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　眼内に入射する紫外線の多くは、角膜とともに水晶

体で吸収される。水晶体に対する紫外線の影響は

少なくないと考えられ、加齢を主因とする白内障との

関連性はこれまでも多く示されてきた。中でも皮質

白内障は紫外線被曝との関連性を指摘する調査

研究が多いが、核白内障についても紫外線レベルの

強い低緯度地域では、有病率が有意に高いことが

報告されている2、3）。

　われわれが実施した調査でも、亜熱帯・熱帯地域に

位置するシンガポールや中国海南省、特にタンザニア

で核白内障の有病率が著しく高かった（図2）。また、
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　紫外線被曝により生体が受ける影響は少な

くない。眼部においても白内障などの眼疾患

との関連が指摘されている。「コンタクトレンズ 

サイエンス シリーズ」第２回は、紫外線と眼疾

患の関係に詳しい金沢医科大学の佐々木洋

先生に、水晶体の老化予防の観点から老視

の早期発症という新たな紫外線被曝リスクの

可能性と、紫外線対策の重要性について解

説いただくとともに、ジョンソン・エンド・ジョンソン

株式会社 ビジョンケア カンパニーから、紫外線

カット性能を有したコンタクトレンズの有用性

や技術について紹介する。

水晶体の老化を加速させる紫外線被曝

水晶体のアンチエイジング
～紫外線被曝と老視の関係、対策としてのコンタクトレンズ装用を考える～

図2 核白内障の有病率比較
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慢性的な紫外線被曝
によって水晶体

の加齢変化である硬化
が促進され、白

内障だけでなく老視の
発症を早める可

能性がある。世界各国
の老視の平均

発症年齢を調べた疫学
調査によると、

フィリピンやマレーシア
などの紫外線

が強い低緯度地域で
は、ノルウェーやカナダ

などの高緯度地

域に比べて発症年齢が
顕著に低い傾向が見ら

れた（図1）
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アメリカ・ニューヨークでの快晴日正午時点の10分の1

の強度（0.5mW/cm2）の紫外線A波を５カ月間モル

モットの水晶体に曝露すると、核白内障を発症することが

確認されている4）。

　核白内障とは周知の通り、加齢に伴い水晶体核部

の蛋白質が変性・凝集して硬化し、透明度の低下、

混濁をきたした状態である。紫外線被曝はこの蛋白質

の変性に影響を与え、白内障の要因となる水晶体の

硬化、すなわち老化を促進するのではないかと考えられて

いる。水晶体の硬化は調節力の低下につながり、老視の

要因ともなる。

　われわれは白内障のない透明水晶体眼で、核部

および皮質部の後方散乱光強度を測定した。その結果、

いずれも後方散乱光強度は年齢に応じて高くなり、核部

では後方散乱光強度が上昇するほど調節力は低下して

いたが、皮質部では両者に相関は見られなかった5）。後方

散乱光強度は水晶体硬度の代用値として考えられる

ことから、この結果は加齢によって核部の硬化と後方散乱

光強度の増加が生じ、調節力と核部の透明度が低下

する様子を示しているといえる。

　つまり、核部の硬化により老視が起き、さらに進行する

と透明度が低下して核白内障が誘引される。水晶体

の加齢変化において、老視は核白内障の初期症状

といえるかもしれない。紫外線被曝が核白内障の発症に

関連しているとすれば、それは紫外線被曝によって水晶体

の加齢変化である核部の硬化と調節力低下が促進

される可能性を意味し、紫外線被曝と老視発症

との関係を間接的に示唆しているといえるのではない

だろうか。

　事実、各国の緯度と老視発症の平均年齢の相関を

示す疫学調査結果もあり1）、今後のさらなる調査研究

が期待される。

　水晶体を構成する蛋白質が凝集混濁したものは修復

されることがなく、その変性は加齢とともに蓄積され、

老視や白内障の要因となる水晶体の硬化や混濁を

招くと考えられている。紫外線被曝が関与する場合も

同様のリスクがあると推測される。

　特に、若年期における紫外線被曝が水晶体に与える

影響は大きいと考えられる。オーストラリアでの職業

被曝の疫学調査によれば、白内障患者に年代ごとの

太陽光被曝頻度を聞いたところ、20～29歳の間に

太陽光をいつも浴びていた人は、被曝していない人に

比べて核白内障のリスクが5.9倍と顕著に高く、他の

年代での太陽光被曝と比べてリスクが高かった（図3）6）。
これは太陽光被曝と核白内障のリスクの相関を示す

とともに、若年期における太陽光被曝が核白内障の

リスクを高める可能性を示唆している。

　コンタクトレンズユーザーを対象に実施したアン

ケート調査7）によると、眼障害の認知は向上しつつある

ものの、ユーザーの8割以上が認知している紫外線に

よる皮膚障害に比べて、眼障害は2割程度と依然

低かった。短時間に強い紫外線被曝をした場合に

起こる急性障害を除き、紫外線被曝による眼部への

影響は長年蓄積されなければ顕在化しないため、

問題意識をもちにくいと考えられる。

　また、特に通勤・通学、洗濯物干しといった日常的な

屋外活動では紫外線対策をしている割合が低く、

眼部が無防備に紫外線に曝されている様子がうかが

えた（図4）。われわれが紫外線センサーを組み込んだ
人顔型UV計測装置を用いて、眼部における紫外線

被曝の日内変動を検討したところ、通勤・通学、洗濯

物干しといった日常的屋外活動が行われる朝夕の

時間帯は、季節によっては1日で最も多くの紫外線が

眼部に照射していることがわかった8）。これは人の歩行

時の標準的な視線が下方15度を向いているためと

考えられ、眼部の場合は太陽高度が40度の時間帯

若年期における紫外線被曝のリスク

日常生活における紫外線対策の落とし穴

図3 20代での太陽光被曝と核白内障のリスク6）
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（春から秋にかけては朝夕の時間帯）前後のほうが、

太陽が真上にある時間帯よりも紫外線被曝量が高く

なる場合があることが示された。

　単純に活動時間数だけで見ても、1日20～30分

程度の短時間の日常的な屋外活動を1週間継続して

行うと、週末だけに行う屋外スポーツやレジャー（90分

程度と仮定）よりもはるかに多くの紫外線に被曝して

いることになる。日常生活における眼部の紫外線対策

の重要性とともに、さまざまな落とし穴についても広く啓発

していくことが大切である。

　日常生活で紫外線被曝から眼を保護する身近な

アイテムとして、帽子や日傘、紫外線カット付きサング

ラスや眼鏡などが考えられるが、中でも角膜輪部までを

カバーする紫外線カットソフトコンタクトレンズは、最も
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紫外線対策としてのコンタクトレンズの有用性

　紫外線の眼内への影響を考えれば眼内レンズに

紫外線カットが性能として付加されることは必須で

ある。しかしながら、コンタクトレンズ（CL）には紫外線

カットを性能として有している製品、そうでない製品

が存在し、紫外線カット性能のないCLが存在すること

に不思議さを感じる。

　一方、紫外線カット付きの眼鏡やサングラスは多く

コンタクトレンズにも紫外線カット

コンタクトレンズに
紫外線カット性能を付加する難しさ

紫外線カット性能を有したコンタクトレンズ
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー　学術部　丸山 邦夫

有効な手段といえる。

　帽子や日傘は頭上からの紫外線には有効だが、地

面で反射して眼部に照射する紫外線には効果が不十

分である。紫外線カット付きサングラスや眼鏡も正面

からの紫外線には有効だが、形状によってはレンズと顔

の間にできる隙間から紫外線が入り込む可能性がある。

　マウスによる実験では、裸眼および紫外線カットでない

ソフトコンタクトレンズ装用下で紫外線B波曝露に

より著しい角膜上皮障害および角膜実質混濁が認め

られたのに対し、紫外線カットソフトコンタクトレンズ装用

下の角膜では変化が認められなかった9）。

　紫外線被曝の影響は蓄積され、やがて老視や白内障

といった水晶体の老化や眼疾患につながる可能性が

あることを考えれば、対策が早過ぎるということはない。

そのひとつとして、紫外線カットソフトコンタクトレンズが

大きな役割を果たすと期待される。

存在するが、レンズと顔に隙間があり、そこへ紫外線が

入り込み、鼻側の球結膜へのダメージが起こりやすい

（コロネオ現象）。このことからも、紫外線対策として紫外

線カットCLの必要性は非常に高い。

　前述のようにCLには、製品によって紫外線カット性

図4 活動ごとの眼の紫外線対策
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それぞれの活動について眼を意識して紫外線対策をしていると答えた割合
（複数回答）
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能の付いているもの、付いていないものが存在する。その

理由は技術的な問題が大きい。

　紫外線カット性能を付加する方法として、紫外線吸収

剤をCL製造時に配合する方法がある。一方で、現状上

市している使い捨てのCLの製造方法は、モールド型で紫

外線を照射して成型する。しかしながらこの製法において

は、紫外線吸収剤を配合すると、製造過程において紫外

線吸収剤が硬化を阻害してしまう。このことから、CLに紫

外線カット性能を付加する技術が難しいことがわかる。

　アキュビュー®レンズは紫外線吸収剤の配合と成型を

両立した製造技術を開発し、高い紫外線カット性能を

有することに成功した。

　一方、シリコーンハイドロゲルCL素材は配合成分の

中に芳香族と呼ばれる構造を有しており、この構造は若

干紫外線をカットするが、紫外線吸収剤の配合の効果

には及ばない。CLを選ぶ時には、紫外線カット率（図5）
を見て選んでいただきたいと思う。

　アキュビュー® は1998年以来、全製品にベンゾトリ

アゾール系紫外線吸収剤を配合している。

　CLの設計に参照する技術規格であるISO 18369-1

およびJIS T 0701においては、A波カット率90％以上

かつB波カット率99％以上をクラス1、A波カット率50％

以上かつB波カット率95％以上をクラス2と定めている。

ワンデー アキュビュー® モイスト®シリーズは上述ISO

およびJIS基準のクラス2に準拠し、A波を約81％、B波

を約97％カットする。

　一方、国内では、ワンデー アキュビュー®モイスト®および

ワンデー アキュビュー®ディファイン®モイスト®は、紫外線

カット性能を有するレンズとして薬事承認を取得している。

　角膜を透過する紫外線は、白内障をはじめとする眼

疾患の重要なリスク因子であり、紫外線カット性能をもつ

CLは、目の健康をより向上させる観点から期待がもたれる。

　以上のように、われわれは患者の眼の長期的な安全

性を重要と考え、高い技術力を駆使し、紫外線カット性能

を有したアキュビュー®製品を提供し続けている。

最後に

「アキュビュー® は紫外線カット性能をもつ！」
ことを承認

図5 主なアキュビュー® 製品の紫外線カット率
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◎コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医による検査・処方をお願いします。特に異常を感じなくても定期検査は必ず受けるようにご指導ください。
◎患者さんがコンタクトレンズを使用する前に、必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用するようにご指導ください。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー 〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号
販売名：ワンデー アキュビュー モイスト／ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト  承認番号：21600BZY00408000／22300BZX
00126000[効能・効果：視力補正、虹彩又は瞳孔の外観（色、模様、形）を変えること]　®登録商標  ©J&J KK 2015

今年、ワンデー アキュビュー® モイスト® は
発売10周年を迎えます。

近視・遠視用 乱視用 ディファインⓇ

シリーズ

1日中続く快適な装用感＊1をめざして。

＊1：装用感には個人差があります。  ＊2：Johnson & Johnson VISION CARE, INC.データより。紫外線A波を約81％カット、紫外線B波を
約97％カット。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。本品の使用と、紫外線に起因する眼障害
リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。

すべてのアキュビューⓇ 製品は、眼障害の原因のひとつとされる紫外線もカット。 
ワンデー アキュビューⓇ モイストⓇ シリーズのUVカット機能は、ISO基準のクラス2に準拠しています。＊2


