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4.研 究成果 の概 要
目的
紫外線 へ の眼球 の曝露 によ り、短期的傷害 として角膜 炎、長期的傷害 では 白内障 が生ず る。
これ らの原 因は、紫外線 の曝露 による酸化 ス トレス と考 え られ る。そ こで 、本研究 では、 申請
者 らが新たに開発 した酸化 ス トレス・ マー カーである dityroshe(DOを 用 いて 、眼球 に対す
る紫外線曝露 の影響 を明 らかに し、女子学 生が、皮膚 とともに眼球の健康にも心掛 けるよ うに
指導す る基礎的資料 を提供す るため、短期 と長期傷害 につい て検討 を行 つた。
研 究 1 女子学生に対す る紫外線 に関す る意識調査
方法】
【
本学管理栄養学科 2年 生 (122名 )を 対象に、紫外線 に対す る意識 についてのアンケー ト調
査 を 自己記入方式 によつて行 つた。
結果・ 考察】
【
紫外線 が気 になると答 えた学生は 98%で あ り、そ の うちの 83%は 皮膚 に対 して 日焼 け止 め
ク リーム を塗 るな ど、何 らか の対策 を行 つていた。 また、マス メデ ィアによる紫外線情報 の認
知度 は 83%で あ り、紫外線 に対す る意識 は高 い と考 え られた。 しか し、眼球 に対 してサ ン グラ
ス をかけるといつた対策 をす る者 はわずか H%で あった。 さらに、紫外線 による皮 膚 がん誘発
に関す る認知度は 98%で あつたのに対 し、眼球 に対す る影響は、角膜炎・ 白内障 とい う正 しい
回答 をす る者はわずか 6%で あつた。以 上の結果 より、皮膚 へ の紫外線 に関す る意識 は、美容
と密接 にかかわるため高 い と考 えられ るが、眼球へ の影響 に対す る意識 は低 い と考 え られた。
研 究 2.短期 間の紫外線照射 によるH艮 球傷害
方法】
【
IR‐ 1ヘ ア レスマ ウス を用 いて、 1・ 2・ 3・ 5・ 10回 照射 ごとに、対照 (Controつ 群 と紫外
線照射 僧ヽつ 群 に群分 けを行 い (各 n=6)、 各回数 の紫外線照射 を行 つた。 なお、紫外線 は波
長 302 nmの LTV‐ Bと し、各照射 は 180m」 /cm2の 強度で行 つた。解剖後、眼球切片 を作成 し、
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つい ては、角膜 上皮 の基底層部分を 5か 所抽 出 し、400倍 で
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1視 野 の範囲 を計数 した。
結果・ 考察】
【
IIE染 色の結果 、1回 照射後 の LTV群 の角膜 には大 きな変化は認 め られ なか ったが、2回 照射
後 か ら角膜上皮 に肥厚が認 め られ、3回 照射後では角膜 上皮 と実質 の間 に炎症細胞 の浸潤 が見
られた。5回 照射後 になる と炎症 は軽減 したが、lo回 照射後 には角膜 の頭著な肥厚 が確認 され
た。 これ らの結果 よ り、2・ 3回 照射後 の LTV群 では、角膜炎 を誘発 していた可能性 が考 え られ
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る。PCNAと 8‐ OHdGの 免疫組織化学染色 の結果、W群 の角膜 において強い 陽性染色が認め
られ た。また、PCNA染 色核数 は、3回 照射後が最 も多 く、ContrOl群 と比 べ て有意 に高値 を
示 した。 このこ とか ら、紫外線 へ の曝露 により、角膜 の DNAが 損傷 を受けた結果、DNA修 復
が活発化 し、角膜 が肥厚 した と考 え られ る。また、DTに お いて も、角膜 上皮 に強 い 陽性染色
が認 められた。 しか し、紫外線 による HNEの 陽性染 色は認 め られ なか った ことか ら、角膜で
は、アル デ ヒ ドの細胞毒性は生 じなかつた と考えられ る。
研究 3̲長 期間 の紫外線照射 に よる眼球傷害
方法】
【
HR‐ 1ヘ ア レスマ ウス を用 いて、Control群 と EⅣ 群 に群分 けを行 い (各 n=0、 10週 間、30
回 の紫外線照射 を行 つた。なお、紫外線 の波長 は研究 2と 同様 の 302 nmと し、照射強度 は 30
m」 /cm2(第 1週 )、 60 mJ/cm2(第 2週 )、 90 mJ/cm2(第 3過 )、 120 mJ/cm2(第

150m」 /cII12(第 6・ 7週 )、 180 mJ/cm2(第
を作成 し、研究 2と 同様 の実験 を行 つた。
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結果・ 考察】
【
IE染 色の結果、 10週 間の紫外線照射 により、研「群 の角膜 に肥厚が認 め られた。PCNAと
研「群 の角膜では強 い 陽性染色 が確認 された。また、
PCNA
8‐ OHdGの 免疫組織化学染色 の結果、
染 色核数 は、い「群が ContrOl群 と比べ て有意 に高値 を示 した。さらに、研「群 の角膜 における
酸化 ス トレス・ マー カーHNEも 同様 に、ContЮ l群 と比 べ て強 い 陽性染 色が確認 された。これ
らの結果 よ り、慢性的な紫外線照射 において も、角膜・ 水晶体にお いて DNAの 損傷 と酸化 ス
トレスが蓄積す ることが示 された。DTの 免疫組織化学染色 の結果、LTV群 の水晶体は ContЮ l
群 と比べ て強い 陽性染 色の傾 向が見 られた。 また、高齢者 の水晶体にお いて DTが 蓄積す ると
い う報告 がある。 白内障は、水品体にお ける酸化 ス トレスの蓄積 によ り生 じることか ら、DT
の陽性染 色 は、 白内障 の誘発 に関与す る可能性が示唆 された。
ま とめ
強 い紫外線 の曝露 により、眼球 に炎症や DNA損 傷 が引き起 こされ、また、申請者 らが開発
した酸化 ス トレス・ マー カーの DTが これ らの評価 に有用であることが示 された。 しか し、ア
ンケー ト調 査の結果、女子学生 の紫外線 の防御 に関す る眼球 の意識 は、皮膚 に対す る意識 と比
べ て低 い ことが示 された。 これ らの ことか ら、今後、女子学生が皮膚 とともに、眼球 の健康に
も心掛 けるよ うに指導・ 教育す る必要性が考え られた。
研 究成果 の公 表
研 究 1に つ い ては 、「女子大生の紫外線対策 に対す る実態調査」 として、椙 山女学園大学研
究論集 (自 然科学篇)(200銚 40:157‐ 162)イ こ公表 した。
研究 2と 3の 一部 について は、「ワサ ビ葉成分 イ ツサポナ リンが紫外線 による皮 膚傷害 に及
ぼす 効果」の 中で、第 61回 日本酸化 ス トレス学会にお い て発表 した。研究 2と 3に つい ては、
現在 、英文原著 として投稿準備 中である。
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