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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼内レンズが設置されるレンズ設置部が設けられた挿入器本体と、第１のネジ部が形成
されるとともに、前記挿入器本体の後端部に連結され、前記挿入器本体の軸方向に移動す
ることなく前記挿入器本体の軸回りに回転可能な回転部材と、を有する中空体と、
　使用前の初期状態から前記第１のネジ部と噛み合う第２のネジ部を有し、前記回転部材
を回転操作したときに、前記第１のネジ部と前記第２のネジ部との噛み合いによって前記
回転部材とは独立に前記挿入器本体の軸方向に移動することにより、前記眼内レンズを前
記中空体の先端から放出させる移動体と、
　を備えることを特徴とする眼内レンズ挿入器。
【請求項２】
　前記移動体は、前記使用前の初期状態で前記回転部材の後端部から突出することなく前
記中空体の内部に収容され、前記回転部材を回転操作したときに前記中空体の内部を移動
するものである
　ことを特徴とする請求項１に記載の眼内レンズ挿入器。
【請求項３】
　前記使用前の初期状態で前記回転部材の逆回転を阻止する逆回転阻止機構を有する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の眼内レンズ挿入器。
【請求項４】
　前記レンズ設置部に眼内レンズが設置されている
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　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の眼内レンズ挿入器。
【請求項５】
　前記挿入器本体の軸方向に移動可能に設けられ、前記挿入器本体の軸方向の一方に移動
させたときに前記眼内レンズに当接することにより、前記眼内レンズを所定の形状に変形
させるスライダと、
　前記挿入器本体の軸方向の一方に前記スライダを移動させたときに、前記スライダの逆
戻りを阻止する逆戻り阻止機構と、
　を備えることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の眼内レンズ挿入器。
【請求項６】
　請求項５に記載の眼内レンズ挿入器と、前記眼内レンズ挿入器を収容するケースと、を
備える眼内レンズ挿入装置であって、
　前記眼内レンズ挿入器を前記ケースに収容した状態で、前記ケースからの前記眼内レン
ズ挿入器の取り出しを阻止する取り出し阻止機構を備え、
　前記眼内レンズ挿入器を前記ケースに収容した状態で、前記挿入器本体の軸方向の一方
に前記スライダを移動させたときに、前記取り出し阻止機構による前記眼内レンズ挿入器
の取り出しの阻止状態が解除される構成になっている
　ことを特徴とする眼内レンズ挿入装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼内レンズを眼内に挿入するときに用いられる眼内レンズ挿入器とこれを備
える眼内レンズ挿入装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　白内障手術においては、超音波乳化術による混濁した水晶体の除去、および水晶体除去
後の眼内への埋植が広く行われている。そして、現在では、シリコーンエストラマーや軟
性アクリル等の軟質な材料からなる軟性の眼内レンズを、眼内レンズ挿入器を用いて眼内
に挿入することが行われている。この種の眼内レンズ挿入器としては、たとえば、特許文
献１、２に記載されたものが知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載の眼内レンズ挿入器では、スクリュー体の内周面にネジ部（雌ネジ）
を形成し、これに対応して挿入器本体の外周面にネジ部（雄ネジ）を形成している。挿入
器本体の先端部には挿入筒が設けられている。また、スクリュー体の内部にプランジャを
挿入し、このプランジャにロッドを連結している。そして、眼内レンズ挿入器を使用する
前の初期状態においては、スクリュー体のネジ部と挿入器本体のネジ部を噛み合わせずに
分離した状態に配置している。実際に眼内レンズ挿入器を使用するときは、スクリュー体
のネジ部と挿入器本体のネジ部とを噛み合わせるため、スクリュー体を挿入器本体側に押
し込む。次に、スクリュー体を回転させることにより、ネジ部同士の噛み合いによりスク
リュー体と一緒にプランジャを挿入器本体の軸方向に移動させる。このとき、プランジャ
と一緒に移動するロッドの先端を眼内レンズに接触させてそのまま眼内レンズを押し込む
ことにより、挿入筒の先端から眼内レンズを放出させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２５５０２９号公報
【特許文献２】特表２００７－５３３３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１に記載の眼内レンズ挿入器では、スクリュー体を挿入器本体
側に押し込んだときに、ネジ部同士がスムーズに噛み合わないことがあった。このため、
スクリュー体の回転を始めたときに、ネジ部同士の引っ掛かりが瞬間的に外れて振動や衝
撃が生じ、これが原因で眼内レンズの位置が正規の位置からずれてしまう可能性もあった
。また、スクリュー体を押し込んだときに、部材同士の衝突によって振動等が発生し、同
様の問題が生じる可能性もあった。
【０００６】
　眼内レンズ挿入器では、挿入器本体のレンズ設置部に設置された眼内レンズを、上述し
たロッドの先端で押し出すようにしている。このため、眼内レンズの位置が正規の位置か
らずれてしまうと、ロッドの先端で眼内レンズを押し出すときに、眼内レンズが適正に折
り畳まれなくなり詰まり等が発生しやすくなる。特に、挿入器本体のレンズ設置部に軟性
材料からなる眼内レンズを設置し、この眼内レンズを小さく折り畳むために所定の形状に
変形させてから、プランジャの移動によりロッドの先端で眼内レンズを押し出すタイプの
眼内レンズ挿入器では、眼内レンズの位置ずれが詰まり等の原因になりやすい。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の眼内レンズ挿入器でも、第１の動作部材に形成されたネジ部
と、第２の動作部材に形成されたネジ部とを、第１の動作部材の押し込みによって噛み合
わせる構成になっている。このため、上記同様の問題が生じるおそれがあった。
【０００８】
　本発明の主な目的は、眼内レンズ挿入器の使用に際して、従来よりも操作中に振動等が
発生しにくい眼内レンズ挿入器とこれを備える眼内レンズ挿入装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、
　眼内レンズが設置されるレンズ設置部が設けられた挿入器本体と、第１のネジ部が形成
されるとともに、前記挿入器本体の後端部に連結され、前記挿入器本体の軸方向に移動す
ることなく前記挿入器本体の軸回りに回転可能な回転部材と、を有する中空体と、
　使用前の初期状態から前記第１のネジ部と噛み合う第２のネジ部を有し、前記回転部材
を回転操作したときに、前記第１のネジ部と前記第２のネジ部との噛み合いによって前記
回転部材とは独立に前記挿入器本体の軸方向に移動することにより、前記眼内レンズを前
記中空体の先端から放出させる移動体と、
　を備えることを特徴とする眼内レンズ挿入器である。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、
　前記移動体は、前記使用前の初期状態で前記回転部材の後端部から突出することなく前
記中空体の内部に収容され、前記回転部材を回転操作したときに前記中空体の内部を移動
するものである
　ことを特徴とする上記第１の態様に記載の眼内レンズ挿入器である。
【００１１】
　本発明の第３の態様は、
　前記使用前の初期状態で前記回転部材の逆回転を阻止する逆回転阻止機構を有する
　ことを特徴とする上記第１または第２の態様に記載の眼内レンズ挿入器である。
【００１２】
　本発明の第４の態様は、
　前記レンズ設置部に眼内レンズが設置されている
　ことを特徴とする上記第１～第３の態様のいずれかに記載の眼内レンズ挿入器である。
【００１３】
　本発明の第５の態様は、
　前記挿入器本体の軸方向に移動可能に設けられ、前記挿入器本体の軸方向の一方に移動
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させたときに前記眼内レンズに当接することにより、前記眼内レンズを所定の形状に変形
させるスライダと、
　前記挿入器本体の軸方向の一方に前記スライダを移動させたときに、前記スライダの逆
戻りを阻止する逆戻り阻止機構と、
　を備えることを特徴とする上記第１～第４の態様のいずれかに記載の眼内レンズ挿入器
である。
【００１４】
　本発明の第６の態様は、
　上記第５の態様に記載の眼内レンズ挿入器と、前記眼内レンズ挿入器を収容するケース
と、を備える眼内レンズ挿入装置であって、
　前記眼内レンズ挿入器を前記ケースに収容した状態で、前記ケースからの前記眼内レン
ズ挿入器の取り出しを阻止する取り出し阻止機構を備え、
　前記眼内レンズ挿入器を前記ケースに収容した状態で、前記挿入器本体の軸方向の一方
に前記スライダを移動させたときに、前記取り出し阻止機構による前記眼内レンズ挿入器
の取り出しの阻止状態が解除される構成になっている
　ことを特徴とする眼内レンズ挿入装置である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、眼内レンズ挿入器の使用に際して、従来よりも操作中に振動等が発生
しにくくなる。このため、操作中の振動等に起因した眼内レンズの形状不良や詰まり等の
発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る眼内レンズ挿入装置の構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る眼内レンズ挿入装置の構成を示す分解斜視図である。
【図３】眼内レンズ挿入器の構成を示す斜視図である。
【図４】眼内レンズ挿入器の構成を示す断面図である。
【図５】挿入器本体の構成を示す斜視図である。
【図６】挿入器本体の先端部分を拡大した斜視図である。
【図７】眼内レンズ挿入器のレンズ設置部付近の断面図である。
【図８】スライダの構成を示す斜視図である。
【図９】スライダの構成を示す平面図である。
【図１０】挿入筒の構成を示す斜視図である。
【図１１】スクリュー体の構成を示す斜視図である。
【図１２】スクリュー体の構成を示す正面図である。
【図１３】プランジャの構成を示す斜視図である。
【図１４】ロッドの構成を示す斜視図である。
【図１５】フロントケース部の構成を示す斜視図である。
【図１６】フロントケース部の構成を示す平面図である。
【図１７】バックケース部の構成を示す斜視図である。
【図１８】バックケース部の構成を示す平面図である。
【図１９】ケースカバーの構成を示す斜視図である。
【図２０】組立用治具に挿入器本体をセットした状態を示す斜視図である。
【図２１】スクリュー体、プランジャおよびロッドからなる組立品を示す斜視図である。
【図２２】スライダを前方に移動させたときの眼内レンズの状態を示す図である。
【図２３】スライダを前方に移動させる前の各部の位置関係を示す断面図である。
【図２４】スライダを前方に移動させた後の各部の位置関係を示す断面図である。
【図２５】スクリュー体を初期状態から１回転させたときの各部の位置関係を示す断面図
である。
【図２６】スクリュー体を初期状態から２回転させたときの各部の位置関係を示す断面図
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である。
【図２７】スクリュー体を初期状態から３回転させたときの各部の位置関係を示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。
　本発明の実施の形態においては、次の順序で説明を行う。
　１．眼内レンズ挿入装置の構成
　２．眼内レンズ挿入器の構成
　３．眼内レンズ挿入装置の組立方法
　４．眼内レンズ挿入装置の使用方法
　５．実施の形態の効果
　６．変形例等
【００１８】
＜１．眼内レンズ挿入装置の構成＞
　図１は本発明の実施の形態に係る眼内レンズ挿入装置の構成を示す斜視図であり、図２
は本発明の実施の形態に係る眼内レンズ挿入装置の構成を示す分解斜視図である。
　眼内レンズ挿入装置１００は、大きくは、眼内レンズ挿入器１と、眼内レンズ挿入器１
を収容するケース２と、ケースカバー３とを備えた構成となっている。これらの構成部材
は、それぞれ合成樹脂で構成されるとともに、樹脂の一体成形により得られるものである
。ただし、各構成部材は、ケースカバー３を除いて適宜、複数の部品（樹脂の一体成形品
）を組み合わせて構成されている。このように眼内レンズ挿入装置１００全体を合成樹脂
で構成することにより、容易に大量生産が可能となる。このため、眼内レンズ挿入装置１
００をディスポーザブル（使い捨て）の製品として提供することができる。
【００１９】
　本実施の形態においては、各部の相対的な位置関係や動作の方向などを説明する場合に
、図１に示すように、Ｘ１方向を先端側（前方）、Ｘ２方向を後端側（後方）、Ｙ１方向
を左側（左方）、Ｙ２方向を右側（右方）、Ｚ１方向を上側（上方）、Ｚ２方向を下側（
下方）とする。このうち、Ｘ１方向およびＸ２方向は、眼内レンズ挿入装置１００の軸方
向に相当し、Ｙ１方向およびＹ２方向は、眼内レンズ挿入装置１００の幅方向に相当し、
Ｚ１方向およびＺ２方向は、眼内レンズ挿入装置１００の高さ方向に相当する。
【００２０】
　また、本実施の形態においては、眼内レンズ挿入装置１００が滅菌バッグに収容（密封
）されて供給されるものとする。そして、眼内レンズ挿入装置１００が滅菌バッグに収容
されている状態、あるいは、滅菌バッグから取り出しただけで何らの操作も行っていない
状態を、使用前の初期状態とする。図１は使用前の初期状態を示している。
【００２１】
＜２．眼内レンズ挿入器の構成＞
　図３は眼内レンズ挿入器の構成を示す斜視図であり、図４は眼内レンズ挿入器の構成を
示す断面図である。
　眼内レンズ挿入器１は、眼内レンズを眼内に挿入する手術で用いられるものである。本
実施の形態においては、眼内レンズの一例として、シリコーンエラストマーなどの軟性の
材料からなる眼内レンズ４（図６を参照）であって、光学的な機能を果たす円形の光学部
４ａと、この光学部４ａの外周部の２箇所から湾曲して外向きに延びる２つの支持部４ｂ
とを有する眼内レンズ４を取り扱うものとする。
【００２２】
　眼内レンズ挿入器１は、上記図２にも示すように、挿入器本体５と、スライダ６と、挿
入筒７と、回転部材としてのスクリュー体８と、プランジャ９と、ロッド１０とを備えた
構成となっている。スライダ６は、挿入器本体５に装着される。挿入器本体５、挿入筒７
およびスクリュー体８は、互いに連結されることによって中空体を構成する。また、プラ
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ンジャ９およびロッド１０は、互いに連結されることによって移動体を構成する。中空体
を構成するにあたって、挿入筒７は挿入器本体５の先端部に連結され、スクリュー体８は
挿入器本体５の後端部に連結される。また、移動体を構成するにあたって、ロッド１０は
プランジャ９の先端部に連結される。プランジャ９およびロッド１０からなる移動体は、
挿入器本体５、挿入筒７およびスクリュー体８からなる中空体の内部に収容される。以下
、さらに詳しく説明する。
【００２３】
　（挿入器本体）
　図５は挿入器本体の構成を示す斜視図である。
　挿入器本体５は、全体に円筒状に形成されている。挿入器本体５の先端部にはレンズ設
置部１１が設けられている。眼内レンズ４はこのレンズ設置部１１に設置される。レンズ
設置部１１は、挿入器本体５の下側の外周壁から前方に突き出すように形成されている。
また、挿入器本体５の先端側の外周部には、挿入筒連結部５ａが形成されている。
【００２４】
　挿入器本体５の両側部には、それぞれスリット１２と前段係止孔１３ａと後段係止孔１
３ｂが形成されている。スリット１２は挿入器本体５の先端側に形成されている。スリッ
ト１２は、挿入器本体５にスライダ６を装着する場合に、スライダ６を挿入器本体５の中
心軸方向に移動可能（スライド可能）に支持するものである。挿入器本体５の内周面には
、凹溝５ｂ（図４参照）が形成されている。凹溝５ｂは、挿入器本体５の軸方向と平行に
形成されている。凹溝５ｂは、レンズ設置部１１や挿入筒連結部５ａを除いて、挿入器本
体５の軸方向の全長にわたって細長く形成されている。また、上側の挿入筒連結部５ａの
内周面には、スライダ係合部５ｃが形成されている。スライダ係合部５ｃは、スライダ６
の移動を案内するもので、Ｕ字形に凹んで形成されている。
【００２５】
　前段係止孔１３ａと後段係止孔１３ｂは、挿入器本体５の後端側に形成されている。前
段係止孔１３ａは、眼内レンズ挿入器１を使用するにあたって、スライダ６を前方に移動
させた場合に、スライダ６の逆戻りを阻止する逆戻り阻止機構の一構成要素となる。逆戻
り阻止機構の他の構成要素については後述する。スライダ６の逆戻りとは、スライダ６を
前方に移動させた後に、スライダ６をそれまでと逆方向（後方）に移動させることをいう
。後段係止孔１３ｂは、前段係止孔１３ａよりも挿入器本体５の後端側に形成されている
。後段係止孔１３ｂは、挿入器本体５の軸方向でスライダ６を位置決めするものである。
挿入器本体５の後端部には、フランジ部１４と回転支持部１５が形成されている。回転支
持部１５は、フランジ部１４よりも後方に突出する状態で形成されている。回転支持部１
５は、リング状に突出した段付き構造の円筒形に形成されている。回転支持部１５の後端
は円形に開口している。
【００２６】
　レンズ設置部１１は、図６および図７に示すように、底面部１１ａと、レンズ受け部１
１ｂと、レンズガイド部１１ｃとを備えている。レンズ受け部１１ｂは、眼内レンズ４を
下方から受けて支持するものである。眼内レンズ挿入器１は、予め眼内レンズ４が挿入器
本体５に設置されるプリロードタイプになっている。その際、眼内レンズ４は、一方の支
持部４ｂを前方、他方の支持部４ｂを後方に配置した状態でレンズ設置部１１に設置され
る。
【００２７】
　底面部１１ａの幅方向の中央部は、少し凹んで形成されている。レンズ受け部１１ｂは
、レンズ設置部１１の左右両側に形成されている。レンズ受け部１１ｂは、底面部１１ａ
よりも一段高く形成されている。これは眼内レンズ４をレンズ受け部１１ｂに載せて支持
したときに、眼内レンズ４の光学部４ａを底面部１１ａに接触させずに、底面部１１ａか
ら浮いた状態に支持するためである。レンズガイド部１１ｃは、レンズ受け部１１ｂと同
様にレンズ設置部１１の左右両側に形成されている。レンズガイド部１１ｃは、レンズ受
け部１１ｂに支持された眼内レンズ４の光学部４ａを左右両側から挟むようにガイドする
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ものである。レンズガイド部１１ｃは、レンズ受け部１１ｂから垂直に起立した状態で形
成されている。左右のレンズガイド部１１ｃの上端部には、挿入器本体５の軸方向に隣接
して傾斜面１１ｄと規制部１１ｅが形成されている。傾斜面１１ｄは、レンズ設置部１１
に眼内レンズ４を受け入れやすいように外開き状に傾斜して形成されている。傾斜面１１
ｄは、挿入器本体５の軸方向において規制部１１ｅよりもレンズ設置部１１の先端側に形
成されている。規制部１１ｅは、レンズ設置部１１の幅方向の中心側に突出する状態で形
成されている。規制部１１ｅは、レンズ受け部１１ｂに支持された眼内レンズ４の上下方
向の可動範囲を制限するものである。
【００２８】
　（スライダ）
　図８はスライダの構成を示す斜視図であり、図９はスライダの構成を示す平面図である
。
　スライダ６は、先端部６ａと、左右一対の翼部６ｂと、左右一対の脚部６ｃとを備えた
構成となっている。先端部６ａは、スライダ６の先端部に配置されている。先端部６ａは
レンズ当接部６ｈを有している。レンズ当接部６ｈは、スライダ６の移動によって眼内レ
ンズ４を所定の形状に変形させる際に、眼内レンズ４に当接する部分となる。先端部６ａ
の上面には、ガイドリブ６ｄが形成されている。ガイドリブ６ｄは、先端部６ａの幅方向
の中央部に、スライダ６の長手方向と平行に形成されている。ガイドリブ６ｄは、挿入器
本体５のスライダ係合部５ｃに係合する部分となる。先端部６ａの先端にはレンズ押え部
６ｅが形成されている。レンズ押え部６ｅは先端部６ａから前方に延在している。レンズ
押え部６ｅは、使用前の初期状態からスライダ６を前方に移動（以下、「前進」ともいう
。）させたときに眼内レンズ４の光学部４ａの上方に配置される。先端部６ａの下面には
、ロッド１０の移動を案内する溝部（不図示）が形成されている。
【００２９】
　一対の翼部６ｂは、挿入器本体５の外壁部分よりも外側に配置される。一対の翼部６ｂ
は、眼内レンズ挿入器１を使用するにあたって、スライダ６を挿入器本体５の軸方向に移
動させる際に、使用者の指（通常は人差し指と親指）が当てられる部分となる。使用者と
は、手術を行なう眼科医などの術者や、術者を補助する看護師などをいう。各々の翼部６
ｂの外側の面には、滑り止めのための凹凸や、スライダ６の移動方向を示すマーク（本形
態例では三角形の矢印）が形成されている。また、各々の翼部６ｂの外側の面は、使用者
の指が引っかかりやすくなるように後端側から先端側に向かって湾曲し、この湾曲部分に
滑り止め用の凹凸が形成されている。翼部６ｂと脚部６ｃとは、肩部６ｆで連結されてい
る。肩部６ｆは、挿入器本体５のスリット１２に挿入（係合）される部分となる。肩部６
ｆは、スリット１２の幅に対応した厚みで板状に形成されている。翼部６ｂの内面と脚部
６ｃの外面との間には適度な隙間が形成されている。
【００３０】
　一対の脚部６ｃは、挿入器本体５の外壁の内面に沿うようにして、挿入器本体５の内部
に配置される。各々の脚部６ｃにはストッパー部６ｇが形成されている。ストッパー部６
ｇは、脚部６ｃの外面に突状に形成されている。ストッパー部６ｇは、上述した挿入器本
体５の前段係止孔１３ａおよび後段係止孔１３ｂに対応して形成されたものである。スト
ッパー部６ｇは、上述した逆戻り阻止機構の他の構成要素となる。
【００３１】
　（挿入筒）
　図１０は挿入筒の構成を示す斜視図である。
　挿入筒７は、レンズ設置部１１に設置された眼内レンズ４を眼内に挿入する際に、眼内
レンズ４を小さく折り畳んで眼内に導くためのものである。挿入筒７は、中空の挿入筒本
体７ａと、細い管状のノズル７ｂとを有している。挿入筒７は挿入器本体５の先端部に装
着される。その際、挿入器本体５のレンズ設置部１１は、挿入筒７の挿入筒本体７ａ内に
収容して配置される。挿入筒本体７ａの上面には受け入れ孔７ｃが形成されている。挿入
筒本体７ａの下面には、後述するタッキングピンを挿入可能な孔（不図示）が形成されて
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いる。挿入筒本体７ａの後端部は開口しており、この開口部の周囲に引っ掛け部７ｄとく
さび部７ｅが形成されている。引っ掛け部７ｄは、挿入器本体５の先端部に挿入筒７を装
着するときに、挿入器本体５の挿入筒連結部５ａに引っ掛けられる部分となる。くさび部
７ｅは、挿入器本体５に挿入筒７を装着する場合に、挿入器本体５のスリット１２の入口
部分に差し込まれる部分となる。挿入筒本体７ａの先端側は徐々に径が小さくなっている
。ノズル７ｂは、挿入筒７の先端部に形成されている。ノズル７ｂの先端部は斜めの切り
口で開口している。ノズル７ｂの先端部は、挿入器本体５を用いて眼内レンズ４を眼内に
挿入する際に、眼球の切開創に差し込まれる部分となる。
【００３２】
　（スクリュー体）
　図１１はスクリュー体の構成を示す斜視図であり、図１２はスクリュー体の構成を示す
正面図である。
　スクリュー体８は、挿入器本体５の後端部に同軸上に連結されるものである。この連結
状態において、スクリュー体８は、挿入器本体５の軸回りに回転可能に支持される。スク
リュー体８は円筒状に形成されている。スクリュー体８の先端部と後端部は、それぞれ円
形に開口している。スクリュー体８の外周面には、複数の突条部８ａが形成されている。
各々の突条部８ａは、スクリュー体８の長手方向と平行に形成されている。また、突条部
８ａは、スクリュー体８の円周方向に均等な角度ピッチで合計８つ形成されている。スク
リュー体８は、使用者によって回転操作される部分となる。その際、スクリュー体８の外
周面に複数の突条部８ａが形成されていると、使用者の指が突条部８ａに引っ掛かるため
スクリュー体８を回転操作しやすくなる。スクリュー体８の内周面には、上記図４にも示
すように第１のネジ部８ｂが形成されている。第１のネジ部８ｂは、雌ネジを構成してい
る。第１のネジ部８ｂは、スクリュー体８の軸方向のほぼ全般にわたって形成されている
。スクリュー体８の先端部には２つの窓部８ｃが形成されている。２つの窓部８ｃは、円
周方向に１８０度の間隔を隔てて形成されている。これらの窓部８ｃは、挿入器本体５と
スクリュー体８とが正しく連結されているかどうかを目視で確認するためのものである。
スクリュー体８の先端内周部には、一対の引っ掛け爪８ｄが形成されている。引っ掛け爪
８ｄは、窓部８ｃに隣接してスクリュー体８の先端側の開口縁に形成されている。スクリ
ュー体８の後端部には、突き当て部８ｅが形成されている。突き当て部８ｅは、スクリュ
ー体８の後端部の開口径を小さく絞るように内側に曲げて形成されている。突き当て部８
ｅには、プランジャ９がスクリュー体８の後端部から突出しないように、プランジャ９の
後端部が突き当てられる部分となる。
【００３３】
　（プランジャ）
　図１３はプランジャの構成を示す斜視図である。
　プランジャ９は、挿入器本体５とスクリュー体８とが中空部内を、挿入器本体５の軸方
向に移動するものである。プランジャ９は、略角柱状に形成されている。プランジャ９は
、使用前の初期状態では、スクリュー体８の後端部から突出しないようにスクリュー体８
の内部に挿入した状態で配置される。プランジャ９の先端面には連結用孔９ａが形成され
ている。連結用孔９ａは、プランジャ９の先端部にロッド１０を連結するためのものであ
る。プランジャ９の先端の上面には凸部９ｂが形成され、これに対応して挿入器本体５の
内周面に凹溝５ｂが形成されている。凹溝５ｂは、凸部９ｂと係合することにより、プラ
ンジャ９を挿入器本体５の軸方向に移動自在に案内するものである。プランジャ９の後端
部には第２のネジ部９ｃが形成されている。第２のネジ部９ｃは、雄ネジを構成するもの
で、スクリュー体８の第１のネジ部８ｂと常に噛み合う状態に維持される。第２のネジ部
９ｃは、プランジャ９の上下に対をなして形成されている。眼内レンズ挿入器１を使用す
る場合は、スクリュー体８を挿入器本体５の軸回りに回転させるように操作し、これによ
ってプランジャ９を前方に移動させることになる。そのときのプランジャ９の移動開始位
置は、プランジャ９の後端部をスクリュー体８の突き当て部８ｅに突き当てることで一義
的に決まる。
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【００３４】
　（ロッド）
　図１４はロッドの構成を示す斜視図である。
　ロッド１０は、レンズ設置部１１に設置された眼内レンズ４を挿入筒７のノズル７ｂの
開口部から放出させるものである。ロッド１０は、細長い棒状に形成されている。ロッド
１０の先端部には、第１接触部１０ａと第２接触部１０ｂとが形成されている。眼内レン
ズ４をロッド１０の先端で押し出す場合、第１接触部１０ａは光学部４ａに接触し、第２
接触部１０ｂは支持部４ｂに接触する部分となる。ロッド１０の後端部には、差し込み部
１０ｃが形成されている。差し込み部１０ｃは、ロッド１０をプランジャ９に連結する場
合に、プランジャ９の連結用孔９ａに差し込まれる部分となる。
【００３５】
　（ケース）
　ケース２は、フロントケース部２１と、バックケース部２２とを備えた構成となってい
る。
【００３６】
　（フロントケース部）
　図１５はフロントケース部の構成を示す斜視図であり、図１６はフロントケース部の構
成を示す平面図である。
　フロントケース部２１は、左右一対の側板部２１ａと、前板部２１ｂと、底板部２１ｃ
とを有している。左右の側板部２１ａの間には、２つの受け板２１ｄ，２１ｅが掛け渡さ
れている。各々の受け板２１ｄ，２１ｅの上辺中央部は、それぞれ略Ｕ字形に切り欠かれ
、この切り欠き部分に挿入筒７が嵌り込んで支持されるようになっている。受け板２１ｅ
の後方には棚部２１ｆが形成され、この棚部２１ｆの上面にタッキングピン２１ｇが設け
られている。タッキングピン２１ｇは上方に突出する状態で設けられている。フロントケ
ース部２１の後端部には、上下２段の段付き構造になっている。そして、上段に連結ピン
２１ｈが設けられ、下段に連結ピン２１ｉが設けられている。連結ピン２１ｈ，２１ｉは
、左右に一つずつ設けられている。フロントケース部２１の底板部２１ｃには、前後方向
に位置をずらして３つの孔２１ｊ，２１ｋ，２１ｍとフック部２１ｎが設けられている。
【００３７】
　（バックケース部）
　図１７はバックケース部の構成を示す斜視図であり、図１８はバックケース部の構成を
示す平面図である。
　バックケース部２２は、左右一対の側板部２２ａと、後板部２２ｂと、底板部２２ｃと
を有している。左右の側板部２２ａには、取り出し凹部２２ｄと、段差部２２ｅと、係合
凹部２２ｆとが形成されている。取り出し凹部２２ｄは、側板部２２ａの上辺部から下方
に切り欠いて形成されている。取り出し凹部２２ｄは、スライダ６の翼部６ｂを上下方向
に出し入れ可能な大きさに形成されている。段差部２２ｅは、ケース２にケースカバー３
を装着するためのものである。段差部２２ｅは、取り出し凹部２２ｄの先端側の下方に形
成されている。段差部２２ｅは、側板部２２ａよりも内側に少し凹んで形成されている。
段差部２２ｅの下端部には突起２２ｇが形成されている。係合凹部２２ｆは、取り出し凹
部２２ｄから連通して形成されている。係合凹部２２ｆは、側板部２２ａの一部を前方に
延在させることによって形成されている。係合凹部２２ｆの近傍には、眼内レンズ挿入器
１を使用する際の操作手順を示す数字の「３」を内包する矢印２２ｈが形成されている。
矢印２２ｈは、挿入器本体５の軸方向にスライダ６を移動させる際の操作方向を示してい
る。矢印２２ｈは、各々の側板部２２ａの外側の面に、側板部２２ａと一体に樹脂成型に
より形成されている。
【００３８】
　バックケース部２２の先端部には、左右一対の接続部２２ｉが形成されている。左右の
接続部２２ｉは、ケース２に眼内レンズ挿入器１を収容する場合に、挿入器本体５と挿入
筒７の連結部分を両側から挟むことにより、眼内レンズ挿入器１を所定の収容位置に案内
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する。各々の接続部２２ｉは、フロントケース部２１の連結ピン２１ｈ，２１ｉの配置に
対応した段付き構造になっている。接続部２１ｉの上段側には、連結ピン２１ｉと係合可
能な連結孔（不図示）が形成され、接続部２１ｉの下段側には、連結ピン２１ｉと係合可
能な連結孔（不図示）が形成されている。また、バックケース部２２の先端部には爪２２
ｊが形成されている。爪２２ｊは、フロントケース部２１とバックケース部２２を連結す
る場合に、フロントケース部２１のフック部２１ｎが引っ掛けられる部分となる。
【００３９】
　左右の側板部２２ａの間には、合計６つの受け板２２ｋ，２２ｍ，２２ｎ，２２ｐ，２
２ｑ，２２ｒが掛け渡されている。
このうち、受け板２２ｋ，２２ｍ，２２ｎは、ケース２に眼内レンズ挿入器１を収容する
場合に、挿入器本体５を下から受けて支えるものであり、受け板２２ｐ，２２ｑは、スク
リュー体８を下から支えるものである。受け板２２ｒは、ケース２から眼内レンズ挿入器
１を取り出す場合に、スクリュー体８の後端部を下から受けて支えるものである。
　後板部２２ｂには取手２２ｓが形成されている。取手２２ｓは、使用者が滅菌バッグか
ら眼内レンズ挿入装置１００を取り出す際に、使用者によって把持される部分となる。
　底板部２２ｃには前後方向に位置をずらして２つの孔２２ｔ，２２ｕが形成されている
。バックケース部２２の長さ方向において、孔２２ｔは、受け板２２ｋと受け板２２ｍの
間に形成され、孔２２ｕは、受け板２２ｑと受け板２２ｒの間に形成されている。孔２２
ｔは、バックケース部２２の幅方向を長軸方向とした長孔になっている。左右の側板部２
２ａの内面には、孔２２ｔの位置に合わせてそれぞれガイド片２２ｖが形成されている。
左右のガイド片２２ｖは、ケース２に眼内レンズ挿入器１を収容する場合に、挿入器本体
５を両側から挟むことにより、眼内レンズ挿入器１を所定の収容位置に案内するものであ
る。孔２２ｕの形成部位では、左右の側板部２２ａが側面視円弧状に切り欠かれている。
【００４０】
　上記構成からなるフロントケース部２１とバックケース部２２は、次のように連結され
る。すなわち、フロントケース部２１の後端部の段付き構造部に形成された２つの連結ピ
ン２１ｈ，２１ｉを、これに対応してバックケース部２２の接続部２２ｉの段付き構造部
に形成された２つの孔（不図示）に嵌合させる。また、フロントケース部２１の後端部に
形成されたフック部２１ｎを、これに対応してバックケース部２２の先端部に形成された
爪２２ｊに係止させる。これにより、ケース２が構成される。
【００４１】
　（ケースカバー）
　図１９はケースカバーの構成を示す斜視図である。
　ケースカバー３は、板状のカバー本体３ａと、左右一対の挟持片３ｂと、左右一対の可
動片３ｃとを有している。
【００４２】
　カバー本体３ａの先端部には注入口３ｄが形成されている。注入口３ｄは、粘弾性物質
（たとえば、ヒアルロン酸ナトリウムなど）を注入するためのものである。注入口３ｄの
上部はすり鉢状に開口している。注入口３ｄの真下にはパイプ部３ｅが形成されている。
パイプ部３ｅは、注入口３ｄと同軸で下方に突出している。パイプ部３ｅは、注入口３ｄ
からパイプ部３ｅへと連続する孔を有している。パイプ部３ｅは、挿入筒７の受け入れ孔
７ｃに挿入されることにより、注入口３ｄから注入された粘弾性物質を、挿入器本体５の
レンズ設置部１１に設置された眼内レンズ４の近傍に放出させるものである。注入口３ｄ
の近傍には、眼内レンズ挿入器１を使用する際の操作手順を示す数字の「１」の刻印３ｆ
が形成されている。刻印３ｆは、カバー本体３ａの上面に樹脂成型により一体に形成され
ている。また、カバー本体３ａの上面には、眼内レンズ挿入器１を使用する際の操作手順
を示す数字の「２」を内包する矢印３ｇが、左右に対をなして形成されている。矢印３ｇ
は、左右の可動片３ｃを指で挟むように操作する際の操作方向を示している。
【００４３】
　一対の挟持片３ｂは、カバー本体３ａの左右両側から垂下して形成されている。各々の
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挟持片３ｂの側面視形状は、フロントケース部２１の取り出し凹部２２ｄおよび段差部２
２ｅの側面視形状にあわせて形成されている。
【００４４】
　一対の可動片３ｃは、カバー本体３ａの左右両側に設けられている。可動片３ｃは、挟
持片３ｂの下端部の近傍で、挟持片３ｂに連結されている。可動片３ｃは、挟持片３ｂと
可動片３ｃとの間にＶ字形の隙間を形成するように、挟持片３ｂに対して少し傾いて配置
されている。可動片３ｃは、挟持片３ｂよりも肉厚に形成されている。可動片３ｃには抜
き孔３ｈと係止部３ｉが形成されている。抜き孔３ｈは上下方向に長い長方形に形成され
ている。係止部３ｉは、可動片３ｃの下端部に形成されている。係止部３ｉは、ケース２
にケースカバー３を装着する場合に、バックケース部２２の突起２２ｇが係止される部分
となる。
【００４５】
＜３．眼内レンズ挿入装置の組立方法＞
　次に、眼内レンズ挿入装置１００の組立方法について説明する。
　まず、挿入器本体５にスライダ６を取り付ける。その際、スライダ６の脚部６ｃを挿入
器本体５の先端側の開口部から差し込む。また、スライダ６の肩部６ｆを挿入器本体５の
スリット１２に差し込んで係合させ、そのままスライダ６を後方に押し込む。このように
スライダ６を後方に押し込むと、その途中でスライダ６のストッパー部６ｇが挿入器本体
５の前段係止孔１３ａに引っ掛かり、それ以上スライダ６を押し込めなくなる。そこで、
挿入器本体５にスライダ６を取り付けるときは図２０に示す組立用治具３１を用いる。組
立用治具３１は、一対の解除レバー３２を有している。一対の解除レバー３２は、ストッ
パー部６ｇが前段係止孔１３ａに引っ掛からないようにするものである。組立用治具３１
に挿入器本体５をセットしたら、ストッパー部６ｇが前段係止孔１３ａを通り越して後段
係止孔１３ｂに引っ掛かるまで、スライダ６を後方に押し込む。その際、スライダ６のガ
イドリブ６ｄは、挿入器本体５のスライダ係合部５ｃに係合する。
【００４６】
　その一方で、スクリュー体８にプランジャ９を取り付ける。具体的には、プランジャ９
の後端部にスクリュー体８の先端の開口部をかぶせるように嵌め込んで、スクリュー体８
を回転させる。これにより、第１のネジ部８ｂと第２のネジ部９ｃとが互いに噛み合う。
このため、プランジャ９を固定してスクリュー体８を回転させると、スクリュー体８の回
転にしたがってプランジャ９がスクリュー体８の内部に挿入されていく。このとき、プラ
ンジャ９の後端部がスクリュー体８の突き当て部８ｅに突き当たるまで、スクリュー体８
を回転させる。これにより、プランジャ９の後端部は、スクリュー体８の後端部よりも少
し内側に引っ込んだ位置に配置される。また、プランジャ９の先端部はスクリュー体８の
先端部よりも少し前方に突出した状態に配置される。次に、プランジャ９にロッド１０を
取り付ける。具体的には、プランジャ９の連結用孔９ａにロッド１０の差し込み部１０ｃ
を差し込む。これにより、連結用孔９ａと差し込み部１０ｃが引っ掛かって、プランジャ
９からロッド１０が抜けなくなる。
　これにより、図２１に示すように、スクリュー体８、プランジャ９およびロッド１０か
らなる組立品が得られる。
【００４７】
　次に、挿入器本体５の後端部にスクリュー体８の先端部を連結する。このとき、挿入器
本体５の内部に、後方からロッド１０を挿入する。ロッド１０の先端側は、スライダ６の
先端部６ａの下に通すようにする。また、挿入器本体５の凹溝５ｂにプランジャ９の凸部
９ｂを係合させ、その状態で挿入器本体５にスクリュー体８を連結させる。このとき、回
転支持部１５の出っ張り部分をスクリュー体８の引っ掛け爪８ｄが乗り越えるように、挿
入器本体５に対してスクリュー体８を少し強く押し込む。これにより、挿入器本体５の後
端部にスクリュー体８が回転自在に連結される。
【００４８】
　次に、上述のように連結した挿入器本体５とスクリュー体８を、バックケース部２２に
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収容する。このとき、挿入器本体５とスクリュー体８をバックケース部２２に収容する前
に、スライダ６を前方に移動させておく。その理由は、スライダ６を後方に移動させたま
までは、スライダ６の翼部６ｂがバックケース部２２の側板部２２ａに引っ掛かってしま
うからである。また、スライダ６を前方に移動させると、ストッパー部６ｇが挿入器本体
５の前段係止孔１３ａに引っ掛かって、後方に押し戻せなくなる。このため、上述した組
立用治具３１をバックケース部２２にセットしておく。その際、組立用治具３１の解除レ
バー３２は、バックケース部２２の孔２２ｔを通してバックケース部２２内に配置される
。この状態で挿入器本体５とスクリュー体８をバックケース部２２に収容した後、ストッ
パー部６ｇが後段係止孔１３ｂに引っ掛かるまで、スライダ６を後方に押し込む。このと
き、スライダ６のストッパー部６ｇは、挿入器本体５の前段係止孔１３ａを通り越して後
段係止孔１３ｂに嵌り込む。これにより、挿入器本体５の軸方向でスライダ６が所定の位
置に位置決めされる。その後、バックケース部２２から組立用治具３１を取り外す。
【００４９】
　次に、上記図６に示すように、挿入器本体５のレンズ設置部１１に眼内レンズ４を設置
する。その際、眼内レンズ４の光学部４ａはレンズ受け部１１ｂに載せられる。また、眼
内レンズ４の一方の支持部４ｂは前方に配置され、他方の支持部４ｂは後方に配置される
。
【００５０】
　次に、挿入器本体５の先端部に挿入筒７を取り付ける。その際、挿入筒７の引っ掛け部
７ｄを挿入器本体５の挿入筒連結部５ａに引っ掛けて係着させる。また、挿入筒７のくさ
び部７ｅを挿入器本体５のスリット１２に差し込む。
【００５１】
　次に、バックケース部２２にケースカバー３を取り付ける。このとき、ケースカバー３
の挟持片３ｂをバックケース部２２の段差部２２ｅに位置合わせしつつ、ケースカバー３
を上方からバックケース部２２にかぶせるようにする。そうすると、可動片３ｃの係止部
３ｉにバックケース部２２の突起２２ｇに引っ掛かって係止される。また、ケースカバー
３のパイプ部３ｅが挿入筒７の受け入れ孔７ｃに差し込まれる。
【００５２】
　次に、バックケース部２２にフロントケース部２１を取り付ける。このとき、フロント
ケース部２１のタッキングピン２１ｇが挿入筒７の下面に設けられた孔（不図示）に差し
込まれる。このタッキングピン２１ｇは、レンズ設置部１１に設置された眼内レンズ４よ
りも少し前方に配置される。
　以上で、眼内レンズ４を内蔵する眼内レンズ挿入器１の組み立てと、この眼内レンズ挿
入器１をケース２に収容してケースカバー３を装着した状態の眼内レンズ挿入装置１００
の組み立てが完了する。組み立てが完了した眼内レンズ挿入装置１００は、図示しない滅
菌バッグに収容される。
【００５３】
＜４．眼内レンズ挿入装置の使用方法＞
　次に、眼内レンズ挿入装置１００の使用方法について説明する。
　眼内レンズ挿入装置１００は、図示しない滅菌バッグに収容された状態で使用者の手元
に供給される。このため、使用者は、滅菌バッグを開封し、取手２２ｓを持ちながら眼内
レンズ挿入装置１００を滅菌バッグから取り出す。
【００５４】
　その後、使用者は、ケースカバー３の刻印３ｆや矢印３ｇ、ケース２の矢印２２ｈが示
す操作手順にしたがって操作する。この場合、刻印３ｆは操作手順として「１」を示し、
矢印３ｇは操作手順として「２」を示し、矢印２２ｈは操作手順として「３」を示してい
る。このため、使用者は、操作手順「１」→「２」→「３」の順に以下の作業を行う。
【００５５】
　（操作手順「１」）
　まず、使用者は、ケースカバー３の刻印３ｆが示す操作手順にしたがってケースカバー



(13) JP 6276619 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

３の注入口３ｄに粘弾性物質を注入する。注入された粘弾性物質は、注入口３ｄからパイ
プ部３ｅを通して眼内レンズ４に供給される。
【００５６】
　（操作手順「２」）
　次に、使用者は、ケース２からケースカバー３を取り外す。その際、使用者は、ケース
カバー３の矢印３ｇが示す操作手順および操作方向にしたがって一対の可動片３ｃの上部
を左右両側から挟み込むようにする。そうすると、各々の可動片３ｃの下部が外側に変位
し、これにしたがって挟持片３ｂの下部も外側に変位する。これにより、挿入器本体５の
突起２２ｇとケースカバー３の係止部３ｉとの係止状態が解除される。このため、使用者
は、一対の可動片３ｃを挟み込んだままケースカバー３を引き上げることにより、ケース
２からケースカバー３を取り外すことができる。この段階では、スライダ６の翼部６ｂが
挿入器本体５の係合凹部２２ｆに係合している。このため、ケース２からの眼内レンズ挿
入器１の取り出しが阻止される。
【００５７】
　（操作手順「３」）
　次に、使用者は、スライダ６を前方に移動させる。その際、使用者は、挿入器本体５の
矢印２２ｈが示す操作手順および操作方向にしたがってスライダ６を前方に移動させる。
これにより、スライダ６の翼部６ｂが係合凹部２２ｆから取り出し凹部２２ｄへと移動す
る。このため、眼内レンズ挿入器１の取り出しの阻止状態が解除される。また、脚部６ｃ
のストッパー部６ｇは、スライダ６の前進により挿入器本体５の後段係止孔１３ｂを離脱
して前段係止孔１３ａに嵌り込む。このため、スライダ６の逆戻りが阻止される。一方、
スライダ６のレンズ当接部６ｈは、スライダ６の移動により眼内レンズ４に当接し、その
まま眼内レンズ４を押し出す。これにより、眼内レンズ４は所定の形状に変形する。具体
的には、図２２に示すように、前方に配置された支持部４ｂはフロントケース部２１のタ
ッキングピン２１ｇに押し付けられて光学部４ａ側に折り返され、後方に配置された支持
部４ｂはレンズ当接部６ｈに押されて光学部４ａ側に折り返される。
【００５８】
　このように操作手順「１」→「２」→「３」の順にしたがって作業を行ったら、これに
続いて使用者は、眼内レンズ挿入器１をケース２から取り出す。この段階では、上述した
スライダ６の移動によって翼部６ｂが取り出し凹部２２ｄに進出し、これによって取り出
しの阻止状態が解除されているため、ケース２から眼内レンズ挿入器１を取り出すことが
できる。
【００５９】
　次に、使用者は、眼内レンズ挿入器１を操作することにより、挿入筒７の先端から眼内
レンズ４を放出させる。このとき、眼球の切開創に挿入筒７の先端部を差し込んだ状態で
眼内レンズ４を放出させることにより、眼内に眼内レンズ４を挿入することができる。ま
た、眼内挿入後に眼内レンズ４の形状を元の形状に復元させることができる。
【００６０】
　眼内レンズ挿入器１の操作は、スクリュー体８を一方向に回転（以下、「正回転」とも
いう。）させることで行う。このとき、使用前の初期状態を含めて、スクリュー体８の第
１のネジ部８ｂとプランジャ９の第２のネジ部９ｃとは常に噛み合っている。このため、
スクリュー体８を正回転させると、これと同時にプランジャ９が挿入器本体５側（前方）
に移動し始める。また、使用前の初期状態のもとで使用者が誤ってスクリュー体８を逆方
向に回転させようとした場合は、プランジャ９の後端部がスクリュー体８の突き当て部８
ｅに突き当たる。このため、スクリュー体８の逆回転（誤操作）が阻止される。つまり、
スクリュー体８の突き当て部８ｅとこれに突き当たるプランジャ９の後端部は、使用前の
初期状態においてスクリュー体８の逆回転を阻止する逆回転阻止機構を構成している。
【００６１】
　ちなみに、スクリュー体８の正回転とは、スクリュー体８を回転させたときにネジ部同
士の噛み合いによりプランジャ９が前方に移動するときのスクリュー体８の回転をいう。
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また、スクリュー体８の逆回転とは、スクリュー体８を回転させたときにネジ部同士の噛
み合いによりプランジャ９が後方に移動するときのスクリュー体８の回転をいう。
【００６２】
　上述のようにスクリュー体８を正回転させると、その回転数に応じてプランジャ９とロ
ッド１０が前方に移動していく。挿入器本体５や挿入筒７、スクリュー体８の外壁部分は
、それぞれ半透明になっている。このため、使用者は、プランジャ９やロッド１０の動き
を、挿入器本体５や挿入筒７、スクリュー体８の外壁部分を透かして目視で確認すること
ができる。
【００６３】
　図２３はスライダを前方に移動させる前（使用前の初期状態）の各部の位置関係を示す
断面図であり、図２４はスライダを前方に移動させた後の各部の位置関係を示す断面図で
ある。また、図２５はスクリュー体を初期状態から１回転させたときの各部の位置関係を
示す断面図であり、図２６はスクリュー体を初期状態から２回転させたときの各部の位置
関係を示す断面図であり、図２７はスクリュー体を初期状態から３回転させたときの各部
の位置関係を示す断面図である。なお、図２３～図２７においては、各構成部材の細部の
符号表記と眼内レンズの表記を省略している。
【００６４】
　上記図２３に示す段階では、プランジャ９の後端部がスクリュー体８の後端部よりも少
し内側（前方）に配置されている。また、スライダ６、プランジャ９およびロッド１０の
各構成部材は、スライダ６の翼部６ｂや肩部６ｆを除いて、挿入器本体５、挿入筒７およ
びスクリュー体８からなる中空体の外にはみ出すことなく、当該中空体の内部に収容され
ている。この点は、図２４～図２６に示す段階でも同様である。
【００６５】
　図２４に示す段階では、スライダ６の前進によって上記図２２に示すように眼内レンズ
４が変形させられる。図２５に示す段階では、プランジャ９の移動によりロッド１０の先
端が眼内レンズ４に接触した状態となる。図２６に示す段階では、プランジャ９の移動に
より眼内レンズ４がロッド１０の先端で挿入筒７の先端近傍まで押し出される。このとき
、眼内レンズ４は、２つの支持部４ｂを光学部４ａ側に折り返すかたちで小さく折り畳ま
れた状態になる。
【００６６】
　一方、図２７に示す段階では、プランジャ９の移動によりロッド１０の先端が挿入筒７
の先端から前方に突出している。眼内レンズ４は、ロッド１０の先端が挿入筒７の先端か
ら突出するときに、上述のように小さく折り畳まれた状態で放出される。実際に眼内レン
ズ挿入器１を使用する場合は、図２７に示す段階に至る少し前、具体的にはロッド１０の
先端が挿入筒７の先端から僅かに突出した段階で眼内レンズ４が放出される。このため、
眼内レンズ挿入器１の操作開始から操作終了までの間、眼内レンズ挿入器１の全長はほと
んど変化しない。また、スライダ６を前方に移動させた後は、スクリュー体８の回転操作
にしたがってプランジャ９とロッド１０が中空体（５，７，８）の内部を移動する。この
ため、挿入器本体５とスクリュー体８の相対的な位置関係を含めて眼内レンズ挿入器１の
外見もほとんど変化しない。
【００６７】
＜５．実施の形態の効果＞
　本発明の実施の形態に係る眼内レンズ挿入装置１００によれば、次のような効果が得ら
れる。
【００６８】
　（１）眼内レンズ挿入器１においては、使用前の初期状態を含めて、スクリュー体８の
第１のネジ部８ｂとプランジャ９の第２のネジ部９ｃとが常に噛み合っているため、スク
リュー体８を回転操作するときにネジ部同士の引っ掛かりが瞬間的に外れて振動等が発生
するおそれがない。したがって、操作中の振動等に起因した眼内レンズ４の形状不良や詰
まり等の発生を抑制し、眼内レンズ４を正常に放出させることができる。
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【００６９】
　（２）従来の眼内レンズ挿入器のように押し込み操作と回転操作の組み合わせではなく
、スクリュー体８の回転操作だけで眼内レンズ４を押し出すことができる。このため、眼
内レンズ挿入器の操作を簡素化することができる。また、押し込み操作にともなう振動等
の発生を回避することができる。
【００７０】
　（３）眼内レンズ挿入器１の操作開始から操作終了までの間、眼内レンズ挿入器１の全
長や外見がほとんど変化しない。このため、従来の眼内レンズ挿入器のように使用者の押
し込み操作や回転操作によって全長や外見が変化する場合に比べて、使用者はそのような
変化に注意を払う必要がなくなる。したがって、使用者は、眼内レンズ挿入器１の操作中
に挿入筒７の先端部分に意識を集中させることができる。
【００７１】
　（４）回転操作されるスクリュー体８は挿入器本体５の軸方向に移動せず、プランジャ
９やロッド１０がスクリュー体８とは独立に挿入器本体５の軸方向に移動する。このため
、スクリュー体８を回転操作しても、上記軸方向で挿入器本体５とスクリュー体８の相対
的な位置関係が変化しない。したがって、使用者が片方の手で挿入器本体５を把持し、も
う片方の手でスクリュー体８を回転操作する場合に、挿入器本体５を把持する部分が回転
操作中に狭くならない。このため、スクリュー体８の回転操作の途中で挿入器本体５を持
ち替える必要がない。
【００７２】
　（５）スライダ６を前方に移動させたときに、スライダ６のストッパー部６ｇが挿入器
本体５の前段係止孔１３ａに係合し、この状態でスライダ６の逆戻りが阻止される。この
ため、スライダ６の逆戻りにともなう眼内レンズ４への悪影響（たとえば、眼内レンズ４
の形状不良など）を避けることができる。また、スライダ６の誤操作を防止することがで
きる。
【００７３】
　（６）眼内レンズ挿入器１を使用する場合に、スライダ６を前進させるだけで、スライ
ダ６の逆戻りを阻止し、同時に、眼内レンズ挿入器１の取り出しの阻止状態を解除するこ
とができる。
【００７４】
＜６．変形例等＞
　本発明の技術的範囲は上述した実施の形態に限定されるものではなく、発明の構成要件
やその組み合わせによって得られる特定の効果を導き出せる範囲において、種々の変更や
改良を加えた形態も含む。
【００７５】
　たとえば、上記実施の形態においては、プランジャ９とロッド１０を別部品とし、これ
らを連結することにより移動体を構成するものとしたが、プランジャ９とロッド１０を樹
脂成型により一体に形成することも可能である。
【符号の説明】
【００７６】
　１…眼内レンズ挿入器
　２…ケース
　３…ケースカバー
　４…眼内レンズ
　５…挿入器本体
　６…スライダ
　７…挿入筒
　８…スクリュー体
　８ｂ…第１のネジ部
　９…プランジャ
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　９ｃ…第２のネジ部
　１０…ロッド
　１１…レンズ設置部
　１００…眼内レンズ挿入装置
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