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1.

異彩を放ったのは，光を吸収して電流を出力する光ダイ

はじめに

オードを集積し，円盤にして網膜下に埋め込む方式であっ

本稿では，世界初の方式である「色素結合薄膜型」（岡山

た 5) 。しかし，通常の強度の光では光ダイオードから出力

大学方式）の人工網膜（OUReP ™）の開発経緯を紹介する。

される電流は微弱すぎて神経細胞を刺激できないことが分

現在，世界の主流となっている「カメラ撮像・電極アレイ

かり，この方式は消えていった。

型」の人工網膜については，本雑誌「人工臓器」に掲載され
た総説を参照されたい 1),2) 。

2.

2013 年アメリカで初めて，電極 60 個を組み合わせた電
極アレイを眼内に埋め込み，眼鏡に装着した外部カメラか
らの情報を処理して網膜に電流を出力する方式の人工網膜

人工内耳と人工網膜

が，米国食品医薬品局（FDA）によって製造販売承認され

1990 年代，実用化された人工内耳に触発されて 3),4)，人
工網膜の研究が世界中で始まった。感音性難聴では，振動
を細胞膜の電位変化に変換する有毛細胞が死滅しているの

た 6) 。

3.

視野の大切さ

で，蝸牛内に挿入した電極から電流を出力することによっ

見えるということはどういうことかを考えたとき，見え

て，脳に繋がる螺旋神経節の双極細胞（その軸索が蝸牛神

る範囲，つまり，視野が大切であると分かる。私たちの視

経）を刺激する。同様に，網膜色素変性では，光を細胞膜

覚では，視力でいうと 0.1 程度の解像度が悪い広い視野が

の電位変化に変換する視細胞が死滅しているので，電極を

あるからこそ私たちは行動できる。そこに人がいるのが分

眼内に挿入して脳に繋がる神経網を形成する網膜の双極細

かってその顔もおぼろげに判別でき，机や椅子も見える。

胞や神経節細胞（その軸索が視神経）を刺激すれば見える

視力 1.0 という高解像度を持つ部位は，中心窩と呼ばれる

ようになるのではないかという発想である（図 1）。

網膜中心のごく狭い範囲にすぎない。さらにいえば，視力

空気の振動である音は，鼓膜・耳小骨を介して蝸牛の中
の液体の振動に変換されて有毛細胞に伝わる。光は眼球の

が 0.1 あれば，たとえばカメラ付きの iPad などで拡大する
と字を読むこともできる。

透明な光学系を透過して視細胞に伝わるだけなので，視覚

人工網膜で見えるようにするには，できるだけ大きな面

の方が単純にみえる。人工内耳では蝸牛の中に十数本の電

積のものを網膜に接触させる必要がある。これは広い視野

極が挿入され，これらは蝸牛の中の各部位で音声の波長に

に繋がるからである。そして，
解像度を上げるためには個々

合わせて電流を出力する。人工網膜でも数十個の小型電極

の画素面積を小さくして画素数を増やす必要がある。電極

を組み合わせて面状（電極アレイ）にして，画像を処理して

や光ダイオードを素子として使うかぎり，これら 2 つの目

電極から出力すればよいという考えである。当初その中で

標（画素数が多く大面積の人工網膜）を同時に達成するの
は難しいと考えられる。
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図1

色素結合薄膜型の人工網膜（OUReP ™）

ドでもない人工網膜は作れないかと考えていた。ちょうど

を使って，培養神経細胞や摘出網膜での反応を調べ，網膜

その 2000 年頃，岡山市の企業（株）林原が作っているトレ

色素変性のモデルラット（RCS ラット）での視覚の回復を

ハロースが乾性角結膜炎（ドライアイ）の点眼薬に使える

証明した 18) 。一方，グリア異物反応を起こさないように

かどうかを研究していた 7) 〜 9) 。（株）林原は感光色素も製

ポリエチレン・フィルム表面の性状を変えて 19)，さらには

造していることを知り，感光色素が人工網膜に使えるので

光電変換色素分子を高密度に結合させる改良を本稿の著

はないかと思いついた。（株）林原生物化学研究所で感光

者，内田哲也が中心となって進めていった 18) 。

色素を統括する菅貞治先生に面会し，光を電位差に変換す
る光電変換色素の中で分子構造的に安定で可視光域に吸収

ケルビン・プローブ

6.

波長をもつ色素候補を挙げてもらった（図 1）。光電変換色

色素結合薄膜型の人工網膜によって生物学的反応が起こ

素が光照射下で神経細胞を刺激することを検証し，特許を

ることは検証できたが，光を当てたときにどのくらいの電

出したのが 2002 年である 10) 〜 13) 。2006 年にアメリカ特

位差が人工網膜の表面に発生するかを測定する方法がな

許 11)，2012 年に日本特許が成立し 12)，2014 年に両特許は

く，様々な専門家に聞いても方法が見つからなかった。あ

岡山大学の帰属となった。

るとき，岡山県工業技術センターミクロものづくりセン
ターの高野和潔コーディネータから，
「半導体ネットおか

ポリエチレン・フィルム

5.

やま」を主宰する半導体専門家の岡山理科大学理学部の財

人工網膜を作るためには，光電変換色素を何か薄くて柔

部健一教授を紹介された。半導体の表面電位を測定するケ

らかく安定性のある膜に結合させる必要があると当然なが

ルビン・プローブを使って人工網膜の表面電位を実際に測

ら考えた。岡山大学工学部の島村薫教授によるポリエチレ

定できることが財部先生によって証明された 20) 。色素結

ンの話題を偶然見つけて早速面会に伺うと，
「これですよ」

合薄膜型人工網膜では細胞膜電位の変動と桁が近い 100 〜

と見せられたのが，ポリエチレン・フィルムであった。
「こ

300 mV の電位差が出ていたのである（図 2）
。さらに内田

れは何か知っていますか，あのレジ袋ですよ」と言われ

は，原子間力顕微鏡でも表面電位を測定できることを示し

た 14),15) 。

た。

2003 年には光電変換色素を化学的に結合したポリエチ
レン・フィルムが島村先生によって作られ，人工網膜の試

7.

作品（プロトタイプ）が完成した（図 1）16),17) 。この試作品
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図2

色素結合薄膜型の人工網膜（OUReP ™）の光誘起表面電位

が見つからない中で，ベンチャー企業を自ら起こすことを

品や医療機器を世界に先駆けて世に出す手段として，医師

真剣に考えた時期もあった。結局，ベンチャー企業を起こ

主導治験が再定義された。

さずにきた理由は，臨床試験を臨床研究として行うか治験

しばらく臨床研究で始めるべきか治験で始めるべきか

として行うかの二者択一の問題があったためである。当時

迷っていた。2012 年になって人工網膜の臨床試験を臨床

の理解では，ベンチャー企業を起こして人工網膜を生産す

研究としてではなく，最初から医師主導治験で始めようと

れば企業製造品となり臨床試験は治験として行う必要が

決心した。治験は法律に基づくので患者の安全や利益も確

あった。これに対して，工学部製造品の場合は臨床研究で

保され，また，世の中の流れが治験を求めているという感

検証できる利点があった。しかしその後，下記に述べるよ

触があったからであった。最初から治験で始めるうえでの

うに状況が大きく変わっていった。

最大の引っ掛かりは，
「企業製造品でないと治験はできな

8.

い」と思っていたことである。つまり，製造企業が見つか

臨床研究か治験か

らない場合には，ベンチャー企業を立ち上げる必要がある

新規の医薬品や医療機器の安全性や効果を評価する方法

と思っていた。（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）で

として，日本では臨床研究を行うか治験を行うかの選択肢

の薬事戦略相談で，企業製造品ではない工学部製造品でも

がある。企業が製造したものは治験を行わないといけない

医師主導治験ができることを知り，ベンチャー企業を立ち

という当時の常識があった。治験は薬事法に基づく臨床試

上げる必要がなくなった。また，医師主導治験では，医師

験であり，一方，臨床研究は厚生労働省の指針「臨床研究

がベンチャー企業に関与していたり，特許権者である場合，

に関する倫理指針」に基づく法律外の行為である。当初は，

利益相反規準に基づいて治験責任医師を務めることができ

私たちも人工網膜は臨床研究で行おうと考えていた。2002

なくなるのである。

年に薬事法が改正され，治験といえば企業治験に決まって
いたことが変更されて，新たに医師主導治験という仕組み

9.

色素結合薄膜型の人工網膜の医師主導治験に向
けて

が 2003 年から導入された。当初この医師主導治験は，海
外で承認された医薬品や医療機器を国内に早く導入するた

こうして工学部製造品で医師主導治験を行う方向が定

めに，企業がしない（したくない）治験を医師に担当させよ

まった。PMDA での薬事戦略相談では，治験準備と並行し

うという趣旨であった。ところがそのうち，日本発の医薬

て製造企業を探すようにと言われた。治験結果に基づいて
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図3

色素結合薄膜型の人工網膜（OUReP ™）の埋め込み手術

医療機器製造販売承認を最終的に申請することは，企業の

ような枠組みで行うかについては，植込み型補助人工心臓

みが可能であり，大学はできないという厳然たる事実があ

の治験が参考になる。2008 年 4 月 4 日に厚生労働省医薬食

る。だからこそ企業を早く見つけて技術を移転する必要が

品局より発せられた薬食機発第 0404002 号「次世代医療機

ある。治験の途中で品質が変わると，治験をやり直さなけ

器評価指標の公表について」の中に，
（別添 1）
「次世代型高

ればならなくなる。治験開始時の工学部製造品と技術移転

機能人工心臓の臨床評価のための評価指標」の（参考 4）
「治

後の企業製造品とは同等の品質であることを目指して，最

験の症例数と期間」の項目がある。そこに，
「症例数は当面

初から製造工程管理と品質管理が完成した工学部製造品で

安全性を考慮した Feasibility study の性格を持つものは 5

治験を始められるように準備している。2013 年 4 月には，

例前後，Pivotal study は 15 例前後が適切だと考えられる」

岡山大学病院が臨床研究中核病院として厚生労働省に選定

とある。

され，その中で人工網膜の医師主導治験を進めることも決
まった。

12. おわりに
先行事例がない中で次から次へと迫りくる問題を解決し

10. 生物学的安全性評価

ながら 21),22)，倫理的で科学的な医師主導治験を準備して

「医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全

いる。2013 年には薬事法が改正され，法律名も「医薬品，

性評価の基本的考え方について」が，厚生労働省医薬食品

医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法

局によって薬食機発 0301 第 20 号として 2012 年 3 月 1 日に

律」と変更されて 2014 年に施行される。製造工程管理と品

発せられた。これは，ISO10993 Biological evaluation of

質管理を進めて，治験実施計画書を作成し，治験計画の届

medical devices に基づいている。岡山大学方式の人工網

出を PMDA に提出することを目指して薬事戦略相談を重

膜は，細胞毒性試験，感作性試験，遺伝毒性試験（復帰突然

ねている。治験申請が岡山大学病院の治験審査委員会に承

変異試験，染色体異常試験）
，埋植試験，刺激性試験，全身

認された後，松尾俊彦が専門とする網膜硝子体手術を活か

毒性試験において毒性はなかった。また，人工網膜の部材

して治験を行う予定である（図 3）23) 〜 26) 。患者の気持ち

である光電変換色素自体にも，すべての試験で毒性はみら

と安全をまずは第一に考え，患者会とも連携して進めてい

れなかった。

きたいと思う。多くの人達に支えられて，やっと治験の入
り口まで辿り着いた。

11. 治験の枠組み
First-in-human の体内植込み型の医療機器の治験をどの
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