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研究成果の概要（和文）：眼圧レベルと全身酸化ストレスマーカーとの関連について検討した。広義原発開放隅
角緑内障，偽落屑症候群，非緑内障対照血清中の脂質過酸化物，鉄還元能，チオール抗酸化能をフリーラジカル
分析装置(FREE, Wismerll社)を用いて，それぞれ，diacron reactive oxygen metabolites (dROM)テスト，
biological antioxidant potential (BAP)テスト， sulfhydryl (SH)テストにより測定した。鉄還元能を指標と
して測定した全身の抗酸化能低値は，眼圧上昇を介して開放隅角緑内障の病態に関与する可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：The involvement of local and systemic oxidative stress in intraocular
pressure (IOP) elevation and optic nerve damage has been hypothesized in the pathogenesis of
glaucoma. Here, we assessed the correlation between IOP and systemic levels of prooxidants and
antioxidants by analyzing the blood biochemistry in patients with glaucoma.Peripheral blood samples
were collected from Japanese patients with primary open‑angle glaucoma (n=206), exfoliation syndrome
(n=199), and controls (n=126). Serum levels of lipid peroxides, ferric‑reducing activity, and thiol
antioxidant activity were measured by diacron reactive oxygen metabolite (dROM), biological
antioxidant potential (BAP), and sulfhydryl (SH) tests, respectively, using a free radical analyzer.
Lower systemic antioxidant capacity measured by ferric‑reducing activity is involved in the
pathogenesis of open‑angle glaucoma via its roles in IOP elevation.

研究分野： 緑内障，酸化ストレス
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