
オール岡山の技術が光を取 り戻す !

―いよいよ最終段階に来た人工網膜とは
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網膜色素変性症は,失明の主たる原因でありながら有

効な治療法がない。この難病に対 し, 日本から二つの試

みが始まろうとしている。一つは理研が進めるiPS細胞

を用いた再生医療,そ してもう一つが岡山大学の人工網

膜だ。これまで開発されてきたものとは全く異なるとい

うこの人工網膜について,今回,同大教授の松尾俊彦氏
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と内田哲也氏に話を伺った。この技術は間の世界から多

くの人を開放するのか。その成果が大いに期待される。

一人工網膜について教えてください

(松尾)人の目に入った光は眼球の奥にある網膜の視

細胞で細胞膜の電位差に変換され,そ こから神経細胞を

岡山大学

内田哲也
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>厚 生労働省指定の難病 (希少疾患 )

,遺 伝 1■疾患         |
>患 者数 国内約 30、 000人    1_
>完 全失明者 国内約 10,000人  :

→世界中の患者 も     :
>治 療法なし         _:

視細胞がます死減する

脳へ連絡する視神経 を出す神経1,細胞は

生存 している

人工綱膜の治療対象とする網膜色素変性 (提供 :岡 山大学)

」
リレーして脳へ伝わっていきます。その視細胞が死んで

しまう疾患のうち,我 々は治療法の無い「網膜色素変性」

という病気について,人工網膜による治験を計画してい

ます。

人工網膜とは視細胞の代わりをする人工物です。概念

的には光を吸収して電流を出すか,電位を出すかのどち

らかです。通常の体の中に埋め込む,例えばペースメー

カーや脳を刺激してパーキンソン病やてんかん発作を抑

えるような装置は全て電流を出しています。電流を流す

ので当然,電極やバッテリーなどの外部起電力も必要で

す。

この電極をたくさん並べれば,自黒階調に対応した電

流の強さで画像を構築できるというのが今までの方法で

す。アメリカで2013年 に承認された人工網膜は,直径 1

mmの電極60個 を網膜に当てるもので解像度がすごく悪

い。しかも電流は広がりますから解像度はさらに悪 くな

ります。60の 電極がショー トせずそれぞれ電流をきっち

り出すのも難しく,故障もします。

こうしたF・1題 を解決しようと思い,光電変換色素とい

う感光色素を人工網膜に使えないかと研究を始めたのが

2000年頃です。原理としては,何か薄い面に光電変換色

素を離れないように化学結合 して網膜に接触させますc

モノが見えるというのは光の濃淡なので,明るかったら

強い電位,暗い場合は弱い電位が出ることで画像が再構

築されるという方式です。

まず,内田先生の研究室でポリエテレンの表面に光電

岡山大学方式

(俸希 籍 親 』

Argus Ⅱ°
   2013年 FDA承 認

"―
~ 人工網膜

(電極集合体 =電極アレイ)

1個の電極の大 きさ

約 l13 11an× 約 lmm

100～ 10000個の神経節細胞
(双極細胞)を 1個の電極で刺激
+60個の電極アレイ→

60画素でしか見えない
神経節細胞 双極細胞

(カ メラ撮像・電極アレイ出力)

光電変換色素分子

(約 I nl■ ×約 lnm)

― 一

岡山大学が開発する人工網膜「OUReP●」とアメリカの人工網膜「Argus I●」(提供 :岡 山大学)
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ポリエチレンに色素を付けて光照射すると電位差が発生する (提供 :岡

山大学)

変換色素を化学結合させた試作品を調べました。光を点

けた り消 したりしたところ,表面に100 mvぐ らいの大

きさの電位変化が起こり,記録することができました。

「こんなもので見えるの ?」 とよく言われますが,実物

はただの色がついたフィルムです6使用している「NK―

5962」 というい林原が製造した光電変換色素分子は赤っ

ぽいので, 白い半透明のポリエチレンも少し赤くなって

います。ちなみにこの色素は光増感太陽電池向けのもの

で,ス クリーニングの結果一番効果がありそうだったの

で採用しました。

人工網膜「OuRcP° (オ ーレップ)」 の仕組みはこれだ

けです。光が当たり,光電変換色素分子がその光を吸収

して電位差を出力します。表面にびっしりある光電変換

色素分子の一つ一つは神経細胞に接していて,個々の分

子の中で起こる電位の変化はすごく小さくても総量が大

きいので,それぞれの神経細胞を十分に刺激するだけの

電位差が得られます。

先ほどアメリカ方式は解像度が粗いと説明しました

が,患者さんは自黒でモノの動きが見えました。脳には

昔見た記憶が残っていますから,患者さんによってはそ

の記憶と照合することによって,例えば人の顔が見える

こともあり得るのです。こうしてアメリカの「ハごgus Ⅱ°
」

という人工網膜は実際に機能することが証明され,今ま

で何十人と埋め込まれましたが,一つ 1500万 円以上も

する代物です。私たちは日本の医療の国民皆保険の中で

安く提供できないかということも考えて, この研究を進

めています。

一この人工網膜はどう作るのでしょうか?

(内 田)我々の人工網膜に用いるポリエチレンは専門

的に言うと高密度ポリエテレンという, レジ袋に使われ

ているものと同じ成分です。レジ袋はシャリシャリと音

がしますが,あの音はポリエチレンの分子が折り畳まれ

て形成した結晶の板が擦れて出る音で,その結晶からな

る構造が強度を生み出しています。レジ袋と同じような

ものと言いましたが,本当にそのままのものを体内に入

れたら,色々な添加剤が入っているので大変なことにな

ります。そこで体内に入れても害のない純度の高いポリ

エチレンを探し出しました。これをさらに精製してきれ

いにし,その後,プレス機でポリエチレンの薄膜フィル

ムにします。このフィルムを作ってくれるところを探し

たのですが,我々の要求品質に合ったものを作ってくれ

る所が見つからなかったので, 自分たちで作ることにし

ました。

ポリエチレンは化学的にすごく安定で,基本的に瞬間

接着剤でも接着できません。これは表面に官能基という

反応する場所がないためです。そこで我々は,「NK-5962」

という光電変換色素をフィルム表面に結合させるため

に,表面を発煙硝酸という酸で処理しています。そうす

ると,分子鎖が折 り畳まれている所が切れて官能基 (カ

ルボキシル基)が入 ります。そこにジアミンという反応

性の高い分子を結合させ,その後に光電変換色素を共有

結合というすごく強い化学結合でつなげています。その

ため,人工網膜のピンク色はいくら洗っても簡単には取

れません。松尾先生の手術で使 う人工網膜は直径が 5

mm～ 10 mmぐ らいなので,最後にその大きさに打ち抜

いて人工網膜にします。

これをケルビンプローブという装置で調べると,明る

さの違いによって表面の電位が上がったり下がったりす

ることが分かります。この電位が微妙に強弱することが

大切で, しきい値があって,電位が発生するかしないか

だけであると像は真っ白か真っ黒かでしか見えなくなっ

てしまいます。また,僕 らが見えている可視光以外の赤

外線や紫タト線でモノが見えても困るので,その領域では

電位が出てないことも確かめています。
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人工網膜「OURePO」 と色素の化学結合 (提供 :岡 山大学)

回uJ大 インキュベータに設置されたクリーンルーム (提供 :岡 山大学 )

浄度の高いクリーンルームを設置できました。さらに

種々の対応を行なうことでPMDA(医薬品医療機器総合

機構)で要求されるQMs(医療機器及び体外診断用医

薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)体制

が構築できたと考えています。また, この場所で三乗工

業が医療機器製造業の登録もしています。ポリエチレン

や色素を使ったこれまでにない医療機器ですので,減菌

方法から厚みや吸光度といった品質を管理する品目仕様

も,PMDAと 相談しながら自分たちで決めていますこ

一人工網膜はどのように目に入れるのですか ?

(松尾)ア メリカの人工網膜より手術が簡単で,硝子

体手術という網膜剥離などで一般的に行なわれている手

術で入れることができます。網膜の裏に水を入れて人工

的に網膜剥離を作 り,網膜の裏側に人工網膜を入れます。

この人工網膜は自由な大きさに切ることができるので,

内田先生には直径が4111111～ 8mmぐ らいのものを用意し

てもらい,作成できた網膜剥離の大きさに応じて,で き

るだけ大きな人工網膜を入れようと考えています。人工

網膜の面積が大きい方が視野が広くなるからです。

―健常者と同じように見えるにはどれくらいの大きさが

必要ですか?

(松尾)計算すると直径5mmの人工網膜の視野角は30

度ぐらいになります。普通私たちは70度 ぐらいは見え

ていますが,網膜色素変性の患者さんはたいてぃlo度

ぐらいしか視野がないので大きな改善になると思いま

す。さらに現在では注射器のような人工網膜注入器 (イ

ンジェクター)に よって,最大7mm～ 10 mmの 人工網

膜を丸めて入れられることが確認できています。

この装置も内田先生の研究室と三乗工業いで考えてく

ケルビンプローブで測定した人工網膜の電位 (提供 :岡 山大学)

一こうした研究は学内だけで行なってきたのですか ?

(内 田)基礎研究はずっと我々の研究室でやってきま

したが,体内埋め込み型の医療機器のグレードのものを

作るには設備が不十分で, もう無理かなと思ったことも

ありました。しかしある講演会で私の講演を聞いていた

だいていた岡山県内で自動車部品を作っている三乗 (み

のり)工業的の社長さんが相談に乗ってくれ,岡山大イ

ンキュベータとぃう中小企業基盤整備機構が起業を支援

する施設に専用のクリーンルームを設置し,必要な装置

も全部新しく買ってくれました。医療機器とは全然関係

の無い企業ですが,社会貢献ということで一緒に取り組

んでくださるようになったのです。

他にも帝人ナカシマメディカルいなど多くの方に助け

ていただき,昔のグレー ドでぃうとクラス10ooよ り清

岡山大インキュベータに設置されたクリーンルーム
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走査型ケルビンプロープ

(Scmi鴨 Kd‖n P10be:SKP)と は

ケルビンプローブは非接触 非破壊
で振動するプローブとサンプル間の
電気容量の振動から試 14の 表面電位
を瀬1定する装置
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(上 )注入器による人工網膜の挿入術 (下 )人工網膜注入器 (イ ンジェ

クター)(提供 :岡 山大学)

れたもので,最初は先端の径はφ23 nllnだ ったのですが,

人の眼と大きさが近いウサギの眼の手術では大すぎたの

で,最新モデルでφ16mmま で細 くしてもらいました。

さらに,ま っすぐだと使いにくいので先が曲がったもの

を作ってもらったところ,こ れが実にうまくいきました。

この先端部分を作ってくれるのが,シバセエ業いとい

う岡山のス トローのメーカーで,業界が中国製に押され

る中でもいろんな分野に進出している会社です。インジ

ェクターの径がφ16mmと 決まったのは,ス トローを製

造する過程で再現性よく作れる限界だったためです。こ

のように輸林原が製造する色素も含め,岡山県内でもの

づくりはほぼ完了しています (笑 )。

この方式なら通常の眼科手術の修練を積んだ医者であ

れば実施できます。色素がポリエテレンの表裏両面に付

いているので,どっち向きに入っても構いません。手術

がやりやすいというのはすごく大切な要因で,例えばド

イツの人工網膜は特定の人 (医師)しか手術できないた

め研究が中断しています。これは臨床医からしたらすご

くありがたい点なので,人工網膜とインジェクターをセ

ットで承認を得て,販売したいと考えています。

一人工網膜で色も見えるようになるのですか ?

(松尾)人の場合,網膜の中心にある黄斑に色を識別

する視細胞のConcと いう錐体があって,そ こから伸び

る神経線維が脳につながって色が分かります。残 りの視

野のほとんどは明るさを識別する視細胞のRodと いう拝

体があり,明暗,つまり白黒しか分かりません。これは

脳の認識の問題なので,本当にどう見えるかは治験をし

て患者さんにお聞きしないと分かりません。

さらに,こ の人工網膜は動物を使った評価を通じてい

ろんなことが分かっています。最初に網膜色素変性と同

じような遺伝性の網膜変性をきたすラットに人工網膜を

埋め込んで行動試験をしました。ラットを囲う白黒の縞

模様をゆっくり回したとき, もし眼が見えていれば,ラ

ットは縞模様を追って首を動かします。その結果,人工

網膜を埋め込んだラットは,ただのポリエチレンフィル

ムを埋め込んだラットと比べて,首を動かす頻度が明ら

かに増えたことが分かりました。ここで興味深いのが,

501xと いう明るさの実験でも有意差が認められたことで

す。こんなに暗くても見えていることに驚きました。

安全性を検証するためにPMDAの要請でサルでも試験

をしました。5 mm× 3mmぐ らいの短冊状の人工網膜を

入れて6か月にわたって経過を見ましたが,手術の影響

による網膜剥離は全 く起こりませんでした。また,片方

を失明したサルに人工網膜を入れて1か月後,光を限に

あてた時に脳に伝わる視覚誘発電位を測ると,それまで

無かった電位の波の高さ (振幅)が現れ,6か月後もそ

の状態が続きました。

その後人工網膜を摘出し,摘出手術の安全性も確認で

きましたが,摘出した人工網膜を内田先生に評価しても

らった結果,入工網膜表面の色素分子が減っていること

がわかりました。つまり,6か月間は安全性に関しては

問題なかったのですが,劣化の問題があるかもしれない

ことがわかりました。

(内 田)こ の問題に対しては,劣化しにくい人工網膜

の開発も検討しています。かなり成果は出ているので,

次のステップとして詰めていこうと考えています。

一競合する研究の動きはどうでしょうか?

(松尾)我々のような色素を使った人工網膜の研究は,

Q

Q

人工的網膜剥離を作製 し

意図的裂孔から人工網膜

を網膜下へ挿入

パーフルオロカーボンにより

網膜下液を排出し人工網膜を

伸展 させる
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世界を見ても他にありませんが,イ タリアから出ている

基礎研究の論文は,私たちの方法と似ているようです。

アメリカの電極を用いた研究はベンチャーがやっていた

ので,資金が回収できた時点で手術はいったんやめてい

る状況ですが,同 じように電極や光ダイオードを使った

他の研究はフランスなどでも動いています。日本でもア

メリカと同じような電極方式で大阪大学が作ろうとして

います。

網膜の再生医療も進んでいて,理化学研究所の万代道

子先生が主体となり,iPS細 胞で作った視細胞組織を植

える臨床研究を今年されると聞いています。基本的には

競合する研究ですが,iPS由 来の視細胞と植えた側の網

膜神経細胞が繋がる数に限界があるそうです。実は私た

ちの人工網膜には,光電変換色素自体が神経細胞が死ぬ

のを抑制するという特長もあるので,一種の再生医療と

合わせたようなことができるんじゃないかと考えていま

す。つまり人工物と再生医療を合わせ,長期間維持でき

るような方法ができると考えています。

一今後の計画を教えてください。

(松尾)私たちはこの人工網膜が有効であるという確

証を得ていますが,PMDAに求められて,現在は網膜変

性のマウスから取 り出した痛んだ網膜を使って人工網膜

の光に対する活動電位を記録しているところです。変性

した網膜の評価に難しい部分もありますが,共同研究で

協力してくれる先生方も増えています。コロナ禍の影響

もありますが,今年中には乗り越えられると考えていて,

治験に入るための許可をもらえたら医師主導治験をはじ

めます。

医師主導治験は,それまで企業しかできなかった治験

を医者が責任者となって行なえる制度で,2003年 に認め

られたものです。責任者は私で治験機器提供者は内田先

生です。治験機器は岡山大インキュベータで製造したも

のを岡山大学病院に出荷する予定です。来年の3月 くら

いまでに少なくともひとりの患者さんで治験を実施でき

れば, まず予定通りの進捗になります。

治験は6人の方に参加をいただくことが決まっていま

す。治験実施計画書も岡山大学病院の実施体制もできて

いますので,実際に始まれば,数か月のうちに6人の方

の手術が終わります。それで問題なく患者さんが見える

ようになれば,あ とは医療機器としての審査の申請にな

ります。

今は先駆け審査指定市1度 といって,日 本国内で開発さ

れて,かつ世界にはまだ見当たらないような製品に関し

ては,本来は1年の審査を6か月に短縮するという制度

があります。治験に参加した患者さんが少なくても,販

売した後に安全性や有効性を調査するという流れがあり

ますので,それに乗れば早く販売できるようになると思

います。

価格は企業が決めることですが, 日本の保険診療で比

較的よく使われているペースメーカーが50万～ 100万 円

です。それぐらいであれば製造企業も持続可能でしょう

し,手術と人工網膜+イ ンジェクターの料金が保険の中

で賄われるためにも, この金額を超えなければいいので

はと思っています。
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