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□ 市場トレンド 

　厚生労働省の指定難病「網膜色素変性」は、遺伝性網膜

変性疾患の代表で、視細胞や網膜色素上皮細胞で機能す

るタンパクの遺伝子異常により、網膜の視細胞が周辺部

から徐々に死滅し、視野が狭くなっていく進行性の疾患

である。網膜中心部の黄斑の視細胞まで死滅すると失明

に至る。罹患者は日本で約 3 万人、うち約 1 万人が失明

している。高齢化が進むと、失明まで至る人もさらに増

えることになる。現在は確実な治療法のない網膜色素変

性による失明に対し、開発された技術が「人工網膜」で

ある。

　50歳以上の約1％に見られる加齢黄斑変性も、同様に

視細胞が死滅する疾患であるが、人工網膜の適応拡大に

より、将来的には人工網膜による治療対象となる。網膜

色素上皮萎縮によって視細胞が死滅する乾燥型（現状で

は治療法はない）、新生血管形成により視細胞が障害さ

れる滲出型（日本人に多く、硝子体内注射が標準治療）

のいずれに対しても、人工網膜は効果が見込まれる。

　長寿社会を支えるためには健康寿命の延伸、すなわち

自分で身の回りのことができて暮らせることが必要で

ある。そのためには視覚が重要であり、生活の質（QOL）

を維持するために、視覚の質（QOV）を維持することが

基本となる。白内障手術が福音となったように、人工網

膜とその派生技術によって網膜色素変性、加齢黄斑変性、

さらには緑内障による失明を減らすことが期待される。 

□ 商品トレンド

　人工網膜は視細胞の機能を代替する。視細胞は光を受

けてそのエネルギーを細胞膜電位に変換し、次の神経細

胞である双極細胞にシナプスを介して伝える。その情報

はさらに第3の神経節細胞にシナプスを介して伝わり、

神経節細胞の長い軸索が視神経として脳へ連絡する。人

工網膜は光を受けて電流を出力し、双極細胞や神経節細

胞を刺激して神経細胞膜の脱分極を起こす。従って人工

網膜が機能するためには、脳への神経連絡が生き残って

いることが前提となる。

　世界の大勢は、眼鏡型小型カメラの撮像の画素数を落

として、網膜近傍に植え込んだ電極から電流を出力する 

方式である。2013年、米食品医薬品局（FDA）によっ て

製造販売承認された人工網膜「Argus II」は、60画素の

白 黒階調に沿った大きさの電流を60電極から出力する。

出力は伝導電流、つまり電荷注入（電子出力）で、電荷を

回収する電極が必要となる。光ダイオードを使う方式も

開発されたが、出力電流が微弱で神経細胞を刺激できな

い難点がある。伝導電流出力では電極の微細化、集積化

に限界があり、伝導電流が拡散するために網膜刺激の解

像度を上げることができない。しかしながら米国で開発

された1500万円程度の「Argus II」が、既に200人以上の

失明患者に植え込まれ、明暗が分かる「光覚弁」を回復

したことは画期的である。日本ではニデックと大阪大学

が同様なシステムで治験を目指している。

　カメラ撮像電極方式の人工網膜が患者で機能すること

が証明され、今後は人工網膜の感度と解像度を上げる点

が課題となる。感度と解像度を上げるための方策として

変位電流出力を活用するのが色素結合薄膜型人工網膜

「OUReP」である。変位電流の出力素子として、色素増感

型太陽電池に活用する目的で開発された光電変換色素分

子を用いる。太陽電池は光エネルギーを電位差として蓄

電するのだが、光電変換色素分子を絶縁体であるポリエ

チレン薄膜に結合したOURePは、その電位差を出力し、

神経細胞膜の脱分極を起こす。この色素結合薄膜型人工

網膜OURePも医師主導治験を準備している（図1）。 

　視細胞が死滅する疾患に対する理想的な治療は、細胞

死の抑制薬である。アルツハイマー病やパーキンソン病

など神経細胞死をきたす多くの疾患でも同様であるが、

現在、このような薬は市販されていない。他方、40歳以

上の4％、70歳以上の7％に見られるありふれた眼科疾患

である緑内障は、最大危険因子の眼圧を下げることによ

り進行を遅らせる。視細胞は正常でも、視細胞の情報を

脳へと連絡する神経節細胞とその神経線維（軸索）であ

る視神経が徐々に死滅するため、高齢化により失明する

人が増加している。現在のところ、死滅した視神経を再

生させる治療も、人工物で代替する治療も確立していな

い。今後、神経再生医療とともに人工神経の開発が進め

ば、人工網膜と組み合わせることによって、視神経萎縮

がある場合にも治療できる可能性が広がる。

　センサーを組み込んだ白杖、視覚障がい者自身が小型

カメラから送る映像を第三者が見ながら音声案内する

相互扶助サービス、GPSを用いた歩行誘導などが実現化

すれば、様々な形での視覚支援が可能となる。視覚リハ

ビリテーションと組み合わせ、人工網膜適用患者を含む

視覚障がい者の社会での安全性が高まる。

□ 技術トレンド

　体内に植え込む人工網膜は、長期的に機能が維持され

ることが重要である。有機分子である光電変換色素を素

子として用いるOURePでは、生体内での分子安定性が

必須条件となる。さらなる素子開発には、人工知能（AI）

を使った候補化合物スクリーニングや分子設計が役立

つ。また、出力する変位電流が大きくなるような分子設

計や、色素分子を結合する絶縁体薄膜としてポリエチレ

ンより優れた素材、具体的には絶縁体であるが水分子を

通す程度の小孔が開いている通水性薄膜の開発が望ま

れる。

　変位電流出力の人工網膜は、他の体内刺激装置にも応

用が可能である。医療機器として市販されている心臓

ペースメーカー、てんかんに対する迷走神経刺激装置、

パーキンソン病に対する深部脳刺激装置などでは電荷

を注入する伝導電流を出力するが、これらの装置を変位

電流出力装置に置き換える道も考えられる。

　人工神経の開発が進めば、OURePの適応も拡大する。

緑内障のような視神経疾患でも人工神経の開発が期待

されており、導電性ポリマーが役立つと見込まれる。炭

素繊維が候補として考えられるが、ポリマー両端に結合

する入力素子と出力素子、結合方法を考える必要がある。

　人工網膜や人工神経は、最終的には人工眼に発展する

可能性もある。ロボットへの人工眼の応用にも展開でき

ると考えている。

2-11. 人工網膜
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図 1　色素結合薄膜型人工網膜の作製と機能

（筆者が作成）
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■ 人工網膜

全体潮流

市場規模

期待機能

予定製品

共通技術

個別重要技術

市場ニーズ

～2020時期（年） 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

技
術
レ
ベ
ル

商
品
レ
ベ
ル

市
場
レ
ベ
ル

人口動態、視覚障害疾患の増加

世界 100億米ドル

日本 100億円

200億米ドル

200億円

250億米ドル

250億円

300億米ドル

300億円

緑内障（視神経疾患）による失明者の増加

遺伝性網膜変性による
失明者の増加 加齢黄斑変性による視力低下者の増加

介護認定基準の厳格化

医療介護政策

医療・介護の
政策による誘導

医療保険と介護保険の
連携 地域包括ケアシステムの確立（子供から大人まで　　高齢者、障がい者も） 人口減少対策

移動の自由 自動運転技術の歩行介助への応用 障がい者の移動の自由

居住地の自由

病院への通院、
買い物の交通手段の減少

分散した居住地域

公共交通（バス、鉄道）の減少

運転免許基準の厳格化

高齢者の移動の自由

居住地域の集中化とコンパクト化

生体適合性
効果持続性

長寿命製品 再生医療との融合 再生を誘導する人工網膜
生体適合性

安価、高分解能

高分解能
（よく見える） 視覚センサー 人工神経（緑内障などの視神経疾患）

BMI（Brain Machine　　Interface）

小型化、手術簡便性 植え込み手術の簡便性

人工網膜 電極型
人工網膜

手術
補助具

分子型人工網膜 ロボット人工眼ロボット感覚器

ロボット 人工網膜注入
（植え込み）器 視覚再生用リハ　　ビリ機器開発 BMI用の素材

薬、サプリメント 神経死抑制薬 サプリメント

歩行介助製品 歩行誘導装置 装着　　利便性（ウエアラブル） GPSを使った自立歩行介助システム 手を引かれる感覚の視覚誘導

光電変換色素、神経細胞界面
光電変換色素分子、神経細胞との相互作用

分子を使った医療機器 神経細胞との接合界面制御

伝導電流、変位電流 伝導電流出力による細胞刺激
→変位電流出力による細胞刺激 導電性ポリマー（炭素繊維）

酸化耐性の分子設計

導電性ポリマー、絶縁体薄膜、
眼鏡型小型カメラ 高耐久性・高効率の　　光電変換色素の開発 高比表面積の多孔性薄膜

AI による分子設計、分子スクリーニング 神経線維代替材料
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