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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸に直交して延びる方向に相互に対して移動可能な、少なくとも二つの光学素子（１
、２）からなる可変光学能の人工眼内レンズであって、前記光学素子（１、２）が、組み
合わせで、異なる相対位置で異なる光学能を示すような形状を持ち、
　前記光学素子（１、２）が、各々弾性ハプテイック（５、６）と非弾性ハプテイック（
７、８）とに結合され、一方の光学素子（１または２）の弾性ハプテイック（５または６
）が、結合アンカ（９または１０）を介して他方の光学素子（２または１）の非弾性ハプ
テイック（８または７）に結合されていることを特徴とする、人工眼内レンズ。
【請求項２】
　前記弾性ハプテイック（５、６）および非弾性ハプテイック（７、８）が、前記光学素
子（１、２）の相反する側に結合されていることを特徴とする、請求項１に記載の人工眼
内レンズ。
【請求項３】
　前記光学素子（１、２）の少なくとも一つが、少なくとも一つのサドル形状の面を持つ
ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の人工眼内レンズ。
【請求項４】
　前記結合アンカ（９、１０）が、眼の水晶体嚢の一部に結合するように適応しているこ
とを特徴とする、請求項１－３のいずれか１項に記載の人工眼内レンズ。
【請求項５】
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　前記光学素子（１、２）の少なくとも一つが、光回折構造を持つ面を有していることを
特徴とする、請求項１－４のいずれか１項に記載の人工眼内レンズ。
【請求項６】
　前記光学素子（１、２）の少なくとも一つが、GRINタイプの光学的構造からなること特
徴とする、請求項１－５のいずれか１項に記載の人工眼内レンズ。
【請求項７】
　前記光学素子（１、２）が、相互に対する相対回転により、それらの組み合わせ光学能
が変化するように適応していることを特徴とする、請求項１－６のいずれか１項に記載の
人工眼内レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼内レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　そのようなレンズは、一般に既知である。人工眼内レンズは、とりわけ、白内障を治療
するために、眼が白内障により不透明になった生来のレンズを置換するために使用される
。これらの眼内レンズは固定光学能を持つ。眼内レンズの光学能は、眼の光学特性の変化
、例えば老化による変化から、最適以下になることがある。この場合、光学能を、眼鏡に
よって、あるいは新しい眼内レンズによる眼内レンズの外科的置換によって矯正しなけれ
ばならない。
【０００３】
　また、固定光学能であるため、眼の生来の遠近調節機能は失われる。結果として、眼内
レンズを移植した人は、遠近調節を支援する眼鏡に頼らなければならない。
【０００４】
　これらの欠点を回避するために、遠近調節を支援し、しかも調節が可能な眼内レンズの
必要性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この目的は、レンズを、光軸に対して垂直に延びる方向に相互に移動可能な少なくとも
二つの光学素子から構成することによって達成できる。この場合、光学素子は、組み合わ
せで、異なる相対位置において異なる光学能を示すような形状を持つ。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これは、結果として低重量を持つ構造となるため、可調光学能の眼内レンズとして適用
できる。
【０００７】
　ＵＳ－Ａ－３３０５２９４を参照すれば、眼鏡に関してではあるが、そのようなレンズ
の可変光学能の原理を知ることができる。この文書は、参照によってこの説明文に含まれ
るものとする。また、ＵＳ－Ａ－３５８３７９０を参照すれば、さらに光学効果の説明を
得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　第一の好適実施例によれば、レンズは、位置決め手段、眼内の複数の光学素子、そして
駆動手段からなり、この駆動手段は、ユーザの操作により、光学素子の少なくとも一方を
、他方の光学素子に対して移動させることが可能である。この実施例は、遠近調節機能を
矯正するために使用することができる。
【０００９】
　もう一つの実施例は、駆動手段が眼の毛様体筋に結合できるように適応しているという
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特徴を提供する。更なる関与なしで、この光学系は、現在の眼が持つ、生来の遠近調節機
能によって駆動することが可能である。
【００１０】
　さらにもう一つの実施例は、光学素子が、光学素子の静止位置を調節するための調節手
段からなるという特徴を提供する。このデザインは、眼の光学特性の変化に合わせて、レ
ンズの光学能を調節および／あるいは再調整するために適用することができる。
【００１１】
　他の興味深い実施例は、他のサブ請求項から具現できる。
【００１２】
　最初に、これらの発明の基礎となる原理を説明する。図１は、特定な光学面３、４を持
つ二つの光学素子１、２を示す。素子１、２は、側方へ移動可能であるため、光学素子１
、２が重なる中央の領域に、可変光学能を持つ一つのレンズを形成する。この原理の説明
は、ＵＳ－Ａ－３３０５２９４にある。
【００１３】
　このレンズ効果は、既知の原理であり、光学素子１、２の一方の面あるいは両面に設け
た「サドル形状の」面３、４によって達成できる。しかし、例えばＧＲＩＮ原理による回
折構造または格子を利用することによっても可能である。この場合、異なる屈折率を持つ
物質を含む平坦な光学素子を利用する。さて、光学素子１、２の相互移動を想定するが、
光学素子１、２の相対回転によって、そのレンズ効果を達成するように素子を設計するこ
ともできる。これらの素子は、光学素子１、２間の結合の有無に左右されることはない。
そのような二つの光学素子からなる可変レンズは、過去に時折、望遠鏡やカメラ・レンズ
として使用されている。二つの光学素子からなるそのようなレンズを、眼内レンズとして
用いることは、遠近調節眼内レンズとしての用途では、完全に新しいものである。
【００１４】
　レンズは、調節可能な、そして再調節可能な人工眼内レンズの機能、または調節可能な
、そして再調節可能な遠近調節人工眼内レンズの機能を果たすことができる。両用途は、
現在の眼内レンズに勝る有意な利点を提供する。
【００１５】
　眼内レンズの基本設計は、以下の内容を含む。二つの光学素子１、２は、相互の表面上
に、または相互間に空間を持たせて配置する。これらの光学素子は、光学素子を正しい立
体配置に維持するための弾性または非弾性のサポート構成要素、そして眼内に光学素子を
配置する構成要素からさらになる構造物の光学部品を構成する。この構造物は、さらに、
一端が光学素子に結合し、他端が光学構造を眼の部品に結合するクランプである、いわゆ
るハプティックを含み、そして用途に応じて、あるいは患者または眼の状態または必要に
応じて、あるいは白内障または老視の治療のための遠近調節眼内レンズ、または固定光学
能を持つ非遠近調節の屈折調節可能なレンズとしてのレンズの用途に応じて、例えば、眼
内クランプ、眼内リング、光学フィルタ、そして眼内エンベロープ等の追加構成要素を、
その構造の一部として含む。光学素子は、限定せずに、円形状、楕円形状、正方形状、長
方形状、あるいは前述の形状の組み合わせを持つ。そして個々の眼の必要、そして医学的
および光学的状態に応じて、両光学素子またはハプティック、クランプまたはサポート構
成要素上に、正方形状または円形状、あるいはそれらの組み合わせからなる形状の端部を
持つ。この場合、レンズは、請求項１による二つの光学素子からなり、光学素子間の結合
の有無にかかわらず、限定せずに、固定結合、移動を可能にする結合、弾性結合、ヒンジ
、あるいは自由に移動可能な結合を含む。そして、光学素子、あるいはハプティックまた
は他の、光学系の構成要素は、形状、相対位置または弾性特性、あるいは他の特性を、限
定せずに、光、レーザ光線、超音波エネルギ、機械的エネルギおよび磁気エネルギによっ
て、あるいは機械的な外科的干渉によって、眼内レンズの埋め込み後（「術後」）、光学
素子を新しい静止状態に合わせるために変化させることができるため、結果として調節可
能な眼内レンズになる。調節可能な眼内レンズは、患者および外科医に有意な利点を持つ
が、まだ市場に出てはいない。
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【００１６】
　この特許で説明する眼内レンズは、現在の眼内レンズと、以下の多数の利点を共有する
。例えば、種々のアクリル樹脂およびシリコーン等の標準公認眼内レンズ材料から、標準
手順で製造することができる。また、標準の白内障、老視または屈折矯正手術中に、眼内
に微小切開を行って埋め込むために、圧延あるいは折り重ねが可能である。そして白内障
混濁形成後（「ＰＣＯ」）の危険性が増加する原因を与えない。また、色修正および／あ
るいはＵＶ保護のために色フィルタを適合することができる。
【００１７】
　この特許で説明する眼内レンズは、また、どちらも調節可能または再調節可能なレンズ
・タイプである（白内障および老視の患者に対して）遠近調節するタイプの、または固定
光学能を持ち（屈折用途に対して）調節可能なタイプの、他のすべての眼内レンズとは実
質的に対照的なものである。－１０よりも低いディオプターから＋１０を超えるディオプ
ターまでの調節性能を、あるいはこれらの範囲の一部を手術前に選択して、レンズの固定
能に追加することができる。（例えば、典型的な眼内レンズは、眼の焦点を遠距離に合わ
せるために、＋２０から＋３０ディオプターの範囲内に固定標準能を持つ。特定な眼の必
要に応じて、手術前に詳細を決定する。この基礎光学能に、例えば読書のために、調節性
能において＋３から＋５のディオプターを加えて焦点を近距離にする。）眼内レンズは、
手術前に（眼内レンズの製造中、または眼に埋め込む直前に外で）調節可能であり、そし
て手術後に（埋め込み後、例えば、埋め込み直後、埋め込み短時間後、または埋め込み長
時間後、眼内で）、光学能を増加させる（ディオプターを加算する）こと、または光学能
を減少させる（ディオプターを減算する）ことによって、あるいは（屈折眼内レンズに対
して遠距離に焦点を合わせるために）光学素子を新しい固定静止状態へ、または（遠近調
節眼内レンズに対して遠距離に焦点を合わせるために）新しい静止状態へ移動させること
による調節域のシフトによって再調節可能である。
【００１８】
　上記に概説した利点は、遠近調節を回復させる、また、眼内レンズの静止状態を調節す
る機会を提供することで白内障患者だけでなく、屈折誤差があるためにレンズが十分に矯
正できず置換の必要がある患者にも重要である。この特許で説明する眼内レンズは、特に
、適当な遠近調節眼内レンズを現在全く利用することができない老視患者に対する新しい
用途を起こすため、眼内レンズの市場全体を増大させることが予想される。
【００１９】
　この特許で説明する新しい遠近調節眼内レンズは、眼内の毛様体筋が水晶体嚢（capsul
ar　bag）の径を変化させるため、光学素子がもう一つの相対位置へ移動し、遠近調節眼
内レンズの光学素子の相対位置が変化する。したがって遠近調節を回復させる。また、こ
の結果は、水晶体嚢の生来の弾力、そして眼内レンズとハプティックとの固定弾性結合に
よる影響を受ける。レンズは、個々の眼に対して光学能を矯正するよう、毛様体筋の収縮
から、二つの光学素子が重なり合う領域内に所望の光学能のレンズが生じるようにデザイ
ンされている。
【００２０】
　加えて、埋め込み前あるいは後に、角膜を通して、または強膜を通して眼の外から適用
する光、レーザ光線、超音波または磁気エネルギ等のエネルギによって（そして眼内レン
ズのハプティックまたは他の構成要素内に含む、例えばマイクロ・マグネットで）、ある
いは眼の外からの機械的な操作によって、あるいは眼の内側での機械的な操作によって、
光学素子またはハプティック、あるいはハプティックの一部、あるいは他のサポート構成
要素を、形状またはサイズにおいて変化させることができる。
【００２１】
　図２ａおよび２ｂは、各々が弾性ハプティック５、６、そして非弾性ハプティック７、
８を持つ二つの光学素子１、２を含む光学系を示す。一方の素子１、２の弾性ハプティッ
ク５、６は、アンカ９、１０を介して、他方の素子２、１の非弾性ハプティック７、８に
結合されている。この結合アンカ９、１０は、光学系を、眼の水晶体嚢の一部に直接結合
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する、あるいはサポート構成要素に結合し、サポート構成要素が眼の水晶体嚢の一部に順
に結合する。ハプティック５から８、結合アンカ９、１０または、光学系の他の部品は、
調節可能および／あるいは再調節可能であってもよい。
【００２２】
　図３は、遠近調節レンズの第二の実施例を表す。この光学系は、二つの光学素子１、２
からなり、これらの素子は、一枚の弾性膜、複数の膜、または複数の単一結合から形成し
た弾性結合１１、１２によって結合されている。両素子は、両側に、水晶体嚢に光学系を
結合する非弾性ハプティック７、８を持つ。ハプティック７、８、１１、１２、結合アン
カ９、１０、または光学系の他の部品は、調節可能および／あるいは再調節可能である。
第二の実施例の光学系における屈折レンズは、弾性結合によって結合可能な二つの光学素
子からなり、各々が、片側に、一つ以上の長い非弾性ハプティックを持つ。
【００２３】
　図４は、遠近調節レンズの第三の実施例を示す。この図に表す光学系は、各々が非弾性
ハプティック７、８を持つ二つの光学素子１、２からなる。光学素子１、２の両方は、中
央の領域に沿う縁に、短く小さな、または広いクランプ１３、１４を持ち、これによって
、縁で、互いに他方の素子１、２と抱き合うことが可能である。あるいは光学素子１、２
の一方だけが両玄にクランプを持ち、他方の光学素子１、２を受け入れる。クランプ１３
、１４には、調節および逆調節プロセス中の光学素子１、２の滑り運動を妨げることがな
いよう、十分な空間が残っている。ハプティック７、８は、光学素子１、２を、眼の水晶
体嚢の一部に直接的に結合する、またはサポート構成要素９、１０に結合し、そのサポー
ト構成要素が眼の水晶体嚢に結合する。ハプティック７、８、結合アンカ９、１０、また
は光学系の他の部品は、調節可能および／あるいは再調節可能である。両光学素子は、中
央の領域に沿う縁に、短く小さな、または広いクランプを持ち、これによって素子が互い
に組み合う、あるいは光学素子の一方が両縁にクランプを持ち、他方の素子を受け入れる
。この場合、クランプには、特定な力が適用されない限り光学素子の自由な滑り運動を不
可能にするのに適当な空間が残っている。ハプティック、結合、または光学系の他の部品
は、調節可能および／あるいは再調節可能である。
【００２４】
　図５ａは、本発明による第四の実施例を表す。この実施例は、各々が非弾性ハプティッ
ク７、８を持つ二つの光学素子１、２からなる。第一の光学素子１には、２本の、ほぼキ
ノコ状のピン１５、１６が結合されており、これらのピンが、他方の光学素子２に設けた
溝１７内を滑るように適応している。　図５ｂは、このことを明確に示している。溝１７
とピン１５、１６との寸法設計は、調節および逆調節のプロセス中の、光学素子１、２の
相互相対滑り運動が妨げられないようにしている。代わりに、両光学素子に溝およびキノ
コ形状ピンを設けてもよい。そうすれば、対称形状の構造にすることができる。ハプティ
ック７、８、９、１０は、光学素子１、２を、眼の水晶体嚢の一部に直接的に結合する。
またはサポート構成要素に結合し、サポート構成要素を眼の水晶体嚢に結合する。光学素
子は、各々が、中央の領域に沿う縁の、一方の縁にピンを持ち、そして他方の縁に溝を持
ち、溝内へのピン結合を達成している。あるいは両素子は、光学素子を結合する複数のピ
ン溝構造を持つ。この場合の結合は、特定な力が適用されない限り光学素子が自由に移動
しないよう、空間が十分でない。ハプティックは、光学系を眼に取り付ける。ハプティッ
ク、光学素子の結合部またはその一部は、調節可能および／あるいは再調節可能である。
【００２５】
　図６は、遠近調節レンズの第五の実施例を図解する。この光学系は、弾性結合によって
結合可能な、二つの光学素子１、２を持つ。各々は、一方に、一つ以上の長い非弾性ハプ
ティック７、８と、他方に、開または閉リングあるいはクランプ２１、２２を持つ一つ以
上の短い非弾性ハプティック１９、２０を持つ。この開または閉リングあるいはクランプ
は、一方の素子の短いハプティック１９、２０を他方の素子の長いハプティック７、８に
結合する。この構成は、結合点に、調節および逆調節プロセス中における自由運動のため
の、十分な空間を設ける。長い非弾性ハプティック７、８は、光学系を、水晶体嚢に結合
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する、あるいはサポート構成要素またはアンカ９、１０に結合し、それを介して光学系が
水晶体嚢に結合される。ハプティック、結合部、または光学系の一部は、調節可能および
／あるいは再調節可能である。
【００２６】
　図７ａおよび７ｂは、遠近調節レンズの第六の実施例を概略的に表す。この実施例は、
各々が一方に短い弾性ストラップ２３、２４、そして他方に長い弾性ストラップ２５、２
６を持つ、二つの光学素子１、２からなる。短い弾性ストラップ２３、２４は、長いスト
ラップ形状のハプティック２５、２６を受け入れている。そして、これらハプティックは
、光学系を、水晶体嚢に結合する、あるいはサポート構成要素に結合し、それを介して光
学系が水晶体嚢に結合される。ハプティック、結合部または光学系の一部は、調節可能お
よび／あるいは再調節可能である。
【００２７】
　屈折レンズの第一のデザインによる光学系は、両側で結合する二つの光学素子を持ち、
相反する側に、眼の一部に光学系を結合するハプティックを持つ。ハプティック、結合部
、または光学系の一部は、調節可能および／あるいは再調節可能である。
【００２８】
　屈折力の調節可能なおよび／あるいは再調節可能なレンズは、異なるデザインを持つこ
ともできる。すなわち、遠近調節レンズのデザインに従うが、自由運動のための許容なし
で、屈折レンズ内における光学素子を、眼の生来の力によって移動させずに、外部の非自
然力によってのみ移動が可能なようにデザインする。
【００２９】
　次に、眼の働きと本発明の背景を説明する。人が物体を見るとき、物体は、眼に到達す
る光を反射する。角膜、液体で満ちた複数の眼房、そして眼のレンズを含む光学系を光が
通過した後、この光は網膜上に物体の鮮明な像を写す。接近した物体に対する眼の全光学
能は、少し離れた物体に比較して、より大きい必要がある。眼内のレンズは、この光学能
を変化させることが可能である。弾性を持つ生来のレンズは、水晶体嚢内に位置する。こ
の弾性水晶体嚢は、眼の毛様体筋の弛緩によって伸びることが可能であり、その結果は、
レンズが平らになり、眼は遠距離に焦点が合う。毛様体筋が収縮すると、水晶体嚢は弛緩
し、生来のレンズは、その生来の最も球面な形状を再び獲得する。このため、眼は近距離
に焦点が合う。このプロセスが、種々の距離で物体の鮮明な像が得られるよう、眼の焦点
が合う遠近調節である。
【００３０】
　患者が白内障を発病すると、生来のレンズは、硬く不透明になり、患者は失明する。白
内障は、生来のレンズを人工水晶体で置換する、日常的な手術で治療される。患者は視界
を回復するが、遠距離の鮮明な視界を得るための、近距離の鮮明な視界を得るための、あ
るいはそれら両方のための眼鏡が生涯必要である。現在の眼内レンズは、毛様体筋の収縮
および弛緩に適切に反応しない。すなわち、眼は、一つの距離にのみ焦点が合う、または
制限範囲でのみ焦点が合う。現在の白内障眼内レンズのほぼ全ては、固定焦点距離を持ち
、遠近調節を行わない。この特許で説明する眼内レンズは、白内障患者の不透明なレンズ
を、優れた光学的特性を持つ新しいクリアレンズで置換し、遠近調節をも回復させる。
【００３１】
　４５才以降のほとんど全ての人が、老視（「遠目を利かせて読むよう」）になる。生来
のレンズは、弾性が減少し、硬くなり、毛様体筋が収縮しても、その生来の最良の球面形
状を再生できない。老視者は、近くの物体に焦点を合わせるために、読書眼鏡が必要であ
る。その後、白内障が発病すると、視界はさらに悪化する。老視者は、高品質の遠近調節
眼内レンズから大いに支援を受けることができる。遠近調節眼内レンズは、読書眼鏡を不
必要にし、視界の全体的な品質を回復させ、そして白内障を防止する。この特許で説明す
る眼内レンズは、老視の低品質で硬化した生来のレンズを、遠近調節をも回復させる優良
な光学特性を持つクリアレンズで置換することを可能にする。
【００３２】
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　移植すべき人工水晶体の、所望基本光学能を眼科医が推定することは、しばしば困難で
ある。白内障の眼に関する測定の場合は、特にそうである。眼内レンズは、遠距離に焦点
が合う眼を得るディオプター値を持つことが望まれる。現在の全ての眼内レンズは、眼に
入れた後に調節することはできない。この特許で説明する眼内レンズは、光、レーザ光線
、超音波エネルギ、磁気的または機械的エネルギあるいは力を利用して、ハプティックあ
るいは他の構成要素を短くする、または長くすることで、光学素子を新しい静止状態へ移
動させることにより、手術後でも調節が可能である。
【００３３】
　眼の屈折の修正は、伝統的に眼鏡やコンタクトレンズによって達成していたが、最近は
、レーザーで角膜を再形成することによっても達成が可能である。しかし、角膜のすぐ後
の前眼房または後眼房内に、屈折眼内レンズ（また、「屈折レンズ」、「矯正眼内レンズ
」、「有水晶体レンズ」、「屈折有水晶体移植レンズ」または「クロー・レンズ」）を挿
入することもできる。この屈折レンズは、患者を眼鏡の必要から解放する。そして屈折眼
内レンズは、遠近調節機能を実行する生来のレンズと共に機能する。これらの屈折眼内レ
ンズは、現在、製造、市販され、日常的に前眼房内の、虹彩上に、虹彩の後に、または水
晶体嚢の前側近くに入れられる。しかし、これら屈折レンズの光学能は、埋め込み後、し
ばしば調節または再調整が必要である。または患者は引き続き眼鏡が必要である。二回目
の手術で、屈折レンズを取り去り、屈折眼内レンズの新しいセットで置換することが可能
である。調節可能な、および／あるいは再調整可能な眼内レンズは、まだ存在しない。こ
の特許で説明する新しいレンズは、基本ディオプター能または遠近調節範囲に関して、眼
内に移植後も調節可能および／あるいは再調節可能である。この調整は、レンズの光学素
子を、新しい静止状態へ移動させることによって行う。
【００３４】
　現時点では、遠近調節眼内レンズは開発中であり、新しい製品はほとんど市場に出てい
ない。そのようなものは、以下を含む。
【００３５】
　・単一の球面レンズと、光軸に沿う眼内レンズの前方移動において光軸に直角な毛様体
筋の力を中継するヒンジとを持つ第一世代の遠近調節眼内レンズ。
【００３６】
　・または、第一世代に類似した作用様式を持つが、典型的に水晶体嚢の後側近くに位置
する静的な負のレンズによって可動レンズの過剰に高いディオプター値を矯正する第二世
代の遠近調節眼内レンズ。これらは、現在、大部分が実験段階にある。
【００３７】
　・または、生来のレンズに類似するポリマーの柔らかいかたまり、または生来のレンズ
に類似する柔らかなポリマー封入体から形成したレンズを含む、いくつかの実験的な眼内
レンズ。
【００３８】
　・この特許で説明する種類の眼内レンズは、全く開発されていない。
【００３９】
　円柱形状誤差等の高次屈折誤差、そしてさらに高次の、非対称誤差は、多くの場合、本
特許で説明する眼内レンズを用いて矯正することができる。または追加眼内レンズによっ
て矯正することができる、あるいは他の光学素子に対して移動しない追加の、第三の光学
素子によって矯正することができる。遠近調節眼内レンズを用いれば、この第三の素子は
、包膜または眼内リングの一部になり得る。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】組み合わせで可変光学能のレンズを形成する、二つの光学素子からなるレンズの
基本原理を示す。
【図２ａ】第一の実施例による遠近調節レンズの概略側面図である。
【図２ｂ】図２ａに示す遠近調節レンズの概略平面図である。
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【図３】第二の実施例による遠近調節レンズの概略図である。
【図４】第三の実施例による遠近調節レンズの概略図である。
【図５ａ】第四の実施例による遠近調節レンズの概略図である。
【図５ｂ】図５ａに示す遠近調節レンズの横断面図である。
【図６】第五の実施例による遠近調節レンズの概略図である。
【図７ａ】第六の実施例による遠近調節レンズの概略図である。
【図７ｂ】図７ａに示す遠近調節レンズの断面図である。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７ａ】

【図７ｂ】



(10) JP 4486122 B2 2010.6.23

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100140800
            弁理士　保坂　丈世
(72)発明者  ロンバック、ミッチェル、クリスティアン
            オランダ、エヌエル－４８３６　ビーエー　ブレダ、オヴェラスヴェグ　９

    審査官  川島　徹

(56)参考文献  米国特許第０４９９４０８２（ＵＳ，Ａ）
              特開昭５８－００４５５６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６０－２３２１５０（ＪＰ，Ａ）
              特表２００２－５２９１４３（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０６６１６６９１（ＵＳ，Ｂ１）
              特表２００１－５１３３６０（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０３３０５２９４（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０５８２４０７４（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61F   2/16
              G02C   7/08


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

