
糖尿病網膜症の診断においては，近年のレーザー光学技術の進歩により，種々の診

断器機が開発され，糖尿病網膜症における病変部の形態的変化や機能的変化を容易に

捉えられるようになった．

共焦点走査型レーザー検眼鏡は，4種のレーザー光を用い，解像度の高い眼底画像を

リアルタイムで得ることができ，フルオレセインやインドシアイングリーンを用いた

蛍光眼底造影も可能で，画像のデジタル化により詳細な解析が可能である．光干渉断

層計は，近赤外低干渉ビームを利用して，眼底の断面を非侵襲的に画像化するもので，

網膜の内部構造を描出することができる．Retinal thickness analyzerや Heidelberg

retina tomographyは，レーザー光による網膜形状解析装置で，光干渉断層計ととも

に，黄斑部病変の病態解析に威力を発揮している．網膜循環動態においては，Laser

doppler velocimetryや Laser speckle velocimetryが開発され，中枢神経系の微小

循環動態が解明されつつある．

他方，糖尿病網膜症の治療においては，従来から行われているレーザー網膜光凝固

と硝子体手術が，現在も主力となり，さらに発展・改良が行われている．レーザー網

膜光凝固は，数々の臨床治験結果からその有効性が再確認され，適応と実施法のガイ

ドラインが確立された．我が国においても，厚生省から光凝固実施基準が作成され，

糖尿病網膜症のレーザー光凝固は，熟達の域に達したものと思われる．硝子体手術は，

手術目的が失明阻止から発展し，適応が拡大され，よりよい視機能の温存を目指しさ

らなる改良が行われている．

今後の大きな課題として残されているのは，糖尿病網膜症の薬物療法である．近年

の研究成果から，網膜症の発症進展に血管内皮成長因子（VEGF）をはじめとしたサイ

トカインが関与していることが明らかにされ，これらに対する抑制作用を有する薬剤

の開発により，近未来に糖尿病網膜症の薬物療法が実現する期待が寄せられている．
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1．糖尿病網膜症の診断

近年のレーザー光学技術の進歩は目覚まし

く，医学的にもその技術が応用され，種々の

診断器機が開発された．糖尿病網膜症をはじ

めとした眼底疾患においても，レーザー光学

の技術を応用した診断器機が次々に登場し，

糖尿病網膜症病変部の形態的・機能的変化を

的確に捉えることが可能となった．

1）共焦点走査型レーザー検眼鏡（Confo-

cal Scanning Laser Ophthalmoscope ;

SLO）

SLOは，Webbらが 1980年に開発した眼底

観察器機である．アルゴン（青 488 nm，緑 514

nm），ヘリウムネオン（633 nm），ダイオード

レーザー（780 nm）の 4種のレーザー光を光

源として用い，光量が少ないため，被験者の

苦痛を伴わずに，解像度の高い眼底画像をリ

アルタイムで得ることができる．アルゴン

レーザーは波長が短いため，網膜と硝子体の

界面や，比較的表層網膜の観察に適しており，

ヘリウムネオンレーザーはより深層の網膜，

そして，半導体レーザーは網膜色素上皮や脈

絡膜の変化の観察が可能である．フルオレセ

インやインドシアイングリーンを用いた蛍光

眼底造影も行うことができる．さらに，眼底

を観察しながら，微小視野検査といった任意

の部位の網膜感度を測定することもできる．

また，得られた画像のデジタル化により，詳

細な解析が可能となった．糖尿病網膜症にお

いては，黄斑部病変の機能的解析1）や後部硝

子体の増殖性病変に対する関わりが明確にさ

れた．

2）光干渉断層計（Optical Coherence Tomo-

graphy ; OCT）

OCTは，1991年 Huangらによって報告さ

れた，いわば赤外線を用いた超音波断層装置

といったものである．スーパールミネッセン

スダイオードを光源とする，近赤外線低干渉

ビームを利用して，眼底の断面を非侵襲的に

画像化するものである．ビームはビームスプ

リッターで基準光と測定光に二分される．基

準光は反射鏡に反射して反射基準光となり，

測定光は眼底の各層で反射して，時間と強度

の異なる反射測定光となり，両者が再び合流

して検知器に入る．反射基準光と反射測定光

による干渉現象を利用して，光エコーの時間

的ずれと強度を検出して電気信号に変換し，

これを空間的位置関係に換算することで，眼

底の断層像が得られる．網膜の内部構造が光

学顕微鏡切片に近い精度で描出されるため，

糖尿病網膜症においては，視力障害の要因の

一つである糖尿病黄斑浮腫の診断に有用であ

る．

黄斑浮腫の OCT断層像は網膜の膨化，�胞
様黄斑浮腫，漿液性網膜剥離の 3要素の組み

合わせから構成され，びまん性黄斑浮腫は網

膜外層の膨化に起因し，その吸収過程に網膜

下に漿液貯留をきたすことが明らかにされ

た2）．

3）Retinal thickness analyzer（RTA）

1989年，Zeimerらは波長 543 nmのヘリウ

ムネオンレーザーを光源としたスリットを用

い，網膜表面からの反射と網脈絡境界面から

の backscatterとからなる網膜の光学的切片

の撮影に成功した．網膜のスリット画像は 2

つのガウス曲線を重畳させたもので近似さ

れ，おのおののピークの距離から網膜厚が算

出される．糖尿病網膜症で黄斑浮腫を有する

症例での網膜厚測定が試みられ，診断および

治療に応用されている3）．

4）Heidelberg retina tomography（HRT）

波長 670 nmのダイオードレーザーを光源

としたレーザー共焦点走査型トモグラフの一

つで，共焦点法によって得られた眼底の断層

的画像を再構築し，三次元的に眼底を観察お

よび測定するために開発された装置である．
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糖尿病網膜症においては，後極部，とくに黄

斑部病変の三次元的計測・観察に有用であ

る4）．

5）Laser doppler velocimetry

眼球の透明性という特性から，網膜の血管

は経瞳孔的に直視が可能であり，非侵襲的な

方法で，網膜にある毛細血管のレベルまで中

枢神経系の微小循環を詳細に観察することが

できる．網膜微小循環の研究は，蛍光眼底造

影法や Blue field entoptic法が行われていた

が，技術的な進歩により新しい網膜循環測定

法が開発された．

Laser doppler velocimtryはドップラー効果

に基づき，レーザー光を照射して赤血球の速

度を測定する方法で，網膜血管内や視神経乳

頭における血流速度の測定に応用されてき

た．糖尿病患者の網膜動脈の血流量は，網膜

症なしあるいは初期網膜症の患者の血流量は

低下していること，ある罹病期間を境に，低

下していた網膜血流量が逆に増加してゆくこ

とが報告されている5）．

6）Laser speckle velocimtry

レーザーを散乱粒子の集団に照射すると，

反射散乱光が観察面で干渉しあい，スペック

ルパターンと呼ばれるランダムな模様を形成

する．生体組織にレーザーを照射した場合，

多数の血球により散乱されたレーザー光は，

観察面でスペックルパターンを形成するが，

このスペックルパターンは血球の運動により

刻々と変化する．レーザースペックル法は，

レーザーを眼組織の比較的広いエリアに照射

し，生ずるスペックルパターンを解析するこ

とにより，眼底末梢循環動態を非侵襲的かつ

定量的に解析する方法である6）．

2．糖尿病網膜症の治療

糖尿病網膜症の眼科的治療は，現在レー

ザー網膜光凝固と硝子体手術が主体的に行わ

れている．

1）レーザー網膜光凝固

糖尿病網膜症に対するレーザー網膜光凝固

（以下光凝固）は，ETDRS7）をはじめとした多

くの臨床治験結果からその有効性が確認さ

れ，光凝固の適応と実施法のガイドラインが

確立されている．我が国においても，1994

年に厚生省の光凝固実施基準が作成され

た8）．

この基準によると，単純網膜症では黄斑症

と，蛍光造影所見において広範な血管拡張と

透過性亢進を示すびまん性網膜浮腫が対象と

なるが，両者の糖尿病網膜症における頻度は

少ないと思われる．

増殖前網膜症は，急性型と慢性型に分けら

れる．急性型は，軟性白斑の多発と網膜内細

小血管異常および静脈数珠状拡張を示す血管

異常を主体とし，蛍光造影所見では，血管拡

張と透過性亢進が目立つ（図 1）．病変部位は

網膜全体あるいは後極部で，黄斑を除く病巣

部位に光凝固が行われる．慢性型は，白線化

血管や網膜内細小血管異常が主体で，蛍光造

影所見では，広範な血管閉塞を示し（図 2），

図 1 急性型の増殖前網膜症

軟性白斑の多発と血管異常を主体とし，蛍光造影所
見では，血管拡張と透過性亢進がみられ，病巣部位
は網膜全体あるいは後極部で，黄斑を除く病巣部位
に光凝固が行われる．
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この血管閉塞域に光凝固が行われる．

増殖網膜症は，新生血管がみられる場合は，

蛍光造影所見において広範な血管閉塞と新生

血管からの蛍光漏出がみられ，血管閉塞域に

汎網膜光凝固が行われる．線維増殖合併や硝

子体牽引の場合も，蛍光造影所見において広

範な血管閉塞がみられ，増殖膜や網膜剥離部

を除く血管閉塞域に汎網膜光凝固が行われ

る．硝子体牽引合併の場合は，あくまでも硝

子体手術を前提として光凝固を行う．

このように光凝固は，単純網膜症から増殖

網膜症まで，病期や病変に応じた適応と実施

基準があり，硝子体牽引合併例のように硝子

体手術が考慮される場合でも，前処置として

の光凝固は，予後を大きく左右させるため，

適切な対処が必要となる．

2）硝子体手術

光凝固が網膜症の進展増悪を阻止すること

が主な目的となるのに対して，硝子体手術は，

硝子体出血や牽引性網膜剥離など視力障害の

原因となっている病変を除去することが目的

となる．硝子体出血や牽引性網膜剥離は，新

生血管を基盤に網膜と硝子体の境界面付近に

発生した増殖性病変が起因となり，これを手

術的に除去できれば，硝子体中の出血や混濁

の除去と同時に再出血予防や網膜剥離を復位

させることができる．硝子体手術の適応は，

長期間（3ないし 6ヵ月）自然吸収の認められ

ない硝子体出血や，線維血管性増殖膜による

牽引で網膜が眼底より剥離する牽引性網膜剥

離であった．しかし，近年の硝子体手術は，

後部硝子体剥離作成，内境界膜剥離，黄斑下

手術といった手技面と，眼内光凝固，液空気

置換装置，眼内内視鏡といった手術器機の進

歩により，手術予後は飛躍的に向上した．こ

れに伴い，手術目的が失明阻止からよりよい

視機能の温存へと変化してきており，手術の

適応にも大きな変遷が認められる9）．

3）近未来の糖尿病網膜症治療

ここ数年の分子生物学など基礎領域の進歩

に伴って，糖尿病網膜症の基礎研究の分野で

も著しい進歩がみられ，糖尿病による網膜血

管血流異常や血管内皮成長因子（VEGF）等の

サイトカインが関与して，糖尿病網膜症が発

症，進展することが明らかにされた．これら

の研究成果をもとに，いくつかの糖尿病網膜

症に対する薬剤が開発され，近い将来に糖尿

病網膜症に対する薬剤が登場することが期待

される．

硝子体手術の目覚ましい発展に伴い，網膜

への遺伝子導入の補助手段となり，眼科領域

においても遺伝子治療が応用されるものと思

われる10）．硝子体は，膠原線維で作られる立

体的な枠の中にヒアルロン酸が充満しゲルを

形成している．このことから，ヒアロニダー

ゼやコラゲナーゼといった種々の酵素や薬剤

を使用して，硝子体の構築・組成を変化させ

る手技も研究されている．

この分野では，著しい進歩がみられ，今後

さらなる発展が期待される．
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