のみられた視標サイズ 2.5°における変化

量のプラセボ群との群間差と Puell MC らの研究（参 24）における健常者とド

ライアイとの平均値差は同程度であった。Ma L らの研究（採 1）におけるルテ

イン摂取による改善度合は、程度の差はあるが、見えづらさを感じるドライア

イ（参 21）のレベルから、健常レベルへの変化量と同程度と推察され、日常生

活において自覚する一時的な見えづらさの改善に役立つことが考えられた。顔

や道路標識、日常用品といった日常生活でよく目にする物体の視認性には、低

～中空間周波数帯域のコントラスト感度（ピーク感度、特に 6cpd）が重要であ

ることが報告されている（参 25）。また、コントラスト感度の低下は、特に中

～高空間周波数帯域での低下で、見えづらさなどの不満感と一致していると言

われており（参 12）、本 SRで群間有意性が、すべて中空間周波数帯域（約 3～

6cpd、視標サイズ 1～2.5°に相当（参 11））でみられたことからも、ルテイン

の摂取は、ぼやけなどの見えづらさに対する臨床的意義がある可能性が示唆さ

れた。

加えて、作用機序（別紙様式（Ⅶ）-1 作用機序に関する説明資料 参照）

より、視機能に重要な役割を担うルテインは、目の水晶体や網膜の中心部にあ

る黄斑に多く存在し、460nm 付近に吸収波長をもつため、黄斑部に到達する光

（可視光の短波長光（400–500nm））の刺激を吸収・遮断することができる。こ

の短波長を吸収する働きで色ずれや光の散乱を抑えることによりコントラス

ト感度を改善すると考えられる。

コントラストとは、「明暗の差」を示す言葉であり、本やパソコンのディス

プレイ、道路の標識は高コントラストだが、人の顔や風景、料理の微細な濃淡、

曇りや薄暗い環境下は低コントラストで、日常生活においては、低コントラス

トを見る環境が多い。コントラスト感度の低下は、正常範囲内であっても「全
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体がかすむ」などの視界がはっきりとしない、「ぼやけ」といった日常生活に

おける不便さを示す（参 12,21,32）。コントラスト感度の検査は、はっきりと

した輪郭をもたず、しかも濃淡のはっきりしない模様を識別できる能力を示し、

ぼやけの緩和を客観的に評価するものといわれている（参 20,22,32）。そのた

め、当該製品の表示しようとする機能性における表現として、この「コントラ

スト感度が改善する」機能性を、当該製品が想定する主な対象者にわかりやす

くかつ具体的に伝えるための説明として「コントラスト感度が改善する（ぼや

けの緩和によりはっきりと見る力を助ける）」と表現することが適当であると

判断した。

これらのことから、表示しようとする機能「本品にはルテイン・アスタキサ

ンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHA が含まれます。本品は手元のピント調

節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首筋への負担を和らげま

す。また、ルテインは光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増や

すことや、コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっきりと見る

力を助ける）ことが報告されています。」の下線部の科学的根拠を、本 SRの結

果は支持していると考える。

総括すると、「えんきん a」に含まれる、ルテイン 10mg/日を摂取すること

は安全であり、健常者においてコントラスト感度が改善する可能性が示唆され

た。ただし、本 SRは参加者の少ない 3編に限定されたこと、単盲検の研究を

含んでいることから、今後の研究に注視することが必要と考える。ルテインに

関する SRの実施企業の社会的責任・倫理として、今後も、定期的に SRを行い、

正しい情報を国民やアカデミアに伝える努力を継続していく予定である。

以上より、本 SRや作用機序、Totality of Evidence の観点から、ルテイン

には、健常者においてコントラスト感度が改善する作用があると考えられた。

（2）研究の限界（項目#25）

1）研究レベルとアウトカムレベルでの限界（項目#25a）

本研究には、いくつかの限界と問題点がある。まず、対象となった 1次研究

において、そこで招集された参加者に潜在的なサンプリング・バイアスがある

可能性があり、これは SRに共通する限界である。さらに、単盲検の研究を含

んでいた。

2）レビューレベルでの限界（項目#25b）

情報源は、国内外の複数の研究文献データベースとして、医中誌 Web、JDream 

Ⅲ、PubMed、The Cochrane Library、EMBASE、UMIN-CTR、ICTRP、PROSPERO を

使用したが、英語と日本語のみをキーワードとした検索であり、収集の網羅性

に問題が残るため、出版バイアスや言語バイアスの存在が考えられる。また、

主要アウトカムであるコントラスト感度の測定手法は、3研究とも外的内的環

境の差異による影響が少ないボックス型で統一されていたものの、測定機器や

視標など条件が異なった研究に限定されていた。加えて、対照がプラセボに統

一されていないなど、異質性の点からメタアナリシスを実施せず、定性的なレ

ビューにとどまり、出版バイアスの可能性は否定できない。対象者を健常者に

制限した SRのため、採用文献が 3編に限定され、また、参加者が比較的少人
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数であったことからも、有効性に関する情報が十分ではなかったと捉え、今後

の研究に注視することが必要であると考える。

結論（項目#26）

機能性関与成分であるルテインは安全であり、健常者においてコントラスト感

度が改善する可能性が示唆された。ただし、対象となった文献は、単盲検を含む

3編に限定されており、対象人数が比較的少人数であったことから、今後の研究

による解明が求められる。

スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項

（項目#27:資金源）

本 SRの資金源とスポンサーは自社であった。採用文献において、自社が資金

源もしくはスポンサーである研究はなかった。SRの指導・監修として、東京農業

大学 上岡洋晴教授に謝金を支出した。

各レビューワーの役割

本 SR実施者の役割は、以下のとおりであった。

社内担当者 A   ：スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執筆

（㈱ファンケル 総合研究所 T.O.）

社内担当者 B   ：スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価

（㈱ファンケル 総合研究所 K.I.）

社内担当者 C   ：スクリーニング

（㈱ファンケル 総合研究所 M.H.）

社内担当者 D   ：研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括

（㈱ファンケル 総合研究所 M.K.、博士（農学）を有し、生物学等の査読付き

学術論文の筆頭著者としての執筆経験を持つ。）

社内担当者 E   ：検索作業

（㈱ファンケル 総合研究所 T.Y.、データベース検索技術者）

外部協力者 F   ：研究の妥当性・信頼性の評価方法の指導、全体の監修

（東京農業大学 H.K.、システマティック・レビューの専門家）

PRISMA 声明チェックリスト（2009 年）の準拠

 おおむね準拠している。

【注釈】

※1：ルテイン原料由来のゼアキサンチン 2mg 含む

※2：空間周波数（cpd ：cycle/degree）：空間周波数とは、縞の細かさや粗さを

示す指標であり、単位視角あたりに正弦波状の明暗縞が何組（サイクル）あ

るかで表現する。空間周波数が高いということは、縞が細かいことを意味す

る（参 19）。縞を識別できる最少コントラスト（コントラスト閾値）の逆数

をコントラスト感度という。

※3：平均値差は計算値による。

※4：コンピューターディスプレイを長時間使用している中国人
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ルテイン 6mg 介入群のベースライン値

※5：論文データより算出
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商品名：えんきん a

＃ 検索式 文献数

医中誌Web

日付：1977年～2017年9月14日

#1 (Lutein/TH or Lutein/AL or ルテイン/AL) 861

#2 (#2) and (PT=会議録除く CK=ヒト) 358

#3  眼疾患/TH or 眼/TH or 黄斑/TH 250,388

#4 #2 and #3 127

JDreamIII

日付：1975年（医学情報は1981）～2017年9月14日

L1 ("J5.394E"/SN or ルテイン/CTS or ルテイン/AL or Lutein/AL) 12869

L2 L1 and (人間/CTS or ヒト/CTS) 1427

L3 L2 not (C/DT or d2/DT) 1205

L4
L3 AND ((試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティア)+(比較試験/CTS
or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL or 無作為/AL or 二重盲検
/AL)+ＧＸ0603?/CC）

319

L5 (眼疾患/CTS or 視覚器/CTS or 視覚/CTS or 視知覚/CTS or 黄斑/AL) 378641

L6 L4 and L5 73

PubMed

日付：1946年～2017年9月14日

#1 Lutein[MeSH Major Topic] 1190

#2

Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR (clinical[Title/Abstract] and
trial[Title/Abstract]) OR Dietary Supplements[MeSH Major Topic] OR Randomized
Controlled Trial[ptyp] OR (randomized[Title/Abstract] AND
controled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]) OR
randomize*[Title/Abstract] OR (placebo[Title/Abstract] and
control*[Title/Abstract]) OR Multicenter Study[ptyp] OR Multicenter
Study[Title/Abstract]

2649718

#3 #1 AND #2 299

#4 #3 NOT (letter[PT] OR comment[PT]) 291

#5 #4 AND Humans[Mesh] 220

#6
Eye[Mesh] or Eye Diseases[Mesh] or Visual Perception[Mesh] or Ocular
Physiological Phenomena[Mesh]

824511

#7 #5 AND #6 156

データベース検索結果 （コントラスト感度を改善する）

タイトル：最終製品 えんきん aに含有する機能性関与成分「ルテイン」によるコントラスト感度の改善作用
に関する定性的システマティック・レビュー

リサーチクエスチョン：健常者において、ルテインの継続摂取は、対照と比較して、コントラスト感度が改
善する働きがあるか

日付：9月14日、15日

検索者：社内担当者Ｅ



The Cochrane Library

日付：収録年不明～2017年9月14日

#1 lutein:ti,ab,kw in Trials (Word variations have been searched) 443

#2 MeSH descriptor: [Lutein] explode all trees 183

#3 #1 OR #2 447

#4
[mh eye] or [mh "eye diseases"] or [mh "Visual Perception"] or [mh "Ocular
Physiological Phenomena"] in Trials

20271

#5 #3 and #4 105

ＥＭＢＡＳＥ

日付：1947年～2017年9月15日

#1 127-40-2  OR  LUTEIN 8322

#2
EYE/CT OR EYE DISEASES/CT OR
VISUAL SYSTEM FUNCTION/CT OR
VISION/CT OR PRESBYOPIA/CT OR OPTICS/CT

190867

#3 #1 AND #2 228

#4 #3 AND HUMAN+NT,PFT/CT 186

#5
#4 AND (CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED CONTROLLED
TRIAL/CT OR CLINICAL TRIAL/CT)

55

UMIN-CTR

検索日： 2017年9月15日

#1 Search　ルテイン/ALL trial 23

#2 Search　マリーゴールド/ALL trial 0

#3 Search　キンセンカ/ALL trial 0

#4 Search　lutein/ALL trial 30

#5 Search　Marigold/ALL trial 0

#6 Search　Calendula/ALL trial 0

#7 Search　Tagetes/ALL trial 0

#8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 31

ICTRP

検索日： 2017年9月15日

#1 Search lutein 100

PROSPERO

検索日： 2017年9月15日

#1 Search lutein 5
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商品名：えんきん a

医中誌Web　（ｎ=127）

JDreamⅢ （ｎ=73）

PubMed　（ｎ=156）

The Cochrane Library　（ｎ=105）

EMBASE　（ｎ=55）

UMIN-CTR　（ｎ=31）

ICTRP　（ｎ=100）

PROSPERO　（ｎ=5）

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

メタアナリシスを行った文献数 （n=0）

文献検索フローチャート （コントラスト感度を改善する）

データベース検索により
特定された文献　（n=652)

１次スクリーニングの対象文献 除外文献

（n=652） （n=610）

本文を入手し、適格基準に合致しているかを
精査した文献　（n=45）

本文を精査した結果、
除外すべき理由があり
除外した文献 （n=42）

データの統合に用いた文献数　（n=3）

ハンドサーチから特定された文献 （n=3）

• 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HP

• Natural Medicines HP



別紙様式(Ⅴ)-７　【様式例　添付ファイル用】

商品名:えんきん a

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル
研究

デザイン
PICO又はPECO セッティング 対象者特性

介入(食品や機能性関与成分の種
類、摂取量、介入(摂取)期間等)

対照(プラセボ、
何もしない等)

解析
方法

アウトカム(提出用) 害 利益相反
査読の
有無

採1 Ma L (Peking University
Beijing China.) et al.

Br J Nutr.2009
July;102(2):186-190.

A 12-week lutein supplementation

improves visual function in Chinese
people with long-term computer
display light exposure.

プラセボ対照
ランダム化二
重盲検比較試
験

P:健常男女
I:ルテイン:6mg、12mg
C:プラセボ
O:コントラスト感度、血清ルテ
イン濃度、グレア感度、裸眼

視力、最良矯正視力

北京大学
(中国)

過去2年間,毎日10時間以上コン
ピューターを使用している健常

男女37名(22～30歳)

●L6群:12名(男/女=6/6)平均
24.2±1.6歳

●L12群:13名(男/女=7/6)平均
24.2±1.2歳
●対照群:12名(男/女=6/6)平均
25.7±2.1歳

●L6群（ルテイン6mg介入群）:ルテ
イン6mg/日（カプセル）

●L12群（ルテイン12mg介入群）:ル
テイン12mg/日（カプセル）

【摂取期間】12週間

プラセボ
マルトデキストリン(カプ
セル)

ITT

●コントラスト感度(6.3,4.0,2.5,1.6,1.0,0.7°

at0.35m,10cd/m
2
:CGT-1000;Takagi seiko,Nagano,Japan)

●血清ルテイン濃度
●グレア感度

(6.3,4.0,2.5,1.6,1.0,0.7at0.35m,50cd/m
2
:CGT-1000;Takagi

seiko,Nagano,Japan)
●裸眼視力:Uncorrected visual acuity(UVCA)
●最良矯正視力:Best-spectacle corected visual
acuity(BSCVA)

記載なし
利益相反
なし

査読あり

採2

Yoshizako H
(Department of
Ophthalmology,

Shimane University
School of Medicine
Shimane Japan.)et al.

Acta Ophthalmol
2016Sep;94(6):e411-
6.

Comparison of macular pigment and
serum lutein concentration changes
between free lutein and lutein
esters supplements in Japanese

subjects.

ランダム化二
重盲検比較試
験

P:健常男女
I:ルテイン:10mg
C:ルテインエステル:25mg(フ
リー体として10mg)
O:コントラスト感度、血清ルテ

イン濃度、MPOD、グレア閾
値、最良矯正視力

※グレア閾値：グレア感度の
逆数

島根大学病院
(日本)

22～47歳 健常男女20名(男/女

=8/12)

●介入群:10名(男/女=3/7)平均
33.8±7.4歳
●対照群:10名(男/女=5/5)平均

30.7±7.1歳

●介入群(ルテイン群):ルテイン
10mg/日(カプセル）

【摂取期間】3ヵ月間
【追跡期間】摂取終了から3ヵ月間

ルテインエステル
20mg(フリー体として
10mg)/日(カプセル)

ＩＴＴ

●コントラスト感度(6.3,4.0,2.5,1.6,1.0,0.64° under

mesopic10cd/m
2
:CGT-2000,Takagi,Nagano,Japan)

●血清ルテイン濃度
●MPOD値(RRS)
●グレア感度(6.3,4.0,2.5,1.6,1.0,0.64 under

mesopic50candelas/m
2
:CGT-2000,Takagi,Nagano,Japan)

●最良矯正視力(The best corrected logarithm of the
minimum angle of resolution visual acuity(logMAR VA)

記載なし 記載なし 査読あり

採3

Loughman J
(Optometry

Department, Dublin
Institute of Technology
Dublin Ireland) et al.

Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2012
Nov29;53(12):7871-

80.

The impact of macular pigment
augmentation on visual performance
using different carotenoid

formulations.

プラセボ対照

ランダム化単
盲検比較試験

P:健常男女
I:ルテイン:20mg、ルテイン
10mg＋メゾゼアキサンチン
10mg
C:プラセボ

O:コントラスト感度、血清ルテ
イン濃度、MPOD、グレア感
度、最良矯正視力、Photo
stress recovery time

ダブリン工科大学
(アイルランド)
ウォーターフォード

工科大学
(アイルランド)

21～70歳健常男女36名(男/女
=19/17名)平均51±13歳

●介入群:12名(30～66歳)平均
56±8歳
●対照群:12名(21～68歳) 平均
46±20歳

(ルテイン＋メゾゼアキサンチン
群:12名(23～70歳)平均51±13)

※本SRでは介入群と対照群の

みの比較を採用

●介入群(ルテイン群):ルテイン

20mg/日(カプセル
※

）

(ルテイン＋メゾゼアキサンチン群:
ルテイン10mg・メソゼアキサンチン

10mg/日(カプセル
※

）)

【摂取期間】6ヵ月

※ルテイン原料由来のゼアキサン
チン2mg含む

プラセボ(カプセル)

(G&G Food supplies Ltd,
west Sussex, UK)

PPS

●コントラスト感度(1.5,3,6,12,18cpd with 3cd/m
2
 and

85cd/m
2
:Optec6500 vision tester,Stereo Optical

Co.,Inc.,Chicago,IL)
●血清ルテイン濃度
●MPOD(HFP)

●グレア感度（42lux for mesopic and 84 lux for
photopic:Optecho6500 vision tester,Stereo Optical
Co.,Inc.,Chicago,IL)
●最良矯正視力:Best corrected visual acuity(Test
Chart2000 pro Thompson Software solution,Hatfield,UK)

●photostress recovery time(Humphrey visual field
analyzer,Model 745i Carl Zeiss Meditec,Inc.,Dublin,CA)

有害事象
なし

（著者より
確認）

記載なし 査読あり

MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、HFP：heterochromatic flicker photometry、ITT：intention to treat、PPS:per protocol set の略

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

採用文献リス ト （コントラスト感度を改善する）

ルテインはフリー体ルテインを示す
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商品名：えんきん a

※ルテインはフリー体ルテインを示す

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

除1 Nolan JM et al.
Vision Res. 2011 Mar
2;51(5):459-69.

The impact of macular pigment
augmentation on visual performance
in normal subjects: COMPASS.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除2 T. Masaki et al.
Jpn J Ophthalmol.
2012;56:488-496.

Macular pigment density changes in
Japanese individuals supplemented
with lutein or zeaxanthin:
quantification via resonance Raman
spectrophotometry and
autofluorescence imaging.

コントラスト感度を測定してい
ない

除3 Berendschot TT et al.
Br J Nutr.
2009;101(11):1607-1610.

Long-term plant stanol and sterol
ester-enriched functional food
consumption, serum
lutein/zeaxanthin concentration and
macular pigment optical density.

摂取量が不明

除4 G. Ryan et al.
Br J Nutr. 2012
Jul;108(2):334-42.

The effect of lutein- and zeaxanthin-
rich foods v. supplements on macular
pigment level and serological markers
of endothelial activation,
inflammation and oxidation: pilot
studies in healthy volunteers.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除5
R. Estevez-Santiago et
al.

Nutrition Research.
2016;36(7):719-730.

Assessment of lutein and zeaxanthin
status and dietary markers as
predictors of the contrast threshold
in 2 age groups of men and women.

摂取量が不明

除6
R. Estevez-Santiago et
al.

Nutrition Research.
2016;36(11):1210-1221.

Lutein and zeaxanthin supplied by
red/orange foods and fruits are more
closely associated with macular
pigment optical density than those
from green vegetables in Spanish
subjects.

摂取量が不明

除7 Berendschot TT et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2000 Oct;41(11)3322-6.

Influence of lutein supplementation
on macular pigment, assessed with
two objective techniques.

ルテインエステルを対象とした
研究

除8 Aleman TS et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2001Jul;42(8):1873-81.

Macular pigment and lutein
supplementation in retinitis
pigmentosa and Usher syndrome.

対象者に疾病者を含む

除9 Bone RA et al.
J Nutr. 2003 Apr;133(4):992-
8.

Lutein and zeaxanthin dietary
supplements raise macular pigment
density and serum concentrations of
these carotenoids in humans.

ルテインエステルを対象とした
研究

除10 Cardinault N et al.
Exp Gerontol. 2003
May;38(5):573-82.

Short-term supplementation with
lutein affects biomarkers of lutein
status similarly in young and elderly
subjects.

対照がない

除11 Dasch B et al.
Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. 2005
Oct;243(10):1028-35.

Serum levels of macular carotenoids
in relation to age-related
maculopathy: the Muenster Aging and
Retina Study (MARS).

ルテインを対象としない研究

除12
Rodriguez-Carmona M et
al.

Ophthalmic Physiol Opt. 2006
Mar;26(2):137-47.

The effects of supplementation with
lutein and/or zeaxanthin on human
macular pigment density and colour
vision.

コントラスト感度を測定してい
ない

除外文献リスト （コントラスト感度を改善する）



除13 Kvansakul J et al.
Ophthalmic Physiol Opt. 2006
Jul;26(4):362-71.

Supplementation with the
carotenoids lutein or zeaxanthin
improves human visual performance.

コントラスト感度を測定してい
ない

除14 Schalch W et al.
Arch Biochem Biophys. 2007
Feb 15;458(2):128-35.

Xanthophyll accumulation in the
human retina during supplementation
with lutein or zeaxanthin - the
LUXEA (LUtein Xanthophyll Eye
Accumulation) study.

コントラスト感度を測定してい
ない

除15 Rosenthal JM et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2006 Dec;47(12):5227-33.

Dose-ranging study of lutein
supplementation in persons aged 60
years or older.

対象者に疾病者を含む

除16 Huang LL et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2008 Sep;49(9):3864-9.

Oral supplementation of
lutein/zeaxanthin and omega-3 long
chain polyunsaturated fatty acids in
persons aged 60 years or older, with
or without AMD.

コントラスト感度を測定してい
ない

除17 Johnson EJ et al.
Am J Clin Nutr. 2008
May;87(5):1521-9.

The influence of supplemental lutein
and docosahexaenoic acid on serum,
lipoproteins, and macular
pigmentation.

コントラスト感度を測定してい
ない

除18 Connolly EE et al.
Curr Eye Res. 2010
Apr;35(4):335-51.

Augmentation of macular pigment
following supplementation with all
three macular carotenoids: an
exploratory study.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除19 Bone RA et al.
Arch Biochem Biophys. 2010
Dec 1;504(1):50-5.

Dose-dependent response of serum
lutein and macular pigment optical
density to supplementation with
lutein esters.

ルテインエステルを対象とした
研究

除20 Borel P et al.
Ann Med. 2011 Feb;43(1):47-
59.

Genetic variants in BCMO1 and
CD36 are associated with plasma
lutein concentrations and macular
pigment optical density in humans.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除21 Sasamoto Y et al.
Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. 2011
Dec;249(12):1847-54.

Effect of 1-year lutein
supplementation on macular pigment
optical density and visual function.

対照がない

除22 Connolly EE et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2011 Nov 29;52(12):9207-17.

Supplementation with all three
macular carotenoids: response,
stability, and safety.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除23 Landrum J et al.
Acta Biochim Pol.
2012;59(1):167-9.

Comparison of dietary
supplementation with lutein diacetate
and lutein: a pilot study of the effects
on serum and macular pigment.

コントラスト感度を測定してい
ない

除24 Nolan JM et al.
Exp Eye Res. 2012
Aug;101:9-15.

Macular carotenoid supplementation
in subjects with atypical spatial
profiles of macular pigment.

ルテインを含まない対照がな
い

除25 Hammond CJ et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Jul 26;53(8):4963-8.

The heritability of macular response
to supplemental lutein and
zeaxanthin: a classic twin study.

対照がない

除26 Zeimer M et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Jul 24;53(8):4852-9.

Profiles of macular pigment optical
density and their changes following
supplemental lutein and zeaxanthin:
new results from the LUNA study.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明



除27 Ma L et al.
Am J Ophthalmol. 2012
Oct;154(4):625-634.

Improvement of retinal function in
early age-related macular
degeneration after lutein and
zeaxanthin supplementation: a
randomized, double-masked, placebo-
controlled trial.

介入対象者が早期AMD者の
みである

除28 Meagher KA et al.
Br J Nutr. 2013 Jul
28;110(2):289-300.

Serum response to supplemental
macular carotenoids in subjects with
and without age-related macular
degeneration.

ルテインを含まない対照がな
い

除29 Yao Y et al.
Nutrition. 2013 Jul-Aug;29(7-
8):958-64.

Lutein supplementation improves
visual performance in Chinese
drivers: 1-year randomized, double-
blind, placebo-controlled study.

ルテインエステルを対象とした
研究

除30 Beatty S et al.
Ophthalmology. 2013
Mar;120(3):645.

Visual outcome after antioxidant
supplementation.

総説である

除31 Thurnham DI et al.
Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. 2015
Aug;253(8):1231-43.

Macular response to supplementation
with differing xanthophyll
formulations in subjects with and
without age-related macular
degeneration.

ルテインを含まない対照がな
い

除32 Hammond BR et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2014 Dec 2;55(12):8583-9.

A double-blind, placebo-controlled
study on the effects of lutein and
zeaxanthin on photostress recovery,
glare disability, and chromatic
contrast.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除33 Bovier ER et al.
Arch Biochem Biophys. 2015
Apr 15;572:54-7.

A randomized placebo-controlled
study on the effects of lutein and
zeaxanthin on visual processing
speed in young healthy subjects.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除34 Obana A et al.
PLoS One. 2015 Oct
9;10(10):e0139257.

Changes in Macular Pigment Optical
Density and Serum Lutein
Concentration in Japanese Subjects
Taking Two Different Lutein
Supplements.

ルテインを含まない対照がな
い

除35 Berrow EJ et al.
Doc Ophthalmol. 2016
Apr;132(2):123-35.

The effect of nutritional
supplementation on the multifocal
electroretinogram in healthy eyes.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除36 Stringham JM et al.
Exp Eye Res. 2016
Oct;151:1-8.

Serum and retinal responses to three
different doses of macular
carotenoids over 12 weeks of
supplementation.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除37 Morganti P et al.
Skinmed.  2004 Nov-
Dec;3(6):310-6.

Protective effects of oral
antioxidants on skin and eye function.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除38 Stringham JM et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2017 Apr 1;58(4):2291-2295.

Contrast Sensitivity and Lateral
Inhibition Are Enhanced With Macular
Carotenoid Supplementation.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除39 Stringham JM et al.
Eye Vis (Lond). 2016 Nov
11;3:30.

Macular carotenoid supplementation
improves disability glare performance
and dynamics of photostress
recovery.

複合製剤で機能性関与成分
の効果不明

除40 Bone RA et al.
J Nutr. 2003 Apr;133(4):992-
8.

Lutein and zeaxanthin dietary
supplements raise macular pigment
density and serum concentrations of
these carotenoids in humans.

ルテインエステルを対象とした
研究



除41 Bernstein PS et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Sep 14;53(10):6178-86.

Macular pigment imaging in AREDS2
participants: an ancillary study of
AREDS2 subjects enrolled at the
Moran Eye Center.

疾病者のみを対象とした研究

除42 Berendschot TT et al.
Invest Ophthalmol Vis Sci.
2000 Oct;41(11):3322-6.

Influence of lutein supplementation
on macular pigment, assessed with
two objective techniques.

対照がない

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。



別紙様式（Ⅴ）-９　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

該当の未報告研究は確認できなかった

No. 研究実施者 臨床研究登録データベース名 タイトル 状態（研究実施中等）

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

未報告研究リスト （コントラスト感度を改善する）



別紙様式（Ⅴ）-10　【様式例　添付ファイル用】

商品名：えんきん a

No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等

参1
Khachik F, et al. Identification of lutein and zeaxanthin oxidation products in human
and monkey retinas. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997;38(9):1802-1811.

参2
Semba RD, et al. Are lutein and zeaxanthin conditionally essential nutrients for eye
health? Med Hypotheses. 2003;61(4):465-472.

参3
末木一夫.  ルテインサプリメントの複数回摂取におけるルティン, ゼアキサンチン及び
3'-デヒドロキサンチンの血中動態. ビタミン. 2006;80(1):12-13.

参4 河口良子. ルテインとその機能性. ビタミン. 2015;89(11):537-539.

参5
Li B, et al. Identification of StARD3 as a lutein-binding protein in the macula of the
primate retina. Biochemistry. 2011;50(13):2541-2549.

参6
Snodderly DM, et al. The macular pigment. II. Spatial distribution in primate retinas.
Invest Ophthalmol Vis Sci. 1984;25(6):674-685.

参7

Tanito M, et al. Macular pigment density changes in Japanese individuals
supplemented with lutein or zeaxanthin: quantification via resonance Raman
spectrophotometry and autofluorescence imaging. Jpn J Ophthalmol.
2012;56(5):488-496.

参8
Huang YM, et al. Serum and macular responses to multiple xanthophyll supplements
in patients with early age-related macular degeneration. Nutrition. 2013;29(2):387-
392.

参9
Ma L, et al. A 12-week lutein supplementation improves visual function in Chinese
people with long-term computer display light exposure. Br J Nutr. 2009;102(2):186-
190.

参10
Loughman J, et al. The relationship between macular pigment and visual
performance. Vision Res. 2010;50(13):1249-1256.

参11
金澤正継 ら. CGT-2000を用いたコントラスト感度測定の再現性. あたらしい眼科.
2015;32(1):159-162.

参12
ビッセン宮島弘子 ら. 回析型多焦点眼内レンズ挿入後の不満例の検討. あたらしい
眼科 2013;30(11):1629-1632.

参13
Loskutova E, et al. Macular pigment and its contribution to vision. Nutrients.
2013;5(6):1962-1969.

参14
Liu R, et al. Lutein and zeaxanthin supplementation and association with visual
function in age-related macular degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2015;56(1):252-258.

参15
Ma L, et al. Lutein, Zeaxanthin and Meso-zeaxanthin Supplementation Associated
with Macular Pigment Optical Density. Nutrients. 2016;8(7):pii: E426.

参16

消費者庁. 「機能性表示食品」制度における機能性に関する科学的根拠の検証-届け
出られた研究レビューの質に関する検証事業報告書.　平成28年3月.
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/food_with_function_report_0001.pdf（参照2017年10月
19日）.

参考文献リスト （コントラスト感度を改善する）



参17
van Tulder M, et al. Updated method guidelines for systematic reviews in the
cochrane collaboration back review group. Spine. 2003;28(12):1290-1299.

参18 凸版メディア株式会社. 診療ガイドラインのためのGRADEシステム-第2版-. 2015:267.

参19
根木昭監修. 眼科検査ガイド第2版 　1.視力検査７）コントラスト感度と干渉縞視力. 文光
堂. 2017:25-28.

参20
山口剛史. 眼科検査よみかた入門　コントラスト感度検査の結果のみかた. 眼科ケア.
2008;10(10):80-88.

参21 平岡孝浩. コントラスト感度の活用. 臨床眼科. 2012;66(11):65-71.

参22
秋山友紀子 ら. コントラスト感度の概念と臨床応用. 東女医大誌. 2012;82(臨時増刊
号):E83-E89.

参23 魚里博 ら. 視力検査とコントラスト感度. 新しい眼科. 2009;26(11):1483-1487.

参24
Puell MC, et al. Contrast sensitivity and disability glare in patients with dry eye. Acta
Ophthalmol Scand. 2006;84(4):527-531.

参25
Owsley C, et al. Contrast sensitivity, acuity, and the perception of 'real-world'
targets. Br J Ophthalmol. 1987;71(10):791-796.

参26
根木昭監修. 眼科検査ガイド第2版 17. 眼底写真 6)黄斑色素測定. 文光堂.
2017:598-602.

参27
Wang X, et al. Role of lutein supplementation in the management of age-related
macular degeneration: meta-analysis of randomized controlled trials. Ophthalmic
Res.

参28
Obana A, et al. Changes in Macular Pigment Optical Density and Serum Lutein
Concentration in Japanese Subjects Taking Two Different Lutein Supplements.
PLoS One. 2015;10(10):e0139257.

参29
Sasamoto Y, et al. Effect of 1-year lutein supplementation on macular pigment
optical density and visual function. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.
2011;249(12):1847-1854.

参30
Nagai N, et al. Association of macular pigment optical density with serum
concentration of oxidized low-density lipoprotein in healthy adults. Retina.
2015;35(4):820-826.

参31

消費者庁. 機能性表示食品制度における臨床試験及び安全性の評価内容の実態把
握の検証・調査事業報告書.平成29年3月.
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_23_171025_0001.pdf（参照2017年11月9
日）.

参32
黒坂大次郎 ら. 眼のかすみ 眼のかすみを起こす疾患(2)白内障 あたらしい眼科.
2010;27(2):158-164.

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ラン

ダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ
インにおけ
る主要アウ
トカムの同

等性

④参加

者

⑤介入

者

⑥アウ

トカム

評価者

⑦追加介入は
なされていな

い、または全群
で同じ追加介

入

⑧コン

プライ

アンス

⑨ド

ロップ

アウト

⑩ITT

解析

⑪全群、同タ

イミング・時期

での評価

対象 介入 対照
アウトカ

ム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
*3 p値

介入群

vs

対照群

平均差

p値 コメント

【L6群】コントラスト感度6.3°(log）(12週間） 1.87±0.15 1.91±0.14 [0.04] NS 1.82±0.16 1.89±0.14 [0.07]  p<0.05 [0.03] NS L6群は摂取前後で有意に改善。

【L6群】コントラスト感度4.0°(log）(12週間） 1.91±0.13 1.86±0.25 [-0.05] NS 1.87±0.10 1.92±0.11 [0.05] NS [0.10] NS 有意な変化なし。

【L6群】コントラスト感度2.5°(log）(12週間） 1.83±0.16 1.81±0.17 [-0.02] NS 1.78±0.17 1.91±0.10 [0.13]  p<0.01 [0.15] p＝0.003 L6群は対照群より群間有意に改善。

【L6群】コントラスト感度1.6°(log）(12週間） 1.66±0.21 1.66±0.19 [0] NS 1.63±0.14 1.71±0.21 [0.08] NS [0.08] NS 有意な変化なし。

【L6群】コントラスト感度1.0°(log）(12週間） 1.37±0.22 1.38±0.26 [0.01] NS 1.40±0.17 1.44±0.22 [0.04] NS [0.03] NS 有意な変化なし。

【L6群】コントラスト感度0.7°(log）(12週間） 1.00±0.26 0.97±0.29 [-0.03] NS 1.09±0.17 1.12±0.28 [0.03] NS [0.06] NS 有意な変化なし。

【L12群】コントラスト感度6.3°(log）(12週間） 1.87±0.15 1.91±0.14 [0.04] NS 1.81±0.15 1.91±0.11 [0.10] p<0.01 [0.06] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度4.0°(log）(12週間） 1.91±0.13 1.86±0.25 [-0.05] NS 1.81±0.16 1.89±0.13 [0.08] p<0.01 [0.13] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度2.5°(log）(12週間） 1.83±0.16 1.81±0.17 [-0.02] NS 1.76±0.19 1.83±0.14 [0.07] p<0.05 [0.09] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度1.6°(log）(12週間） 1.66±0.21 1.66±0.19 [0] NS 1.62±0.19 1.70±0.17 [0.08] p<0.05 [0.08] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度1.0°(log）(12週間） 1.37±0.22 1.38±0.26 [0.01] NS 1.33±0.16 1.43±0.23 [0.10] p<0.05 [0.09] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度0.7°(log）(12週間） 1.00±0.26 0.97±0.29 [-0.03] NS 1.02±0.24 1.09±0.19 [0.07] NS [0.10] NS 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°(3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.030 [0.02] NS [0.007] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°（摂取終了3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.028 [0.018] NS [0.005] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°(3ヵ月） 0.020 0.016 [-0.004] NS 0.020 0.017 [-0.003] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°（摂取終了3ヵ月） 0.020 0.020 [0] NS 0.020 0.020 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°(3ヵ月） 0.052 0.026 [-0.026] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.022] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°（摂取終了3ヵ月） 0.052 0.040 [-0.012] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.008] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°(3ヵ月） 0.100 0.078 [-0.022] NS 0.071 0.080 [0.009] NS [0.031] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°（摂取終了3ヵ月） 0.100 0.083 [-0.017] NS 0.071 0.063 [-0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°(3ヵ月） 0.180 0.098 [-0.082] NS 0.120 0.140 [0.020] NS [0.102] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°（摂取終了3ヵ月） 0.180 0.159 [-0.021] NS 0.120 0.100 [-0.020] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°(3ヵ月） 0.290 0.200 [-0.09] NS 0.230 0.230 [0] NS [0.09] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°（摂取終了3ヵ月） 0.290 0.290 [0] NS 0.230 0.230 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(6ヵ月) 52±22 62±29 [10] p=0.41 44±26 53±20 [9] p=0.05 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(6ヵ月) 95±36 94±46 [-1] p=0.84 85±37 85±29 [0] p=0.96 [1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(6ヵ月) 103±54 116±64 [13] p=0.83 99±27 100±28 [1] p=0.71 [-12] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(6ヵ月) 57±43 62±42 [5] p=0.64 30±10 39±17 [9] p=0.18 [4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(6ヵ月) 20±17 17±14 [-3] p=0.53 8±5 12±9 [4] p=0.17 [7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(6ヵ月) 65±27 75±24 [10] p=0.20 57±30 63±23 [6] p=0.62 [-4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(6ヵ月) 68±39 96±44 [28] p=0.10 78±45 74±35 [-4] p=0.79 [-32] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(6ヵ月) 53±46 63±43 [10] p=0.58 41±13 53±21 [12] p=0.06 [2] p<0.05 介入群は対照群より群間有意に改善。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(6ヵ月) 13±14 21±25 [8] p=0.40 7±4 9±6 [2] p=0.20 [-6] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(6ヵ月) 4±5 5±3 [1] p=0.59 2±0 2±0 [0] NS [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

コントラスト閾値：コントラスト感度の逆数

【閲覧に当た っての注意】 :

本シートは閲覧のみを 目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

健常者

ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

コントラスト感度

各論文の質評価シート（臨床試験） （コントラスト感度を改善する）

対象

介入

対照

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、

（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイア

スとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

非直接性
*2

各群の前後の値
*3*4

アウトカム

個別研究
バイアスリスク

*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス
⑫その

他の

バイアス

まとめ

低（-4） 0 0 00 0

0 0 低（-2） 00 0 0 0

低（-4） 0 0 00 0

0 0採1 RCTP -1 -1 0 0

-1 0

0
非直接

性なし

採2 RCTP 0 -1 0 0 -1 0

-1 0 0 -1

0 0 0
非直接

性なし

採3 RCTP 0 -1 0 0 0
非直接

性なし
-1 -1 0 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ラン

ダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加

者

⑤介入

者

⑥アウ

トカム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全

群で同じ追加

介入

⑧コン

プライ

アンス

⑨ド

ロップ

アウト

⑩ITT

解析

⑪全群、同タ

イミング・時期

での評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
*3 p値

介入群

vs

対照群

平均差

p値 コメント

【L6群】血清ルテイン濃度(μmol/L）(12週間） 0.35±0.3 0.36±0.07 [0.01] NS 0.36±0.12 0.61±0.18 [0.25] ｐ＜0.01 [0.24] ｐ＜0.01 L6群は対照群より群間有意に増加。

【L12群】血清ルテイン濃度( μmol/L）(12週間） 0.35±0.3 0.36±0.07 [0.01] NS 0.33±0.12 0.73±0.36 [0.40] ｐ＜0.001 [0.39] ｐ＜0.001 L12群は対照群より群間有意に増加。

血清ルテイン濃度(μmol/L）(3ヵ月） 3.2±（1.21） 5.7±（1.63） [2.5] p＜0.05 3.7±（1.05） 6.4±（2.98） [2.7] p＜0.05 [0.2] NR 介入群は摂取前後で有意に増加。

血清ルテイン濃度(μmol/L）（摂取終了3ヵ月） 3.2±（1.21） 4.0±（1.30） [0.8] p＜0.05
※ 3.7±（1.05） 4.2±（1.02） [0.5] NS

※ [-0.3] NR
両群摂取3ヵ月後と比較して減少（対照群は有意に減少）、摂取前後で両群有

意に増加。※ vs摂取3カ月後

血清ルテイン濃度(μmol/L）(3ヵ月） 0.21±0.05 0.23±0.07 [0.02] p＞0.05 0.26±0.12 0.91±0.99 [0.65] p＞0.05 [0.63] NR 有意な変化なし。

血清ルテイン濃度(μmol/L）(6ヵ月） 0.21±0.05 0.22±0.06 [0.01] p＞0.05 0.26±0.12 0.54±0.48 [0.28] p＞0.05 [0.27] NR 有意な変化なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

各論文の質評価シート（臨床試験） （コントラスト感度を改善する）

対象

介入

対照

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：平均値±（　　）は平均値±SE。

健常者

ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

0 0 0 0

アウトカム

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

0

血清ルテイン濃度

採1 RCTP

非直接性
*2

各群の前後の値
*3*4

0

0 0 低（-2） 0

0 0 00 0 低（-4）

非直接

性なし

-1 -1 0
非直接

性なし

採2 RCTP 0 -1 0 0 -1 0

-1 0 0 -1 0 0

0 0 0

採3 RCTP 0 -1 0 0 低（-4） 0 0 00 0 0
非直接

性なし
-1 -1 0 0 -1 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ラン

ダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加

者

⑤介入

者

⑥アウ

トカム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全

群で同じ追加

介入

⑧コン

プライ

アンス

⑨ド

ロップ

アウト

⑩ITT

解析

⑪全群、同タ

イミング・時期

での評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
*3 p値

介入群

vs

対照群

平均差

p値 コメント

MPOD（RRS）（raman counts）(3ヵ月） 1604.0±372.5 1815.9±209.6 [211.9] NS 1322.9±568.8 1660.6±583.1 [337.7] ｐ＜0.05 [125.8] NR 介入群は摂取前後で有意に38%増加。対照群は17%増加（有意差なし）。

MPOD（RRS）（raman counts）（摂取終了3ヵ月） 1604.0±372.5 2301.7±744.5 [697.7] ｐ＜0.05 1322.9±568.8 1755.8±556.1 [432.9] ｐ＜0.05 [-264.8] NS 両群とも摂取前後で有意に増加（介入群：47%、対照群で50%）、群間差なし。

MPOD(HFP)0.25°(3ヵ月） 0.35±0.20 0.38±0.20 [0.03] p=0.71 0.32±0.12 0.38±0.15 [0.06] p=0.08 [0.05] NR 介入群は摂取前後で増加傾向。

MPOD(HFP)0.25°(6ヵ月） 0.35±0.20 0.37±0.18 [0.02] p=0.64 0.32±0.12 0.41±0.14 [0.09] p=0.44 [0.07] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)0.5°(3ヵ月） 0.28±0.17 0.31±0.16 [0.03] p=0.40 0.27±0.13 0.32±0.22 [0.05] p=0.46 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)0.5°(6ヵ月） 0.28±0.17 0.28±0.16 [0.00] p=0.97 0.27±0.13 0.30±0.14 [0.03] p=0.46 [0.03] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)1°(3ヵ月） 0.16±0.12 0.14±0.11 [-0.02] p=0.95 0.16±0.14 0.18±0.12 [0.02] p=0.46 [0.04] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)1°(6ヵ月） 0.16±0.12 0.13±0.10 [-0.03] p=0.40 0.16±0.14 0.15±0.14 [-0.01] p=0.77 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)1.75°(3ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.77 0.08±0.10 0.08±0.10 [0.00] p=0.86 [0.00] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)1.75°(6ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.73 0.08±0.10 0.07±0.10 [-0.01] p=0.87 [-0.01] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)3°(3ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.03 [0.00] p=0.81 0.05±0.02 0.07±0.06 [0.02] p=0.59 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)3°(6ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.05 [0.00] p=0.68 0.05±0.02 0.03±0.03 [-0.02] p=0.19 [-0.02] NR 有意な変化なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

各論文の質評価シート（臨床試験） （コントラスト感度を改善する）

各群の前後の値
*3

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム

0 0 0
非直接

性なし

非直接性
*2

0

採3 RCTP 0 -1 0

MPOD(コントラスト感度に関連する眼科学的検査)

採2 RCTP 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 低（-2）0 0 0

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

3
非直接

性なし
0 -1 -1 0 0 -1 低（-4） 0 1 20 0 0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ラン

ダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加

者

⑤介入

者

⑥アウ

トカム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全

群で同じ追加

介入

⑧コン

プライ

アンス

⑨ド

ロップ

アウト

⑩ITT

解析

⑪全群、同タ

イミング・時期

での評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
*3 p値

介入群

vs

対照群

平均差

p値 コメント

【L6群】グレア感度6.3°(log）(12週間） 1.83±0.20. 1.76±0.20 [-0.07] NS 1.78±0.18. 1.77±0.30 [-0.01] NS [0.06] NS

【L6群】グレア感度4.0°(log）(12週間） 1.82±0.20 1.79±0.19 [-0.03] NS 1.79±0.18 1.81±0.30 [0.02] NS [0.05] NS

【L6群】グレア感度2.5°(log）(12週間） 1.69±0.21 1.65±0.23 [-0.04] NS 1.71±0.21 1.74±0.23 [0.03] NS [0.07] NS

【L6群】グレア感度1.6°(log）(12週間） 1.49±0.23 1.46±0.27 [-0.03] NS 1.57±0.21 1.56±0.23 [-0.01] NS [0.02] NS

【L6群】グレア感度1.0°(log）(12週間） 1.23±0.23 1.20±0.28 [-0.03] NS 1.27±0.21 1.24±0.23 [-0.03] NS [0.0] NS

【L6群】グレア感度0.7°(log）(12週間） 0.94±0.25 0.79±0.34 [-0.15] NS 0.97±0.23 0.94±0.26 [-0.03] NS [0.12] NS

【L12群】グレア感度6.3°(log）(12週間） 1.83±0.20. 1.76±0.20 [-0.07] NS 1.74±0.18. 1.78±0.19 [0.04] NS [0.11] NS

【L12群】グレア感度4.0°(log）(12週間） 1.82±0.20 1.79±0.19 [-0.03] NS 1.70±0.24 1.75±0.20 [0.05] NS [0.08] NS

【L12群】グレア感度2.5°(log）(12週間） 1.69±0.21 1.65±0.23 [-0.04] NS 1.60±0.21 1.66±0.21 [0.06] NS [0.10] NS

【L12群】グレア感度1.6°(log）(12週間） 1.49±0.23 1.46±0.27 [-0.03] NS 1.45±0.22 1.48±0.21 [0.03] NS [0.06] NS

【L12群】グレア感度1.0°(log）(12週間） 1.23±0.23 1.20±0.28 [-0.03] NS 1.17±0.25 1.24±0.22 [0.07] NS [0.10] NS

【L12群】グレア感度0.7°(log）(12週間） 0.94±0.25 0.79±0.34 [-0.15] NS 0.84±0.28 0.93±0.33 [0.09] NS [0.24] NS

グレア閾値 6.3°(3ヵ月） 0.039 0.035 [-0.004] NS 0.020 0.030 [0.010] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 6.3°（摂取終了3ヵ月） 0.039 0.039 [0] NS 0.020 0.034 [0.014] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°(3ヵ月） 0.038 0.037 [-0.001] NS 0.024 0.032 [0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°（摂取終了3ヵ月） 0.038 0.068 [0.030] p=0.04 0.024 0.039 [0.015] NS [0.018] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°(3ヵ月） 0.072 0.061 [-0.011] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.037] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°（摂取終了3ヵ月） 0.072 0.082 [-0.01] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.036] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°(3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°（摂取終了3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°(3ヵ月） 0.250 0.230 [-0.02] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.100] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°（摂取終了3ヵ月） 0.250 0.250 [0] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.080] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°(3ヵ月） 0.400 0.320 [-0.08] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.220] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°（摂取終了3ヵ月） 0.400 0.400 [0] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.140] NR 有意な変化なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(6ヵ月) 60±25 74±29 [14] p=0.13 56±27 67±20 [11] p=0.06 [-3] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(6ヵ月) 96±30 97±44 [1] p=0.96 84±26 95±31 [11] p=0.18 [10] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(6ヵ月) 105±51 112±58 [7] p=0.64 114±43 96±37 [-18] p=0.18 [-11] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(6ヵ月) 29±21 62±48 [33] p=0.06 34±13 32±14 [-2] p=0.79 [-35] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(6ヵ月) 33±15 46±22 [13] p=0.41 17±11 23±12 [6] p=0.35 [-7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(6ヵ月) 32±24 38±23 [6] p=0.76 23±8 45±35 [22] p=0.08 [16] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(6ヵ月) 54±39 59±46 [5] p=0.82 36±10 61±43 [25] p=0.07 [20] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(6ヵ月) 53±46 64±43 [11] p=0.66 64±41 90±53 [26] p=0.15 [15] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(6ヵ月) 7±5 10±7 [3] p=0.24 5±2 10±17 [5] p=0.30 [2] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(3ヵ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(6ヵ月) 4±5 5±3 [1] p=0.14 2±0 2±0 [0] p=0.34 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

グレア閾値：グレア感度の逆数

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

-1 0 0 0 0低（-4） 0 0

0

非直接

性なし
00 -1 -1 0 0

0 0 低（-2） 00 -1 0 0

採3 RCTP 0 -1 0

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム グレア感度(コントラスト感度に関連する眼科学的検査)

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、

（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイ

アスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

各論文の質評価シート（臨床試験） （コントラスト感度を改善する）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

各群の前後の値
*3*4

非直接性
*2

0 0 0
非直接

性なし

0
非直接

性なし
0 00

0 0

採1 RCTP -1 -1 0

採2 RCTP 0 -1 0

0 0 -1 0

L12群は摂取前後で上昇傾向。

有意な変化なし。

0-1 0 0 低（-4）0



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ラン

ダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加

者

⑤介入

者

⑥アウ

トカム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全

群で同じ追加

介入

⑧コン

プライ

アンス

⑨ド

ロップ

アウト

⑩ITT

解析

⑪全群、同タ

イミング・時期

での評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
*3 p値

介入群

vs

対照群

平均差

p値 コメント

【L6群】裸眼視力(logMAR）(12週間） 0.70±0.51 0.70±0.54 [0.0] NS 0.79±0.42 0.76±0.29 [-0.03] NS [-0.03] NS 有意な変化なし。

【L12群】裸眼視力(logMAR）(12週間） 0.70±0.51 0.70±0.54 [0.0] NS 0.76±0.49 0.65±0.47 [-0.11] NS [-0.11] NS 有意な変化なし。

【L6群】最良矯正視力(logMAR）(12週間） 0.046±0.15 0.050±0.18 [0.004] NS 0.042±0.12 0.019±0.13 [-0.023] NS [-0.027] NS 有意な変化なし。

【L12群】最良矯正視力(logMAR）(12週間） 0.046±0.15 0.050±0.18 [0.004] NS 0.038±0.10 -0.023±0.10 [-0.061] NS [-0.065] NS 有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR VA）(介入3ヵ月後） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR VA）〔6ヵ月（介入終了後3ヵ月後）〕 NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 有意な変化なし。

最良矯正視力(logMAR）(3ヵ月） -0.16±0.12 NR NR p＞0.05 -0.14±0.1 NR NR p＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

最良矯正視力(logMAR）(6ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

グレア閾値：グレア感度の逆数

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

0
非直接

性なし
0 0 低（-4） 0 0 00採3 RCTP 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1

非直接

性なし
0 0 0 0 0 0 低（-2） 0 0 0 0

0
非直接

性なし

採2 RCTP 0 -1 0 0 -1 0

0 0 低（-4） 0 0 00採1 RCTP -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

非直接性
*2

各群の前後の値
*3

アウトカム 視力(コントラスト感度に関連する眼科学的検査)

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

各論文の質評価シート（臨床試験） （コントラスト感度を改善する）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：えんきん a

追加介入

バイアス
評価バイアス

研究

コード

研究

デザイ

ン

①ラン

ダム化

②割付

の

隠蔵

➂ベースラ

インにおけ

る主要アウ

トカムの同

等性

④参加

者

⑤介入

者

⑥アウ

トカム

評価者

⑦追加介入は

なされていな

い、または全

群で同じ追加

介入

⑧コン

プライ

アンス

⑨ド

ロップ

アウト

⑩ITT

解析

⑪全群、同タ

イミング・時期

での評価

対象 介入 対照
アウト

カム
まとめ 効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
*3 p値

介入群

vs

対照群

平均差

p値 コメント

photostress recovery time(sec）(3ヵ月） NR NR NR p＞0.05 NR NR NR p＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

photostress recovery time(sec）(6ヵ月） NR NR NR p＞0.05 NR NR NR p＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、SD：standard deviation、ITT：intention to treat、NR：no report（報告なし）　の略

グレア閾値：グレア感度の逆数

【閲 覧 に 当 た って の 注 意 】 :

本 シ ートは 閲 覧 の み を 目 的 と する もの で あ り、不 適 正 な 利 用 は 著 作 権 法 な どの 法 令 違 反 と な る 可 能 性 が あ る の で 注 意 する こと 。

0 -1 -1採3 RCTP 0 -1 0

非直接性
*2 各群の前後の値

非直接

性なし
0 0 -1 0 0 0 低（-4） 0 0 0 0

個別研究

バイアスリスク
*1

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少

バイアス

⑫その

他の

バイアス

まとめ

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

アウトカム photostress recovery time(コントラスト感度に関連する眼科学的検査)

*1：各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（ −1）、「ない場合」、（0）の2 段階

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-9以上を高バイアス、-5から-8を中バイアス、-4から0を低バイアスとした。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。

各論文の質評価シート（臨床試験） （コントラスト感度を改善する）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

エビデンス総体の質評価シート （コントラスト感度を改善する）

商品名：えんきん a

エビデンス総体

アウトカム

研究デザイン/

文献数（研究

数）

バイアス

リスク
*1 非直接性

*1
不精確

*2
非一貫性

*1

その他

（出版バイア

スなど
*1

）

上昇要因

（観察

研究
*1

）

効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群 vs 対照

群

平均差

p値 コメント

採用文

献

No.

【L6群】コントラスト感度6.3°(log）(12週間） 1.87±0.15 1.91±0.14 [0.04] NS 1.82±0.16 1.89±0.14 [0.07]  p<0.05 [0.03] NS L6群は摂取前後で有意に改善。

【L6群】コントラスト感度4.0°(log）(12週間） 1.91±0.13 1.86±0.25 [-0.05] NS 1.87±0.10 1.92±0.11 [0.05] NS [0.10] NS 有意な変化なし。

【L6群】コントラスト感度2.5°(log）(12週間） 1.83±0.16 1.81±0.17 [-0.02] NS 1.78±0.17 1.91±0.10 [0.13]  p<0.01 [0.15] p＝0.003 L6群は対照群より群間有意に改善。

【L6群】コントラスト感度1.6°(log）(12週間） 1.66±0.21 1.66±0.19 [0] NS 1.63±0.14 1.71±0.21 [0.08] NS [0.08] NS 有意な変化なし。

【L6群】コントラスト感度1.0°(log）(12週間） 1.37±0.22 1.38±0.26 [0.01] NS 1.40±0.17 1.44±0.22 [0.04] NS [0.03] NS 有意な変化なし。

【L6群】コントラスト感度0.7°(log）(12週間） 1.00±0.26 0.97±0.29 [-0.03] NS 1.09±0.17 1.12±0.28 [0.03] NS [0.06] NS 有意な変化なし。

【L12群】コントラスト感度6.3°(log）(12週間） 1.87±0.15 1.91±0.14 [0.04] NS 1.81±0.15 1.91±0.11 [0.10] p<0.01 [0.06] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度4.0°(log）(12週間） 1.91±0.13 1.86±0.25 [-0.05] NS 1.81±0.16 1.89±0.13 [0.08] p<0.01 [0.13] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度2.5°(log）(12週間） 1.83±0.16 1.81±0.17 [-0.02] NS 1.76±0.19 1.83±0.14 [0.07] p<0.05 [0.09] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度1.6°(log）(12週間） 1.66±0.21 1.66±0.19 [0] NS 1.62±0.19 1.70±0.17 [0.08] p<0.05 [0.08] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度1.0°(log）(12週間） 1.37±0.22 1.38±0.26 [0.01] NS 1.33±0.16 1.43±0.23 [0.10] p<0.05 [0.09] NS L12群は摂取前後で有意に改善。

【L12群】コントラスト感度0.7°(log）(12週間） 1.00±0.26 0.97±0.29 [-0.03] NS 1.02±0.24 1.09±0.19 [0.07] NS [0.10] NS 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°(3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.030 [0.02] NS [0.007] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 6.3°（摂取終了3ヵ月） 0.014 0.017 [0.013] NS 0.010 0.028 [0.018] NS [0.005] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°(3ヵ月） 0.020 0.016 [-0.004] NS 0.020 0.017 [-0.003] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 4.0°（摂取終了3ヵ月） 0.020 0.020 [0] NS 0.020 0.020 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°(3ヵ月） 0.052 0.026 [-0.026] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.022] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 2.5°（摂取終了3ヵ月） 0.052 0.040 [-0.012] NS 0.040 0.036 [-0.004] NS [0.008] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°(3ヵ月） 0.100 0.078 [-0.022] NS 0.071 0.080 [0.009] NS [0.031] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.6°（摂取終了3ヵ月） 0.100 0.083 [-0.017] NS 0.071 0.063 [-0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°(3ヵ月） 0.180 0.098 [-0.082] NS 0.120 0.140 [0.020] NS [0.102] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 1.0°（摂取終了3ヵ月） 0.180 0.159 [-0.021] NS 0.120 0.100 [-0.020] NS [0.001] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°(3ヵ月） 0.290 0.200 [-0.09] NS 0.230 0.230 [0] NS [0.09] NR 有意な変化なし。

コントラスト閾値　薄暮視 0.64°（摂取終了3ヵ月） 0.290 0.290 [0] NS 0.230 0.230 [0] NS [0] NR 有意な変化なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(6ヶ月) 52±22 62±29 [10] p=0.41 44±26 53±20 [9] p=0.05 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(6ヶ月) 95±36 94±46 [-1] p=0.84 85±37 85±29 [0] p=0.96 [1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(6ヶ月) 103±54 116±64 [13] p=0.83 99±27 100±28 [1] p=0.71 [-12] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(6ヶ月) 57±43 62±42 [5] p=0.64 30±10 39±17 [9] p=0.18 [4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(6ヶ月) 20±17 17±14 [-3] p=0.53 8±5 12±9 [4] p=0.17 [7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(6ヶ月) 65±27 75±24 [10] p=0.20 57±30 63±23 [6] p=0.62 [-4] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(6ヶ月) 68±39 96±44 [28] p=0.10 78±45 74±35 [-4] p=0.79 [-32] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(6ヶ月) 53±46 63±43 [10] p=0.58 41±13 53±21 [12] p=0.06 [2] p<0.05 介入群は対照群より群間有意に改善。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(6ヶ月) 13±14 21±25 [8] p=0.40 7±4 9±6 [2] p=0.20 [-6] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータの記載なし。

コントラスト感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(6ヶ月) 4±5 5±3 [1] p=0.59 2±0 2±0 [0] NS [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

各群の前後の値*3*4*5

*1：各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低／なし（0）”の3 段階

*2：不精確の項目は“不精確（−2）”，“やや不精確（−1）”，“精確（0）”の3 段階

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：

standard deviation、

SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

採2

採1

採3

主要アウトカム/

コントラスト感度
RCTP/3 00 -1-1-1



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

エビデンス総体の質評価シート （コントラスト感度を改善する）

商品名：えんきん a

エビデンス総体

アウトカム

研究デザイン/

文献数（研究

数）

バイアス

リスク
*1 非直接性

*1
不精確

*2
非一貫性

*1

その他

（出版バイア

スなど
*1

）

上昇要因

（観察

研究
*1

）

効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群 vs 対照

群

平均差

p値 コメント

採用文

献

No.

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

各群の前後の値*3*4*5

*1：各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低／なし（0）”の3 段階

*2：不精確の項目は“不精確（−2）”，“やや不精確（−1）”，“精確（0）”の3 段階

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：

standard deviation、

SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

【L6群】血清ルテイン濃度(μmol/L）(12週間） 0.35±0.3 0.36±0.07 [0.01] NS 0.36±0.12 0.61±0.18 [0.25] ｐ＜0.01 [0.24] ｐ＜0.01 L6群は対照群より群間有意に増加。

【L12群】血清ルテイン濃度(μmol/L）(12週間） 0.35±0.3 0.36±0.07 [0.01] NS 0.33±0.12 0.73±0.36 [0.40] ｐ＜0.001 [0.39] ｐ＜0.001 L12群は対照群より群間有意に増加。

血清ルテイン濃度(μmol/L）(3ヵ月） 3.2±（1.21） 5.7±（1.63） [2.5] p＜0.05 3.7±（1.05） 6.4±（2.98） [2.7] p＜0.05 [0.2] NR 介入群は摂取前後で有意に増加。

血清ルテイン濃度(μmol/L）（摂取終了3ヵ月） 3.2±（1.21） 4.0±（1.30） [0.8] p＜0.05
※ 3.7±（1.05） 4.2±（1.02） [0.5] NS

※ [-0.3] NR
両群摂取3ヵ月後と比較して減少（対照群は有意に減少）、摂取前後

で両群有意に増加。※ vs摂取3カ月後

血清ルテイン濃度(μmol/L）(3ヵ月） 0.21±0.05 0.23±0.07 [0.02] p＞0.05 0.26±0.12 0.91±0.99 [0.65] p＞0.05 [0.63] NR 有意な変化なし。

血清ルテイン濃度(μmol/L）(6ヵ月） 0.21±0.05 0.22±0.06 [0.01] p＞0.05 0.26±0.12 0.54±0.48 [0.28] p＞0.05 [0.27] NR 有意な変化なし。

MPOD（RRS）（raman counts）(3ヵ月） 1604.0±372.5 1815.9±209.6 [211.9] NS 1322.9±568.8 1660.6±583.1 [337.7] ｐ＜0.05 [125.8] NR
介入群は摂取前後で有意に38%増加。対照群は17%増加（有意差な

し）。
MPOD（RRS）（raman counts）（摂取終了3ヵ月） 1604.0±372.5 2301.7±744.5 [697.7] ｐ＜0.05 1322.9±568.8 1755.8±556.1 [432.9] ｐ＜0.05 [-264.8] NS

両群とも摂取前後で有意に増加（介入群：47%、対照群で50%）、群間

差なし。
MPOD(HFP)0.25°(3ヵ月） 0.35±0.20 0.38±0.20 [0.03] p=0.71 0.32±0.12 0.38±0.15 [0.06] p=0.08 [0.05] NR 介入群は摂取前後で増加傾向。

MPOD(HFP)0.25°(6ヵ月） 0.35±0.20 0.37±0.18 [0.02] p=0.64 0.32±0.12 0.41±0.14 [0.09] p=0.44 [0.07] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)0.5°(3ヵ月） 0.28±0.17 0.31±0.16 [0.03] p=0.40 0.27±0.13 0.32±0.22 [0.05] p=0.46 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)0.5°(6ヵ月） 0.28±0.17 0.28±0.16 [0.00] p=0.97 0.27±0.13 0.30±0.14 [0.03] p=0.46 [0.03] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP) 1°(3ヵ月） 0.16±0.12 0.14±0.11 [-0.02] p=0.95 0.16±0.14 0.18±0.12 [0.02] p=0.46 [0.04] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP) 1°(6ヵ月） 0.16±0.12 0.13±0.10 [-0.03] p=0.40 0.16±0.14 0.15±0.14 [-0.01] p=0.77 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)1.75°(3ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.77 0.08±0.10 0.08±0.10 [0.00] p=0.86 [0.00] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)1.75°(6ヵ月） 0.03±0.03 0.03±0.05 [0.00] p=0.73 0.08±0.10 0.07±0.10 [-0.01] p=0.87 [-0.01] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)3°(3ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.03 [0.00] p=0.81 0.05±0.02 0.07±0.06 [0.02] p=0.59 [0.02] NR 有意な変化なし。

MPOD(HFP)3°(6ヵ月） 0.02±0.03 0.02±0.05 [0.00] p=0.68 0.05±0.02 0.03±0.03 [-0.02] p=0.19 [-0.02] NR 有意な変化なし。

【L6群】グレア感度6.3°(log）(12週間） 1.83±0.20. 1.76±0.20 [-0.07] NS 1.78±0.18. 1.77±0.30 [-0.01] NS [0.06] NS

【L6群】グレア感度4.0°(log）(12週間） 1.82±0.20 1.79±0.19 [-0.03] NS 1.79±0.18 1.81±0.30 [0.02] NS [0.05] NS

【L6群】グレア感度2.5°(log）(12週間） 1.69±0.21 1.65±0.23 [-0.04] NS 1.71±0.21 1.74±0.23 [0.03] NS [0.07] NS

【L6群】グレア感度1.6°(log）(12週間） 1.49±0.23 1.46±0.27 [-0.03] NS 1.57±0.21 1.56±0.23 [-0.01] NS [0.02] NS

【L6群】グレア感度1.0°(log）(12週間） 1.23±0.23 1.20±0.28 [-0.03] NS 1.27±0.21 1.24±0.23 [-0.03] NS [0.0] NS

【L6群】グレア感度0.7°(log）(12週間） 0.94±0.25 0.79±0.34 [-0.15] NS 0.97±0.23 0.94±0.26 [-0.03] NS [0.12] NS

【L12群】グレア感度6.3°(log）(12週間） 1.83±0.20. 1.76±0.20 [-0.07] NS 1.74±0.18. 1.78±0.19 [0.04] NS [0.11] NS

【L12群】グレア感度4.0°(log）(12週間） 1.82±0.20 1.79±0.19 [-0.03] NS 1.70±0.24 1.75±0.20 [0.05] NS [0.08] NS

【L12群】グレア感度2.5°(log）(12週間） 1.69±0.21 1.65±0.23 [-0.04] NS 1.60±0.21 1.66±0.21 [0.06] NS [0.10] NS

【L12群】グレア感度1.6°(log）(12週間） 1.49±0.23 1.46±0.27 [-0.03] NS 1.45±0.22 1.48±0.21 [0.03] NS [0.06] NS

【L12群】グレア感度1.0°(log）(12週間） 1.23±0.23 1.20±0.28 [-0.03] NS 1.17±0.25 1.24±0.22 [0.07] NS [0.10] NS

【L12群】グレア感度0.7°(log）(12週間） 0.94±0.25 0.79±0.34 [-0.15] NS 0.84±0.28 0.93±0.33 [0.09] NS [0.24] NS

グレア閾値 6.3°(3ヵ月） 0.039 0.035 [-0.004] NS 0.020 0.030 [0.010] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 6.3°（摂取終了3ヵ月） 0.039 0.039 [0] NS 0.020 0.034 [0.014] NS [0.014] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°(3ヵ月） 0.038 0.037 [-0.001] NS 0.024 0.032 [0.008] NS [0.009] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 4.0°（摂取終了3ヵ月） 0.038 0.068 [0.030] p=0.04 0.024 0.039 [0.015] NS [0.018] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°(3ヵ月） 0.072 0.061 [-0.011] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.037] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 2.5°（摂取終了3ヵ月） 0.072 0.082 [-0.01] NS 0.032 0.058 [0.026] NS [0.036] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°(3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.6°（摂取終了3ヵ月） 0.140 0.140 [0] NS 0.070 0.130 [0.060] NS [0.060] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°(3ヵ月） 0.250 0.230 [-0.02] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.100] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 1.0°（摂取終了3ヵ月） 0.250 0.250 [0] NS 0.180 0.260 [0.080] NS [0.080] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°(3ヵ月） 0.400 0.320 [-0.08] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.220] NR 有意な変化なし。

グレア閾値 0.64°（摂取終了3ヵ月） 0.400 0.400 [0] NS 0.260 0.400 [0.140] NS [0.140] NR 有意な変化なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 1.5ｃｐｄ(6ヶ月) 60±25 74±29 [14] p=0.13 56±27 67±20 [11] p=0.06 [-3] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 3.0ｃｐｄ(6ヶ月) 96±30 97±44 [1] p=0.96 84±26 95±31 [11] p=0.18 [10] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 6.0ｃｐｄ(6ヶ月) 105±51 112±58 [7] p=0.64 114±43 96±37 [-18] p=0.18 [-11] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 12.0ｃｐｄ(6ヶ月) 29±21 62±48 [33] p=0.06 34±13 32±14 [-2] p=0.79 [-35] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　昼間視 18.0ｃｐｄ(6ヶ月) 33±15 46±22 [13] p=0.41 17±11 23±12 [6] p=0.35 [-7] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 1.5ｃｐｄ(6ヶ月) 32±24 38±23 [6] p=0.76 23±8 45±35 [22] p=0.08 [16] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 3.0ｃｐｄ(6ヶ月) 54±39 59±46 [5] p=0.82 36±10 61±43 [25] p=0.07 [20] NR 介入群は前後比較で上昇傾向。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 6.0ｃｐｄ(6ヶ月) 53±46 64±43 [11] p=0.66 64±41 90±53 [26] p=0.15 [15] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 12.0ｃｐｄ(6ヶ月) 7±5 10±7 [3] p=0.24 5±2 10±17 [5] p=0.30 [2] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(3ヶ月) NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

グレア感度　薄暮視 18.0ｃｐｄ(6ヶ月) 4±5 5±3 [1] p=0.14 2±0 2±0 [0] p=0.34 [-1] NR 有意な変化なし。（単位の記載なし）

【L6群】裸眼視力(logMAR）(12週間） 0.70±0.51 0.70±0.54 [0.0] NS 0.79±0.42 0.76±0.29 [-0.03] NS [-0.03] NS 有意な変化なし。

【L12群】裸眼視力(logMAR）(12週間） 0.70±0.51 0.70±0.54 [0.0] NS 0.76±0.49 0.65±0.47 [-0.11] NS [-0.11] NS 有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR VA）(3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 有意な変化なし。

最良矯正視力（logMAR VA）〔6ヵ月（介入終了後3ヵ月後）〕 NR NR NR NS NR NR NR NS NR NS 有意な変化なし。

【L6群】最良矯正視力(logMAR）(12週間） 0.046±0.15 0.050±0.18 [0.004] NS 0.042±0.12 0.019±0.13 [-0.023] NS [-0.027] NS 有意な変化なし。

【L12群】最良矯正視力(logMAR）(12週間） 0.046±0.15 0.050±0.18 [0.004] NS 0.038±0.10 -0.023±0.10 [-0.061] NS [-0.065] NS 有意な変化なし。

最良矯正視力(logMAR）(3ヵ月） -0.16±0.12 NR NR p＞0.05 -0.14±0.1 NR NR p＞0.05 NR NR 有意な変化なし。

最良矯正視力(logMAR）(6ヵ月） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 論文にデータ記載なし。

RCTP/3
副次アウトカム/

血清ルテイン濃度

採3

採2

採1

採2

採3

採3

採1

採1

採1

採2

採3

採2

有意な変化なし。

L12群は摂取前後で上昇傾向。

副次アウトカム/

MPOD
RCTP/2

副次アウトカム/

グレア感度

副次アウトカム/

視力
RCTP/3

RCTP/3



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

エビデンス総体の質評価シート （コントラスト感度を改善する）

商品名：えんきん a

エビデンス総体

アウトカム

研究デザイン/

文献数（研究

数）

バイアス

リスク
*1 非直接性

*1
不精確

*2
非一貫性

*1

その他

（出版バイア

スなど
*1

）

上昇要因

（観察

研究
*1

）

効果指標

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

（前値）

平均値±SD

対照群

平均差
p値

介入群

（前値）

平均値±SD

介入群

（後値）

平均値±SD

介入群

平均差
p値

介入群 vs 対照

群

平均差

p値 コメント

採用文

献

No.

対象 健常者

介入 ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

対照 プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群

各群の前後の値*3*4*5

*1：各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低／なし（0）”の3 段階

*2：不精確の項目は“不精確（−2）”，“やや不精確（−1）”，“精確（0）”の3 段階

*3：[　　]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。

*4：下線の値は、グラフから読み取った値。

*5：平均値±（　　）は平均値±SE。

RCTP：ランダム化並行群間比較試験、MOPD：macular pigment optical density、RRS：resonance Raman spectroscopy、AFI：autofluorescence imaging、HFP：heterochromatic flicker photometry、SD：

standard deviation、

SE：standard error、ITT：intention to treat、NS：not significant（有意差なし）、NR：no report（報告なし）　の略

photostress recovery time(sec）(3ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NR 有意な変化なし。

photostress recovery time(sec）(6ヵ月） NR NR NR NS NR NR NR NS NR NR 有意な変化なし。

【閲覧に当た っての注意】

本シートは閲覧のみを 目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

採3RCTP/1

副次アウトカム

/photostress recovery

time
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【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

プラセボやルテインを含まない食品で代替するようなコントロール群、何も介入を行わない群との
比較

サマリーシート（定性的研究レビュー） （コントラスト感度を改善する）

リサーチ
クエスチョン

健常者において、ルテインの継続摂取は、対照と比較して、コントラスト感度が改善す
る働きがあるか

健常者

ルテインの継続摂取とし、摂取量、摂取期間、追跡期間は無制限

非一貫性その他
のまとめ

O１
主要アウトカム：コントラスト感度
副次アウトカム：血清ルテイン濃度 、コントラスト感度に関連する眼科学的検査（黄斑
色素光学密度（MPOD）、グレア感度、視力、photostress recovery time(PRT)等）

バイアスリスクの
まとめ

非直接性の
まとめ

採用文献3編の研究デザインはRCTPで、選択バイアスでは、1編がランダム化の手法
についての記載がなかった。割付の隠蔵については3編とも記載がなかった。盲検性
バイアスでは、1編は単盲検であった。症例減少バイアスでは、1編でコンプライアンス
について結果の詳細が不明であり、別の1編もプラセボ群で10%超えるドロップアウトで
あった。これらの評価の結果、採用論文3編の各研究ごとのバイアス・リスクの総括は
すべて低で、エビデンス総体としてのバイアスリスクは低（0）と評価した。

採用文献3編は、22～70歳の 健常男女を対象とした研究であり、プラセボなどの コン
トロール群を対照とし、コントラスト感度を評価した文献であった。これらのことから非
直接性はなし（0）と評価した。

非一貫性については、本SRの主要アウトカムについて、採用文献3編中2編で肯定的
な結果であったため、非一貫性は中（-1）と評価した。
　また、先行研究におけるメタアナリシスでは、出版バイアスの存在を示す確固たる根
拠はなかったが、本SRで採用された論文はいずれも、臨床登録が実施されていない
という実情から、当該研究の分野において出版バイアスが存在する可能性が考えら
れた。
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【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート
（コントラスト感度を改善する）

　本SRの主要アウトカムが示しているのは、健常者が機能性関与成分のルテインを１日当たり6～
20mgを摂取することでコントラスト感度が改善する可能性が示唆されたということである。この結果
は、疾病者を含む先行研究のメタアナリシスの結果を支持していた。採用文献のうち、日本人と同じ
黄色人種である中国健常男女を対象としたMa Lらの研究（採1）では、ルテインを1日当たり6mg摂取
することで、プラセボ群と比較しコントラスト感度の有意な改善がみられた。Ma Lらの研究（採1）の対
象者は、コンピューターディスプレイを長時間使用している健常者であったが、同じ測定手法を用いた
研究において、対象者が日本人や健常者と同程度の検査値であった（参24,28）。加えて、日本人に
おいてもルテインの摂取により、コントラスト感度が改善した研究（参29）や、ルテインの食事からの摂
取量の少なさ（参30）が報告されている。このことから、本SRの主要アウトカムであるコントラスト感度
の改善は、日本人健常者に対しても効果を期待できると考えられる。
　当該製品は、マリーゴールドの花（Tagetes erecta L.）から抽出、ケン化、精製されたルテイン原料を
使用しており、1日当たり10mgのルテインを摂取目安量としたソフトカプセル剤形である。本SRにおけ
る採用文献では、3編ともカプセル状のサプリメント形態であり、有効性のみられたルテインの1日当
たりの摂取量は、6～20mg（6mg、12mg、20mg）であった。日本人と同じ黄色人種である中国人健常男
女による1日当たりルテイン6mgの摂取で、対照群と比較し、視標サイズ2.5°でコントラスト感度の有
意な改善がみられた（Ma Lらの研究（採1））。また、先行研究である2015年のLiu Rらが報告したメタア
ナリシス（参14）から、ルテインの摂取量が多いほどコントラスト感度の改善効果が高い、用量相関も
報告されていることから、摂取量に相関して改善効果が得られる可能性が示唆される。これらのこと
から、当該製品の１日目安量であるルテイン 10mgの摂取は、本SRの効果が期待できると考えられ
る。
　コントラスト感度の有意な改善がみられたMa Lらの研究（採1）と同様の機器で評価したPuell MCら
の研究（参24）では、健常者に比べ、ドライアイでは有意にコントラスト感度の低下がみられていた。
Ma Lらの研究（採1）でコントラスト感度の改善に群間有意差のみられた視標サイズ2.5°における変
化量のプラセボ群との群間差とPuell MCらの研究（参24）における健常者とドライアイとの平均値差は
同程度であった。Ma Lらの研究（採1）におけるルテイン摂取による改善度合は、程度の差はあるが、
見えづらさを感じるドライアイ（参21）のレベルから、健常レベルへの変化量と同程度と推察され、日
常生活において自覚する一時的な見えづらさの改善に役立つことが考えられた。顔や道路標識、日
常用品といった日常生活でよく目にする物体の視認性には、低～中空間周波数帯域のコントラスト感
度（ピーク感度、特に6cpd）が重要であることが報告されている（参25）。また、コントラスト感度の低下
は、特に中～高空間周波数帯域での低下で、見えづらさなどの不満感と一致していると言われており
（参12）、本SRで群間有意性が、すべて中空間周波数帯域（約3～6cpd、視標サイズ1～2.5°に相当
（参11））でみられたことからも、ルテインの摂取は、ぼやけなどの見えづらさに対する臨床的意義が
ある可能性が示唆された。
　加えて、作用機序（別紙様式（Ⅶ）-1　作用機序に関する説明資料　参照）より、視機能に重要な役
割を担うルテインは、目の水晶体や網膜の中心部にある黄斑に多く存在し、460nm付近に吸収波長
をもつため、黄斑部に到達する光（可視光の短波長光（400–500nm））の刺激を吸収・遮断することが
できる。この短波長を吸収する働きで色ずれや光の散乱を抑えることによりコントラスト感度を改善す
ると考えられる。
コントラストとは、「明暗の差」を示す言葉であり、本やパソコンのディスプレイ、道路の標識は高コント
ラストだが、人の顔や風景、料理の微細な濃淡、曇りや薄暗い環境下は低コントラストで、日常生活
においては、低コントラストを見る環境が多い。コントラスト感度の低下は、正常範囲内であっても「全
体がかすむ」などの視界がはっきりとしない、「ぼやけ」といった日常生活における不便さを示す（参
12,21,32）。コントラスト感度の検査は、はっきりとした輪郭をもたず、しかも濃淡のはっきりしない模様
を識別できる能力を示し、ぼやけの緩和を客観的に評価するものといわれている（参20,22,32）。その
ため、当該製品の表示しようとする機能性における表現として、この「コントラスト感度が改善する」機
能性を、当該製品が想定する主な対象者にわかりやすくかつ具体的に伝えるための説明として「コン
トラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっきりと見る力を助ける）」と表現することが適当であ
ると判断した。
これらのことから、表示しようとする機能「本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコ
シド・DHAが含まれます。本品は手元のピント調節機能を助けると共に、目の使用による一時的な
肩・首筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素
を増やすことや、コントラスト感度が改善する（ぼやけの緩和によりはっきりと見る力を助ける）ことが
報告されています。」の下線部の科学的根拠を、本SRの結果は支持していると考える。

　　総括すると、「えんきん a」に含まれる、ルテイン 10mg/日を摂取することは安全であり、健常者に
おいてコントラスト感度が改善する可能性が示唆された。ただし、本SRは参加者の少ない3編に限定
されたこと、単盲検の研究を含んでいることから、今後の研究に注視することが必要と考える。ルテイ
ンに関するSRの実施企業の社会的責任・倫理として、今後も、定期的にSRを行い、正しい情報を国
民やアカデミアに伝える努力を継続していく予定である。
以上より、本SRや作用機序、Totality of Evidenceの観点から、ルテインには、健常者においてコント
ラスト感度が改善する作用があると考えられた。


