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最新レーザーの特徴と使い方
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テーラーメイド医療

はじめに

生体の営みにとって「光」は欠かせないものであり、
地球上のありとあらゆる生物は光合成に代表される多様
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バイオ・医療応用の流れ

表1

波長帯ごとの応用例

1960 年 Maiman らによって最初のレーザー発振が実証
されたが、そのわずか一年後、レーザーの出現を待ち望
んでいたかのように網膜剥離治療にレーザーが適用され
ている。以来、レーザー技術の進歩とともに、バイオ・
医療分野は成長を遂げている。当初の単なる熱エネルギ
ー源としての利用から、患者の負担を低減する選択的な
治療、マイクロサージェリーに代表される微細治療等、
従来の手技では成し得なかったより高度な治療が可能と
なった。さらには、レーザー顕微鏡や蛍光イメージング
等の可視化技術、質量分析技術によって生体機能の全容
が明らかになりつつあり、従来の病気ごとに治療を行う
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レディーメイド医療から、患者個々の遺伝子情報にあわ
せたテーラーメイド医療へと大きな変革が起きようとし

て解説する。第 2 章では、ナノテクノロジー技術との融

ている（図 1）。

合により爆発的な進展を見せているバイオ応用のうち、

表 1 にレーザーの波長ごとの代表的なアプリケーショ

生体細胞内の微小物質の可視化や制御、ポストゲノム技

ンを記す。本稿は、このなかで脚光を浴びている技術を

術として注目される糖鎖構造解析について取り上げる。

いくつか取り上げ、そのなかでのレーザーの役割につい

第 3 章では、レーザーの適用によって患者への負担軽減
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や、治療の高度化が進む医療応用について解説する。

2
2.1

照射前

照射後

照射

赤色に変化し、
神経経路が
確認できる

バイオ応用

概論

最近、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、フォ

図 2 kaede による神経回路網の解明

トニクスという 3 つの分野の融合技術（ナノバイオフォ
トニクス）により、分子レベルの計測、制御が可能とな

合う神経のイメージングを提案している。神経細胞に

り、生体機能の解明が急速に進んでいる。その代表的な

kaede を発現させ、その一部に UV レーザーを照射した

ものにゲノム解析があるが、2000 年のヒトゲノムシーケ

ところ、色の変化が細胞全体に広がり、神経経路のつな

ンスの決定により、再生医療、ゲノム創薬等のテーラー

がりが確認された（図 2）。

メイド医療実現の足がかりが築かれている。本章におい
ては、ナノバイオフォトニクス分野のトピックスとして、

2.3

レーザーピンセット

生体細胞内のタンパク質の振る舞いを可視化する蛍光バ

生態組織内の µm オーダーの微粒子を生きたままに捕

イオイメージング、微小粒子を取り扱う上で重要な要素

獲・移送するマニピュレーション技術は、バイオテクノ

技術となるレーザーピンセット、ポストゲノム技術とし

ロジー分野において重要な要素技術であると考えられて

て注目される糖鎖構造解析について取り上げる。

いる。レーザーピンセットは、光の持つ粒子性を応用し

2.2

蛍光バイオイメージング

たもので、光子が衝突する際の圧力（Photon pressure）
により運動エネルギーを与え、捕獲・移送する。レーザ

生体機能解明のためには、情報伝達因子であるタンパ

ーピンセットとレーザー切除技術との組み合わせで、細

ク質の振る舞いをリアルタイムに観測するための可視化

胞内に存在する細胞核等の小器官を取り出す、言わば細

技術の確立が重要となる。蛍光バイオイメージングは観

胞内手術を非接触に行うことができる。

察したい分子に蛍光標識を付け、その分布や動きを可視

大阪大学の松永らは、雌雄異株植物の性決定機構の解

化する技術である。古くから紫外光の吸収により緑色の

明のため、性染色体の解析を行っている。その一環とし

蛍光を発する GFP ： Green Fluorescent Protein が用いられ

て、花粉粒より花粉一個を取り出す技術を確立した 3）。

てきたが、1992 年に GFP の遺伝子配列が明らかにされ、

ナデシコの一種であるヒロハノマンテマの花粉粒の細胞

観察したいタンパク質の遺伝子内に GFP の遺伝子を組み

壁を UV レーザーで壊し、レーザーピンセットによって

込むことで、蛍光を発する融合タンパク質へと自在に変

花粉一個を単離することに成功した（図 3）。また、レ

える技術が確立され、GFP 遺伝子を用いた蛍光バイオイ

ーザーマイクロダイセクションによる Y 染色体の切り出

メージングが一気に普及した 1）。
理化学研究所の宮脇らは、紫外光の照射によって蛍光
波長が緑から赤へと変化する蛍光タンパク質を見いだ
し、その色の変化から「kaede（カエデ）」と名付けた 2）。
UVレーザによる
細胞壁の除去

kaede の遺伝子をクローンニングし、GFP と同様に観察
したいタンパク質をマーキングする技術を開発した。さ

花粉細胞

らに、kaede を発現する細胞の一部に UV レーザーを照

取り出された
花粉細胞

射するだけで、色の変化が細胞全体へと広がることを見
出した。これらの効果を応用し、三次元的に複雑に絡み
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図 3 花粉粒から花粉細胞の取り出し
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Ionization（マトリックス支援レーザー脱離イオン化法）
と呼ばれるソフトイオン化手法（図 5）を用いる。この
手法の発明によりタンパク質のような巨大分子でも分子
構造を維持したままイオン化できるようになり、質量分
析の分野にブレイクスルーをもたらした。この業績によ
り、島津製作所の田中氏がノーベル化学賞を受賞したこ
とは記憶に新しい。イオン化用光源には一般的に窒素レ
ーザーなどの紫外レーザーが用いられる。
糖タンパク質の解析においては糖鎖−タンパク質間の
図 4 マイクロダイゼーションによる Y 染色体の抽出

結合エネルギーが非常に弱く、光子エネルギーの大きい
紫外レーザーでは余剰エネルギーで壊してしまう問題が

4）

しについて報告している 。UV レーザーにより Y 染色

あった。糖鎖構造解析用光源として、より光子エネルギ

体以外の領域を昇華することで、Y 染色体を単離するこ

ーの低い中赤外域での波長可変光源（2.6 - 4.0 µm）を開

とに成功した（図 4）。

発した（図 6）。同装置は LD 励起 Nd ： YAG レーザーと

2.4. 糖鎖構造解析
細胞は、酵素、ホルモン、情報伝達因子等、様々なタ
ンパク質をつくり、それらが機能を発揮することで生命
活動を維持している。ヒトゲノム解析が完了した今、そ

QPM 素子による波長変換で、小型、完全空冷、高効率
を実現している。この光源を用い、赤外光を使った超ソ
フトなイオン化手法： IR-MALDI の開発を生命科学情報
研究センターと共同で進めている。
前記の手法でイオン化したサンプルを TOFMS: Time

の遺伝子情報によって生成されるタンパク質の機能解明
（プロテオミクス）へと研究フェーズがシフトしている。
一方で、生体内においてタンパク質の約半数が、「糖鎖」
の修飾を受けて初めて本来の機能を発揮することが明ら
かになりつつある。また、先天性筋ジストロフィーが糖
鎖異常によって引き起こされる等、糖鎖と病態との関連
についても次第に明らかになってきている。糖鎖研究は、
ポストゲノム時代において最も重要な課題の一つと位置
づけられており、糖鎖構造の解明によりゲノム創薬や再

図 5 MALDI 概念図

生医療等、テーラーメイド医療の進展が期待される。糖
鎖構造は複雑かつ多様で、高精度かつハイスループット
な解析装置の開発が急務であり、現在 NEDO プロジェク
トとして「糖鎖エンジニアリングプロジェクト」が産業
技術総合研究所を中心に進められている。サイバーレー
ザー社は、糖タンパクを質量分析のアプローチで解析す
る研究グループに所属し、質量分析装置用レーザー光源
の開発をミッションに同プロジェクトに参画している。
質量分析を行うにあたり、測定対象の構造を保存した
ままイオン化する必要があるが、糖タンパクの解析にお
いては、MALDI ： Matrix Assisted Laser Disorption
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図6

IR-MALDI 用光源
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表 2 作用ごとの医療応用例
主な応用
重視される性能 適用されるレーザー
I 熱による作用
レ ー ザ ー メ ス 波長（吸収特性） CO2レーザー
光エネルギーの吸収 （切除、止血） 高平均出力
Greenレーザー
中赤外レーザー
による効果
光凝固（眼底
治療、止血）

図 7 MALDI-TOFMS 装置外観（AXIMA-QIT ：写真提供 島津製作所）

II 圧力による作用
フォトンプレッシャー、
optical breakdownによ
る衝撃波

色素の除去（あ 高ピークパワー Nd:YAGパルス
高エネルギー レーザー
ざ、刺青）
後発白内障治療 波長（吸収特性） ルビーレーザー
虫歯治療

III 光化学反応
特定色素への選択的
吸収によって起こる
反応
VI 電磁波作用
電磁場生成によって
起こる分子結合の破壊
（photo-ablation）、
イオン化

PDT
蛍光観察

波長（吸収特性） エキシマdyeレーザー
半導体レーザー

屈折矯正
表層病変除去

高光子エネルギー エキシマレーザー
超高ピークパワー UV固体レーザー
（多光子吸収） 超短パルスレーザー

医療応用はある意味、ヒト生体組織の光エネルギーを
用いたレーザー加工であるといえる。レーザーという取り
図 8 FTMS 装置外観（FT-+MS ：写真提供 BRUKER Daltonics 社）

扱いに注意を要し、決して安価ではないツールを用いる場
合、①従来技術と比較して明確な技術的ブレイクスルーが

of Flight Mass Spectroscopy（飛行時間型質量分析装置）

起こること、②加工対象が高価、高付加価値であることが

や、FTICRMS ： Fourier transform ion cyclotron resonance

求められる。メス等を用いた手技と比較して、非接触か

mass spectrometry（フーリエ変換イオンサイクロトロン

つ微細な加工により患者への負担を最小限に抑えた治療

共鳴質量分析装置）を用いて質量分析を行う。TOFMS

が行えること、従来の手法では困難であった部位の治療

はイオンを電場で加速し、一定距離飛行させたときの到

が行えること、かつ、ヒト組織が現存する最も高級な加

5）

達時間から解析する方式 で、高感度に測定可能なこと、

工対象であることを考えると医療分野への適用は理にか

構造が単純で安価であること、測定材料の範囲が非常に

なっているといえる。レーザーの医療応用を考慮した生

広いことを特徴とする（図 7 ：島津製作所製 AXIMA-

体組織への作用を考えると、以下の４つに大別できる。

QIT）。FTICRMS はイオンを強磁場内にトラップし、磁

表 2 にそれぞれの作用に対応するアプリケーションと、

場内でのサイクロトロン運動の周期で解析する方式

6）

で、質量分析法の中で最も高い分解能、測定確度を持つ
こと、超微量なサンプルでも測定可能であることを特徴
とする（図 8 ： Bruker 社製 APEX II）。

重視される性能、レーザー装置をまとめる。

3.2. レーザーメス
メスとしての応用は古くからあり、Nd ： YAG レーザ
ーや、CO2 レーザーを用いて、切開と同時に止血を行う

3

医療応用

非観血的な手技を可能としている。これらは、照射部位
に光エネルギーが吸収されることで局所的な温度上昇を

3.1. 概論
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起こす、熱的作用を応用している。照射部位の温度上昇
は、次式で表される。
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サイバーレーザー社は、レーザーメス用光源として 2
（1）

波長同時照射中赤外ファイバーレーザーを提案た 7）（図
9）。生体組織の大部分を占める水の 2 つの吸収ピーク波

E ：レーザー光のエネルギー、σ ：吸収係数、R ：反射
2

率、πr ：照射面積、d ：組織の厚み、ρ ：組織の密度

長（図 10）を同時照射可能で、3 µm による精細な切開、
2 µm による効率的な止血効果を得ることができる。こ

（≒ 1 g/ cm3）、c ：組織の比熱（≒ 0.9 cal/g ℃）

れらの波長の有効性は以前より指摘されていたが、本方

（1）式のレーザーの出力や照射時間に依存される温度上

式の全ファイバー構成による飛躍的な発振効率の向上

昇レベルによって、以下の順序で効果が現れる。

（2 波長合計のスロープ効率 60 %）と、空冷、小型化の

Level 1

生理作用や細胞分裂等の促進

実現により、ようやく実用化の目処が立ったといえる。

Level 2

脱水と組織の萎縮

軟組織への照射実験において、鋭利かつ周辺組織への熱

Level 3

タンパク変性（凝固）

変性を最小限に抑えた切除の結果が得られている（図

Level 4

熱分解（炭化）

11）。また 3 µm 帯において世界最高レベルのパルスエネ

Level 5

組織の蒸発

ルギーを発生するレーザー光源を製品化している（表

熱的作用の応用の中で、ペインクリニック（疼痛緩和）

3 ： A-cure）。レーザーメスとしての機能はもちろんのこ

治療は Level 1、網膜光凝固は Level 3、レーザーメスは
Level 4 〜 5 等、目的の効果を得るための適切なパラメー
タを設定する必要がある。さらには、照射部位の効率的
な温度上昇や、周辺組織への侵襲を抑えるために、吸収
特性と一致した波長特性が求められる。

Fresnel refraction
4％@3&2 m

1.15 m Fiber raman laser
LD

3 m/ 2 m filter
Rear mirror
HR@3&2 m

Ho3+:ZBLAN
core diam.: 10 m
length: 1〜5 m

波長
パルスエネルギー
繰り返し周波数
平均出力
パルス幅
平均出力安定性
ファイバコア径
電源
消費電
サイズ
発振方式

5

104

Absorption(cm-1)

103

Melanin

102
Hemoglobin

101
10

軟組織の切除

表 3 サイバーレーザーの医療研究用商品群

図 9 2 波長同時発振中赤外ファイバーレーザー

10

図 11

Water

0

Protein
10-1
10-2
10-3
10-4
0.1

図 10

A-cuer（アキュア） C-cuer（シーキュア） Rouge（ルージュ）
2.8-3.0µm
550-680µm
659,669nm
50mJ
0.2mJ
40-100Hz
50-100Hz
CW
2W
20mW
100mW
100-500µs
10ns
±10％
±10％
±3％
700µm
50µm
100V
100V
100V
1500VA
1500VA
500VA
340×780×880 600×800×290 440×260×130
LD励起 Nd:YAG LD励起 Nd:YAG LD励起 Nd:YAG
-OPO
+THG+OPO

Scatter
1
Wavelength(µm)

10

装置外観

軟組織構成要素の吸収スペクトル
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と、パルスエネルギーが大きいことを活用し、照射範囲

眼は、角膜と水晶体で構成されるレンズで網膜上に結

を拡大することで広範囲に分布する病変を均一に取り除

像させる光学系であるといえるが、その結像位置のズレ

くことが可能である。

を角膜形状の加工によって補正する手法が屈折矯正手術
である。角膜というやわらかく透明な材料を精細（ミク

3.3. PDT

ロンオーダー）に加工するために、高い光子エネルギー

PDT: Photo Dynamic Therapy（光線力学療法）は、健

（紫外光）により原子間結合を切断し蒸散させるアブレ

常組織へのダメージを最小限に抑えたがん治療の手法

ーションを用いる。現在では LASIK と呼ばれる、マイ

で、東京医科大学の早田らと米国の Dougherty らの共同

クロケラトーム（小型、超精密なカンナ）により薄皮の

研究における 1980 年の早期肺がん患者への適用が臨床

フラップを形成し、角膜の下層にレーザーを照射する手

研究の始まりであった。PDT は、腫瘍に対し親和性の高

技（図 12）が主流となっている。従来の角膜上に直接

い光感受性物質を体内に投与し、腫瘍組織に集積させる。

照射する PRK と比べ、① Haze と呼ばれる角膜上皮が白

その物質が持つ吸収特性と一致した波長を照射して励起

濁する合併症が回避できる、②痛みが少ない、③術後の

し、発生する一重項酸素によって腫瘍組織を死滅させる。

視力回復が早い点に優れている。光源としては、ArF エ

既存の外科手術や投薬、放射線療法等と比べると、①周

キシマレーザー（193 nm）が主に用いられているが、固

辺組織への侵襲が少ない、②治療部位だけに集中的に照

体レーザーの長寿命、メンテナンスフリーの特徴を生か

射できる、③確実性・即効性があるうえ副作用が少ない、

した Nd ： YAG の 5 倍波（213 nm）を用いた製品も提案

といった利点がある。

されている。

従来、励起には CW（連続波）光源が用いられるが、

次世代の屈折矯正の技術として、超短パルスレーザー

東京医科大学の奥仲らは、パルス光源（ナノ秒オーダー）

の適用が提案されている。超高ピークパワー（>GW）

の適用により、治療効果を深部まで到達させる手法を提

を有する超短パルスレーザーにおいては、出力波長が近

8）

案している 。さらに高強度なパルス光を照射した場合、

赤外（＝ 1 光子あたりのエネルギーが小さい）状態であ

表層部に PDT の効果が現れず、深部のみ効果が現れるこ

っても、複数の光子が同時に吸収される多光子吸収によ

とが見出されている（現在のところプロセスは明らかに

り、紫外光と同等の高い光子エネルギーを得ることがで

なっていない）
。慶応大学の荒井らは、この手法を用い前

きる。本連載の第 8 回に透明材料の内部加工応用を紹介

立腺癌等の照射表面が健常組織で覆われた病変において、

したが、同じく透明材料である角膜においても内部加工

9）

健常組織を温存した深部治療の実現を目指している 。

が可能で、これを応用したレーザーケラトームが実用化

レーザーの照射方法だけでなく、PDT に適した光感受

されている。これにより、LASIK のすべての作業を非接

性物質の開発も重要な事項であり、現在様々な薬剤が提

触に行うことが可能となった。将来的には、超短パルス

案され、臨床試験が行われている。サイバーレーザー社

レーザーの集光位置を 3 次元スキャニングすることで、

では、PDT 研究用途向けにこれらの励起波長のほとんど

フラップを形成せずに内部加工のみで屈折矯正を行うこ

をカバーする波長可変光源を製品化している（表 3 ： ccure）。LD 励起 Nd ： YAG レーザーの 3 倍波（355 nm）
を励起源とした光パラメトリック発振により、550-680
nm の範囲で波長チューニングを可能としている。また、
装置組み込み用として、多くの薬剤に対応できる波長固
定（670 nm 帯）の小型レーザーを製品化している（表
3 ： rouge）。

3.4. 近視・遠視矯正
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とが可能となる。
もう一つ最近のトピックスとして、Wavefront LASIK
を紹介する。Wavefront analyzer により角膜と水晶体で構
成される網膜への結像光学系の収差を測定し、それにあ
わせて角膜に非球面レンズ加工を行い、収差を取り除く。
これまで矯正が困難であった極度の乱視についても治療
が可能となった。さらには、球面収差やコマ収差等、高
次の収差まで解析し、補正することで Super vision（視力
3.0 を超えることもある）が得られている。

4
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まとめ

一定水準以上の物理的な豊かさが得られた今日におい
ては、健康に対する比重が高まり、今後、医薬・医療産
業は更なる成長を遂げると考える。その基礎研究分野に
おいて、レーザーの果たすべき役割が大きいことは前述
の通りである。現状のレーザー技術はまだ発展途上にあ

■ Biomedical application of lasers

り、高機能化、低価格化、高信頼化が進めば、今以上に
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とより深く交流することで、新たなシーズを掘り起こす
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ことができると考える。サイバーレーザー社は、バイ
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オ・医療分野を事業の柱の一つとして定めており、今後
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も先進の光源の提供により、同分野の発展に貢献してい
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く所存である。
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