
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title ドライアイとQOL

Author(s) 島﨑, 潤

Journal 歯科学報, 113(4): 359-364

URL http://hdl.handle.net/10130/3156

Right



ドライアイ概念の変化

ドライアイに関する概念は，この２０年ほどで大き
く進歩した１－３）。
かつてドライアイは，「乾性角結膜炎」という病名
で呼ばれ，「涙液が減少して角結膜上皮が乾燥のた
めに障害を受ける疾患」と捉えられていた。涙液は
目の表面を潤すのが役割のすべて，と考えられてい
たのである。しかしながら眼表面の細胞生物学的研
究が進み，涙液中には成長因子，サイトカインなど
細胞の分化・増殖を調節する多くの活性因子が含ま
れることが分かり，涙液は角結膜上皮細胞に必須の
成分を供給することが主な役割と認識されるように
なった。

角結膜の表面は，外界とのバリアーを形成するこ
とが最も重要な機能であり，その意味で皮膚との類
似性が指摘されてきた。しかしながら組織学的にみ
ると，皮膚は表面を角質層で覆われることで保護さ
れているのに対し，眼表面は生きた細胞がそのまま
露出している。これは角膜の透明性を保つことが良
好な視力を得るために必要であるからであり，角膜
には血管がないことも同じ理由による。そのため眼
表面は，微生物や異物，紫外線といった外界からの
侵襲に常にさらされていながら，透明性を保つこと
を要求され，非常に特殊な組織であることが分か
る。涙液は眼表面を保護する役割を担っており，そ
の異常は角結膜上皮の障害に直結する。ドライアイ

では，上皮障害も涙液の分布や成分の変化を引き起
こし，これがまた上皮障害を生じさせる…という悪
循環を形成することが多く，現在では原因と結果に
分けて考えることが適切でないと考えられるように
なった（図１）。

ドライアイの定義と診断基準

現在のドライアイの定義と診断基準は，表１の様
である２）。ここでもドライアイは涙液の量的減少以
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外にも，質の変化による安定性の低下や，角結膜上
皮細胞の水濡れ性の変化などによっても生じる，き
わめて広い概念を包含するものと考えられている。

涙液の異常は，シルマー試験によって涙液分泌が
５ミリ以下，あるいは涙液層破壊時間（tear film
break-up time：BUT）が５秒以下の場合陽性とな
る。涙液層破壊時間は，フルオレセイン溶液を用い
て涙液層を可視化した状態で，開瞼維持によって
dark spot とよばれる涙液層の破たんが生じるまで
の時間であり，涙液層の安定化の指標となる（図
２）。一方角結膜上皮障害は，フルオレセインやリ

サミングリーンという生体染色試験によって調べ
る。これらの色素は，上皮が障害されたり，バリ
アー機能が低下した場合に染色陽性となる（図３）。
角膜，鼻側結膜，耳側結膜を各々３点満点，計９点
満点で染色の程度を半定量化し，３点以上の場合陽
性となる。自覚症状と涙液異常，角結膜上皮障害の
全てがある場合に「ドライアイ確定」とされ，３項
目のうち２項目だけ陽性の場合「ドライアイ疑い」
となる（表２）。

ドライアイの頻度とリスクファクター

では実際にドライアイ患者はどのくらいの頻度で
いるのであろうか？ドライアイの疫学調査は世界各
地で行われているが，興味深いことに，日本を含む
アジア地域で頻度が高いとする報告が多い３－７）。わ
が国で本格的なドライアイ疫学調査がなされたのは
ごく最近のことである，その代表的なものは，慶應

表１ ２００６年版 ドライアイの定義と診断基準（文献２よ
り改変）

定義：ドライアイとは様々な要因による涙液及び角結膜上
皮の慢性疾患であり，眼不快感や視機能異常を伴
う。

診断基準
１ 眼不快感や視覚の障害といった自覚症状がある
２ 涙液（層）の質的および量的異常
① Schirmer テスト I 法にて５mm 以下
② 涙液層破壊時間（BUT）５秒以下
①②いずれかを満たすものを陽性とする
３ 角結膜上皮障害（１以外の明らかな原因のあるものは

除く）
① フルオレセイン染色スコアー３点以上（満点９点）
② ローズベンガルまたはリサミングリーン染色スコアー

３点以上（満点９点）
①②いずれかを満たすものを陽性とする

表２ ドライアイの診断（文献２より改変）

①自覚症状 ○ ○ × ○

②涙液検査 ○ ○ ○ ×

③角結膜上皮検査 ○ × ○ ○

ドライアイの診断 確定 疑い 疑い 疑い＊

＊涙液の異常を認めない角結膜上皮障害の場合は，ドライ
アイ以外の原因検索を行うことを基本とする

図２ 涙液層破壊時間（Tear film break-up time : BUT）
測定。フルオレセイン染色点眼後，開瞼を維持させる
と角膜上に涙液層で覆われていない部分（dark spot；
下方に黒く見える）が出現する。Dark spot 出現まで
の時間を測定する

図３ ドライアイ患者での生体染色典型像。フルオレセイ
ン染色液を点眼すると，角膜（白矢印）および結膜（黒
矢印）上皮の障害部位が黄緑に染色される

島﨑：ドライアイと QOL３６０
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大学眼科の内野先生によって，長野県小海町を舞台
になされた疫学調査である３）。４０歳以上の住民３２９４
名を対象に行われたこの調査によれば，ドライアイ
の頻度は全体で１７．４％であり，女性の割合（２１．６％）
の方が男性（１２．５％）よりも高かった。

女性では男性の約２倍の頻度でドライアイが多い
ことは，わが国に限らずほとんどあらゆる調査で共
通している４－７）。重症ドライアイをきたすことで知
られるシェーグレン症候群では，女性の割合が９割
を超えることが知られており，性ホルモンとドライ
アイ発症との関連も推測されている。その他，加齢
とともにドライアイの頻度が増えることは良く知ら
れている。これは，涙腺機能の低下，涙液に脂質を
分泌するマイボーム腺の機能低下，および涙液分泌
を促す角結膜知覚の低下など多因子が関連している
と推測される。また，確定的ではないが，欧米に比
べてアジアではマイボーム腺の異常を伴うドライア
イの頻度が高いとする報告があり，この点に関して
は，今後の検討が必要である。また，オフィスワー
カーを対象に行われた調査によれば，コンタクトレ
ンズ装用，長時間の VDT 作業がドライアイのリス
クファクターであった８）。コンタクトレンズをして
コンピュータ作業を行う女性；いわゆる OL がドラ
イアイのハイリスク保持者であることが分かる。

ドライアイとQOL

ドライアイは，日常生活の質，すなわち Quality
of life（QOL）にも大きな影響を与える９）。視覚関連
QOL 尺度である VFQ２５を用いた調査では，重症ド
ライアイであるシェーグレン症候群やスティーブン
ス・ジョンソン症候群（SJS）患者では，見え方，眼
の痛み，一般的健康感など広い範囲での QOL 低下
がみられた。これらの低下は，黄斑変性や緑内障と
いった高度の視覚障害をきたす疾患よりも高度であ
ることも示された。更にドライアイは，身体的サマ

リースコアーにおいて糖尿病や喘息と同程度の
QOL 低下をもたらし，さらに精神的サマリースコ
アーでは，心筋梗塞よりも強い低下をもたらすこと
が示された。医療経済的にも，仕事への影響や治療
費の負担など，大きな影響を及ぼす重要な疾患であ
ることが示されている。

ドライアイは見え方にも影響する

ドライアイ患者の自覚症状を見ると，「目が乾く」
と言って来院するものは少なく，「眼が疲れる」「何
となく目が不快である」といった慢性の眼不快感を
訴える者が多い。目の疲れは，腰痛や肩こりなどと
共に現代人に多い愁訴の一つであるが，眼鏡の不適
切な使用と並んでドライアイが原因として多いこと
が指摘されている。

更にドライアイに関するトピックスの一つに，視
機能への影響がある。ドライアイはかつては，視機
能障害をきたすことは少ないと考えられてきた疾患
であり，実際ドライアイ患者では視力検査で異常を
示すものは少ない。しかしながら日常診療ではドラ
イアイ患者が「何となく見づらい」「読書がしづら
い」という訴えを持つことは良く経験された。最近
の新しい視機能検査法の発達により，こうしたドラ
イアイ患者の視機能低下が検出できるようになっ
た。その一つは「実用視力」検査で，継続的に視力
を測定した場合の視力の変動を検出する検査であ
る。ドライアイ患者では継続的に視力を測定する
と，正常者に比べてその低下が大きいことが判明し
た（図４）１０）。ドライアイ患者では，涙液層表面が形
成する光学面が不整となりやすく，これが視機能の
不安定化につながっていると考えられる。こういっ
た涙液層の不整を他覚的に検出する方法も，角膜ト
ポグラフィーと wavefront analyzer を用いて可能
となった。前者の代表は，Tear film analysis sys-
tem であり，角膜トポグラフィーを開瞼させた状態
で１秒ごとに撮影することで，その間に生じる涙液
層の変化を捉える（図５）１１）。また，wavefront ana-
lyzer を連続的に取ることで，ドライアイで高次収
差の増加が生じていることが示された１２）。これらの
研究はいずれも，ドライアイで日常生活における視
機能障害が起こりうることを示している。特に運転
やコンピュータ作業といった瞬目が減少するような

表３ ドライアイのリスクファクター

・女性
・高齢者
・コンタクトレンズ装用者
・長時間の VDT 作業
・アジア人（？）
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状況では，視機能障害が起こりやすくなる。

ドライアイの治療

ドライアイを引き起こしている要因を調べ，悪化
因子を取り除くことと，投薬による治療が中心とな
る。重症例では外科的治療も考慮される。

１．悪化因子の除去

乾燥した環境やエアコンの風などはドライアイ症
状を悪化させる。また，ソフトコンタクトレンズや
長時間のコンピュータ作業は，ドライアイの悪化要

因であることが知られている。眼鏡にカバーをつけ
るドライアイ眼鏡は，眼周囲の湿度を高めることで
自覚症状の軽減を図る。また，向精神薬の一部はド
ライアイを惹起することが知られている。

２．投薬による治療

点眼治療
点眼治療は，ドライアイ治療の基本であり，以下

のものが主に使用されている。
１）人工涙液は，生理食塩水をベースに，さまざま

な防腐剤や緩衝剤などを添加したものであり，

図４ ドライアイ患者における実用視力の測定結果。測定時間（横軸）が長くなるにつれて，視
力（縦軸）が低下していき，変動も大きくなる

図５ Tear film analysis system によるドライアイ患者の涙液層安定性の測定。１秒ごとに角
膜形状を解析する（左上から右に向かって撮影）。多種類の色で描写されることで，角膜上
の涙液層が乱れていることが分かる

島﨑：ドライアイと QOL３６２
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潤いを持たせることを目的としている。ドライ
アイ症状の軽減が主な目的である。

２）ヒアルロン酸は保湿効果が強いので，点眼によ
り長い時間涙液量の増加が図れる。ヒアルロン
酸製剤は１０年以上の歴史を持ち，現在最も広く
用いられているドライアイ治療薬である。通
常，１日４～６回点眼する。シェーグレン症候
群やスティーブンス・ジョンソン症候群などの
重症のドライアイに対しては，防腐剤を含まな
い１回使いきりのタイプが用いられる。

３）ジクアホソルは，２０１０年末に発売された新しい
点眼薬である。本点眼薬は，結膜上皮及び結膜
杯細胞に存在する P２Y２受容体の作動薬であ
り，水分及びムチン分泌促進作用を有すること
で，涙液を質的及び量的の両側面から改善す
る１３，１４）。これまでの点眼薬が，外から涙液量の
増加させることを目的としていたのに対し，ジ
クアホソルは，結膜上皮内の水分や杯細胞から
のムチンを出させるという，内因性の効果を持
つという点で全く異なる。１日６回点眼が基本
となる。

４）２０１１年末にレバミピド点眼薬が製造承認され
た。本剤の内服薬は従来から，胃炎・胃潰瘍治
療薬として広く用いられている。本点眼薬は，
主に結膜杯細胞に働きかけてムチンを増やすこ
とが主な作用である１５）。水性懸濁の１回使いき

りタイプで，１日４回点眼する。
５）その他，重症ドライアイを対象に自己血清を薄

めて用いる「血清点眼」が施設によって用いら
れており，角結膜上皮障害の改善作用が報告さ
れている。欧米では，ドライアイの病態に炎症
が関与しているという考え方が強く，サイクロ
スポリン点眼が市販されて広く用いられてい
る１６）。今後，抗炎症を目的としたドライアイ点
眼薬がわが国でも発売されるかもしれない。

内服治療
セビメリン塩酸塩は，シェーグレン症候群に伴う

口腔乾燥症に対して用いられる内服薬であり，アセ
チルコリン受容体の一種のムスカリン受容体作動薬
である。保険適応はないが，一部の症例でドライア
イにも効果があることが報告されている。１回３０
mg を一日３回投与する。また，ピロカルピン塩酸
塩も口腔乾燥症の治療内服薬であるが，ドライアイ
に有効な場合がある。

外科的治療
涙液の眼外への排出路である，涙点と呼ばれる内

眼角にある小さな点に蓋をすることで，涙液を眼表
面 に た め る 治 療 が「涙 点 プ ラ グ」で あ る（図
６，７）。シリコーン性のものやアテロコラーゲン
性のものが市販されており，さまざまな形状のもの

図６ シリコーン製涙点プラグの外観 図７ 涙点プラグを涙点に挿入したところ

歯科学報 Vol．１１３，No．４（２０１３） ３６３
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があり，保険適応となっている。重症のドライアイ
に対してしばしば劇的な効果をもたらすが，脱落す
ることがあるのと，ときに涙点周囲の肉芽形成や感
染を生じることがある。また，涙点プラグがうまく
装着できない例では，外科的に涙点を閉鎖する「涙
点閉鎖」が行われることもある。

日本はドライアイ先進国

わが国におけるドライアイ研究は，臨床，基礎と
もに諸外国に比べて先んじている部分が少なくな
い。上に述べたドライアイにおける視機能低下は，
わが国が世界に先駆けて提唱した概念であるし，ド
ライアイ治療点眼が最近相次いで発売されたこと
で，治療戦略に関しても一歩先んじている。上に述
べたドライアイの定義や診断基準も，現在改定作業
に取り掛かっており，新しい概念や研究結果を反映
させたものが近い将来作られるものと期待される。

本論文の要旨は，第２９４回東京歯科大学学会総会（２０１２年１０
月２１日，東京）において特別講演したものである。
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