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はじめに
牛摘出角膜を用いた眼刺激性試験(BCOP法)は，無刺激性物質(GHS区分外)および腐食性・強刺激性物質(GHS区分1)を評価可能な眼刺激性代
替法試験である(OECD TG437)．他方，BCOP法をはじめとする眼刺激性代替試験において，弱刺激性物質を含むGHS区分2Aと2Bを評価可
能な試験系はなく大きな課題となっている．我々は，BCOP法に病理組織学的検査を併用することによる弱刺激性物質評価の可能性について
検討を行ってきた．今回，74 の物質 (Table 1) について，角膜上皮の病理所見とBCOP法の評価規準であるIVIS (in vitro irritation score)
の成績より，弱刺激性物質の評価基準について検討を行った．

材料および方法
Table 1 74 test substances tested

IVIS値は常法に従い被験物質暴露による角膜の混濁度とその透過性の変化に基づき算出した．病理組織学的検査は，測定終了後の角膜を
10%中性緩衝ホルマリン液で固定しHE染色を行い鏡検した．角膜上皮の病理所見は以下の基準でスコア化した．
Score 0： No lesions.
Score 1： Lesions limited to squamous cell layer.
Score 2： Lesions limited to squamous and wing cell layer.
Score 3： Lesions extended to basal cell layer. Some intact basal cells are remained.
Score 4： Lesions extended to basal cell layer. All basal cells are damaged.

結果およびまとめ
Negative Control

No lesions

Lesions limited to squamous

(Score 0)

cell layer (Score 1)

Table 2 Correlation between IVIS and histopathological score

A
B
C
D

Fig. 1 Distilled water (IVIS:0.0)
A: Squamous cell layer
B: Wing cell layer
C: Basal cell layer
D: Corneal stroma
Lesions limited to squamous
and wing cell layer (Score 2)

Fig. 4 Hexane (IVIS: 6.5):
In squamous and upper wing
cell layers, epithelial cells
were lost. Lower wing cells
and basal cells remained
intact.

Fig. 2 Ethyl 2,6-dichloro-5fluoro-beta-3-pyridinepropionate
(IVIS: 1.7)
No pathological changes.

Fig. 3 1-Ethyl-3methylimidazolium ethylsulfate
(IVIS: 1.4): Squamous cells with
the coarse cytoplasm and
vacuoles were observed.

Lesions extended to basal
cell layer and some intact
basal cells were remained

Lesions extended to basal cell
layer and all basal cells were

(Score 3)

damaged (Score 4)

Fig. 5 Dimethyl sulfoxide
(IVIS: 7.3): Squamous cells with
hypochromic cytoplasm and
vacuolar nucleus, and
eosinophilic wing cells with
vacuoles were observed.
However cytoplasmic and nuclear
vacuoles were observed in basal
cell layer, some intact basal cells
were remained

Fig. 6 3,4-Dimethoxy
benzaldehyde (IVIS: 37.2): Epithelial
cells shrank and intercellular spaces
were dilated in all layers of corneal
epithelium. Vacuolization was
observed in the corneal stroma.
Corneal endothelial cells remained
intact.

病理組織検査スコア1の物質では扁平上皮層に変化
が限局している（Fig 3）ことから速やかに回復す
ると考えられ，スコア2または3の物質では翼細胞層
および基底細胞層に変化が認められたが，正常な基
底細胞層が残存している（Fig 4および5）ことから
回復性が期待された．スコア4の物質は基底細胞層
全体に変化が認められた（Fig 6）ことから，回復
には長時間を要する，あるいは回復しない変化と考
えられた。
Table 2は無刺激性物質（IVIS≤3）の病理組織検査
スコアが0または1に限局し，3<IVIS≤6の物質の病理
組織検査スコアも0または1に限定していることを示
す．
病理組織検査のスコアとIVISを比較すると，IVISが
3以下では，全ての物質がScore 0または1であり，
IVISが6以下の物質のスコアも0 または1であった．
以上のことから，IVISが6以下の物質についても無
刺激性物質と評価出来る可能性が示唆された．

