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前房水に漏出する水晶体クリスタリンと

老人性白内障の関連について

児 玉 俊 夫

愛媛大学医学部眼科学教室

要  約

老人性白内障の混濁形態 と水晶体の膜障害の関連を明 らかにするために,老人性白内障患者の前房水へ漏出
する水晶体可溶性ク リスタリン濃度 をラジオイムノアッセイ法で測定 して,皮質,後嚢下および成熟白内障で
比較 した。 1歳 ヒト正常水晶体 より高速液体クロマ トグラフィーによりα,β,γ‐クリスタリンを分離 し,ラ
ジオイムノアッセイの抗原 として用いた。前房水の α_ク リスタリン濃度は皮質と後嚢下白内障では比較的低
濃度 (4～160ng/ml)で あったが,成熟白内障では漏出量は増加 していた。γ‐クリスタリンでは α_ク リスタリ
ンと比較すると,皮質 と後嚢下白内障において前房水への漏出量は多量であるが (26～900ng/ml),成 熟白内
障で漏出が増加する傾向は変わらなかった。β_ク リスタ リンについては皮質 と後嚢下白内障ではα‐クリスタ
リンと同程度の漏出量を示 したが (3～250ng/ml),成熟白内障では非常に高値 を示 した。 (日 眼会誌 95:
1065-1070, 1991)
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Lens Crystallin Leakage in Aqueous Humor
from Human Cataractous Lenses

Toshio Kodama
Department of Ophthalmology, Ehime Uniuersity, School of Medicine

The amounts of human lens crystallr.. ,lT#Hueous humor from various types of cataract
patients were measured by radioimmunoassay. a, B and y-crystallins as antigens for radioim.
munoassay were purifled from one-year-old normal human lens by TSK3000SW gel permeation column
using high performance liquid chromatography. The amounts of both a- and y-crystallin in the
aqueous humor from the patients with cortical and posterior subcapsular cataract were relatively low
but in the case of mature cataract those of both crystallins increased. While the amounts of B-
crystallin in aqueous humor from cortical and posterior subcapsular cataract patients were at the
same level compared with a-crystallin, those from mature cataract patients showed extremely high
values. (Acta Soc Ophthalmol Jpn g5 : 1068-1020, 1991)
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I緒  言

電気生理学的研究により水晶体を 1つの巨大細胞 と

考え,そのカプセルと内部の形質膜が全体的に機能す

る膜 として働 いているとい う機構が提唱 されてい

る1).老 人性白内障はこの膜機能が低下するために水

晶体内部のホメオスタシスが破綻 し,水 晶体の混濁が

起こって くると考えることができる。水晶体は無血管

組織なので房水より必要な栄養 と酸素をとりこみ,代

謝産物を排出している。そのため,前房水への水晶体

固有物質の漏出の程度をみることにより水晶体の膜機

能の変化をとらえることができる。すなわち,水晶体

の膜機能が低下 して内部のホメオスタシスが くずれる

と水晶体細胞内の可溶性蛋 白質が水晶体外へ流出す

る.水晶体に存在する主要な可溶性蛋白質は分子量の

大きさによって α,β および γ‐クリスタリンに分類さ

れるが,今回は老人性白内障水晶体の膜障害の程度を

α,β と γ‐クリスタリンの前房水への漏出とい う現象

より検討 した。

II 実験方法

対象は術前に自内障摘出術に伴 う手術操作について

説明し,同意を得た老人性自内障患者で,術前に皮質 ,

後嚢下および成熟自内障群に分類した.各群 とも年齢

は50～ 80歳で,全身的に重篤な合併症を認めなかった。

前房水は強角膜切開時に前房穿刺 して採取 し,-80℃

で保存 した。

1.抗 α,β,γ‐クリスタ リン抗体作製

水晶体可溶性蛋白質である α,β,γ‐クリスタ リンは

幼児の正常水晶体より分離 した。 1歳の網膜芽細胞腫

患者より眼球摘出して得た水晶体を用いた.術前検査

で肉眼的に硝子体腔内には腫瘍の浸潤は認めなかっ

た。前報
2)に従い,水晶体は脱 カプセル後,0.lM硫酸

ナ トリウム,0.06Mリ ン酸緩衝液 pH 7.0で均一化後 ,

20,000× g,4°C,30分で可溶性分画を分離 して,高速

液体クロマ トグラフィー(HPLC)に より各ク リスタリ

ン分画を得た。HPLCは LKB社の HPLCシ ステムを

用い,使用カラムはTSK3000SWグル濾過カラム(東

ソー社)で,移動相は0.lM硫酸ナ トリウム,0.06Mリ

ン酸緩衝液 pH 7.0を 用いた。流速はlm1/min,検出波

長は280nmで α,β および γ‐クリスタリンを分取 した

(図 1)。 各クリスタリンに対する自色家兎抗血清は前

報3)に従 って作製した。抗 α,β,γ―クリスタ リン抗体

は各々,他のクリスタリンに対 して免疫拡散法で交叉
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図 1 1歳 ヒト水晶体の可溶性蛋 白質の TSK3000

SWに よるグル濾過図.分画 1は α‐クリスタリン
,

分画 2は β‐クリスタリン,分画 3は γ―クリスタリ

ンに相当する。

性を認めていないものを実験に用いた。

2.抗 β‐クリスタリン精製抗体

抗 β‐ク リスタリン抗体についてはさらにアフイニ

ティークロマ トグラフィーによりβ‐ク リスタ リンに

対す る特異抗体を精製 し,そ れについても実験を行っ

た。 アフィニティクロマ トグラフィーのカップリング

グルの作製には PharmaCia Fine Chemicals社 の小冊

子の方法4)に従った。作製 したβ―クリスタ リンのカッ

プ リンググルをカラムにつめ,抗 β‐クリスタリン血清

を加 えて,10mMト リス塩酸緩衝液 pH 7.5,次 に10

mMト リス塩酸緩衝液 pH 7.5,0.5M塩 化ナ トリウム

で洗浄 した。結合した免疫グロブリンを溶出させるた

めに0.lMグ リシン,0.2M塩酸 pH 2.5を 加えて,カ

ラムより滴下した液が pH 7.0に なるようにあらかじ

めlMト リス塩酸緩衝液 pH 8.0の入った試験管に採

取 した。各フラクションのβ‐クリスタリンに対する抗

体価を調べるための enzymelinked immunOSOrbent

assay(ELISA)は Eagerら 5)の方法に従った。最も抗

体価の高いフラクシ ョンを精製抗体 として次のラジオ

イムノアッセイの実験に用いた。

3.ク リスタリンの1251標 識

放射性 ヨウ素の標識はクロラミンT法 6)に 従った.

即ち,0.5Mリ ン酸緩衝液 pH 7.4に溶解 した各クリス

タ リン溶液 (50μ g/50μ l)に0.5mCiの Na 1251(Amer‐

sham,USA)と クロラミンT水溶液 (50μ g/25μ l)を
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加え30秒間反応 させて,メ タ重亜硫酸ナ トリウム溶液

(50μ g/25μ l)を加えて反応を停止 した。反応液は リン

酸緩衝液 pH 7.4,10%牛 アルブミン,1%ヨ ウ化カ リ

ウム溶液を加え,Sephadex G‐ 100で 1251に
標識された

クリスタリンと遊離 した放射性 ヨウ素を分離した。

4.ラ ジオイムアッセイ

ラジオイムノア ッセイは 2抗体法を用いた競合的結

合測定法7)で 前房水の各 ク リスタ リン濃度を測定 し

た.反応液は0.1%ア ジ化ナ トリウム,0.5%牛 アルブ

ミンを含んだ0.01Mリ ン酸緩衝生理食塩水 pH 7.8を

用いた.ま ず各ク リスタリン溶液 (2.5～ 10,000ng)ま

たは希釈 した前房水0.lml,抗体溶液0.lmlと 1251を ラ

ベルした各ク リスタリン溶液 (10,000～ 20,000cpm)

0.lmlを混合 し,4°C,24時間で反応 させた。なお抗体

の希釈率は抗 α,β,γ‐抗体では5,000倍 で,β‐クリス

タ リンの精製抗体は蛋白濃度が低いため250倍で ラジ

オイムノアッセイを行った。次に 1%正常家兎血清 と

0.01Mエ チレンジアミン4酢酸 (EDTA)を含んだ反

応 液0.lmlと ,2次 抗 体 と して 抗 家 兎 IgG抗 体

(Blomarker,USA)0.lmlを 加えてさらに 4°C,24時

間反応させた.反応後は3,000rpm,30分 で遠心分離を

行い,上清を吸引 した試験管を ガ ンマカウンター

(Aloka社 )で比放射能を測定した .

各試料の蛋 白質濃度の測定は Lowryら 8)の 方法に

従った。

III 結  果

図 1は 1歳 ヒト正常水晶体より可溶性分画を分離 し

て,HPLCに よって水晶体クリスタ リンを分離した と

きの流出図である.分画 1は α‐ク リスタリン,分画 2

はβ‐クリスタ リン,分画 3は γ‐ク リスタリンに相当す

る。

図 2は クロラミン T法により1251を 標識した α,β ,

γ̂ク リスタ リンと未反応の遊離 した放射性 ヨウ素を

Sephadex G‐ 100で分離 した流出図である。αとγ‐ク

リスタリンでは最初のピークの主要分画をとり,1251

の標識クリスタ リンとしてラジオイムノアッセイに用

いた.β‐クリスタ リンは最初のピークではなく, 2番
目のピークを1251標

識クリスタリンとした.即ち,β‐ク

リスタリンは SH基を多く含むペプチ ドなので。)流 出

図において最初のピークは操作中に生 じた凝集産物 と

考え,こ の分画は β―クリスタリンの抗原性を失ってい

る可能性があるので, 2番 目のピークをラジオイムノ

アッセイに用いた。最初のピークを1251標
識クリスタ
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図 2 Sephadex G‐ 100カ ラムによる標識クリスタリ
ンと無機放射性ヨウ素の分離.Sephadex G‐ 100カ ラ
ム(10× 500mm),0.lMリ ン酸緩衝液 pH 7_4,0.2%

牛アルブミン,0.1%ア ジ化ナトリウムで溶出.

リンとしてラジオイムノアッセイを行 うと次の図 3に

示すような S字状曲線 とならず このピークはβ‐ク リ

スタリンの抗原性を失っていると考えた。

図 3は ラジオイムノアッセイを行ったときの,各 ク

リスタリンの標準曲線である。横軸にそれぞれ種々の

濃度の遊離抗原の対数をとり,縦軸に標識抗原 と抗体

の結合量を分子に,未反応の遊離標識抗原を分母 とし

た百分率をプロットした。標識抗原の結合型/遊離型の

百分率は各クリスタリンの濃度が増加するとしだいに

減少して S字状曲線を示す。なお,抗 αと抗 γ‐クリス

タリン抗体はそれぞれ他のク リスタリン抗原に対 して

0～ 10,000ng/mlの 範囲内で 3%以下の免疫交叉性を

認めたが,抗 β‐クリスタリン抗体では″クリスタリ

ンに対して10%以下,γ‐クリスタリンに対して 3%以
下の免疫交叉性を認めた。

図4は皮質,後嚢下および成熟自内障患者の前房水

における可溶性クリスタリンの濃度を示す.前房水の

α‐クリスタリン濃度は皮質白内障では6～ 160ng/ml,

平成 3年 11月 10日 前房水のクリスタリン・児玉
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図3 各クリスタリンの標準曲線.横軸は種衆の濃度

の遊離抗原の対数を表わし,縦軸に標識抗原の結合

型/遊離型の百分率を示す。

後嚢下白内障では4～ 21ng/mlで あった。β‐クリスタ

リン濃度は皮質白内障では3～ 250ng/ml,後嚢下白内

障では6～ 120ng/mlで あった.一方,γ‐クリスタリン

濃度は皮質白内障では90～ 400ng/ml,後嚢下白内障で

は26～ 900ng/mlと ,γ‐クリスタリンは他のクリスタ

リンと比較すると前房水濃度は高値を示した。成熟白

内障では前房水のα‐クリスタ リン濃度は12～ 1,400

ng/ml,γ―クリスタリン濃度は350～ 1,800ng/mlと 他

の未熟白内障と比較するとかなり増加していた。しか

し,成熟白内障の前房水のβ‐ク リスタリン濃度は

5,200～ 70,000ng/ml(平 均28,800ng/ml)と 非常に高

値であったため,図 4には示していない。抗β‐クリス

タリンの精製抗体を用いたラジオイムノアッセイでは

日眼会誌 95巻  11号
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図4 皮質,後嚢下および成熱白内障の前房水におけ

る各クリスタリン濃度

Ci皮質白内障,PSC:後嚢下白内障,Mi成熟白内

障を表わす。

抗 β‐ク リスタ リン血清を用いた実験 と同様の結果が

得 られたが,成熟白内障ではやは り非常に高値であっ

た.な おこの精製抗体は α と γ‐ク リスタ リンに対 して

ラジオイムノア ッセイ法で も免疫交叉性を認めていな

い。

IV 考  按

ヒト前房水中に漏出する水晶体蛋白質は過熟白内障

などのときみられる水晶体起因性ブ ドウ膜炎の原因 と

考えられてお り,以前より白内障の進行と水晶体クリ

スタリンの前房水濃度に興味が もたれている。San‐

dbergら 10)は ヒト前房水中の αとγ‐ク リスタ リン濃

度を測定 して,自 内障の認められないヒト前房水にク

リスタリンの漏出が認められ,皮質白内障でその濃度

が増加すると報告している。 ラットでも,正常ラット

前房水に存在す る γ‐ク リスタ リンが糖尿病 白内障

ラットの前房水ではその濃度が増加すると報告されて

いる・ )。 さらにセレン誘発白内障ラットの前房水にお
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いてもα,β ,γ‐クリスタ リンの漏出が著明となってい

る12)。 さらに砂川ら13)は ヒト血清中の抗 レンズクリス

タ リン抗体を調べた ところ,加齢とともに各抗体の出

現率が上昇することを報告 している.Coulterら ")は

ヒト血清における γ‐クリスタリンの濃度が0～ 950pg/

ml(平均200pg/ml)と 報告し,前房水に漏出した水晶

体 クリスタリンがさらに血液中にはいることが明らか

になった。本報告では自内障患者の前房水へ漏出する

水晶体 クリスタリン量を測定して各種白内障で比較す

ることにより,自 内障の混濁形態と水晶体の膜障害に

ついて検討した。

Sandbergら 10)に よれば,自内障のない と卜前房水

の α―クリスタリン濃度は 0～ 8 ng/ml,γ‐クリスタリ

ン濃度は2～ 57ng/mlで あるのに対 して,皮質内白内

障では各 0々～ 90ng/ml,0～550ng/mlと 白内障化によ

り前房水への水晶体ク リスタリンの漏出が増加するこ

とを報告している10).本
報告でも皮質白内障において

α‐ク リスタリンの前房水濃度は6～ 160ng/ml,γ‐クリ

スタ リン濃度は90～ 400ng/mlと 前報 1° )と 同様の結果

が得 られた.γ‐クリスタ リンの前房水濃度が α‐クリス

タ リンより高いのは,γ‐クリスタリンの方が分子量が

小 さいために水晶体のいわゆる膜組織を透過 しやすい

と思われる。後嚢下白内障では αとγ‐ク リスタリンの

前房水濃度は皮質白内障 とあまり変わ らなかった。し

かし成熟白内障では皮質及び後嚢下白内障 と比較する

と,α ,γ‐クリスタ リンとも前房水への漏出量は増加し

ていた。今まで報告のなかったβ‐クリスタ リンの前房

水濃度は皮質と後嚢下 白内障では α‐ク リスタ リンと

同程度であったが,成熟白内障では非常に高値を示 し

た。以上,皮質及び後嚢下白内障ではクリスタリンの

前房水濃度が同程度であったことより,未熟白内障の

段階では水晶体の膜機能は変わらないと考えられる。

しか し,白 内障が進行 して成熟白内障になると前房水

へのク リスタリンの漏出が増加するとい う結果から,

成熟 白内障では水晶体のカプセルと内部の形質膜の透

過性が充進するとい うことが明らかになった。

ラジオイムノアッセイ法は Bersonら 15)に よるイン

シュリンの測定に始ま り,試料の微量物質の測定が簡

便 とい うことで広 く普及 している。 ラジオイムノアッ

セイ法は抗原抗体反応が特異的であればあるほど試料

中の測定物質をより正確に測定することができるので

抗原が精製されているものほどよいといえる。この報

告では 1歳のヒト水晶体 よりα,β および γ―クリスタ

リンを分離して抗原 とした。水晶体のクリスタリンは
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加 齢 と と も に disulnde(s‐ s)結 合 の 形 成 16),

glycosylation17), dearnidation18)19)ネ , ょ び

racemization2o)な どが起 こり,ペプチ ド鎖が修復 され

ると抗原決定基 (epitope)に変化を生じるため,加齢

水晶体のクリスタリンを抗原 とすると抗原抗体反応が

正確に行なわれない可能性が考えられる。 さらに加齢

水晶体では α‐ク リスタ リン分画に高分子量凝集分画

(HMW分 画)を含むことが知 られているが,HMW分
画の構成蛋白には α,β,γ‐クリスタリンを含むことが

報告されてお り21),抗
原 として不適当となる。そのため

加齢変化の始まっていない 1歳のヒト水晶体を試料 と

して各クリスタリンを分離 して抗原 とした。

次にこれらのクリスタ リンを抗原 として白色家兎に

免疫し抗体を得たが, ラジオイムノアッセイに用いる

抗体の特異性は作製 された抗体 の もつ分子多様性

(heterogeneity),他 の抗原 との免疫交叉性 (cross‐

reactivity)お よび抗原抗体反応の阻害物質Cnhibitor)

の存在によって左右される22)。 この報告では成熟白内

障で前房水のβ‐ク リスタ リン量が非常に高値を示 し

たが, この原因について抗体の特異性 という点から考

えてみたい。抗体のもつ多様性については,皮質 と後

嚢下白内障 より得た前房水ではβ‐ク リスタ リンは測

定可能範囲であ り,β‐クリスタ リンに対する抗体には

問題はなかったと考えている。抗 β―クリスタリン抗体

の他のクリスタリンに対する免疫交叉性については
,

ラジオイムノアッセイ法で α‐ク リスタ リンに対 して

0～ 10,000ng/mlの 範囲内で10%以内で,γ―ク リスタ

リンに対しては数%以 内の免疫交叉性を認めたのみで

あった。第 3の 問題点である抗原抗体反応の阻害物質

に関しては前房水に存在する補体の存在がラジオイム

ノアッセイに影響を及ぼしている可能性がある22).正

常前房水中にも補体は存在 しているので23)。 この実験

では正常家兎血清の希釈に0.01M EDTAを 含んだ反

応液を用いて補体の不活性化をはかった。

さて,成熟白内障の前房水のβ‐クリスタリン濃度が

非常に高値を示 した原因として成熟白内障では水晶体

形質膜の膜破壊が著明となり,実際にβ‐クリスタリン

の前房水への漏出がかな り多量 となったのか, クリス

タリン以外の他の構造蛋 白質や膜蛋白質の うちβ‐ク

リスタリンと抗原決定基が類似 しているものをβ‐ク

リスタリンとして測定 したかは不明で,今後の検討が

必要である。

この論文の要旨は第94回 日本眼科学会で発表した。本研
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