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【緒言】 

網膜剥離は失明に至る可能性のある重大な疾患である。裂孔原性網膜剥離(RRD)は

その中でも最も一般的なタイプであり、主に硝子体牽引による網膜裂孔が原因で引き

起こされる。近年の外科的治療の進歩により RRD の治癒率は改善しているが、全て

の症例を完全に治癒することは困難である。重症の患者や発症後長期間放置していた

患者、適切な手術治療が受けられなかった患者は、増殖硝子体網膜症(PVR)に進行し

治療がより困難となってしまう。 

これまでに数々の研究によって PVR の臨床的、生物学的な原因が明らかにされて

きた。広範囲の網膜剥離や長期間放置された網膜剥離、硝子体出血の存在、大きな網

膜裂孔、眼内炎症の存在などは PVR の危険因子と報告されている。過去にいくつか

の生物学的要素が PVR の発症に関与しているとして報告されており、特に網膜色素

上皮(RPE)細胞はその鍵となる細胞と考えられている。増殖膜には RPE 細胞が線維芽

細胞様に変化したものが存在していることがわかっている。RRD 眼において RPE 細

胞は網膜裂孔から硝子体中に遊離、網膜上に付着し、上皮細胞から間葉系細胞へ変異

する。変異した RPE 細胞は遊走、増殖し線維芽細胞となる。この変異は上皮間葉転換

(EMT)と呼ばれている。 

microRNA は人体の遺伝子発現の約 90％を制御しており、多数の疾患に関連してい

ることが報告されているが、近年我々は hsa-miR-148a-3p が RRD 眼の硝子体液およ

び網膜下液に特異的に発現していることを発見した。さらに in vitro の実験において

hsa-miR-148a-3p は RPE 細胞の EMT を促進した。これらの結果は hsa-miR-148a-

3p が RPE 細胞の EMT を促進することで PVR を引き起こす可能性を示唆している

が、RRD における hsa-miR-148a-3p の発現量の増加が PVR の発症と臨床的にどう関

連しているかはわかっていない。 

本研究では、RRD 眼中の hsa-miR-148a-3p の発現量の増加が PVR の臨床的な危険

因子と関連があるか検討した。 

 

【対象および方法】 

 名古屋大学医学部附属病院で硝子体手術を行った RRD 患者 27 例 27 眼、PVR 患者

9 例 9 眼を対象とした。手術開始時に硝子体カッターで硝子体液を採取し、直ちに－

80℃で保存した。硝子体液中の hsa-miR-148a-3p の発現量を Real-Time 定量的 PCR

で測定した。RRD の範囲および網膜裂孔の面積を超広角眼底写真を用いて計測した。

RRD の範囲は、手術前の超広角眼底写真における視神経乳頭周囲の剥離範囲の角度と

して測定した(Figure 1a)。一方、網膜裂孔の面積の計測には手術後の超広角眼底写真

(Figure 1b)を用い、ImageJ によりピクセル数で計測した。複数の裂孔がある場合は

合計値を使用した。超広角眼底写真は周辺部ほど拡大率が上がっており、実際の大き

さとの乖離が生じるため、スケール付き模擬眼の超広角眼底写真を用いて場所ごとの

面積の拡大率を算出し、倍率の違いによって眼底像を 6 つの領域に分けた(Figure 1c)。

手術後の眼底写真とスケール付き模擬眼の眼底写真を合成し(Figure 1d)、A から F の
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領域ごとに面積の補正を行った合計値を網膜裂孔の面積とした。計算式は以下である。

(A の面積) + (B の面積)/1.2 + (C の面積)/1.3 +  (D の面積)/1.45 + (E の面積)/1.6 + (F

の面積)/2.0。 

 RRD 眼の hsa-miR-148a-3p の発現量に対する網膜裂孔の面積、網膜剥離の範囲、

発症から手術までの期間、硝子体出血の有無の関連について、重回帰分析を用いて評

価した。硝子体出血に関しては出血の有無で 2 群に分け、Mann–Whitney U test を

用いて再評価した。PVR 眼の hsa-miR-148a-3p の発現量と RRD 発症から手術までの

経過日数との関連についてスピアマンの順位相関係数を用いて評価した。 

 

【結果】 

RRD 患者の各データの平均±標準偏差は、年齢が 58.41±12.93 歳、RRD の発症か

ら手術までの期間が 12.07±15.36 日、網膜裂孔の面積が 37000±67100 ピクセル、網

膜剥離の範囲が 155.85±86.67 度、hsa-miR-148a-3p の発現量が 23.68±43.00 であ

った(Table 1)。硝子体出血は 5 例で存在していた。 

重回帰分析(Table 2)において、網膜裂孔の面積(β = 0.699, P < 0.001)と RRD の発

症から手術までの期間(β = 0.358, P = 0.0056)は hsa-miR-148a-3p の発現量との有意

な相関を認めた。しかし、RD の範囲(β = 0.0024, P = 0.985)および硝子体出血の存在

(β = 0.110, P = 0.344)は hsa-miR-148a-3p の発現量との有意な相関は認めなかった。

網膜裂孔の面積が hsa-miR-148a-3p の発現量と最も強い相関があった(Figure 2a)。

また、2 群間比較でも硝子体出血の有無と hsa-miR-148a-3p の発現量に有意な相関は

認めなかった(P = 0.661, Figure 2d)。 

 PVR 患者 9 例の中で RRD 発症から 2 か月以内に手術を行った患者では、hsa-miR-

148a-3p の発現量と RRD 発症から手術までの期間に有意な相関があった(r = 1.00, P 

< 0.01, Figure 3)。一方で、RRD 発症から 2 か月以上経過した患者では hsa-miR-148a-

3p の発現量が極端に低かった(Figure 3)。 

 

【考察】 

hsa-miR-148a-3p は、細胞の状態に応じて複数の機能的役割を有することが報告さ

れており、眼科領域では RRD 眼の硝子体液や網膜下液に特異的に発現していること

や、RPE 細胞の EMT を促進することがわかっている。また、既報にて RRD 眼にお

ける PVR の危険因子として網膜剥離範囲の広いものや裂孔が大きいもの、長期間放

置されているもの、硝子体出血があるもの、眼内炎症のあるものなどが報告されてい

るが、本研究では裂孔の面積と発症から手術までの経過期間が hsa-miR-148a-3p の発

現量と有意な相関を認めた。RPE 細胞の EMT が PVR 発症に関連しているという背

景に基づくと、これらの知見が hsa-miR-148a-3p の発現量増加と PVR 発症との関連

を示唆しているものと考えられる。 

 

【結語】 
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RRD 眼中の hsa-miR-148a-3p の発現量は網膜裂孔の面積および発症から手術まで

の経過期間と有意な相関があった。 
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