別紙様式（Ⅴ）-４【添付ファイル用】

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 スマホえんきん®に含有する機能性関与成分ビルベリー由来アントシア
ニンの摂取による目の疲労感を緩和する機能に関するシステマティック・レビュー（定
性的システマティック・レビュー）
」
商品名：スマホえんきん®
機能性関与成分名：ビルベリー由来アントシアニン
表示しようとする機能性：「本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビ
ルベリー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使す
る作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和する機能が報告さ
れています。
」
作成日：2016 年 10 月 31 日
届出者名：株式会社ファンケル
抄 録
目的：健常人に対するビルベリー由来アントシアニン（以下、VMA と記す）57.6mg/日
以下の摂取による目の疲労感を緩和する機能について、ヒト試験論文のシステマティッ
ク・レビューを実施し、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（RCT）、ランダム
化クロスオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験（非 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 を用いた。適格基準として、対象は健常人とし、VMA の摂取介入が、
プラセボなどのコントロール、摂取前値との比較により、目の疲労感を緩和する機能を
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 RCT3 編であった。主要アウトカムである焦点調節（ピ
ント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能（近点距離（介入群の摂取前：17.4mm
vs 摂取 28 日後：-8.2mm、p=0.017）、調節力（介入群の摂取前：-0.4diopter vs 摂取
28 日後：0.3diopter、p=0.014）、調節緊張時間（介入群：1.19 秒 vs プラセボ群：2.03
秒、p<0.01）
、調節弛緩時間（介入群：1.22 秒 vs プラセボ群：1.96 秒、p<0.05）
）と、
副次アウトカムである焦点調節（ピント調節）以外の眼科学的検査（フリッカー値（緑
色 の 投 与 前 後 差 ） 右 眼 で 介 入 群 ： 4.55cycle/sec(Hz) vs プ ラ セ ボ 群 ：
-0.25cycle/sec(Hz)、p<0.05、左眼で介入群：3.40cycle/sec(Hz) vs プラセボ群：
-0.05cycle/sec(Hz)、p<0.01）と VAS による自覚症状の主観的評価（介入群の摂取前：
22.3 vs 摂取 28 日後：9.7、 p=0.038））で、目の疲労感を緩和する機能を有する可能
性が示唆された。3 編のバイアスリスクは中、不精確は高、非直接性はなし、主要アウ
トカムでの非一貫性は中、不精確は高、副次アウトカムはそれぞれ高の評価となった。
また、採用文献において安全性に問題がないことも確認した。
結論：健常人において、VMA 57.6mg/日の摂取は安全で、日頃からスマートフォンやパソ
コンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を
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緩和する機能を有する可能性が示唆された。
はじめに（項目#3:論拠、項目#4:目的）
目は、水晶体を通した光が、網膜上に焦点を結ぶことでものを見ることができる。こ
の水晶体の厚みを毛様体の収縮と弛緩により調節することで、常に網膜上に焦点を結び
ピントを合わせることができる。つまり、ピント調節とは焦点を合わせる（焦点距離を
網膜上に合わせる）ことであり、焦点調節である。近年、視力に特段の異常はないが、
焦点調節（ピント調節）がスムーズに行えず、手元が見にくいといったいわゆるスマホ
老眼（調節緊張）と呼ばれる症状に悩む人が増えている。総務省による 平成26年度情
報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査では、スマートフォンの利用率は、
2013年にフューチャーフォンの利用率を上回って以降、全年代で増加している。特に20
代(94.1%)、30代(82.2%)と若年層で高く、新たな現代病として日頃の目の酷使に注意が
向けられている。
一方、ビルベリーは、血管疾患及び眼科障害治療のための抽出物の原料として欧州の
数か国で広く使用されている植物である。一般的に食用として利用されているブルーベ
リーと野生種であるビルベリー（Vaccinium myrtillus L.）は、どちらもツツジ科ス
ノキ属に分類される植物であるが、厳密には種類（節）が異なる。ビルベリーは、他の
品種に比べてアントシアニン含量が高く、欧州で医薬品として使用されている品種であ
る。しかし、日本ではビルベリーもブルーベリーと総称されており、本品の機能性関与
成分は、ビルベリー（Vaccinium myrtillus L.）より抽出された、規格化されたビル
ベリー由来アントシアニン（以下、VMAと記す）である。
VMA は、体内で吸収され、血管及び血流障害から保護し、毛様体の弛緩や血管平滑筋
の拡張によって網膜を含む血流を改善することにより、毛様体筋の焦点調節作用を改善
し、焦点調節機能が高まると考えられる。また、焦点調節機能の低下は、毛様体筋の疲
労状態として中枢に伝えられ、目の疲労感として自覚されることが示唆されている。加
えて、活性酸素の抑制は疲労感を抑制すると考えられる。さらに、ロドプシンの再合成
を促進することによる視覚機能改善も、目の疲労感を緩和すると考えられる。これらよ
り、VMA は、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和する機能を発揮し
ていると考えられる(参考文献リスト No.1（Morazzoni P ら、1988）、No.2（Mian E ら、
1977）
、No.3（Jonadet M ら、1983）
、No.4（Morazzoni P ら、1996）
、No.5（中山交市ら、
1990）
、No.6（Morazzoni P ら、1991)、No.7（岩崎常人ら、1984）
、No.8（平本恵一、2004）
）
。
機能性関与成分の VMA は、5 つのアグリコン類に由来する 15 種類の化合物の複雑な混
合物から構成される。具体的には、5 種類のアントシアニジン（シアニジン、デルフィ
ニジン、マルビジン、ペオニジン、ペチュニジン）の 3-O グルコシド、ガラクトシド及
びアラビノシドである。市場に流通している VMA は、出発原料や生成方法の違いにより、
異なるアントシアノサイド組成を示す（参考文献リスト No.9（アルド・クリストーニ、
2006)）
。このように、VMA は単一成分ではないため、エビデンスと関与成分の同等性や、
関与成分のみならずその他の構成成分の一貫性と再現性が不可欠である。
VMA は、目の疲れや視力に関する臨床試験が行われているが(採用文献リスト No.1～3、
参考文献リスト No.10（梶本修身ら、1998）
、No.11（梶本修身ら、2000）)、それらの研
究を総合的に評価した報告はなかった。
これらのことから、ビルベリー（Vaccinium myrtillus L.）果実より抽出された VMA
で、かつ表示しようとする最終製品「スマホえんきん®」に使用する VMA 原料との同等性
が認められた成分を使用している臨床試験によるシステマティック・レビュー（SR）を
行い、効果の検証が必要と考えた。
そこで、本 SR は、健常成人を対象とした最終製品「スマホえんきん®」に含有する機能
性関与成分 VMA の摂取が、プラセボ群または他のコントロール群と比較した場合や、も
しくは単独での前後比において、目の疲労感を緩和する機能があるかどうかを SR により
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明らかにすることを目的とした。
方法
（1）最終製品について
主たる機能性関与成分は以下の通りである。
機能性関与成分

成分
ビルベリー由来アントシアニン

1 日 2 粒あたり
57.6

単位
mg

（2）研究の適格基準
1）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（RCT）、ランダム化
クロスオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験（非 RCT）とし、
会議録は除外した。
2）適格基準及び PICO（項目#6:適格基準）
リサーチクエスチョンを「健常者（日頃から VDT 作業や PC、スマートフォン、ゲ
ーム機器などによる目の酷使が多い人）において、VMA の経口摂取は、目の疲労感
を緩和する機能があるか」とし、適格基準となる PICO の設定は以下の通りとした。
P－Participant：参加者
対象は、疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く）とした。
I－Intervention：介入（食品）特性
介入条件は、ビルベリー（Vaccinium myrtillus L.）果実より抽出され、アント
シアニン量が規格化されている VMA で、表示しようとする製品「スマホえんきん®」
に使用する VMA 原料のアントシアニン規格との同等性が認められる成分の摂取（VMA
57.6mg/日以下）とし、介入期間は無制限とした。
C－Comparison：対照
プラセボ、またはコントロール、または摂取前の値との比較とした。
O－Outcome：評価項目
主要アウトカム：
・ 焦点調節（ピント調節）※改善による目の疲労感を緩和する機能の評価
※ 焦点調節（ピント調節）
：近点距離、調節力、調節緊張速度、調節弛緩
速度、調節緊張時間、調節弛緩時間、縮瞳率、調節反応量、HFC（High
Frequency Component in Accommodative micro fluctuation）等
副次アウトカム：
・ 焦点調節（ピント調節）以外の眼科学的検査※による目の疲労感を緩和する
機能の評価
※ 眼科学的検査：動体視力（KVA）、フリッカー値 等
・ 主観的指標（VAS（Visual Analogue Scale）、質問紙法 等）による目の疲
労感を緩和する機能の評価
3）言語
日本語及び英語で記載された論文を採用した。
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（3）対象研究の検索方法（項目#7:情報源）
1）データベース・臨床試験登録
研究論文のデータベースとして、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed、The Cochrane
Library、EMBASE を用いて、網羅的に収集した。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検索日時までに公表された研究を対象と
した。ただし、詳細な照合作業が不可能となる会議録（学会抄録など）や未発表資料
は除外し、原著論文あるいは研究内容を十分に反映した研究報告を採用した。
臨床試験登録の登録データベースは、UMIN-CTR（University hospital Medical
Information Network Clinical Trials Registry ）
、PROSPERO（International
prospective register of systematic reviews）を用いて収集した。
使用したデータベースと検索対象期間は以下の通りである。
【データベースにおける検索対象期間】
医中誌 Web：1977 年～2015 年 9 月 18 日
JDream Ⅲ：1975 年（※医学情報は 1981 年）～2015 年 9 月 9 日
PubMed ：1946 年～2015 年 9 月 8 日
The Cochrane Library：収録年不明～2015 年 9 月 8 日
EMBASE ：1947 年～ 2015 年 9 月 8 日
UMIN－CTR：検索日 2015 年 11 月 13 日
PROSPERO：検索日 2015 年 11 月 13 日
2）検索の具体的方法（項目#8:検索）
別紙様式（Ⅴ）-5 データベース検索結果に、文献検索に使用したデータベースの
検索対象期間、検索式についてまとめた。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 年間実施してきた社内担当者 E が実施した。
a) 医中誌 Web
ブルーベリー/TH or BLUEBERRY/AL or ビルベリー/TH or BILBERRY/AL
or WHORTLEBERRY/AL or WINBERRY/AL or ブル-ベリ/AL or ビルベリ
#1
/AL or ブレーベリー/AL or ヌマスノキ/AL or ヌマスグリ/AL or ア
メリカスノキ/AL or セイヨウスノキ/AL or ホワイトベリ/AL or ホ
ワートルベリ/AL or マウンテンベリ/AL or ウィンベリ/AL
（ ス ノ キ 属 /TH or VACCINIUM/AL ） and （ CORYMBOSUM/AL or
#2
MYRTILLUS/AL ）
#3
#1 or #2
#4

（#3） and （PT=会議録除く CK=ヒト）

b) JDream Ⅲ
（ブル－ベリ or ビルベリ or ブレーベリー or ヌマスノキ or ヌ
マスグリ or アメリカスノキ or ヌマスノキ or セイヨウスノキ or
L1
ホワイトベリ or ホワ－トルベリ or マウンテンベリ or ウィンベリ
or （VACCINIUM AND （CORYMBOSUM or MYRTILLUS）
） or BLUEBERRY or
BILBERRY or WHORTLEBERRY or WINBERRY）/ALE
L1 AND （比較試験/CTS or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダ
L2
ム/AL or 無作為/AL or 二重盲検/AL）
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L3

L1 AND （試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティア）

L4

L1 AND GX0603?/CC

L5

L2 OR L3 OR L4

L6

L5 AND （ヒト/CTS or 人間/CTS or ヒト/AL）

L7

L6 NOT （C/DT or d2/DT）

c） PubMed
#1
VACCINIUM AND （CORYMBOSUM OR MYRTILLUS）
#2

BLUEBERRY OR BILBERRY OR WHORTLEBERRY OR WINBERRY

#3

#1 OR #2

#4

#3 AND Humans[Mesh]
#4
AND （ Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR
Randomized Controlled Trial[PT]）

#5

d） The Cochrane Library
（VACCINIUM and （CORYMBOSUM or MYRTILLUS）） or BLUEBERRY or
#1
BILBERRY or WHORTLEBERRY or WINBERRY/All Text
e） EMBASE
#1
VACCINIUM AND （CORYMBOSUM OR MYRTILLUS）
#2

BLUEBERRY OR BILBERRY OR WHORTLEBERRY OR WINBERRY

#3

#1 OR #2

#4

#3 AND HUMAN+NT,PFT/CT
#4 AND （CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED CONTROLLED
TRIAL/CT）
#5 AND （EYE OR EYESIGHT OR VISUAL OR VISION OR OPTIC OR OPTICAL
OR SEEING OR SIGHT）
（#4 AND CLINICAL TRIAL/CT） NOT #5
（#7 AND （EYE OR EYESIGHT OR VISUAL OR VISION OR OPTIC OR OPTICAL
OR SEEING OR SIGHT）
）

#5
#6
#7
#8

f） UMIN-CTR
#1
Search ビルベリー
#2

Search ブルーベリー

#3

Search ベリー

#4

Search

Bluberry

#5

Search

Bilberry

#6

Search

whortleberry

#7

Search

winberry

#8

Search

berry

#9

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
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g） PROSPERO
#1
Search（blueberry）
in ALL Fieldes :Review status is Any review status
#2

#4

Search（bilberry）in ALL Fieldes :Review status is Any review status
Search（anthocyanin）in ALL Fieldes :Review status is Any review
status
Search（berry）in ALL Fieldes :Review status is Any review status

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

#3

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「ビルベリー」
「ブルーベリー」
「ア
ントシアニン」及び、Natural Medicines HP（Formerly Natural Standard and Natural
Medicines Comprehensive Database）
「Blueberry」
「Bilberry」の 2015 年 11 月 13
日時点に記載されている事項を社内担当者 B が調査した。
（4）レビュー方法（項目#9:研究の選択、項目#10:データの収集プロセス）
1）研究選択の方法
適格基準に基づき、社内担当者 A、B、C が論文のスクリーニングを独立して実施し
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相談の上で決定した。
それでも、不一致である場合には、D に判断を委ねた。
2）1 次スクリーニング
重複した論文を除き、書誌情報、アブストラクトを用いた 1 次スクリーニングでは、
動物実験や in vitro 試験、目の疲労感を緩和する機能の評価に関係ない目的で実施
された臨床試験などの論文を除外した。なお、書誌情報、アブストラクトに記載され
た情報では適格性が判断できない場合は、原著論文を確認することとした。
3）2 次スクリーニング
書誌情報、アブストラクトでは判断できない論文について、本文情報を用いてスク
リーニングを行い、除外理由を別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストに記載した。
4）研究の妥当性・信頼性の評価（項目#12:個別研究のバイアス・リスク）
a）バイアスリスクの評価
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別
紙様式（Ⅴ）-10 参考文献リスト No.12（van Tulder M ら、2003）がアレンジし
た 11 項目からなるチェックリストを、研究協力者 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（未発表資料）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主要アウトカムの
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）の専門家である研究協力者Ｆを招聘し、本
レビューに関係する担当者全員に、トレーニング研修（90 分間）を 1 回実施した。
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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。0～3 項目が該当する場合、「バイアスリスク低」、4～6
項目の場合「バイアスリスク中」
、7 項目以上の場合、
「バイアスリスク高」とした。
エビデンス総体におけるバイアスリスクの評価は、バイアスリスクが高いものが 1
編でもあれば、その評価に合わせた。
個々の論文ごとに別紙様式（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相
談の上で決定した。なお、両者の一致率とκ係数を算出した。
b）非直接性の評価
非直接性を評価するために、対象となった論文が適格基準の PICO に合致してい
るかどうかを社内担当者 A 及び B が調べた。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～-1 を非直接性あり、0 を
非直接性なし、とした。
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相談の上で決
定した。
c）非一貫性の評価
非一貫性は、各研究間における結果のバラつきを示すもので、メタ分析において
は、効果推定値に基づき、異質性の検定や I2 で求めるものである。しかし、メタ分
析を伴わない定性的な SR としては、各論文において有意な効果があったのか、な
かったのかの相反する 2 値、つまり Positive（P）または Negative（N）として各
アウトカムを取扱い、次のような明確な基準を設定して評価した。これは、上岡氏
（未発表資料）が考案した方法である。
報告数は無関係として、共通してあてはめ、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。前述の一致率から逆に不
一致の程度、つまり非一貫性を「高」
（-2） 50.0%～59.9%、
「中」
（-1） 60.0%～
79.9%、
「低」
（0） 80.0%～100%と設定した。
社内担当者 A 及び B の 2 名で行い、不一致がある場合には相談の上で決定した。
d）不精確の評価
不精確は、本来的には、サンプルサイズが小さかったり、イベント数が小さい等
により、効果推定量の信頼区間の幅が広いことを示す。しかし、メタ分析を伴わな
い定性的な SR としては、明確な評価指標がないため、各アウトカムのデータだけ
に着目して、次のような定量化をもとに、不精確を判断した。これは、上岡氏（未
発表資料）が考案した方法である。
まず、すべての対象研究の介入群・コントロール群ともに、標準偏差と平均値か
ら変動係数（CV：Coefficient of Variation：標準偏差/平均値×100=CV）を算出
した。
「別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シート、
（Ⅴ）-13 エビデンス総体の
質評価シート」における「各群の前後の値」の各平均値の部分の右側に追加のセル
を加え、この CV を追加情報として記載した。例えば、9.2±0.5mg であるならば、
CV は 0.5/9.2×100=5.4%であり、5.4 と記述した。
そして、対象となったすべての論文のデータに基づいて、不精確を、CV が 19.9%
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以下なら「低」
（0）、20.0%～39.9%を「中」
（-1）
、40.0%以上を「高」
（-2）、と設定
した。対象研究における個々の平均値・標準偏差において、CV は当然バラつきがあ
るが、評価を厳格に行うために、対象研究すべてにおいて記載されている CV 値の
高いものを前述の基準範囲から判断した。例えば、CV が 20%、34%、・・・43%とあ
った場合には、最も高い 43%として、「不精確は高」とする判断とした。
これらの評価は、社内担当者 A 及び B が独立して行い、事後に照合・確認作業を
行った。
5）研究の要約・データの抽出（項目#11:データ項目）
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに採用した研究をまとめた。さらに、別紙様式
（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートにアウトカムごとにデータの抽出を行った。別紙様
式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに全体の質評価を行い、別紙様式（Ⅴ）
-14 サマリーシートに SR のまとめを記載した。作業は社内担当者 A 及び B が行い、D
が確認した。
6)要約尺度（項目#13:要約尺度）
・主要アウトカム：
焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能の評価（近点距離
の変化量(mm)、調節力値の変化量(diopter)、調節緊張時間(sec)、縮瞳率(%) 等）
・副次アウトカム
焦点調節（ピント調節）以外の眼科学的指標による目の疲労感を緩和する機能の
評価（フリッカー値(cycle/sec（Hz）)、 動体視力(KVA) 等）、主観的指標（VAS
スコア 等）
上記アウトカムの各群の前後の値・平均値差・p 値、介入群と対照群の平均値差・p
値を評価し、別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに記載した。
7）メタ分析（項目#14:結果の統合、項目#16:追加的解析）
研究実施前に次のような計画を立案した。
「RCT 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 R を用いて実施する。フォレストプ
ロットとともに異質性の検定も実施する。統合における出版バイアスについて、funnel
plot ならびに Begg の方法により明らかにする。他の研究デザインにおいては、そも
そもサンプリング・情報バイアスが大きいためメタ分析は実施しない。
」であった。ま
た、メタ分析を実施した際は追加的解析を検討することとした。
8）研究プロトコル登録（項目#5:プロトコールと登録）
本研究プロトコル（上述）は 2015 年 8 月 24 日に決定し、そのとおりに研究を実施
した。研究プロトコルの事前登録は実施しなかった。
9）全研究のバイアス・リスク（項目#15: 全研究のバイアス・リスク)
臨床試験登録の検索（UMIN-CTR、PROSPERO）を行った。また論文の未報告データに
ついて、可能な限り著者に連絡を取り入手した。グレー論文には注意を払ったが、大
学の博士学位論文や政府関係機関の資料等の検索等は実施しなかった。また、潜在的
な出版バイアスについて検討した。
倫理面への配慮
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。
結果
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（1）対象となった研究（項目#17:研究の選択）
採用文献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、392 編、ハンドサーチによって特定さ
れた文献はなかった。1 次スクリーニングにて 11 編に絞り込まれ、さらに 2 次スクリー
ニングを実施し、前述の条件に合致する論文を選択した結果、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。なお、論文中の未記載データについて、各著者に問い合わせを行い、
入手可能なデータを含めて SR を実施した。
（2）研究の特徴と有効性（項目#18:研究の特性、項目#20:個別研究の結果）
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに研究内容の詳細を示した。採用論文 3 編の研究
デザインは、全てエビデンス・グレーディングの高いランダム化並行群間比較試験（RCT）
で、3 編ともに日本人成人を対象としていた。また、機能性関与成分の有効性を別紙様
式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに示した。
採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）は、VDT 作業従事者及び眼精疲労の自覚症状
をもつ者を中心とした 30～60 歳（平均年齢 プラセボ群 43.3 歳、試験食群 45.5 歳）の
健康な成人男女 21 名(強度の弱視をもつ者、コンタクトレンズを使用しているか、また
は老眼鏡の使用を必要とする者は除外)※1 の、ミルトセレクト®（インデナジャパン㈱）
(VMA 含量 28.80 ㎎)のカプセル形状の食品又はプラセボを 1 日 2 カプセル、28 日間連続
摂取による VDT 作業負荷時の眼精疲労に対する保護効果を評価した論文であった。
採用文献リスト No.2（小出良平ら、1994）は、眼精疲労などの眼科学的疾患が認めら
れない VDT 作業などに従事する 32～50 歳（平均年齢の記載なし）の健康成人男性 10 名
において、ビルベリー果実エキス 1 日あたり 120 ㎎（VMA 43.2 ㎎）※2 又はプラセボを連
続 7 日間摂取後の、視機能に及ぼす影響について調査した論文だった。視機能測定の前
に作業等の負荷は行われていない。
採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）は、日常的に眼疲労もしくは眼精疲労を自覚
する 30～60 歳（平均年齢 45.5 歳）の健常者男女 22 名(コンタクトレンズを使用してい
る者、喫煙をしている者、食生活が乱れている者、睡眠が十分でない者は除外)※1 を対象
とした研究で、選定基準に日常的に TV ゲームや PC を使う者または VDT 作業を 1 日 4 時
間以上行う者、と記載されていた。ビルベリー果実エキス(ミルトセレクト®（インデナ
ジャパン㈱）)1 日あたり 160 ㎎（VMA 57.6 ㎎）含む錠剤又はプラセボの連続 4 週間摂取
後のドライアイと酸化ストレスに及ぼす影響を調査した論文であったが、眼精疲労の指
標として VDT 作業負荷（任天堂 DS（任天堂㈱）を用いたゲーム 45 分間）前後の縮瞳率
を評価していた。
※1 著者に、疾患に罹患している者が含まれていないことを確認した。
※2 この介入食品に含まれる VMA 量について、また製品に使用している原料との同等
性について、原料メーカーに質問した。論文中にはアントシアノサイドとして 25%配合
エキスと記載されているが、UV 測定アントシアニジン 25%に換算した VMA のことで、今
日の HPLC 測定 36％の VMA であり、ミルトセレクト®（インデナジャパン㈱）を指すもの
である、VMA 量は 43.2 ㎎となる、と回答を得ている
・主要アウトカムによる評価
a）焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能
採用文献 3 編では、30～60 歳の男女を対象として、焦点調節（ピント調節）改善に
よる目の疲労感を緩和する機能の評価を検証した論文であった。
採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）は、連続近点計（KOWA NP アコモドメー
ター）を使用し、近点距離と調節力値により評価していた。近点距離の評価について、
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プラセボ群においては有意な変動は示さなかったのに対し、介入群において摂取 28
日後では摂取前と比べ、有意に減少した（摂取前：17.4±8.0 vs 摂取 28 日後：
-8.2±3.9（平均値 mm ±標準誤差）、 p=0.017）
。変化量がマイナス値を示したこと
から、介入による近点距離の延長という、作業負荷の影響を受けなかったことが示唆
された。調節力の評価についても、プラセボ群においては有意な変化が見られなかっ
たのに対し、介入群において摂取 28 日後では摂取前と比べ、有意に調節力は改善し
た（摂取前：-0.4±0.1 vs 摂取 28 日後：0.3±0.1 （平均値 diopter ±標準誤差）
、
p=0.014）
。摂取前のマイナス値から摂取 28 日後のプラス値（0.3±0.1 diopter）へ
と増加したことから、負荷による影響を受けていなかったことが示唆された。さらに、
摂取 28 日後において、プラセボ群と比較しても有意差が見られていた（プラセボ群：
-0.3±0.2 vs 介入群：0.3±0.1（平均値 diopter ±標準誤差）、 p=0.012）
）。近点
距離の変化量は、摂取 28 日後の値について群間比較では有意差は示されなかった。
採用論文リスト No.2（小出良平ら、1994）では、眼の疲労感の検査として、アコ
モドポリメーターを使用し、調節緊張時間及び調節弛緩時間を評価していた。アコモ
ドグラムの結果は投与後、調節緊張時間において介入群 1.19±0.1 vs プラセボ群
2.03±0.2（平均値 秒±標準誤差）
、調節弛緩時間において介入群 1.22±0.2 vs プラ
セボ群 1.96±0.3（平均値 秒±標準誤差）で、どちらも時間短縮がみられ、両群間に
有意差がみられた（それぞれ p<0.01、 p<0.05）
。
採用論文リスト No.3（川田晋ら、2011）では、VDT 作業負荷（任天堂 DS を用いた
ゲーム 45 分間）前後の縮瞳率の変化量について評価をしていた。4 週間の介入後、視
覚負荷前の縮瞳率値、視覚負荷前後の変化量のいずれも有意差は認められなかった、
と記載されていた。更に、論文未掲載データを著者より入手した。それによると、摂
取前と摂取 4 週間後の視覚負荷前後の縮瞳率変化量は、プラセボ群の摂取前-1.32±
7.62 から摂取 4 週間後 1.43±6.25、介入群の摂取前-2.72±11.47 から摂取 4 週間後
0.40±5.97 となり、両群とも有意差は見られなかった（平均値 % ±標準偏差、それ
ぞれ p=0.429、p=0.521）
。また、摂取前後の変化量における群間比較も有意差は見ら
れなかった（p=0.950）
。
・副次アウトカムによる評価
b）フリッカー値による目の疲労感を緩和する機能
採用文献 3 編において、フリッカー値による目の疲労感を緩和する機能の評価を検
証した論文は、採用論文リスト No.2（小出良平ら、1994）の 1 編であり、フリッカー
値を目の疲れの指標として考察していた。その結果であるが、フリッカー値は、緑色
で介入群の右眼が摂取前 43.1±0.9 から摂取後 47.6±2.2、
左眼が 43.4±1.0 から 46.8
±1.9 に上昇し、左眼について有意差が認められた（平均値 cycle/sec(Hz) ±標準誤
差、それぞれ p<0.1 、P<0.05）
。
摂取前後差の群間においても右眼で介入群 4.55±1.7、
プラセボ群-0.25±0.4、左眼で介入群 3.40±0.9、プラセボ群-0.05±0.4 と有意差が
認められた（平均値 cycle/sec(Hz) ±標準誤差、それぞれ p<0.05 、P<0.01）。赤色
ではプラセボ群の右眼が摂取前 39.0±0.7 から摂取後 37.0±0.9、左眼が 39.0±0.4
から 36.9±0.5 に低下し、有意差がみられた（平均値 cycle/sec(Hz) ±標準誤差、
それぞれ p<0.01 、P<0.05）
。介入群の赤色の変化については記載がなかった。なお、
本論文中は有意水準を 10%未満としていたことから、該当論文では p<0.1 で有意差あ
りとしていた。しかし、参考文献リスト No.13(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）では、特定保健用食品の有効性等の判定方法において、「有
意水準(1%、又は 5%)による検定」で評価する（条件付き特保ではランダム化比較試験
では、
10%であれば資料として用いることができる）ことより、本 SR においては、p<0.05
で有意差ありと評価した。

10 / 19

別紙様式（Ⅴ）-４【添付ファイル用】

c）動体視力による目の疲労感を緩和する機能
採用文献 3 編において、動体視力による目の疲労感を緩和する機能の評価を検証し
た論文は、採用論文リスト No.2（小出良平ら、1994）の 1 編であり、動体視力（KVA）
の結果を目の疲れの指標として考察していた。その結果であるが、動体視力（KVA）は
介入群において摂取前 0.40±0.1 から摂取後 0.65±0.1 に上昇していた（p<0.1）
。
d）主観的指標による目の疲労感を緩和する機能
採用文献 3 編において、主観的指標による目の疲労感を緩和する機能の評価を検証
した論文は、採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）の 1 編であり、視覚的評価ス
ケール（visual analogue scale：VAS）を用いた眼精疲労関連 11 症状サブスケール
（①目が痛む、②目がかすむ、③涙が出る、④肩・腰がこる、⑤目が疲れる、⑥もの
がちらついてみえる、⑦ものが二重に見える、⑧いらいらする、⑨頭が重い、⑩目が
赤くなる、⑪頭が痛い）による自己評価（0 が全く症状を感じない～100 が想像しう
る最悪の状態）であった。プラセボ群では VAS スコアの変化が見られなかった（摂取
前：9.2±2.8 vs 摂取 28 日後：11.9±10.8 （平均値±標準誤差、 p=0.811））のに
対し、介入群では摂取 28 日後では摂取前と比べ、有意に低い値（摂取前：22.3±5.2
vs 摂取 28 日後：9.7±3.0（平均値±標準誤差、 p=0.038）
）であり、目の疲労に対
する保護効果が示唆された。
（3）安全性・有害事象
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）では、試験登録者全員計
22 人を対象に、試験責任医師による問診ならびに試験日誌の記載に基づいて、介入期間
中の有害事象の発生状況を調べていた。その結果、1 名に 1 件のみ軽度の上気道症状（咽
頭痛及び痰）を認めたが、試験責任医師により、これは感冒症状であり、各試験食品と
は無関係であると判定されている。採用文献リスト No.2（小出良平ら、1994）では、副
作用は全例に認められず安全性への危惧はないものと考えられた、と記載されていた。
採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）には有害事象に関する記載はなかった。
（4）ドロップアウト・アドヒレンス
採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）では、ドロップアウトに関し、22 名の適格被
験者を各群 11 名に割付た後、介入群の 1 名（女性）は、介入 4 週後に自己都合により試
験から脱落と記載されていた。アドヒレンスについて、試験食品の摂取率は、試験を完
了した被験者全例において 92%以上と記載されていた。採用文献リスト No.2（小出良平
ら、1994）では、ドロップアウトに関する記載がなかった。アドヒレンスについては試
験食品を 1 回飲み忘れた 1 例（プラセボ群）であったが、試験計画書の採用基準により
問題なしと判定したと記載されていた。採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）では、
参加者 22 名のうち、1 名が個人的な理由で試験期間中に脱落したと書かれていたが、ア
ドヒレンスに関する記載は無かった。
（5）研究の妥当性・信頼性の評価（項目#19:研究内のバイアス・リスク、項目#22:全研
究のバイアス・リスク）
）
別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに各研究の質評価結果を示した。次に、エ
ビデンス総体として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
トにまとめ、定性的 SR のまとめを別紙様式（Ⅴ）-14 サマリーシートに記述した。
1）バイアスリスクの評価
バイアスリスク 12 項目の評価を 2 名で行い、一致率を算出した。単純な一致率は
83.3%、κ係数は 0.626 で、かなり高い一致であった。全体のバイアスリスクのまとめ
は、バイアスリスクあり（-1）の合計数で判断した。
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採用文献 3 編の研究デザインは RCT だった。以降、-1 と評価した項目を記載する。
選択バイアスでは、採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）
、No.2（小出良平ら、1994）
には、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かった。No.1
（瀬川潔ら、2013） 、No.3（川田晋ら、2011）には割付の隠蔵についての記載がなか
った。盲検性バイアスでは、3 編のいずれも介入者の盲検化についての記載がなかっ
た。症例減少バイアスでは、No.3（川田晋ら、2011）についてコンプライアンスの記
載がなく、No.2（小出良平ら、1994）について、ドロップアウトに関する記載がなか
った。No.1（瀬川潔ら、2013）では、眼精疲労に関する有効性の解析は VDT 負荷感性
被験者を対象としたとの記載があったため、PPS とした。評価バイアスの評価では No.3
（川田晋ら、2011）で、詳細な記載がなかった。その他のバイアスの評価では、No.2
（小出良平ら、1994）の対象者が男性のみであったため、-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中であった。
2）非直接性の評価
採用文献 3 編は、日本で行われた研究で、対象者の年齢は、30～60 歳と比較的幅広
い年齢層による試験だった。摂取した成分は、採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）
、
®
No.3（川田晋ら、2011）にはミルトセレクト と記載があり、No.2（小出良平ら、1994）
については、著者への接触により、介入食品にミルトセレクト®を使用したことが確認
できた。3 編ともにプラセボを対照とし、VMA 摂取による目の疲労感についての有効性
を評価した文献だった。これらのことから非直接性はなし（0）とした。
3）非一貫性の評価
採用文献 3 編は、いずれも目の疲労感を緩和する機能の評価していた。評価の指標
は異なっていたが、主要アウトカムと副次アウトカムそれぞれについて、非一貫性の
評価を行った。主要アウトカムである焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感
を緩和する機能の評価は、採用文献 3 編で行われていた。それぞれの測定項目につい
て、Positive（P）か Negative（N）であるかを確認した。採用文献リスト No.1（瀬
川潔ら、2013）では、近点距離の変化（P）、調節力値の変化（P）
、No.2（小出良平ら、
1994）では、調節緊張時間（P）
、調節弛緩時間（P）、No.3（川田晋ら、2011）では縮
瞳率（N）で評価を行っていた。設定した手法で評価したところ、中（-1）だった。
副次アウトカムである、焦点調節（ピント調節）以外の眼科学的検査（フリッカー
値、動体視力）と主観的評価による目の疲労感を緩和する機能の評価は、それぞれ 1
編しかなかったことから、高（-2）とした。
4）不精確の評価
対象となった研究の介入群・コントロール群の CV を算出した結果、主要アウトカムであ
る焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能の評価について、最も
高い CV 値は 40%以上だったことから、不精確は高（-2）と評価した。副次アウトカムで
ある、焦点調節（ピント調節）以外の眼科学的検査（フリッカー値、動体視力）と主観
的評価による目の疲労感を緩和する機能の評価は、最も高い CV 値は 40%以上、もしくは
CV 値の算出不能な項目があったため、高（-2）とした。
（6）メタ分析（項目#21:結果の統合、項目#23:追加的解析）
RCT は 3 編あったが、異質性の問題のために、メタ分析は実施しなかった。そのため、
追加的解析も実施しなかった。
（7）全研究のバイアスリスク（項目#22:全研究のバイアスリスク）
全研究のバイアスリスクのうち、出版バイアスについては臨床試験登録が不完全であ
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ることから、否定できないと判断した。出版バイアスリスクについては、考察（2）研
究の妥当性・信頼性で述べた（別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シート 参
照）。
考察
（1）有効性について（項目#24:エビデンスの要約）
1）全体
機能性関与成分の VMA とは、5 種類のアントシアニジン（シアニジン、デルフィニ
ジン、マルビジン、ペオニジン、ペチュニジン）の 3-O グルコシド、ガラクトシド及
びアラビノシドである。関与成分の同等性について、採用文献 3 編はいずれもミルト
セレクト®（インデナジャパン㈱）を摂取した試験であり、最終製品にて用いる VMA と
同一のものである。また、摂取形態について、採用文献はカプセル、錠剤または粉末
であり、最終製品は錠剤であることから吸収に大きな差はないと考えられる。したが
って、採用文献で使用された原料の機能性関与成分と最終製品の機能性関与成分との
間の同等性はあると考えられた。
VMA の摂取による目の疲労感を緩和する機能を検証した結果、エビデンス･グレーデ
ィングが高いとされる RCT3 編で、VMA（43.2～57.6 ㎎/日）の摂取を、VDT 作業従事者
や眼精疲労の自覚症状がある対象者で評価していた。これらの RCT3 編のうち、採用文
献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）と採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）では、
VDT 作業負荷前後の変化を評価していた。
RCT3 編の、目の疲労感を緩和する機能を評価した指標であるが、採用文献リスト
No.1（瀬川潔ら、2013）では VDT 作業負荷前後の近点距離と調節力の変化量を、採用
文献リスト No.2（小出良平ら、1994）では、眼精疲労検査に汎用されているアコモド
グラムで調節緊張時間、調節弛緩時間により疲労による調節力の変化を指標としてい
た。採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）では、縮瞳率＝瞳孔径の変化量を眼の疲
れの指標として検討していた。縮瞳率は、近くを見る場合の目の調節機能である瞳孔
反応の変化量により検査する方法で、調節機能からくる目の疲労を客観的に評価する
指標とされる。つまり、採用文献 3 編では、いずれも焦点調節（ピント調節）改善に
よる目の疲労感を緩和する機能を評価している。
主要アウトカムである、焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する
機能を考察すると、採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）で近点距離の変化量、調
節力の変化量が VDT 作業の負荷による影響を受けなくなったこと、採用文献リスト
No.2（小出良平ら、1994）の調節緊張時間、調節弛緩時間での調節時間の短縮という
効果が見られるのに対し、採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）の縮瞳率では効果
が見られない。しかし、この採用文献リスト No.3（川田晋ら、2011）は査読のない論
文であったことから、他の 2 編の結果を重視し、焦点調節（ピント調節）機能を改善
する可能性があると捉えた。臨床上、調節時間の正常値は、緊張・弛緩ともに約 1 秒
くらいである。調節時間が 3 秒以上かかる場合には調節異常であり、特に調節弛緩時
間が延長している場合には調節緊張症である（参考文献リスト No.14 （小口芳久 ら、
2005））
）
。採用文献リスト No.2（小出良平ら、1994）で評価された調節時間は、介入
群では緊張・弛緩ともに 1 秒付近であったのに対して、プラセボ群では 2 秒付近であ
ったことから、正常値を維持する可能性が推察される。また、ピント調節に関する指
標は眼精疲労検査に汎用されており、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労
感を緩和する機能がある可能性が示唆された。
副次アウトカムである焦点調節（ピント調節）以外の眼科学的検査については、採
用文献リスト No.2（小出良平ら、1994）で、フリッカー値、動体視力（KVA）の評価
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がある。著者はアコモドグラム（調節緊張時間、調節弛緩時間）で効果がみられたこ
ととフリッカー値、動体視力（KVA）の変化と合わせて目の疲労感を緩和する機能に有
効であったと考察していた。フリッカー検査は、光の点滅を行い、断続する光が弁別
できず、連続する光に見えるようになる閾値を調べる検査で、一般的に疲労の測定に
用いられている（デジタル大辞泉）
、フリッカー値は、臨床上 35Hz 以上で正常、26～
34Hz で要精査、25Hz 以下で異常としている。またフリッカー値は加齢により低下する
傾向にあり、10 年間に約 1.2Hz の低下が認められる（参考文献リスト No.14（小口芳
久 ら、2005）
））
。採用文献リスト No.2（小出良平ら、1994）で評価されたフリッカー
値は、赤色ではプラセボ群の投与前後で両眼ともに有意な低下が見られ、正常域の下
限に近づいていた。このことから、疲労の蓄積とともに減少する性質があるとされる
フリッカー値を、正常に維持する可能性があると推察された。
また、主観的な評価では、採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）の VAS スコアで、
VDT 作業負荷による自覚症状の増悪に対して、介入群では摂取前と比べて摂取 28 日目
には有意に効果がみられ、VDT 作業時に目の疲労感を緩和することが示唆された。
このことから、焦点調節（ピント調節）機能を改善し、スマートフォンやパソコン
などのコンピューター作業時に目の疲労感を緩和する機能を有する可能性があると考
えた。
疾病者を対象としているために本 SR に採用しなかったが、眼科を受診し、眼精疲労
を訴えた 10～73 歳の日本人患者 20 名に、VMA 62.5mg/日、4 週間摂取させた RCT があ
る（参考文献リスト No.10（梶本修身ら、1998））
。この研究では、VAS による眼精疲労
自覚症状 10 項目中の 6 項目と、フリッカー値において、介入群が対照群に比して有意
に改善効果を認めた（それぞれ p<0.05、p<0.05）と報告されている。また、介入群の
フリッカー値の上昇率と、VAS の上昇率に有意な負の相関を認め（r=-0.65、p=0.002）
、
客観的な眼精疲労の尺度とされるフリッカー値と、自覚的な精神疲労をスケールした
疲労度に強い相関を示した。日常、疲労感を自覚している要因として、目の疲労が強
く関わっていることを示唆していたと考察している。加えて、VDT 作業による疲労の
主観的評価値と客観的測定値との相関について検討した研究（参考文献リスト No.15
(西村武ら、1986）)では、フリッカー値に加え、被験者により大きく異なったが、焦
点調節（ピント調節）機能（調節緊張時間、調節弛緩時間、近点距離）も自覚症状と
相関があったと結論付けていた。他にも自覚的な眼の疲労感の増大と焦点調節（ピン
ト調節）機能の低下に相関をもつことを示唆する報告がある（参考文献リスト No. 7
（岩崎常人ら、1984）
）
。自覚症状の調査項目には、目に関する症状の他、肩こりや頭
痛などの全身症状も含まれる。そのため、焦点を合わせやすくすることにより、目の
疲労感を緩和することは、全身症状の改善にも関連する可能性が示唆され、Quality of
Life（QOL）改善に寄与することが考えられる。これらを総括すると、本 SR での主要
アウトカムである焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能は、
臨床的意義のある結果であると考える。
VMA は、体内で吸収され、血管及び血流障害から保護し、毛様体の弛緩や血管平滑
筋の拡張によって網膜を含む血流を改善することにより、毛様体筋の焦点調節作用を
改善し、焦点調節機能が高まると考えられる。また、焦点調節機能の低下は、毛様体
筋の疲労状態として中枢に伝えられ、目の疲労感として自覚されることが示唆されて
いる。加えて、活性酸素の抑制は疲労感を抑制すると考えられる。さらに、ロドプシ
ンの再合成を促進することによる視覚機能改善も、目の疲労感を緩和すると考えられ
る。これらより、VMA は、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和す
る機能を発揮していると考えられる。
（別紙様式（Ⅶ）-1 作用機序に関する説明資料 参照）
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2）疾病者等での働きについて
上述の眼科を受診した 20 名に、VMA を摂取させた RCT（参考文献リスト No.10（梶
本修身ら、1998）
）の、患者の基礎的眼疾患は、乱視を伴う近視 9 名、乱視を伴わない
近視 3 名、糖尿病性白内障 1 名、白内障 2 名、緑内障 1 名であった。職業は、VDT 作
業従事者 6 名、会社員 5 名、学生 4 名、その他 5 名であった。VAS による眼精疲労自
覚症状 10 項目中の 6 項目と、フリッカー値において、介入群が対照群に比して有意に
改善効果を認めたと報告されている。
さらに、9～12 歳の受験期の児童で、医師から視力回復トレーニングや目の酷使を
注意された 63 名に、VMA 37.5mg/日、8 週間摂取させた日本人による介入試験（参考
文献リスト No.11（梶本修身ら、2000））によると、摂取前後において、眼精疲労自覚
症状 10 項目の総合的な評価で改善効果を認めた（摂取前 1.47±0.89 vs 摂取後 1.12
±0.77、p<0.05）と報告されている。また、フリッカー値（上昇法）でも有意傾向で
あり（摂取前 37.9±2.6 vs 摂取後 38.4±2.3 （平均値 Hz ±標準偏差、 p<0.1）
）、
眼科学的検査においても眼精疲労を改善していることが示された。
また、VMA の当該機能における作用機序に、年齢や VDT 作業環境等が影響するとい
う報告は見当たらない。今後、幅広い年代や、コンタクトレンズ、老眼鏡を使用した
人を対象とした一次研究を吟味する必要はあるが、VDT 作業で目を酷使する健常成人
に対して、当該機能を発揮する可能性はあると考える。
また、韓国の多施設で行われた試験で、NPDR（Nonproliferative Diabetic
Retinopathy 非増殖性糖尿病性網膜症）患者 88 名に、VMA を 183.6mg/日（ミルトセ
レクト®170 ㎎/カプセル、Tagen-F®、 3 カプセル/日）、1 年間投与した報告があった
（参考文献リスト No.16（Eung Suk Kim ら、2008））。主要アウトカムの矯正視力とコ
ントラスト感度検査を投与開始から 2 ヶ月間隔で 12 ヶ月まで施行した結果、コントラ
スト感度では 3,6,12,18 cycle per degree（c/d）の周波数で測定し、6,12 c/d の周
波数では漸進的に向上し、統計的にも有意な違いを示した（それぞれ p＝0.006、p＝
0.026）。また、矯正視力と副次アウトカムである硬渗出物、微細血管類と漏出点の数、
黄斑部の厚さに、統計的な有意差は認められなかった。同じ視力を持った場合もコン
トラスト感度に従って、実際に見える像が大きく変わる可能性があり、抗酸化作用及
び血流改善の効果を持つアントシアニン製剤である Tagen-F®が視機能の質を向上さ
せると報告されていた。
該当論文は眼精疲労患者ではなく、NPDR 患者への効果ではあるが、糖尿病性網膜症
は、血流が悪化した状態を示す疾患であり、これらの対象に対する機能性が検証され
たことは、視機能に関する結果の一貫性、作用機序を補強するものである。また、最
終製品の機能性関与成分である VMA 57.6mg の 3 倍以上である 183.6 ㎎/日を摂取させ
た介入試験であったが、有害事象に関する記載はなかった。これらを総括すると、VMA
57.6mg の摂取は安全であり、視機能に有効であることが示唆された。
（2）研究の妥当性・信頼性
バイアスリスクの評価では、選択バイアスや、症例減少バイアスについての明確な記
載が少なかったため、中と評価した。非直接性について、採用文献 3 編は、日本で行わ
れた研究で、対象者の年齢は、30～60 歳と比較的幅広い年齢層による試験であり、摂取
した成分は、いずれも最終製品中に使用する原料と同じであることが確認できたことか
ら、非直接性はなし（0）と考えた。不精確について、被験者数の少ない研究にとどまり、
主要アウトカム、副次ウトカムとも不精確は高（-2）であった。非一貫性については、
主要アウトカムである焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能の
評価は、中（-1）であったが、3 編の指標に統一性がなく、副次アウトカムの評価は、
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それぞれ 1 編しかなかったことから、高（-2）とし、限定的な評価にとどまった。また、
RCT3 編に限定されていたことから、出版バイアスも考えられた。さらに、RCT3 編ともに
少人数で行われていた試験であったことも有効性についての考察を難しくしている。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。
（3）安全性・有害事象について
採用文献 3 編における安全性の記載は、No.3（川田晋ら、2011）に有害事象に関する
記載はなかったが、それ以外の 2 編については、安全性に問題ないことが確認できた。
また、原料販売元から、最終製品に使用するビルベリー果実エキス（ミルトセレクト®
（インデナジャパン㈱）
）は、日本で 1990 年初頭からは販売され、累計販売量はビルベ
リー果実エキス（機能性関与成分アントシアニン 36%含有）で 300 トン超であるが、こ
の間、特に問題となる健康被害報告がないとの情報を得ている。
他に、米国ハーブ製品協会（AHPA）がハーブ製品の使用に際し合理的で的確な情報提
供を目的とした分類によると、ビルベリー果実の安全性はクラス１、Aと評価されてい
る。また同協会が編集したBOTANICAL SAFETY HANDBOOK 2nd.ed.（参考文献リストNo.17）
によると、臨床試験の副作用情報としてVMAにおけるSRで、VMAの臨床報告において副作
用は報告されなかった。他に、VMAの市販後調査でも2295名のうち91名が、主に胃腸や、
皮膚、神経系に関する副作用が見られたが、これらの症状とVMAとの因果関係は確立さ
れていない、と記載されていた。
これらのことを総括すると、VMA の安全性は高いと考えた。
医薬品との相互作用について、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 素材情報データベース(参考文献リ
スト No.18)の『ビルベリー』には、「出血のリスクが高まる可能性があるため、非ス
テロイド性抗炎症薬、抗凝固薬、抗血小板薬との併用には注意が必要である。また、出
血性疾患の人は注意が必要である」と記載されていた。また、同じく 2 次情報である
Natural Medicines Comprehensive Database(参考文献リスト No.19)には、「基礎研究
において、ビルベリー抽出物であるアントシアニジンが血小板凝集を抑制することが示
唆されている。理論的に、ビルベリーと抗血小板薬あるいは抗凝固薬の併用で、出血リ
スクが増大する可能性がある。」と記載されていた。これらの引用論文を確認したとこ
ろ、VMA 類が in vitro 試験や動物試験で血小板凝集抑制作用を示した報告が数編と、
ヒト試験においてビルベリーエキス 480mg を 30 日～60 日間摂取させたところ、血小板
凝集抑制作用が認められた報告であった。このヒト試験において脱落者はなく、試験期
間中に出血が起こった記載はなかった。これらの情報のみでは、出血リスク増大につい
て判断するための情報が不足していたため、PubMed の検索を行った。その結果、ヒト
においてビルベリーや VMA 類の摂取により出血が起こった報告や、医薬品との相互作用
により出血のリスクが高まった報告はなかった。従って、最終製品の VMA と抗凝固薬と
の併用により、出血リスクが増大する可能性は低いと考える。（別紙様式（Ⅱ）-1 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）
（4）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
採用文献 3 編は、すべて日本人の健常成人で、眼精疲労の自覚症状を持つ者、また
は日常的に VDT 作業を行っている者など、日頃から目を酷使している者を対象としてい
たことを確認した。また、採用文献リスト No.2（小出良平ら、1994）では、眼科的疾
患が認められない健常者、採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）、No.3（川田晋ら、
2011）では、著者より、疾患に罹患している者が含まれていないことを確認した。論文
中には VDT 作業とあるが、これは VDT 機器を使用して、データの入力・検索・照合等、
文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいい、VDT
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機器とは、文字や図形等の情報を表示する出力装置（液晶ディスプレイ、ブラウン管）
と入力装置（キーボード、マウス、スキャナー等）で構成される機器で、具体的には、
パソコン、モバイルなど携帯用情報通信機器、監視用の大型表示パネル、店舗などで使
用するハンディーターミナル、POS 機器などのディスプレイを有する情報機器をいう、
とある（参考文献リスト No.20（厚生労働省 ｢VDT 作業における労働衛生管理のため
のガイドライン｣ 平成 14 年 4 月 5 日））
。したがって、VDT 作業をスマートフォン、パ
ソコンなどのコンピューター作業と置き換えることは可能であると考える。
本 SR では、主要アウトカムである焦点調節（ピント調節）改善（近点距離と調節力
の変化量、調節緊張時間、調節弛緩時間）で有効性が見られ、焦点調節（ピント調節）
機能を改善することで目の疲労感を緩和する可能性があると捉えた。また、副次アウト
カムである疲労の蓄積とともに減少する性質があるとされているフリッカー値の改善
がみられた。更に VDT 作業前後の目の疲労感に対する自覚症状の VAS による主観的な評
価で、介入群では摂取前と比べて効果がみられていた。このことから、焦点調節（ピン
ト調節）機能を改善し、VDT 作業時に目の疲労感を緩和する機能を有する可能性を示唆
すると考える。
これらを総合的に判断すると、表示しようとする機能「本品にはビルベリー由来アン
トシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォン
やパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲
労感を緩和する機能が報告されています。
」の科学的根拠として、本 SR の結果は、表示
しようとする機能を支持していると考える。
試験食品との同等性については、3 編とも最終製品「スマホえんきん®」使用原料であ
るミルトセレクト®（インデナジャパン㈱）を使用し、VMA 量は 43.2 ㎎～57.6 ㎎であっ
たことを確認している。摂取期間については、採用文献 3 編は 7 日間または 28 日間の連
続摂取による効果を評価した論文であった。3 編ともに日本で行われた研究で、対象者
の年齢は、30～60 歳と比較的幅広い年齢層による試験だった。摂取方法については、採
用文献 3 編のうち 1 編（採用文献リスト No.2（小出良平ら、1994））では、1 日 3 回粉末
ジュースを水に溶かして飲用していたが、2 編（採用文献リスト No.1（瀬川潔ら、2013）
、
No.3（川田晋ら、2011）
）では、1 日 1 回、カプセルまたは錠剤の摂取であった。このう
ち No.3（川田晋ら、2011）は査読のない論文であり、No.1（瀬川潔ら、2013）では、ピ
ント調節機能と VAS による主観的な評価で効果が見られた。また、ラットの単回投与試
験では、VMA は摂取後急速に胃腸管から吸収され、2 時間以内に血液循環からアントシア
ニンは消失し、微小血管との特別な親和性により毛細血管が緻密に張り巡らされた組織
に分布した。アントシアニンは、24 時間後に主として胆汁から排泄されるとの報告があ
る（参考文献リスト No.6（Morazzoni P ら、1991））。したがって、血中濃度が低下して
も VMA の効果は持続することが示唆され、1 日 1 回の摂取でも当該機能を発揮する可能
性があると考えられる。
これらのことから、最終製品「スマホえんきん®」の摂取対象者、摂取した機能性関与
成分量、摂取方法とも、外挿性があると考える。
改めて Totality of Evidence の観点から、以上のことを総括すると、VMA 57.6 ㎎/日
を継続摂取することは安全であり、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使
する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和する機能を有す
る可能性が示唆された。ただし、今回の RCT3 編はいずれも対象者人数は限られていたこ
と、3 編の指標に統一は見られなかったことから、今後の研究に注視することが必要と
考える。
（5）研究の限界（項目#25:限界）
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
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は SR に共通する限界である。また、国内外の複数の研究文献データベースを使用したが、
英語と日本語のみをキーワードとした検索ということもあり、出版バイアスがあること
が考えられる。採用文献中に、エビデンス・グレーディングが高いとされる RCT は 3 編
あったが、異質性の問題などにより、メタ分析を実施できず、定性的なレビューとなっ
た。関連して、メタ分析を伴わないため、
「不精確」と「非一貫性」については、独自の
評価基準による解釈となっている。
本 SR では、眼精疲労の自覚症状を持つ者、VDT 作業を行っている者など、日頃から目
を酷使している者を対象としていたが、VDT 作業は、ディスプレイの輝度や距離、連続
作業時間等により疲労に差があるとされる（参考文献リスト No.20（厚生労働省 ｢VDT 作
業における労働衛生管理のためのガイドライン｣ 平成 14 年 4 月 5 日））
。そのため、採
用文献の要件に該当しない作業の場合は、当該機能を発揮しない可能性がある。
対象者について、30 歳未満、高齢者、コンタクトレンズや老眼鏡を使用した健常成人
に対する評価を行った論文は見当たらなかった。したがって、このような採用論文の被
験者条件に該当しない人では、当該機能を発揮しない可能性がある。主要アウトカムで
ある焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能は、臨床的意義のあ
る結果であると考えたが、焦点調節（ピント調節）改善に対する疲労感の改善や日常の
QOL 向上などの臨床的意義についての定量的な知見がないため、さらに一次研究の結果
を吟味する必要がある。
そして、主要アウトカムをめぐる大きな弱点としては、焦点調節（ピント調節）改善
による目の疲労感を緩和する機能の評価方法の多様性に伴う多重検定の問題が挙げられ
る。アイテムが多いために、タイプ I エラーが発生している可能性を否定できない。
さらに、レビューレベルの限界として、最終製品中に使用する VMA との同等性に注視
したため、採用文献が限定され、指標に統一性がみられなかった。3 編の対象人数が少
人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
が必要であると考える。
VMA 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つたえる努力を継続していく予定である。
結論（項目#26:結論）
VMA は、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点
を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和する機能を有する可能性が示唆された。
ただし、対象の RCT3 編の主要アウトカム指標が同一項目ではなかったこと、多様な眼科
学的背景を持った健常成人における改善効果に関しては知見がなかったことにより、さ
らに一次研究の結果を吟味する必要がある。したがって、今後の研究を注視することが
必要だと考えている。
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）
評価対象文献 3 編のうち 2 編の著者にインデナジャパン㈱社員が含まれている一次研
究であったが、研究レビューは当社で公正に実施した。
研究協力者の東京農業大学上岡洋晴教授へ、研究の指導・監修料として謝金を支出し
た。
本研究レビューに使用した機能性関与成分に関する資料（参考文献リスト No.21（ミ
ルトセレクト® Indena 社社内資料）
）は、インデナジャパン㈱から提供を受けた。
本 SR は、当社の自己資金によりすべて実施した。
各レビューワーの役割
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社内担当者 A
社内担当者 B
社内担当者 C
社内担当者 D（社内研究
員、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
（データベース検索技術
者）
外部協力者 F
（研究協力者、システマ
ティック・レビューの専
門家）

スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執筆
スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価
スクリーニング
研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括

検索作業

研究の妥当性・信頼性の評価方法の指導、全体の監修

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。
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データベース検索結果
商品名：スマホえんきん®

タイトル：最終製品 スマホえんきん®に含有する機能性関与成分ビルベリー由来アントシアニンの摂取によ
る目の疲労感を緩和する機能に関するシステマティック・レビュー（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（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が
多い人）において、ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の経口摂取は、目の疲労感を緩和する機
能があるか
日付：2015年9月8日、9日、18日 11月13日
検索者：社内担当者E
＃

検索式

文献数

#1

ブルーベリー/TH or BLUEBERRY/AL or ビルベリー/TH or BILBERRY/AL or
WHORTLEBERRY/AL or WINBERRY/AL or ブル-ベリ/AL or ビルベリ/AL or ブ
レーベリー/AL or ヌマスノキ/AL or ヌマスグリ/AL or アメリカスノキ/AL or セイヨ
ウスノキ/AL or ホワイトベリ/AL or ホワートルベリ/AL or マウンテンベリ/AL or
ウィンベリ/AL

161

#2

(スノキ属/TH or VACCINIUM/AL) and (CORYMBOSUM/AL or MYRTILLUS/AL )

5

#3

#1 or #2

161

#4

(#3) and (PT=会議録除く CK=ヒト)

60

医中誌Web
日付：1977年～ 2015年9月18日

JDreamIII
日付：1975年（※医学情報は1981）～ 2015年9月9日
L1
L2

(ブル－ベリ or ビルベリ or ブレーベリー or ヌマスノキ or ヌマスグリ or アメリカ
スノキ or ヌマスノキ or セイヨウスノキ or ホワイトベリ or ホワ－トルベリor マウン
テンベリ or ウィンベリor (VACCINIUM AND (CORYMBOSUM or MYRTILLUS)) or
BLUEBERRY or BILBERRY or WHORTLEBERRY or WINBERRY)/ALE
L1 AND (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)

3810
63

L3

L1 AND (試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティア)

507

L4

L1 AND ＧＸ0603?/CC

L5

L2 OR L3 OR L4

525

L6

L5 AND (ヒト/CTS or 人間/CTS or ヒト/AL)

90

L7

L6 ＮＯＴ (C/DT or d2/DT)

83

4

PubMed
日付：1946年～2015年9月8日
#1

VACCINIUM AND (CORYMBOSUM OR MYRTILLUS)

496

#2

BLUEBERRY OR BILBERRY OR WHORTLEBERRY OR WINBERRY

1568

#3

#1 OR #2

1580

#4

#3 AND Humans[Mesh]

461

#5

#4 AND (Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR Randomized
Controlled Trial[PT])

104

＃

検索式

文献数

The Cochrane Library
日付：収録年不明～2015年9月8日
#1

(VACCINIUM and (CORYMBOSUM or MYRTILLUS)) or BLUEBERRY or
BILBERRY or WHORTLEBERRY or WINBERRY/All Text

96

ＥＭＢＡＳＥ
日付：1947年～ 2015 年9月8日
#1

VACCINIUM AND (CORYMBOSUM OR MYRTILLUS)

751

#2

BLUEBERRY OR BILBERRY OR WHORTLEBERRY OR WINBERRY

2111

#3

#1 OR #2

2427

#4

#3 AND HUMAN+NT,PFT/CT

929

#5
#6

#4 AND （CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL/CT）
#5 AND (EYE OR EYESIGHT OR VISUAL OR VISION OR OPTIC OR OPTICAL
OR SEEING OR SIGHT)

63
13

#7

(#4 AND CLINICAL TRIAL/CT) NOT ＃５

102

#8

(#7 AND (EYE OR EYESIGHT OR VISUAL OR VISION OR OPTIC OR OPTICAL
OR SEEING OR SIGHT))

13

UMIN-CTR
検索日

2015年11月13日

#1

Search ビルベリー

8

#2

Search ブルーベリー

2

#3

Search ベリー

12

#4

Search Bluberry

0

#5

Search Bilberry

9

#6

Search whortleberry

0

#7

Search winberry

0

#8

Search berry

17

#9

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

19

PROSPERO
検索日 2015年11月13日
#1

Serch（blueberry）in ALL Fieldes :Review status is Any review status

0

#2

Serch（bilberry）in ALL Fieldes :Review status is Any review status

0

#3

Serch（anthocyanin）in ALL Fieldes :Review status is Any review status

0

#4

Serch（berry）in ALL Fieldes :Review status is Any review status

17

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

17

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。

別紙様式（Ⅴ）-6 【添付ファイル用】
文献検索フローチャート
商品名：スマホえんきん®
検索結果
医中誌Web （n=60）
JdreamⅢ （n=83）
PubMed （n=104）
The Cochrane Library （n=96）
EMBASE （n=13）
UMIN-CTR （n=19）
PROSPERO （n=17）

データベース検索により
特定された文献 （n=392）

他の情報源から特定された文献 （n=0）

１次スクリーニングの対象文献

除外文献

（n=392）

（n= 381）

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=11）

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=8）

データの統合に用いた文献数 （n=3）

メタアナリシスを行った文献数 （n=0）

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

【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）-７ 【添付ファイル用】
採用文献リスト
商品名：スマホえんきん®

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 対照（プラセボ、何
類、摂取量、介入（摂取）期間等）
もしない等）

解析方法（ITT、
FAS、PPS等）

主要アウトカム

副次アウトカム

害

1

薬理と治療.
瀬川潔（ユニ
2013;41(2):155キス㈱）ら
165.

VDT作業従事者および眼精疲労の
P:男女健常者
VDT作業負荷による眼精疲労自覚
自覚症状をもつ者を中心とした30
ランダム化二 I:ビルベリー果実由来アントシアニン
症状および調節機能障害に対する
～60歳の健康な成人男女21名（介
重盲検並行群 の経口摂取
医療法人慈光会八木病院
ビルベリー果実由来アントシアニン
入群10名、プラセボ群11名）
間比較試験 C:プラセボ
含有食品の保護的効果
※著者より、疾患に罹患している
O:視覚の調節力に有効
者を含まないことを確認した。

プラセボ：同一の外
ビルベリーエキス(ミルトセレクト®)を
観と形状を持つカプ
80mg×2粒（アントシアニン57.6mg)/日
安全性解析:ITT
セル（加工デンプン
含有カプセルを28日間、0日、14日、28
有効性解析：PPS
249mgと微粒酸化ケ
日の検査時には、VDT作業負荷を実施
イ素1mg/粒）

関連する有害事象なし
(試験登録者全員計22人を対象に、試験
責任医師による問診ならびに試験日誌
眼精疲労症状VAS、調 抗酸化マーカー
の記載に基づいて、介入期間中の有害
節機能（近点距離、調 （BAP）、裸眼視力、矯 事象の発生状況を調べた。その結果、1
節力）
正視力
名に1件のみ軽度の上気道症状(咽頭痛
および痰)を認めたが、試験責任医師に
より、これは感冒症状であり、各介入食
品とは無関係であると判定された。)

2

小出良平（昭
あたらしい眼科.
和大学医学
1994;11(1):117部眼科学教
121.
室）ら

P:男性健常者
ランダム化二 I:ビルベリー果実由来アントシアニン
視機能に及ぼすホワートルベリー
重盲検並行群 の経口摂取
昭和大学医学部
エキスの効果
間比較試験 C:プラセボ
O:視覚の調節機能に有効

眼精疲労などの眼科的疾患が認
められないVDT作業などに従事す
る32～50歳の健康な成人男性10
名（介入群5名、プラセボ群5名）

ホワートルベリー（ビルベリー）果実エ
キス40mg由来アントシアニン含有粉末
ジュース(10g／包)×3回（アントシアニ
ン43.2mg）/日を7日間

調節力、瞳孔径、グレア
テスト、フリッカー値、動 視力(裸眼、矯正)
体視力、夜間視力

P:男女健常者
ビルベリー果実エキス(ミルトセレク ランダム化二 I:ビルベリー果実由来アントシアニン
アリオ西新井クリニック眼
ト®)がドライアイおよび酸化ストレス 重盲検並行群 の経口摂取
科
間比較試験 C:プラセボ
に及ぼす影響
O:ドライアイに有効

日常的に眼疲労もしくは眼精疲労
を自覚する30～60歳の健常な成人
男女22名(男/女=8/14、平均年齢
45.5歳）。日常的にTVゲームやPC
を使う者またはVDT作業を1日4時
間以上行う者（介入群11名、プラセ
ボ群10名）
※著者より、疾患に罹患している
者を含まないことを確認した。

ビルベリー果実エキス（ミルトセレクト®）
160mg（アントシアニン57.6mg）/2粒/日
プラセボ
含むサプリメントを4週間、検査時には
任天堂DSによるゲーム負荷（45分）

3

川田晋（イン 新薬と臨牀.
デナジャパン 2011;60(10):209㈱）ら
219.

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【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：VMAのみ
を除き合成着色料で
FAS
類似色とした粉末
(10g/包×3回)

PPS

副作用は全例に認められず安全性への
危惧はないものと考えられた。

シルマーテストによる涙
液分泌量、酸化ストレ 眼精疲労の指標であ
（記載なし）
ス・抗酸化能(d-ROMs、 る縮瞳率
BAP)

査
読
の
有
無

有

有

無

別紙様式（Ⅴ）-８ 【添付ファイル用】
除外文献リスト
商品名：スマホえんきん®
No.

著者名

掲載雑誌

タイトル

除外理由

1

小齊平麻里衣 ら

薬理と治療. 2015; 43(3): 397403.

標準ビルベリー果実抽出物による眼疲
製品中の成分との同等性が不明
労改善効果

2

Wakana N ら

日本健康医学会雑誌. 2007;
16(2): 44-48.

Effects of Blueberry, Vaccinium
corymbosum, on the Eye Functions.

3

松本均 ら

薬理と治療. 2007; 35(5): 447455.

カシスアントシアニン摂取による眼の屈
原著論文ではない
折機能改善効果とその作用機序

4

松本均

新薬と臨床. 2007; 56(2): 180188.

ベリー類アントシアニン摂取がVDT作
業時の眼の屈折調節機能へ及ぼす影 製品中の成分との同等性が不明
響

5

梶本修身 ら

ブルーベリーエキスにおける精神疲労
食品工業. 1998; 41(16): 29-35. 及び眼精疲労に及ぼす作用の臨床的 疾病者対象
検討

濱舘 直史 ら

Progress in Medicine. 2014;
34(11): 2041-2051.

ビデオディスプレイ端末光への曝露に
起因する眼精疲労自覚症状に対する 複数の機能成分を含む製剤であることか
ビルベリー果実抽出物含有食品の保 ら関与成分の効果不明
護的効果

内田 一光 ら

臨牀と研究. 2009; 86(1): 132139.

魚油、ビルベリーエキス、イチョウ葉エ
キス、ルテイン、アスタキサンチンおよ 複数の機能成分を含む製剤であることか
びβ -カロテン含有食品が眼精疲労に ら関与成分の効果不明
与える影響

Kamiya K ら

J Ocul Pharmacol Ther. 2013;
29(3): 356-359.

Effect of fermented bilberry extracts
on visual outcomes in eyes with
myopia: a prospective, randomized,
placebo-controlled study.

6

7

8

アントシアニン量不明。製品の成分との
同等性不明

アントシアニン量不明。製品の成分との
同等性不明

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【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 【添付ファイル用】
未報告研究リスト
商品名：スマホえんきん®
該当の未報告研究はなかった
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）

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【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）-10 【添付ファイル用】
参考文献リスト
商品名：スマホえんきん®
No.
1

2

3

著者名、タイトル、掲載雑誌等
Morazzoni P ら. Anthocyanosides and their aglycones as scavengers of free radicals and
antilipoperoxidantagents. Pharmacol Res Commun. 1988; 20 (Suppl 2): 254.
Mian E ら. Anthocyanosides and the walls of the microvessels: further aspects of the mechanism
of action of their protective effect in syndromes due to abnormal capillary fragility. Minerva Med.
1977; 68: 3565-3581.
Jonadet M ら. Anthocyanosides extracted from Vitis vinifera, Vaccinium myrtillus and Pinus
maritimus. I. Elastase-inhibiting activities in vitro. II. Compared angioprotective activities in vivo. J
Pharm Belg. 1983; 38(1): 41-6.

4

Morazzoni P ら. Vaccinium myrtillus L. Fitoterapia. 1996; 67: 3-29.

5

中山交市 ら. ワイルドブルーベリー由来の生理機能性配糖体その2 (1). 食品工業. 1990; 33(10):
67-72.

6

Morazzoni P ら. Vaccinium myrtillus anthocyanosides pharmacokinetics in rats.
Arzneimittelforschung. 1991; 41(2): 128-131.

7

岩崎常人 ら. 視作業が及ぼす眼疲労と調節機能について. 日本眼科紀要. 1984; 35(9): 1723-1736.

8

平本恵一. ブルーベリーの機能性とこれからの可能性 ブルーべりーの疲労回復効果. 食品工業.
2004;47(4):32-36

9

アルド・クリストーニ. 【植物性機能食品】 ミルトセレクト ビルベリー: Vaccinium myrtillus標準化抽
出液. 機能性食品と薬理栄養. 2006; 3(3): 165-188.

10

梶本修身 ら. ブルーベリーエキスにおける精神疲労及び眼精疲労に及ぼす作用の臨床的検討-総
合医科学研究所研究報告-. 食品工業. 1998; 41(16): 29-35.

11

梶本修身 ら. 受験期の児童を対象とした仮性近視者に対するブルーベリーエキスの視力回復効果
について. 新薬と臨床. 2000; 49(1): 72-79.

12

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

13

消費者庁「別添2 特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」（消食表第259 号の別添
2）

14

小口芳久 ら. 眼科検査法ハンドブック(第4版). 医学書院. 2005.

15

西村武 ら. VDT作業による疲労の主観評価値と客観的測定値との相関. テレビジョン学会誌.
1986; 40(12): 1239-1244.

16

Eung Suk Kim ら. Clinical Evaluation of Patients with Nonproliferative Diabetic Retinopathy
Following Medication of Anthocyanoside: Multicenter Study. Journal of The Korean
Ophthalmological Society. 2008; 49(10): 1629-1633.

17

American Herbal Products Association's BOTANICAL SAFETY HANDBOOK Second Edition.
CRC Press. 2013; 903-905

18

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

19

Natural Medicines Comprehensive Database

20

厚生労働省｢VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドライン｣ 平成14 年4 月5 日

21

ミルトセレクト® Indena社社内資料

No.

著者名、タイトル、掲載雑誌等

22

ESCOP Monographs. Second Edition. The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products.
2003

23

Council of Europe. European Pharmacopoeia, 6.2. 2008.

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【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 【添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：スマホえんきん®
*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、-7以上を高バイアス、-4から-6を中バイアス、-3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。

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からス
表示しようとする
マートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労
機能性
感を緩和する機能が報告されています。
対象 健常者（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が多い人）

*3：[

介入 ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の摂取

*4：採用論文リストNo.3 縮瞳率についての各群の介入前後における平均値±標準偏差は、文献の本文中に記載がないが、論文著者に確認した値を記載した。

]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）

対照 プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較
アウトカム 焦点調節（ピント調節）改善による目の疲労感を緩和する機能の評価

個別研究

研究
コード

選択バイアス

バイアスリスク*1
追加介
入バイア
ス

盲検性バイアス

➂ベース
ラインに
②割付
研究
①ランダ
おける主 ④参加
の
デザイン
ム化
要アウト
者
隠蔵
カムの同
等性

⑤介入
者

各アウトカムごとに別紙にまとめる

症例減少
バイアス

評価バイ
アス

非直接性*2

⑦追加
⑫その他
介入はな
⑪全群、
の
⑥アウト されてい ⑧コンプ ⑨ドロッ
同タイミ
⑩ITT解
バイアス
カム
ない、ま ライアン
プ
ング・時
析
評価者 たは全群
ス
アウト
期での評
で同じ追
価
加介入

各群の前後の値
対照群
（前値）

No.2

No.3

RCT

RCT

RCT

-1

-1

0

-1

0

-1

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

0

0

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
【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

0

介入群
（前値）

介入群
（後値）

まとめ
対象

介入

対照

アウトカ
ム

まとめ

効果指標

(Day-28)調節機能:VDT作業負荷前
後における近点距離の変化量(mm)

No.1

対照群
（後値）

中

中

中

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

非直接
性なし

非直接
性なし

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

18.9±5.2

91.3

4.9±6.6

446.7

対照群
平均差*3

[-14.0]

p値

有意差なし
p=0.095

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

17.4±8.0

152.5

-8.2±3.9

-157.7

介入群
平均差*3

p値

介入群
vs
対照群

コメント

平均差*3

標準誤差の記載

[-25.6]

p=0.017

[-11.6]

(Day-28)調節機能:VDT作業負荷前
後における調節力値の変化量
(diopter)

-0.6±0.2

-110.6

-0.3±0.2

-221.1

[0.3]

有意差なし
p=0.265

-0.4±0.1

-82.9

0.3±0.1

110.6

[0.7]

p=0.014

[0.4]

調節緊張時間(sec)
両眼

1.80±0.1

12.4

2.03±0.2

22.0

[0.23]

記載なし

1.54±0.2

29.0

1.19±0.1

18.8

[-0.35]

記載なし

[-0.58]

調節弛緩時間(sec)
両眼

1.61±0.1

13.9

1.96±0.3

34.2

[0.35]

記載なし

2.03±0.4

44.1

1.22±0.2

36.7

[-0.81]

記載なし

[-1.16]

-1.32±7.62

-577.2

1.43±6.25

4.4

[2.75]

有意差なし
p=0.429

-2.72±11.47

-4.2

0.40±5.97

14.9

[3.12]

有意差なし
p=0.521

[0.37]

非直接
*4
性なし 縮瞳率(%)

p値

有意差なし
介入群は摂取前と比べ有意に改善
p=0.104 (負荷による影響を受けなくなった）

p=0.012

標準誤差の記載
介入群はプラセボ群と比べ有意に改
善(負荷による影響を受けなくなった）

標準誤差の記載
対照群と比べ有意に調節時間が短
縮
標準誤差の記載
p<0.05 対照群と比べ有意に調節時間が短
縮
標準偏差の記載
有意差なし 作業負荷前の検査値、負荷後の変化
p=0.950 量いずれにおいても有意差は認めら
れなかった。

p<0.01

別紙様式（Ⅴ）-11b 【添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：スマホえんきん®
*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、-7以上を高バイアス、-4から-6を中バイアス、-3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。

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からス
表示しようとする
マートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感
機能性
を緩和する機能が報告されています。
対象 健常者（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が多い人）

*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）

介入 ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の摂取
対照 プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較
アウトカム フリッカー値による目の疲労感を緩和する機能

個別研究

研究
コード

No.2

選択バイアス

研究
①ランダ
デザイン
ム化

RCT

-1

バイアスリスク*1
追加介
入バイア
ス

盲検性バイアス

➂ベース
ラインに
②割付
おける主 ④参加
の
要アウト
者
隠蔵
カムの同
等性

0

各アウトカムごとに別紙にまとめる

0

0

⑤介入
者

-1

症例減少
バイアス

評価バイ
アス

非直接性*2

⑦追加
⑫その他
介入はな
⑪全群、
の
⑥アウト されてい ⑧コンプ ⑨ドロッ
同タイミ
⑩ITT解
バイアス
カム
ない、ま ライアン
プ
ング・時
析
評価者 たは全群
ス
アウト
期での評
で同じ追
価
加介入

0

0

0

-1

0

0

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
【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

各群の前後の値
対照群
（前値）

対照群
（後値）

介入群
（前値）

介入群
（後値）

まとめ
対象

中

0

介入

0

対照

0

アウトカ
ム

0

まとめ

効果指標

対照群
平均差*3

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

フリッカー値(cycle/sec)(緑)
右眼、左眼

右:43.5±1.3
左:44.2±1.0

6.7
5.1

記載なし

算出
不能

右:-0.25±0.4
左:-0.05±0.4

フリッカー値(cycle/sec)(赤)
右眼、左眼

右:39.0±0.7
左:39.0±0.4

4.0
2.3

右:37.0±0.9
左:36.9±0.5

5.4
3.0

右[-2.0]
左[-2.1]

p値

介入群
平均差*3

p値

介入群
vs
対照群

p値

コメント

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

記載なし

右:43.1±0.9
左:43.4±1.0

4.7
5.2

右:47.6±2.2
左:46.8±1.9

10.3
9.1

右:4.55±1.7
左:3.40±0.9

右:p<0.1
左:p<0.05

右[4.80]
左[3.45]

標準誤差の記載
右:p<0.05
変化量について対照群と比べ有
左:p<0.01
意に改善

右:p<0.01
左:p<0.05

右:39.5±0.9
左:39.2±1.0

5.1
5.7

記載なし

算出
不能

算出
不能

記載なし

算出
不能

標準誤差の記載
記載なし 対照群で投与前後でフリッカー値
が有意に低下

平均差*3

非直接
性なし

別紙様式（Ⅴ）-11c 【添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：スマホえんきん®
*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、-7以上を高バイアス、-4から-6を中バイアス、-3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。

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からス
表示しようとする
マートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労
機能性
感を緩和する機能が報告されています。
対象 健常者（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が多い人）

*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）

介入 ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の摂取
対照 プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較
アウトカム 動体視力(KVA)による目の疲労感を緩和する機能

個別研究

研究
コード

No.2

選択バイアス

-1

0

バイアスリスク*1
追加介
入バイア
ス

盲検性バイアス

➂ベース
ラインに
②割付
研究
①ランダ
おける主 ④参加
の
デザイン
ム化
要アウト
者
隠蔵
カムの同
等性

RCT

各アウトカムごとに別紙にまとめる

0

0

⑤介入
者

-1

症例減少
バイアス

評価バイ
アス

非直接性*2

⑦追加
⑫その他
介入はな
⑪全群、
の
⑥アウト されてい ⑧コンプ ⑨ドロッ
同タイミ
⑩ITT解
バイアス
カム
ない、ま ライアン
プ
ング・時
析
評価者 たは全群
ス
アウト
期での評
で同じ追
価
加介入

0

0

0

-1

0

0

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
【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

各群の前後の値
対照群
（前値）

対照群
（後値）

介入群
（前値）

介入群
（後値）

まとめ
対象

中

0

介入

0

対照

0

アウトカ
ム

0

まとめ

効果指標

非直接
動体視力(両眼)
性なし

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

0.49±0.1

45.6

記載なし

算出
不能

対照群
平均差*3

算出
不能

p値

記載なし

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

0.40±0.1

55.9

0.65±0.1

34.4

介入群
平均差*3

p値

介入群
vs
対照群

p値

コメント

平均差*3

[0.25]

p<0.1

算出
不能

標準誤差の記載
記載なし 摂取前と比べ視力改善傾向あり
（論文上では有意差あり）

別紙様式（Ⅴ）-11d 【添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：スマホえんきん®
*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、-7以上を高バイアス、-4から-6を中バイアス、-3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。

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からス
表示しようとする
マートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労
機能性
感を緩和する機能が報告されています。
対象 健常者（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が多い人）

*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）

介入 ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の摂取
対照 プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較
アウトカム 主観的な評価(VAS)による目の疲労感を緩和する機能

個別研究

研究
コード

選択バイアス

各アウトカムごとに別紙にまとめる
バイアスリスク*1
追加介
入バイア
ス

盲検性バイアス

➂ベース
ラインに
②割付
研究
①ランダ
おける主 ④参加
の
デザイン
ム化
要アウト
者
隠蔵
カムの同
等性

⑤介入
者

症例減少
バイアス

評価バイ
アス

非直接性*2

⑦追加
⑫その他
介入はな
⑪全群、
の
⑥アウト されてい ⑧コンプ ⑨ドロッ
同タイミ
⑩ITT解
バイアス
カム
ない、ま ライアン
プ
ング・時
析
評価者 たは全群
ス
アウト
期での評
で同じ追
価
加介入

各群の前後の値
対照群
（前値）

対照群
（後値）

介入群
（前値）

まとめ
対象

介入

対照

アウトカ
ム

まとめ

効果指標
平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

9.2±2.8

86.1

11.9±10.8

256.7

対照群
平均差*3

(Day-28) 眼精疲労の自覚症状:VDT

No.1

RCT

-1

-1

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

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
【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

介入群
（後値）

中

0

0

0

0

非直接
作業負荷前後における症状VASスコ
性なし アの変化量

[2.7]

p値

有意差なし
p=0.811

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

平均値±標準誤差
（または標準偏差）

変動
係数
CV

22.3±5.2

73.7

9.7±3.0

97.8

介入群
平均差*3

p値

介入群
vs
対照群

p値

コメント

平均差*3

[-12.6]

p=0.038

[-15.3]

標準誤差の記載
有意差なし
介入群は摂取前と比べ有意に低
p=0.831
下

別紙様式（Ⅴ）-13a 【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
商品名：スマホえんきん®

本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からス
表示しようとする機能性 マートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労
感を緩和する機能が報告されています。
対象 健常者（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が多い人）

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

介入 ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の摂取

*2：[

]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）

対照 プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

各群の前後の値

エビデンス総体

アウトカム

研究デザ バイアス 非直接性
イン/研
不精確*1
*1
*1
リスク
究数

対照群
（前値）

その他
上昇要因
非一貫性 （出版バイ
（観察研究
*1
アスなど
*1
）
*1
）

効果指標

対照群
（後値）

平均値±標準誤差 変動係数 平均値±標準誤差 変動係数
（または標準偏差）
CV
（または標準偏差）
CV

対照群
*2
平均差

介入群
（前値）
p値

介入群
（後値）

平均値±標準誤差 変動係数 平均値±標準誤差 変動係数
（または標準偏差）
CV
（または標準偏差）
CV

介入群
*2
平均差

p値

介入群
vs
対照群

p値

コメント

平均差*2
標準誤差の記載

(Day-28)調節機能:VDT作業負荷前
後における近点距離の変化量(mm)

18.9±5.2

91.3

4.9±6.6

446.7

[-14.0]

有意差なし
p=0.095

17.4±8.0

152.5

-8.2±3.9

-157.7

[-25.6]

p=0.017

[-11.6]

有意差なし 介入群は摂取前と比べ有意に
p=0.104 改善(負荷による影響を受けなく
なった）

主要アウトカム/
ピント調節力

副次アウトカム/
フリッカー値

RCT/3

RCT/1

-1

-1

0

0

-2

-2

-1

-2

-1

[0.3]

有意差なし
p=0.265

-0.4±0.1

-82.9

0.3±0.1

110.6

[0.7]

p=0.014

[0.4]

p=0.012

標準誤差の記載
介入群はプラセボ群と比べ有意
に改善(負荷による影響を受け
なくなった）

22.0

[0.23]

記載なし

1.54±0.2

29.0

1.19±0.1

18.8

[-0.35]

記載なし

[-0.58]

p<0.01

標準誤差の記載
対照群と比べ有意に調節時間
が短縮

1.96±0.3

34.2

[0.35]

記載なし

2.03±0.4

44.1

1.22±0.2

36.7

[-0.81]

記載なし

[-1.16]

p<0.05

標準誤差の記載
対照群と比べ有意に調節時間
が短縮

-577.3

1.43±6.25

437.1

[2.75]

有意差なし
p=0.429

-2.72±11.47

421.7

0.40±5.97

1492.5

[3.12]

有意差なし
p=0.521

[0.37]

有意差なし 作業負荷前の検査値、負荷後の変
化量いずれにおいても有意差は認
p=0.950 められなかった。

右:43.5±1.3
左:44.2±1.0

6.7
5.1

記載なし

記載なし

右:-0.25±0.4
左:-0.05±0.4

記載なし

右:43.1±0.9
左:43.4±1.0

4.7
5.2

右:47.6±2.2
左:46.8±1.9

10.3
9.1

右:4.55±1.7
左:3.40±0.9

右:p<0.1
左:p<0.05

右[4.80]
左[3.45]

右:p<0.05 標準誤差の記載
変化量について対照群と比べ
左:p<0.01 有意に改善

右:39.0±0.7
左:39.0±0.4

4.0
2.3

右:37.0±0.9
左:36.9±0.5

5.4
3.0

右[-2.0]
左[-2.1]

右:p<0.01
左:p<0.05

右:39.5±0.9
左:39.2±1.0

5.1
5.7

記載なし

記載なし

算出不能

記載なし

算出不能

記載なし 対照群で摂取前後でフリッカー

0.49±0.1

45.6

記載なし

記載なし

算出不能

記載なし

0.40±0.1

55.9

0.65±0.1

(Day-28)調節機能:VDT作業負荷前
後における調節力値の変化量
(diopter)

-0.6±0.2

-110.6

-0.3±0.2

-221.1

アコモドグラム
調節緊張時間(秒)
両眼

1.80±0.1

12.4

2.03±0.2

アコモドグラム
調節弛緩時間(秒)
両眼

1.61±0.1

13.9

縮瞳率(%)

-1.32±7.62

フリッカー値(cycle/sec)(緑)
右眼、左眼

フリッカー値(cycle/sec)(赤)
右眼、左眼

-1
標準誤差の記載
値が有意に低下
標準誤差の記載

副次アウトカム/
動体視力

RCT/1

副次アウトカム/
主観的評価

RCT/1

-1

0

-2

-2

-1

動体視力(両眼)

34.4

[0.25]

p<0.1

算出不能

記載なし 摂取前と比べ視力改善傾向あり
（論文上では有意差あり）

-1

0

-2

-2

-1

(Day-28) 眼精疲労の自覚症状:VDT
作業負荷前後における症状VASスコ
アの変化量

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
【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。

9.2±2.8

86.1

11.9±10.8

256.7

[2.7]

有意差なし
p=0.811

22.3±5.2

73.7

9.7±3.0

97.8

[-12.6]

p=0.038

[-15.3]

有意差なし 標準誤差の記載
介入群は摂取前と比べ有意に
p=0.831 低下

別紙様式（Ⅴ）-14 【添付ファイル用】
サマリーシート（定性的研究レビュー）
商品名：スマホえんきん®
リサーチ
クエスチョン
P

健常者（日頃からVDT作業やPC、スマートフォン、ゲーム機器などによる目の酷使が多い
人）において、ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の経口摂取は、目の疲労感を
緩和する機能があるか

疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く）

I（E） ビルベリー由来アントシアニン57.6mg/日以下の摂取
C

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

O１

主要アウトカム：
・ 焦点調節（ピント調節）※改善による目の疲労感を緩和する機能の評価
※焦点調節（ピント調節）：近点距離、調節力、調節緊張速度、調節弛緩速度、調節緊張時
間、調節弛緩時間、縮瞳率、調節反応量、HFC（High Frequency Component in
Accommodative micro fluctuation）等
副次アウトカム：
・焦点調節（ピント調節以外の眼科学的検査※による目の疲労感を緩和する機能の評価
※ 眼科学的検査：動体視力（KVA）、フリッカー値 等
・ 主観的指標（VAS（Visual Analogue Scale）、質問紙法 等）による目の疲労感を緩和する
機能の評価

採用文献3編の研究デザインはRCTで、選択バイアスでは、2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の記載がなかったのは2編だった。盲検性バ
バイアスリスクの イアスでは、3編のいずれも介入者のランダム化についての記載がなかった。症例減少バ
まとめ
イアスでは、1編でコンプライアンスの記載がなく、1編でドロップアウトに関する記載がな
かった。その他のバイアスとして対象者が男性のみであった論文が1編あった。これらの評
価から対象論文3編のエビデンス総体としてのバイアスリスクは中と評価した。

非直接性の
まとめ

採用文献3編はすべて日本で行われていた。対象者の年齢は30～60歳であり、使用され
た介入食品は3編すべてが、最終製品「スマホえんきん®」に使用する原材料と同じである
ことが確認できた。3編ともにプラセボを対照とし、目の疲労感を緩和する機能について評
価した論文だったことから非直接性はなしとした。

採用文献3編はいずれも目の疲労感を緩和する機能を評価していたが、主要アウトカムと
副次アウトカムそれぞれについて、非一貫性の評価を行った。主要アウトカムである焦点
非一貫性その他 調節（ピント調節）力による目の疲労感を緩和する機能の評価は、中（-1）だった。副次アウ
のまとめ
トカムである、焦点調節（ピント調節）力以外の眼科学的検査（フリッカー値、動体視力）と
主観的評価による目の疲労感を緩和する機能の評価は、それぞれ1編しかなかったことか
ら、非一貫性を高（-2）とした。

コメント

ビルベリー由来アントシアニンは、単一成分ではないため、エビデンスとの関与成分の同
等性や関与成分のみならず、その他の構成成分の一貫性と再現性が不可欠であると捉え
ている。今回行ったのは、対象とした臨床試験で使用した介入食品はビルベリー
(Vaccinium myrtillus L.)果実より抽出されたビルベリー由来アントシアニンを含むこと、か
つ最終製品「スマホえんきん®」に使用するビルベリー由来アントシアニン原料と同等性が
認められたているものに限定したシステマティック・レビューである。対象論文RCT3編か
ら、目の疲労感を緩和する機能を有する可能性が示唆されたが、対象者人数は限られて
いたこと、3編のアウトカムに統一は見られなかったことから、今後の研究に注視することが
必要と考えている。

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

【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）-16 【添付ファイル用】
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
商品名：スマホえんきん®
採用文献 3編は、すべて日本人の健常人成人で、、眼精疲労の自覚症状を持つ者、または日常的にVDT作業を
行っている者など、日頃から目を酷使している者を対象としていたことを確認した。また、採用文献リストNo.2（小出
良平ら、1994）では、眼科的疾患が認められない健常者、採用文献リストNo.1（瀬川潔ら、2013）、No.3（川田晋ら、
2011）では、著者より、疾患に罹患している者が含まれていないことを確認した。論文中にはVDT作業とあるが、これ
はVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等
を行う作業をいい、VDT機器とは、文字や図形等の情報を表示する出力装置（液晶ディスプレイ、ブラウン管）と入力
装置（キーボード、マウス、スキャナー等）で構成される機器で、具体的には、パソコン、モバイルなど携帯用情報通
信機器、監視用の大型表示パネル、店舗などで使用するハンディーターミナル、POS機器などのディスプレイを有す
る情報機器をいう、とある（参考文献リストNo.20（厚生労働省 ｢VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラ
イン｣ 平成14 年4 月5 日））。したがって、VDT作業をスマートフォン、パソコンなどのコンピューター作業と置き換える
ことは可能であると考える。
本システマティック・レビュー（SR）では、主要アウトカムである焦点調節（ピント調節）改善（近点距離と調節力の変
化量、調節緊張時間、調節弛緩時間）で有効性が見られ、焦点調節（ピント調節）機能を改善することで目の疲労感
を緩和する機能を有する可能性があると捉えた。また、副次アウトカムである疲労の蓄積とともに減少する性質があ
るとされているフリッカー値の改善がみられた。更にVDT作業前後の目の疲労感に対する自覚症状のVASによる主
観的な評価で、介入群では摂取前と比べて効果がみられていた。このことから、焦点調節（ピント調節）機能を改善
し、VDT作業時に目の疲労感を緩和する機能を有する可能性を示唆すると考える。
これらを総合的に判断すると、表示しようとする機能「本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビル
ベリー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせ
やすくすることで、目の疲労感を緩和する機能が報告されています。」の科学的根拠として、本SRの結果は、表示し
ようとする機能を支持していると考える。
試験食品との同等性については、3編とも最終製品「スマホえんきん®」使用原料であるミルトセレクト®（インデナ
ジャパン㈱）を使用し、ビルベリー由来アントシアニン（以下、VMAと記す）量は43.2㎎～57.6㎎であったことを確認し
ている。
VMAを含有するビルベリー果実抽出物は、FRESH BILBERRY FRUIT DRY EXTRACT,REFINED AND STANDARD
として欧州薬局方モノグラフ6.2に規格及び試験法が収載されている（参考文献リストNo.22（ESCOP MONOGRAPHS
Second Edition、2003））。その規格は乾燥物で32.4%から36.9%のアントシアニン（塩化シアニジン3-O-グルコシド換
算）を含有し遊離アントシアニジン（塩化シアニジンとして）を1.0%以下としている。また各15種類のアントシアニンの
定性、定量的HPLCフィンガープリントが規定されており（参考文献リストNo.23（EUROPEAN PHARMACOPOEIA
6.2））、これらの標準化エキスが欧州では医薬品原材料として承認されている。
また、機能性関与成分のVMAは、5つのアグリコン類に由来する15種類の化合物の複雑な混合物から構成され
る。具体的には、5種類のアントシアニジン（シアニジン、デルフィニジン、マルビジン、ペオニジン、ペチュニジン）の3Oグルコシド、ガラクトシドおよびアラビノシドである。市場に流通しているVMAは、出発原料や生成方法の違いによ
り、異なるアントシアノシド組成を示す（参考文献リストNo.9 （アルド・クリストーニ、2006））。このように、VMAは単一
成分ではないため、エビデンスと関与成分の同等性や、関与成分のみならず、その他の構成成分の一貫性と再現
性が不可欠である。図1,2,3に示さているように規格化されたVMA（ミルトセレクト®）の15種類のアントシアニンは、
HPLC分析でのフィンガープリントチャートおよびFT-IR分析の赤外線吸収スペクトルの結果は常に異なったバッチ間
で一定で、また13C-NMR分析における抽出物全体においても定性、定量的に一定であり、これらの要件に適合して
いる。

図1.ミルトセレクト®5バッチの標準的アントシアニンHPLCプロフィール
（参考文献リストNo.21 ミルトセレクト® Indena社社内資料）

図2.ミルトセレクト®4バッチの標準的アントシアニンFT-IRプロフィール
（参考文献リストNo.21 ミルトセレクト® Indena社社内資料）

図3.ミルトセレクト®のビルベリー全抽出物3バッチの標準的13C-NMRプロフィール
（参考文献リストNo.21 ミルトセレクト® Indena社社内資料）
摂取期間については、採用文献3編は7日間または28日間の連続摂取による効果を評価した論文であった。3編と
もに日本で行われた研究で、対象者の年齢は、30～60歳と比較的幅広い年齢層による試験だった。摂取方法につ
いては、採用文献3編のうち1編（採用文献No.2）では、1日3回粉末ジュースを水に溶かして飲用していたが、2編（採
用文献No.1,No.3）では、1日1回、カプセルまたは錠剤の摂取であった。このうち採用文献No.3は査読のない論文で
あり、採用文献No.1では、ピント調節機能とVASによる主観的な評価で効果が見られた。また、ラットの単回投与試
験では、VMAは摂取後急速に胃腸管から吸収され、2時間以内に血液循環からアントシアニンは消失し、微小血管
との特別な親和性により毛細血管が緻密に張り巡らされた組織に分布した。アントシアニンは、24時間後に主として
胆汁から排泄されるとの報告がある（参考文献リストNo.6（Morazzoni P ら、1991））。そのため、血中濃度が低下して
もVMAの効果は持続することが示唆され、1日1回の摂取でも該当機能を発揮する可能性があると考えられる。
これらのことから、最終製品「スマホえんきん®」の摂取対象者、摂取した機能性関与成分量、摂取方法とも、外挿
性があると考える。
改めてTotality of Evidenceの観点から、以上のことを総括するとVMA 57.6㎎/日を継続摂取することは安全であ
り、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労
感を緩和する機能を有する可能性が示唆された。ただし、今回のRCT3編はいずれも対象者人数は限られていたこ
と、3編の指標に統一は見られなかったことから、今後の研究に注視することが必要と考える。

【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。

