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(57)【要約】
　眼内レンズ（ＩＯＬ）を注入カートリッジに移送する
ＩＯＬ移送ケースは、ＩＯＬを保持するレンズホルダを
備える。レンズホルダは内腔を有する。レンズホルダ内
の折畳み部材は、ＩＯＬが折畳み部材を越えるように内
腔を通って滑動させられる際に、ＩＯＬを部分的に折り
畳まれた姿勢に折り畳むように形成される。ＩＯＬ移送
ケースは、注入カートリッジに取外し可能に接続される
ように形成される境界部をさらに備える。境界部は、注
入カートリッジに接続される際に、部分的に折り畳まれ
た姿勢のＩＯＬを送達するようにカートリッジ内に位置
決めされるようになっている。ＩＯＬ移送ケースは、レ
ンズホルダに接続されるとともに、部分的に折り畳まれ
た姿勢のＩＯＬを内腔に通して押圧することによってＩ
ＯＬを注入カートリッジ内に送達するように形成される
プランジャをさらに備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼内レンズ（ＩＯＬ）を注入カートリッジに移送するＩＯＬ移送ケースであって、
　内腔を有していて前記ＩＯＬを保持するレンズホルダと、
　前記レンズホルダ内の折畳み部材と、を備えており、
　前記折畳み部材は、前記ＩＯＬが前記折畳み部材を越えるように前記内腔を通って滑動
させられる際に、前記ＩＯＬを部分的に折り畳まれた姿勢に折り畳むように形成されてお
り、
　前記ＩＯＬ移送ケースは、
　注入カートリッジに取外し可能に接続されるように形成される境界部をさらに備えてお
り、
　前記境界部は、前記境界部が前記注入カートリッジに接続される際に、部分的に折り畳
まれた姿勢の前記ＩＯＬを送達するように前記カートリッジ内に位置決めされるようにな
っており、
　前記ＩＯＬ移送ケースは、
　部分的に折り畳まれた姿勢の前記ＩＯＬを前記内腔に通して押圧することによって、前
記ＩＯＬを前記注入カートリッジ内に送達するように形成されていて、前記レンズホルダ
に接続されるプランジャをさらに備えるＩＯＬ移送ケース。
【請求項２】
　前記折畳み部材は、前記内腔内に非対称に位置決めされる少なくとも１つの傾斜部を備
える、請求項１に記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項３】
　前記折畳み部材は、前記ＩＯＬの触覚部を折り畳む少なくとも１つのカムを備える、請
求項１に記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項４】
　前記折畳み部材は、部分的に折り畳まれた姿勢の前記ＩＯＬを保持するように形成され
るレールを備える、請求項１に記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項５】
　前記ＩＯＬ移送ケースは、前記ＩＯＬを休止姿勢に保持するように形成される被覆部を
さらに備える、請求項１に記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項６】
　前記被覆部が前記レンズホルダの頂部に摩擦係合される、請求項５に記載のＩＯＬ移送
ケース。
【請求項７】
　前記被覆部は、押下されると前記ＩＯＬを前記折畳み部材に対して圧迫するようになっ
ており、回転されると前記ＩＯＬを前記折畳み部材を越えて滑動させるようになっている
、請求項５に記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項８】
　前記プランジャは、前記プランジャを前記内腔に通して前進させるのに使用される親指
滑動部を備える、請求項１に記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項９】
　前記境界部は、前記注入カートリッジの形状に概ね適合する凹部を備える、請求項１に
記載のＩＯＬ移送ケース。
【請求項１０】
　前記境界部は、前記境界部が前記注入カートリッジに接続されると、前記注入カートリ
ッジを所定位置に係止するように形成される係止機能部を備える、請求項１に記載のＩＯ
Ｌ移送ケース。
【請求項１１】
　ＩＯＬをレンズ移送ケースから注入カートリッジに移送する移送方法であって、
　レンズホルダと、前記レンズホルダ内の内腔と、前記内腔内の折畳み部材と、を備える
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レンジ移送ケースを用意することを含んでおり、
　前記折畳み部材は、前記ＩＯＬが前記折畳み部材を越えて滑動させられる際に、前記Ｉ
ＯＬを部分的に折り畳まれた姿勢に折り畳むように形成されており、
　前記移送方法は、
　注入カートリッジを前記レンズ移送ケースに取外し可能に接続し、
　前記ＩＯＬを前記レンズ移送ケースにおける休止姿勢から解放し、
　前記ＩＯＬを前記折畳み部材を越えて滑動させることによって前記ＩＯＬを部分的に折
り畳まれた姿勢に折り畳み、
　部分的に折り畳まれた姿勢の前記ＩＯＬを、前記内腔の遠位端に通して前記注入カート
リッジ内に押し進め、
　前記レンズ移送ケースを前記注入カートリッジから接続解除することを含む移送方法。
【請求項１２】
　前記ＩＯＬを前記注入カートリッジ内に押し進める前に、前記注入カートリッジを粘弾
性材料によって処理することを含む、請求項１１に記載の移送方法。
【請求項１３】
　前記ＩＯＬを前記折畳み部材を越えて滑動させる際に、プランジャを用いて、前記ＩＯ
Ｌを前記折畳み部材を越えて押し進めることを含む、請求項１１に記載の移送方法。
【請求項１４】
　前記ＩＯＬを解放する際に、前記レンズ移送ケースの被覆部を押下することによって前
記ＩＯＬを前記折畳み部材に対して圧迫することを含んでおり、
　前記ＩＯＬを前記折畳み部材にわたって滑動させる際に、前記被覆部を捻転することに
よって前記ＩＯＬを前記折畳み部材にわたって回転させることを含む、請求項１１に記載
の移送方法。
【請求項１５】
　前記注入カートリッジを前記レンズ移送ケースに取外し可能に接続する際に、前記注入
カートリッジを前記レンズ移送ケースに対する所定位置に係止することを含む、請求項１
１に記載の移送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２０１０年１２月２０日出願の米国仮特許出願第６１／４２４８８３号の優
先権を主張する。その米国仮特許出願の内容は、参照することにより本明細書の記載に代
える。
　本発明は眼内レンズ（ＩＯＬ）に関し、より具体的には、ＩＯＬをカートリッジに装填
するＩＯＬ移送ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間の眼球は、最も簡単に言うと、角膜と呼ばれる澄んだ外側部を通して光を伝達し屈
折させるとともに、水晶体を介して眼球の背部において網膜に像を結ぶことにより視覚を
提供する機能を有する。結ばれる像の質は、眼球の寸法、形状、及び長さ、並びに角膜及
び水晶体の形状及び透明度を含む多数の要因に依存する。外傷、加齢、又は疾病によって
水晶体の透明性が低下した場合、網膜に伝達されうる光が減少することを原因として視力
が低下する。このような眼球の水晶体の欠陥は、医学的には白内障として知られる。この
疾患の治療法は、水晶体を外科的に取り除くとともに人工水晶体又はＩＯＬを移植するこ
とである。
【０００３】
　初期のＩＯＬは、硬質プラスチック、例えば、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）か
ら形成されていた。しかしながら、シリコーン、軟質アクリル、又はヒドロゲルから形成
される折畳み可能な軟質ＩＯＬが次第に普及してきたのは、それら軟質レンズを折り畳む
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か又は巻くことが可能であるし、より小さい切開部を通して挿入することが可能であると
いう理由による。幾つかの手法がレンズを巻くか又は折り畳む目的で使用される。１つの
一般的手法はレンズを折り畳む注入カートリッジであり、注入カートリッジは比較的小直
径の内腔を有する。通常、レンズは、先端が柔軟なプランジャ、例えば、長軸線方向にヒ
ンジ留めされた分割式カートリッジを備える特許文献１（バーテル）開示のプランジャに
より、内腔を通って眼球内に押し進められうる。同様のデザインが特許文献２及び特許文
献３（ファインゴールド）、並びに特許文献４及び特許文献５（イーグルほか）に開示さ
れている。他のカートリッジのデザインが、例えば、特許文献６（ライニッシュほか）及
び特許文献７（ライヒ）に開示されている。
【０００４】
　それら従来技術のシステムにおいて、ＩＯＬは、レンズケース内に付与されるとともに
、例えば鉗子を使用してレンズケースから注入カートリッジに移送される。しかしながら
、レンズをケースから注入カートリッジに移送する移送工程は、ＩＯＬの光学部が鉗子に
よって傷つけられるか、又は触覚部がＩＯＬから剥ぎ取られる場合のように、ＩＯＬの損
傷を不意に引き起こしうる。代替的な手法は、事前装填式の注入器、例えば、特許文献８
（ブラウンほか）に開示の注入器を付与することである。この場合は、別個の装填工程が
存在しなくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第４６８１１０２号明細書
【特許文献２】米国特許第５４９４４８４号明細書
【特許文献３】米国特許第５４９９９８７号明細書
【特許文献４】米国特許第５６１６１４８号明細書
【特許文献５】米国特許第５６２０４５０号明細書
【特許文献６】米国特許第５２７５６０４号明細書
【特許文献７】米国特許第５６５３７１５号明細書
【特許文献８】米国特許第７１５６８５４号明細書
【特許文献９】米国特許第５２９０８９２号明細書
【特許文献１０】米国特許第５９４７９７６号明細書
【特許文献１１】米国特許第６０８３２３１号明細書
【特許文献１２】米国特許第６１４３００１号明細書
【特許文献１３】米国特許第７１５６８５４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、そのような統合された注入システムは完全に使い捨てであり、再利用可
能なハンドピースと一緒に使用できない。さらに他の代替的手法は、ＩＯＬをカートリッ
ジ内に移送する移送機構を使用する事前装填式の移送ケースを使用することである。しか
し、レンズを正確な装填位置に維持する目的、及びＩＯＬがカートリッジ内に正確に移送
されることを保証する目的のために、既存のレンズ移送ケースは比較的複雑な機械的移送
機構を有する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の特定の実施形態において、眼内レンズ（ＩＯＬ）を注入カートリッジに移送す
るＩＯＬ移送ケースは、ＩＯＬを保持するレンズホルダを備える。レンズホルダは内腔を
有する。レンズホルダ内の折畳み部材は、ＩＯＬが内腔を通って滑動させられて折畳み部
材を越える際に、ＩＯＬを部分的に折り畳まれた姿勢に折り畳むように形成される。ＩＯ
Ｌ移送ケースは、注入カートリッジに取外し可能に接続されるように形成される境界部を
さらに備える。境界部は、境界部が注入カートリッジに接続される際に、部分的に折り畳
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まれた姿勢のＩＯＬを送達するようにカートリッジ内に位置決めされるようになっている
。ＩＯＬ移送ケースは、部分的に折り畳まれた姿勢のＩＯＬを内腔に通して押圧すること
によってＩＯＬを注入カートリッジ内に送達するように形成されていてレンズホルダに接
続されるプランジャをさらに備える。
【０００８】
　本発明の他の実施形態において、ＩＯＬをレンズ移送ケースから注入カートリッジに移
送する移送方法は、レンズホルダと、レンズホルダ内の内腔と、内腔内の折畳み部材と、
を備えるレンジ移送ケースを用意することを含む。折畳み部材は、ＩＯＬが滑動させられ
て折畳み部材を越える際に、ＩＯＬを部分的に折り畳まれた姿勢に折り畳むように形成さ
れる。移送方法は、注入カートリッジをレンズ移送ケースに取外し可能に接続し、ＩＯＬ
をレンズ移送ケースにおける休止姿勢から解放し、ＩＯＬを折畳み部材を越えて滑動させ
ることによってＩＯＬを部分的に折り畳まれた姿勢に折り畳み、部分的に折り畳まれた姿
勢のＩＯＬを、内腔の遠位端に通して注入カートリッジ内に押し進め、レンズ移送ケース
を注入カートリッジから接続解除することを含む。
　本発明の他の特徴は、図面、並びに図面及び特許請求の範囲の以下の説明を参照するこ
とによって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本発明の特定の実施形態に係る眼内レンズ移送ケースを示す図である。
【図１Ｂ】本発明の特定の実施形態に係る眼内レンズ移送ケースを示す図である。
【図２】本発明の別の実施形態に係る代替的なレンズ移送ケースを示す図である。
【図３】本発明の特定の実施形態に係るレンズ移送ケースを上方から眺めた組立図である
。
【図４】ＩＯＬをレンズ移送ケースから注入カートリッジに移送する移送方法の実施例を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の特定の実施形態に係る眼内レンズ移送ケース１００を示
す水平断面図及び側断面図である。送達システム１００は、内腔１０４及びプランジャ１
０６を有するレンズホルダ１０２を備えており、プランジャ１０６は、眼内レンズをレン
ズホルダ１０２内で前進させる。レンズホルダ１０２は、輸送される眼内レンズ（ＩＯＬ
）２００を保持する任意の保持部、保持要素、又は保持要素の集合体でありうる。ＩＯＬ
２００を切開部に通して注入するノズル部はレンズホルダ１０２には含まれない。「プラ
ンジャ」という用語は、内腔１０４を通って前進させられることによって、眼内レンズを
注入部材に通して押し進める任意の要素のことを表す。注入部材は眼内レンズ移送ケース
１００の他の要素に連結されうる（ただし、必ずしも連結されない）。特定の実施形態に
おいて、レンズ移送ケース１００の全体が、例えば、ポリプロピレン又はポリエチレンを
含みうる適切な材料から単体として形成されうる。また、種々の実施形態によると、眼内
レンズが前進するのを容易にする目的で、注入部材１０２の内腔１０４内に滑らかな被覆
部が付与されうる。また、ＩＯＬ２００がレンズ移送ケース１００を通って移動するのを
容易にする目的で、粘弾性材料又は流体（例えば、生理的食塩水）がレンズ移送ケース１
００に充填されうる。
【００１１】
　発明的なレンズ移送ケース１００の種々の実施形態によって、ＩＯＬ２００をレンズ移
送ケースから注入用カートリッジに移送する改良式の移送方法、及び移送システムが提供
される。そのような実施形態によると、レンズ移送の間に鉗子を用いてレンズをハンドリ
ングすることが不要になるのと同時に、既存のカートリッジ及び再利用可能なハンドピー
スを使用することが可能になりうるのが有利である。それに伴い、レンズの損傷の可能性
が低下するし、より一層管理された移送工程が提供される。ただし、従来のレンズ移送ケ
ースとは異なり、発明的なレンズ移送ケース１００の種々の実施形態によると、ＩＯＬを
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注入する手順の間だけではなくＩＯＬ２００をレンズ移送ケース１００からカートリッジ
に移送する間においても、ＩＯＬ２００が内腔内で先方に滑動させられて折り畳まれる。
次いで、特定の実施形態によると、プランジャ及び内腔を有するシステムが広く知られて
いることをレンズ移送動作において活用できるだけでなく、事前装填式の移送ケースの利
点を組み入れることもできる。従来、事前装填式の移送ケースは、内腔を通じた完全かつ
連続的な折畳み動作を提供するカートリッジ及びハンドピースを有するシステムと一緒に
は実現されなかった。直感に反して、プランジャ及び内腔の動作を２つの別個の工程、す
なわち、移送工程及び装填工程に分割することによって、事前装填式の移送ケース及び再
利用可能なハンドピースの両方の利点を効果的に達成できるようになる。
【００１２】
　ＩＯＬ２００は、ヒドロゲル、シリコーン、又はアクリル樹脂材料、例えば、特許文献
９に開示された架橋アクリル樹脂材料（ＡｃｒｙＳｏｆ（登録商標）の商標で知られる）
を含むもののそれらに限定されない可撓性を有する材料から形成された任意の眼内レンズ
でありうる。ＩＯＬ２００は、少なくとも１つの光学部２０２と、１つ又は２つ以上の触
覚部２０４と、を備える。少なくとも１つの光学部２０２は、任意の適切な屈折素子及び
回折素子の少なくともいずれか一方を使用することを含む任意の態様に従って、光の焦点
を患者の網膜に合わせるように形成されており、１つ又は２つ以上の触覚部２０４は、移
植されるとＩＯＬ２００を眼球の構造部内に安定的に固着させる。発明的なレンズ移送ケ
ース１００の種々の実施形態によると、レンズホルダ１０２の内腔１０４の床部において
、ＩＯＬ２００を折畳み部材１０８に押し当てることができる。通常、底部とは、レンズ
移送ケース１００を操作する操作者によって把持されるカートリッジの下側に位置するも
のの、レンズ移送ケース１００との関係における「底部」とは、レンズ移送ケース１００
が偶然に把持されるときの特定の向きとは無関係に、ＩＯＬ２００が注入される間におけ
るカートリッジの下向きの側部に対応する側部のことを指す。
【００１３】
　折畳み部材１０８は、ＩＯＬ２００が折畳み部材１０８を越えて滑動させられる際にＩ
ＯＬ２００が部分的に折り畳まれた姿勢に再形成されるように形成された構造部である。
折畳み部材１０８として使用されうる構造部の例には、特許文献１０、特許文献１１、及
び特許文献１２に開示された種々の折畳み機構部が含まれる。それらの内容は参照するこ
とにより本明細書の記載に代える。例えば、折畳み部材１０８の１つは、折畳み作用を特
定の方向に方向付けする、内腔１０４の床部における非対称の傾斜部でありうる。折畳み
部材１０８は、触覚部２０４が折畳み部材１０８を越えて滑動させられるときに触覚部２
０４を強制的に特定の向きにする隆起式のカム、レール、ペグ、及び棚状部の少なくとも
いずれか１つを含んでいてもよい。同様に、触覚部２０４が折り畳まれた形態に方向付け
される間に、カム又はレールが折り畳まれた姿勢の触覚部２０２を保持する。
【００１４】
　図１の実施形態において、レンズ移送ケース１００は内腔１０４を有しており、内腔１
０４は内腔１０４の遠位端において狭窄領域１１０を有している。通常、近位及び遠位と
は、レンズ移送ケース１００を操作する操作者に接近する方向及び操作者から遠ざかる方
向に対応するものの、レンズ移送ケース１００との関係において、「近位」とは、カート
リッジ内に前進するＩＯＬ２００から離れる方向のことを指しており、「遠位」とは、Ｉ
ＯＬ２００がカートリッジまで前進する方向のことを指している。内腔１０４の狭窄する
直径部によって、ＩＯＬ２００が内腔を通って前進させられるときにＩＯＬ２００が折り
重ねられる。折畳み構造部１０８は、光学部２０２及び触覚部２０４の折畳み作用を方向
付けすることによって、光学部２０２及び触覚部２０４を所望の折り畳まれた形態にする
。
【００１５】
　プランジャ１０６は、ＩＯＬ２００を内腔１０４に通して前進させるのに使用される。
ＩＯＬ２００が内腔１０４を通って前方に圧迫されるときに損傷を受ける可能性が低下す
るように、プランジャ１０６は柔軟な先端部を有しうる。図示された実施形態において、
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プランジャ１０６は親指滑動部１１２を有しており、親指滑動部１１２は、操作者によっ
て遠位方向に押し進められることによってプランジャ１０６を前方に移動させる。代替的
な実施形態によると、プランジャ、例えば、親指リング、回転されることによってプラン
ジャを前進させるように内腔１０４に螺合されるノブ、又は電気的に起動される電動式の
注入器を含みうるシリンジ式のプランジャを前進させることを目的として、任意の他の適
切な技法が使用されうる。一般に、ＩＯＬ２００が内腔１０４を通って折畳み部材１０８
を越えるように、ＩＯＬ２００を滑動可能に前進させる任意の態様が、原則として、レン
ズ移送ケース１００の特定の実施形態と一緒に使用されうる。例えば、傾斜部が内腔１０
４に配置されることによって、プランジャ１０６がいずれか１つの方向に付勢されてもよ
いし、プランジャ１０６がプランジャ１０６の中心軸線からオフセットされた先端部を有
していてもよい。それら改変例において、ＩＯＬ２００は１つの方向に優先的に押し進め
られる傾向にある。
【００１６】
　レンズ移送ケース１００の遠位端には境界部１１４が設けられる。境界部１１４は、注
入カートリッジに接続するように形成されており、それにより、部分的に折り畳まれたＩ
ＯＬ２００が移送されるのに続いて注入カートリッジ内に適切に配置される。そのように
して、例えば、レンズ移送ケース１００の送達端部が注入カートリッジのノズルに部分的
に挿入されうるし、それにより、部分的に折り畳まれたＩＯＬ２００が注入カートリッジ
内に移送される際に、ノズルがＩＯＬ２００を部分的に折り畳まれた姿勢に維持するよう
になる。また、境界部１１４は、注入カートリッジを受容するとともにレンズ移送ケース
１００に対して位置決めするように、注入カートリッジの少なくとも一部の形状に概ね適
合する凹部、係止機能部（例えば、解放可能なフック、若しくはタブ及びスロットを備え
る機能部）、又は他の適切な受容構造部を有しうる。ＩＯＬ２００の注入カートリッジ内
での前進移動が容易になるように、注入カートリッジは、レンズ移送ケース１００に接続
される前又は接続された後に、粘弾性を有する材料、流体、及び滑らかな被膜部の少なく
ともいずれか１つによって処理されうる。
【００１７】
　レンズ移送ケース１００がＩＯＬ２００を移送するのに使用される前に、ＩＯＬ２００
は休止姿勢に保持されることが望ましく、できれば折り畳まれていない姿勢に保持される
ことが望ましい。ＩＯＬが送達システム内で移動するのを防止するようにＩＯＬ送達シス
テムの蓋部に摩擦係合された停止部を備える眼内レンズ送達システムが、特許文献１３に
開示されている。ＩＯＬ２００を注入カートリッジに移送する前に休止姿勢に維持する目
的で、類似の構造部がレンズ移送ケース１００の頂部に同様に配置されうる。代替的に、
レンズホルダ１０２の床部から上向きに延在する停止部によってＩＯＬ２００を所定位置
に保持できるし、また、制御部、例えば、ボタン又はスイッチを使用することによって停
止部を係合解除できる。一般に、ＩＯＬ２００を適切な休止状態に維持する任意の他の構
造部又は技法が、レンズ移送ケース１００と一緒に使用されるように適切に採用されても
よい。
【００１８】
　レンズ移送ケース１００のそのような一実施形態が図２に示されている。図示された実
施形態において、レンズ移送ケース１００は、ＩＯＬ２００を所定位置に保持する被覆部
１１６を備える。レンズ移送動作を実行する目的で被覆部１１６を下向きに押圧すること
によって、ＩＯＬ２００がレンズ移送ケース１００の底部における折畳み構造部１０８に
向けて圧迫される。次いで、図２の矢印によって示されるように、被覆部１１６が捻転さ
れてレンズを回転させることによって、レンズが折畳み部材１０８を越えて滑動させられ
て折り畳まれる。次いで、折り畳まれたＩＯＬ２００が解放されるように被覆部１１４が
取り外されるし、また、折り畳まれたＩＯＬ２００が内腔１０４を通って注入カートリッ
ジ内に入るように、プランジャ１０６が折り畳まれたＩＯＬ２００を滑動可能に前進させ
て折畳み部材１０８を越えさせる。被覆部１１４を使用することは、プランジャ１０６に
よってレンズを折り畳む代替的手法に１つにすぎず、他の代替的な実施形態は、ＩＯＬ２
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００を解放するとともに折畳み工程を開始する異なる技法、例えば、ＩＯＬ２００の側部
に押し付けられて初期の折畳み作用を生じさせる側部ボタンを使用することを含みうる。
一般に、ＩＯＬ２００を折畳み構造部１０８に対して所望の態様で滑動させることができ
る任意の構造部が、本発明の種々の実施形態において実装されうる。
【００１９】
　図３は、特定の実施形態のレンズ移送ケース１００を上方から眺めた組立図である。図
示された実施形態において、レンズ移送ケース１００はヒンジ式の蓋部を備えており、ヒ
ンジ式の蓋部が閉じられることによってＩＯＬ２００を包囲する内腔１０４が形成される
。ヒンジ式の蓋部は、折畳み機能部１０８と協働してＩＯＬ２００の折畳みを容易にする
追加の機能部、例えば、触覚部をガイドする機能部を有しうる。ヒンジ式の蓋部は、組立
工程の間にＩＯＬ２００をレンズ移送ケース１００に挿入できるようにするのに有用であ
る。ヒンジ式の蓋部が示されているものの、任意の適切な取付方法、例えば、摩擦嵌合等
が用いられてもよい。また、図示された実施形態には、押下されることによってＩＯＬ２
００を休止姿勢から解放する親指起動部が示されている。
【００２０】
　図４は、本発明の特定の実施形態に係る例示的なレンズ移送方法を示すフローチャート
３００である。ステップ３０２において、休止姿勢のＩＯＬ２００がレンズ移送ケース１
００内に付与される。レンズ移送ケース１００は、折畳み部材１０８をレンズ移送ケース
１００の底部に備える。ステップ３０４において、注入カートリッジがレンズ移送ケース
１００に接続される。レンズ移送ケース１００の特定の動作に応じて、他のステップが実
行された後に、注入カートリッジがレンズ移送ケース１００に接続されてもよい。
【００２１】
　ステップ３０６において、ＩＯＬ２００が休止姿勢から解放される。次いで、ステップ
３０８において、ＩＯＬ２００が折畳み部材１０８を越えて滑動させられて部分的に折り
畳まれる。一例を挙げると、ステップ３０６では、レンズ移送ケース１００の頂部に摩擦
係合された停止部を取り外すことによってＩＯＬ２００が解放されうる。次いで、ステッ
プ３０８では、プランジャ１０６を用いてＩＯＬ２００を遠位方向に圧迫することによっ
て、ＩＯＬ２００が折畳み部材１０８を越えて滑動させられうる。別の例を挙げると、ス
テップ３０６では、被覆部１１４を使用してＩＯＬ２００を折畳み部材１０８に向けて下
方に押圧することによってＩＯＬ２００が休止姿勢から解放されうるし、ステップ３０８
では、被覆部１１４を捻転してＩＯＬ２００を回転させることによってＩＯＬ２００が折
畳み部材１０８を越えて滑動させられうる。被覆部１１４は捻転された後にＩＯＬ２００
から離脱しうる。
【００２２】
　ステップ３１０において、ＩＯＬ２００がレンズ移送ケース１００から注入カートリッ
ジに移送される。一例を挙げると、折畳みステップ３０８の一環として、ＩＯＬ２００が
順次移送されうる。別の例を挙げると、ＩＯＬ２００が事前に折り畳まれた後に、ＩＯＬ
２００が別個のステップにおいて移送されうる。一般に、注入カートリッジへの移送前に
ＩＯＬ２００を折畳み部材１０８を越えて滑動させることによってＩＯＬ２００を部分的
に折り畳むことを含む任意の手法が、本発明の種々の実施形態と一緒に使用されるように
適切に適合されうる。
【００２３】
　本発明の特定の実施形態について前述したものの、それらの記述は例示及び説明の目的
で示されるにすぎない。特許請求の範囲に記載される本発明の範囲から逸脱することなく
、前述したデバイス及び方法の変形例、変更例、改変例、及び発展例が採用されうる。
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