
が必要だと思います。
　山内　例えば、アトピーでかゆくて
しょうがない場合ですと、これだけで
も、寝られないとか、精神的なものが
出てきそうですね。
　植木　出てきますね。ますます辛く
なってしまうと思います。
　山内　そういった場合には、現時点
でステロイド入りのものを使っていく
かたちですね。
　植木　塗り薬はアトピーを治すのに
使いますし、あと第一世代抗ヒスタミ

ン薬でしっかり寝てもらえるよう、あ
えて出すこともあります。
　山内　具体的にはどのようなもので
しょう。
　植木　私はアタラックスをよく使っ
ています。
　山内　いずれにしても、そのあたり、
きちっと鑑別したうえで治療すること
ですね。
　植木　そうですね。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

東京女子医科大学眼科教授
高　村　悦　子

（聞き手　山内俊一）

　ドライアイについてご教示ください。
＜千葉県勤務医＞

ドライアイ

　山内　高村先生、ドライアイという
のは、ある意味、非常に耳慣れたもの
なので、患者さんのほうから「私、ド
ライアイだから」と言ってくる場合も
ありますし、「ああ、そうですか」と
いって、我々もつい点眼薬を出してし
まうときがあるのですが、まず生活習
慣やそのほかも含めて、何に注目した
らよいのでしょうか。
　高村　パソコン作業のように、目を
開いて長いこと作業をする環境では、
ドライアイの方は確かに多いのです。
パソコン作業では目を開いて一生懸命
画面を見ていると、瞬きの回数が減っ
てしまうので、そこにエアコンの風が
当たるというのはドライアイをつくり
やすい環境だと思うのです。また最近
ですとスマホですね。スマホを見続け
るということは、ドライアイをつくる
環境になっているかもしれません。

　山内　そうしますと、単にパソコン
だけではなくて、エアコンもあるので
すね。パソコンも最近は見る角度が変
わってきているので少し変化があるの
でしょうか。
　高村　私がドライアイに注目して外
来を始めたころは、デスクトップが主
流でした。画面が目の位置より上のほ
うまであるので、どちらかというと上
目遣いで仕事をすることになります。
上のほうを見ると、目の開いている幅
が広くなるので、涙の蒸発の速度が速
くなるのです。今、多く使われている
ノート型だと視線が下を向くようにな
ったので、以前に比べパソコン作業中
の目線の動く幅が狭くなり、蒸発のス
ピードは遅くなったかと思います。
　山内　なるほど、そういうこともあ
るのですね。もちろん、エアコンが直
接当たるというのはかなり危ないので
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きつける作用があって、自分の涙を目
の表面に取っておく。つけ心地はしっ
とり感があります。
　その後に出てきた薬はけっこうおも
しろい作用があります。１つは目の表
面の粘膜、結膜からP2Y2受容体を介
して水を出させるのです。目の表面を
覆っている涙液膜には、水分だけでは
なく、ムチンという粘液も入っていま
す。その粘液も出す作用があるのです。
この点眼薬は涙腺が傷んでいても、結
膜から水を出すことで涙の水分を補え
る、そういった薬なのです。ですから、
先ほどお話があったシェーグレン症候
群、これは涙腺が自己免疫の機序で傷
んで、涙腺から涙が出なくなって目の
表面が乾くのですが、そういった方に
も、この薬を処方することが多いです。
　もう一つは、内科の医師にもおなじ
みだと思いますが、レバミピド、胃の
粘膜の保護薬ですが、あれが目薬にな
ったものがあります。これは胃の粘膜
への作用と同じように、結膜からムチ
ンという粘液を出すのに加え、粘膜そ
のものを治す作用があるのです。ドラ
イアイの症状として、目の表面が乾燥
してくると粘膜同士がこすれて、ゴロ
ゴロ痛くなるのですが、こういった症
状にはとてもよく効きます。この３つ
の点眼薬を症状に応じて使い分けてい
るのが現在私たち眼科で行っている治
療の現状です。
　山内　ヒアルロン酸は長らくおなじ

みのものですが、レバミピドと、もう
一つは何というものですか。
　高村　ジクアホソルという薬です。
　山内　新しい２種類に関して、これ
は第一選択薬で使えるのでしょうか。
　高村　今は積極的に涙に必要な成分
を出す作用、ムチンという粘液だった
り、水分だったり、粘膜を修復したり、
そういったことを期待した第一選択と
して、処方しています。
　山内　特に使い分けのポイントとい
うのはないのでしょうか。
　高村　先ほどのシェーグレン症候群
のような水分が足りないタイプ、特に
涙腺からの水分が出ないようなタイプ
の方には、私はまずジクアホソル点眼
薬を水分補充の目的で使っています。
それから、こすれて痛い方の場合には
レバミピド点眼薬を処方しています。
粘膜を積極的に治す作用があります。
それから、つけ心地も含めて、しっと
り系がお好みの場合にはヒアルロン酸
の点眼薬が使いやすいと思います。こ
れらはいずれも併用しても使うことが
できます。
　山内　あと、これらに関して長期使
用するしかないのでしょうかというこ
とですが、いかがですか。
　高村　お肌もそうですが、ドライア
イの症状は粘膜の状態に関連します。
粘膜の状態を改善するには、少し時間
がかかります。何かつけてすぐという
わけにはいかないです。ですから、治

すね。
　高村　洗濯物も風が吹くと早く乾き
ますから、目が開いた状態、パソコン
に夢中になって、瞬きを忘れた状態で
横からエアコンの風が吹いているのは
目を乾かす環境にあるということです。
　山内　最近はオフィスではパソコン
でしょうけれども、個人ではスマホが
多くなりましたね。
　高村　そうですね。オフィスでの疲
れ感、目の乾き感を患者さんは訴えま
すが、帰りの電車の中でスマホをずっ
と見続けていると、ますます小さい画
面に集中して瞬きが減り、かつ電車の
中のエアコンが加わります。季節によ
っては車内はかなり風が吹いています
から、これはオフィスでの乾燥よりも
目にとっては悪い環境かもしれないで
す。
　山内　あと、よく降圧薬とかメンタ
ル系の薬でも乾くという話があります
が、いかがなのでしょうか。
　高村　ドライマウスでよく研究され
ています。薬の作用機序で唾液の分泌、
涙液の分泌が減る可能性はあります。
ドライアイの患者さんでそういった薬
を使っている方は多いのですが、その
結果として症状を訴える方が増えるよ
うな印象はあまりないです。
　山内　ドライマウスという言葉が出
てきましたが、シェーグレン症候群に
も注意すべきでしょうね。
　高村　シェーグレン症候群は中高年

の女性に多い疾患です。ドライアイ、
ドライマウスが主な症状ですけれども、
好発年齢が更年期ぐらいで全身が乾き
やすい年齢に重なります。それとドラ
イアイの症状も、「目が乾く」と訴え
るとは限らないのです。「しょぼつく」
とか、「疲れる」とか、何となく全身
の不定愁訴のようで「ドライアイはま
あありますけど」という程度で、病気
としては認識していないかもしれませ
ん。こういった患者さんはもしかする
と眼科に直接来院よりも、内科に行っ
て、そういった症状を訴えるのですが、
シェーグレン症候群というものを思い
つかないと、不定愁訴の一環となって
いるかもしれないですね。
　山内　隠れているものもきちっと確
認しましょうねということですね。
　高村　そうですね。
　山内　点眼薬についてお話しいただ
きたいのですが、我々におなじみの薬
は幾つかあるのですが、使い方につい
てはいかがでしょうか。
　高村　多分、医師が出しているのは
ヒアルロン酸の入っている点眼薬では
ないでしょうか。これがドライアイの
治療薬として最初に認可されたもので
すが、現在、ヒアルロン酸の点眼薬も
含めて３種類認可されています。ドラ
イアイの治療薬が３種類も処方できる
のは日本だけなのです。
　それぞれちょっと作用が違いまして、
ヒアルロン酸は高分子なので、水を引
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きつける作用があって、自分の涙を目
の表面に取っておく。つけ心地はしっ
とり感があります。
　その後に出てきた薬はけっこうおも
しろい作用があります。１つは目の表
面の粘膜、結膜からP2Y2受容体を介
して水を出させるのです。目の表面を
覆っている涙液膜には、水分だけでは
なく、ムチンという粘液も入っていま
す。その粘液も出す作用があるのです。
この点眼薬は涙腺が傷んでいても、結
膜から水を出すことで涙の水分を補え
る、そういった薬なのです。ですから、
先ほどお話があったシェーグレン症候
群、これは涙腺が自己免疫の機序で傷
んで、涙腺から涙が出なくなって目の
表面が乾くのですが、そういった方に
も、この薬を処方することが多いです。
　もう一つは、内科の医師にもおなじ
みだと思いますが、レバミピド、胃の
粘膜の保護薬ですが、あれが目薬にな
ったものがあります。これは胃の粘膜
への作用と同じように、結膜からムチ
ンという粘液を出すのに加え、粘膜そ
のものを治す作用があるのです。ドラ
イアイの症状として、目の表面が乾燥
してくると粘膜同士がこすれて、ゴロ
ゴロ痛くなるのですが、こういった症
状にはとてもよく効きます。この３つ
の点眼薬を症状に応じて使い分けてい
るのが現在私たち眼科で行っている治
療の現状です。
　山内　ヒアルロン酸は長らくおなじ

みのものですが、レバミピドと、もう
一つは何というものですか。
　高村　ジクアホソルという薬です。
　山内　新しい２種類に関して、これ
は第一選択薬で使えるのでしょうか。
　高村　今は積極的に涙に必要な成分
を出す作用、ムチンという粘液だった
り、水分だったり、粘膜を修復したり、
そういったことを期待した第一選択と
して、処方しています。
　山内　特に使い分けのポイントとい
うのはないのでしょうか。
　高村　先ほどのシェーグレン症候群
のような水分が足りないタイプ、特に
涙腺からの水分が出ないようなタイプ
の方には、私はまずジクアホソル点眼
薬を水分補充の目的で使っています。
それから、こすれて痛い方の場合には
レバミピド点眼薬を処方しています。
粘膜を積極的に治す作用があります。
それから、つけ心地も含めて、しっと
り系がお好みの場合にはヒアルロン酸
の点眼薬が使いやすいと思います。こ
れらはいずれも併用しても使うことが
できます。
　山内　あと、これらに関して長期使
用するしかないのでしょうかというこ
とですが、いかがですか。
　高村　お肌もそうですが、ドライア
イの症状は粘膜の状態に関連します。
粘膜の状態を改善するには、少し時間
がかかります。何かつけてすぐという
わけにはいかないです。ですから、治

すね。
　高村　洗濯物も風が吹くと早く乾き
ますから、目が開いた状態、パソコン
に夢中になって、瞬きを忘れた状態で
横からエアコンの風が吹いているのは
目を乾かす環境にあるということです。
　山内　最近はオフィスではパソコン
でしょうけれども、個人ではスマホが
多くなりましたね。
　高村　そうですね。オフィスでの疲
れ感、目の乾き感を患者さんは訴えま
すが、帰りの電車の中でスマホをずっ
と見続けていると、ますます小さい画
面に集中して瞬きが減り、かつ電車の
中のエアコンが加わります。季節によ
っては車内はかなり風が吹いています
から、これはオフィスでの乾燥よりも
目にとっては悪い環境かもしれないで
す。
　山内　あと、よく降圧薬とかメンタ
ル系の薬でも乾くという話があります
が、いかがなのでしょうか。
　高村　ドライマウスでよく研究され
ています。薬の作用機序で唾液の分泌、
涙液の分泌が減る可能性はあります。
ドライアイの患者さんでそういった薬
を使っている方は多いのですが、その
結果として症状を訴える方が増えるよ
うな印象はあまりないです。
　山内　ドライマウスという言葉が出
てきましたが、シェーグレン症候群に
も注意すべきでしょうね。
　高村　シェーグレン症候群は中高年

の女性に多い疾患です。ドライアイ、
ドライマウスが主な症状ですけれども、
好発年齢が更年期ぐらいで全身が乾き
やすい年齢に重なります。それとドラ
イアイの症状も、「目が乾く」と訴え
るとは限らないのです。「しょぼつく」
とか、「疲れる」とか、何となく全身
の不定愁訴のようで「ドライアイはま
あありますけど」という程度で、病気
としては認識していないかもしれませ
ん。こういった患者さんはもしかする
と眼科に直接来院よりも、内科に行っ
て、そういった症状を訴えるのですが、
シェーグレン症候群というものを思い
つかないと、不定愁訴の一環となって
いるかもしれないですね。
　山内　隠れているものもきちっと確
認しましょうねということですね。
　高村　そうですね。
　山内　点眼薬についてお話しいただ
きたいのですが、我々におなじみの薬
は幾つかあるのですが、使い方につい
てはいかがでしょうか。
　高村　多分、医師が出しているのは
ヒアルロン酸の入っている点眼薬では
ないでしょうか。これがドライアイの
治療薬として最初に認可されたもので
すが、現在、ヒアルロン酸の点眼薬も
含めて３種類認可されています。ドラ
イアイの治療薬が３種類も処方できる
のは日本だけなのです。
　それぞれちょっと作用が違いまして、
ヒアルロン酸は高分子なので、水を引
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　高村　涙液の分泌は自律神経も関係
していますので、それも大いにあるか
と思います。
　山内　夜よく寝ていただくことも大

事でしょうね。
　高村　はい。正しい生活習慣が大事
です。
　山内　ありがとうございました。

療は続けていただいたほうがより効果
が得られます。また、ドライアイの症
状は外部の環境、乾燥などに相当影響
を受けるので、特に冬とか、そういう
悪条件になると、それまでよかったも
のがまた悪くなることがあるのです。
多くの方が治療を始める前から「ずっ
と一生点眼薬を使うのですか」と不安
を口にするのですが、まずその前にき
ちんと使ってやってみてほしいと思い
ます。今３種類も薬がありますから、
１つで始めて、もしそれでだめなら取
り替えていく方法をご説明しています。
ただ、最初はやはり続けていただきた
いです。特に重症なシェーグレン症候
群のドライアイの方が、内科医を受診
したときでも、薬をやめずに継続で処
方していただくことが大事です。その
ほうがより効果が上がると思います。
　山内　仮に、例えば近くにあまり眼
科がない、あるいは遠くにしかない場
合には、まず眼科に行っていただいた
うえで、内科、あるいはGPのほうで、
その薬を長く使うのも一つの手ですね。
　高村　それはたいへん大事なことだ
と思うのです。いずれの点眼薬も、か
ぶれさえしなければ安全な薬ですから、
継続治療をしていただくためには、医
師たちが協力することが大切だと思っ
ています。
　山内　最後に、コンタクトレンズで
もドライアイは起こるのでしょうね。
　高村　そうですね。コンタクトレン

ズの使い方を間違うと、一つは涙の分
泌が悪くなったり、粘膜が傷ついたり
するので、ドライアイがより起こりや
すくなります。そうすると、ますます
レンズを使う条件が悪くなり悪循環に
なるのです。
　山内　逆に今度は、よくコンタクト
レンズがあると点眼液は使えないとい
うケースが多いようですが、この場合
はどうでしょう。
　高村　使えない理由の一つは、点眼
薬に共通に入っている防腐剤です。ベ
ンザルコニウム塩化物という防腐剤は、
フタを開けてから１カ月ぐらい目薬が
安全に使えるのですが、この防腐剤が
実はソフトコンタクトレンズに吸着す
るという問題があったのです。ただ、
今はベンザルコニウム塩化物を除いた
点眼薬、ジクアホソルとレバミピドで
すが、そういったものがあるので、レ
ンズの使い方がきちんとしている方に
限ってですが、これらをレンズの上か
ら使うことは可能です。
　山内　この場合、レンズをつけてい
るからといってドライアイが治ること
も逆にはないのですね。
　高村　レンズを装着していても、快
適に使うために薬を併用していただき
ます。ただ、管理は十分必要だと思い
ます。
　山内　それ以外にも、全身状態、ス
トレス、そのほかも絡んでくるものな
のでしょうか。

ドクターサロン62巻10月号（9 . 2018） （761）  4140 （760） ドクターサロン62巻10月号（9 . 2018）

1810本文.indd   41 2018/09/14   9:52



　高村　涙液の分泌は自律神経も関係
していますので、それも大いにあるか
と思います。
　山内　夜よく寝ていただくことも大

事でしょうね。
　高村　はい。正しい生活習慣が大事
です。
　山内　ありがとうございました。

療は続けていただいたほうがより効果
が得られます。また、ドライアイの症
状は外部の環境、乾燥などに相当影響
を受けるので、特に冬とか、そういう
悪条件になると、それまでよかったも
のがまた悪くなることがあるのです。
多くの方が治療を始める前から「ずっ
と一生点眼薬を使うのですか」と不安
を口にするのですが、まずその前にき
ちんと使ってやってみてほしいと思い
ます。今３種類も薬がありますから、
１つで始めて、もしそれでだめなら取
り替えていく方法をご説明しています。
ただ、最初はやはり続けていただきた
いです。特に重症なシェーグレン症候
群のドライアイの方が、内科医を受診
したときでも、薬をやめずに継続で処
方していただくことが大事です。その
ほうがより効果が上がると思います。
　山内　仮に、例えば近くにあまり眼
科がない、あるいは遠くにしかない場
合には、まず眼科に行っていただいた
うえで、内科、あるいはGPのほうで、
その薬を長く使うのも一つの手ですね。
　高村　それはたいへん大事なことだ
と思うのです。いずれの点眼薬も、か
ぶれさえしなければ安全な薬ですから、
継続治療をしていただくためには、医
師たちが協力することが大切だと思っ
ています。
　山内　最後に、コンタクトレンズで
もドライアイは起こるのでしょうね。
　高村　そうですね。コンタクトレン

ズの使い方を間違うと、一つは涙の分
泌が悪くなったり、粘膜が傷ついたり
するので、ドライアイがより起こりや
すくなります。そうすると、ますます
レンズを使う条件が悪くなり悪循環に
なるのです。
　山内　逆に今度は、よくコンタクト
レンズがあると点眼液は使えないとい
うケースが多いようですが、この場合
はどうでしょう。
　高村　使えない理由の一つは、点眼
薬に共通に入っている防腐剤です。ベ
ンザルコニウム塩化物という防腐剤は、
フタを開けてから１カ月ぐらい目薬が
安全に使えるのですが、この防腐剤が
実はソフトコンタクトレンズに吸着す
るという問題があったのです。ただ、
今はベンザルコニウム塩化物を除いた
点眼薬、ジクアホソルとレバミピドで
すが、そういったものがあるので、レ
ンズの使い方がきちんとしている方に
限ってですが、これらをレンズの上か
ら使うことは可能です。
　山内　この場合、レンズをつけてい
るからといってドライアイが治ること
も逆にはないのですね。
　高村　レンズを装着していても、快
適に使うために薬を併用していただき
ます。ただ、管理は十分必要だと思い
ます。
　山内　それ以外にも、全身状態、ス
トレス、そのほかも絡んでくるものな
のでしょうか。
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