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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変形可能な眼内レンズを挿入筒内部を通過できるように小さい形状に変形させ、該挿入
筒内部を通して眼内に挿入する眼内レンズ挿入器具において、
　前記挿入筒は、軸周りに連続的に変化する角度を持ち、且つ基端側より先端部まで延び
た、前記眼内レンズを案内する構造を有する眼内レンズ挿入器具。
【請求項２】
　前記案内部は、前記挿入筒の全長に亘り長径部と短径部をもつ楕円筒に形成され、前記
楕円筒は前記挿入筒の軸周りに所定角度ねじれていることを特徴とする請求項１記載の眼
内レンズの挿入器具。
【請求項３】
　前記案内部は、前記挿入筒の全長に亘り延在し前記挿入筒の内壁面から半径方向に突出
するレールからなり、前記レールは前記挿入筒の軸周りに所定の角度範囲に螺旋状に配設
されていることを特徴とする請求項１記載の眼内レンズの挿入器具。
【請求項４】
　前記案内部は、前記挿入筒の全長に亘り延在し前記挿入筒の内壁面に凹状に形成された
溝もしくは前記挿入筒の内壁面から外壁面に達するように形成された溝からなり、前記溝
は前記挿入筒の軸周りに所定の角度範囲に螺旋状に配設されていることを特徴とする請求
項１記載の眼内レンズの挿入器具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、白内障で水晶体を摘出した後に、水晶体の代わりに挿入される変形可能な
眼内挿入用レンズや、視力補正のみを目的として眼内に挿入される変形可能な視力補正用
レンズ等の変形可能な眼内挿入用レンズを眼内に挿入するための挿入器具に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　１９４９年リドレイ(Ｒｉｄｌｅｙ)が白内障手術の際に白濁した水晶体の代わりに人工
の水晶体、即ち眼内挿入用レンズを初めて人眼に移植して以来、白内障の治療として眼内
挿入用レンズを移植することは広く行われてきた。
　特開昭５８－１４６３４６号公報に示されているように、眼球に作製した小さな切開創
を通して挿入可能な、少なくとも光学部が所定の記憶特性を有する変形可能な弾性体等を
用いた眼内挿入用レンズや、少なくとも光学部が所定の記憶特性を有する弾性体等を用い
て光学部を眼内で支える異種部材からなる支持部を有する変形可能な眼内挿入用レンズが
発明された。
【０００３】
　本願出願人が特開平４一２１２３５０号等において、変形可能な眼内挿入用レンズの光
学部を圧縮したり、巻いたり、折曲げたり、伸ばしたり、折畳んだりして変形させること
で、変形前の大きな形状から小さな形状に変形させ、眼球に作製した小さな切開創を通し
て当該眼内レンズを眼内に移植する挿入器具の発明を開示した。この挿入器具の発明によ
って、眼内挿入用レンズの移植手術も的確且つ簡素化した。
　即ち、図１０に示すように変形可能な眼内レンズ１として、所定の記憶特性を有する変
形可能な弾性体で形成した円形の光学部２の外周部に、光学部２と異種の可撓性材料で形
成した１対の支持部３の基部３aを埋込み固着し、支持部３の線状の突出部３bを湾曲させ
、２つの支持部３を対称形に配置したもの、図１１の（ａ），および（ａ）のＡ－Ａ線断
面である（ｂ）に示すように、図１０と同様な所定の記憶特性を有する材料からなり、円
形の光学部２の外周部に２つの支持部４を相対向させて突出させた眼内レンズ１も発明さ
れた。
【０００４】
　そして、図１２は上記眼内レンズを小さな形状に２つに折畳んで変形させ、挿入筒に通
して眼内に挿入するため挿入器具の外観図である。
　図１２は、従来の変形可能な眼内レンズ挿入器具の一部切欠き全体斜視図で、図１３は
前記挿入器具に使用される挿入筒の要部拡大斜視図、図１４は挿入筒の挿入先端部の要部
拡大斜視図、図１５は図１４のＢ－Ｂ線断面図、図１６は前記挿入器具に使用される挿入
先端部の動作説明の要部拡大断面図である。
【０００５】
　図１２において、１１は器具本体であり、１２は押出軸、１３はおねじ筒、１４は押出
し機構である。
　１８は包持部材で、図１３に拡大して示すようにヒンジ部１５を有するレンズ設置部１
６を備え、レンズ設置部１６の先端側に挿入筒１７を突出させた構成となっている。さら
に前記挿入筒の先端部１７ａの一側部に、挿入筒１７の内外を連通する状態で軸方向に沿
ってスリット１７ｂが形成されている。また、前記レンズ設置部１６は固定半割筒１９と
可動半割筒２０との下縁部をヒンジ部１５によって連結し、固定，可動半割筒１９，２０
上には固定，可動押え板２１，２２をそれぞれ突出させてある。
【０００６】
　以上のような構成の従来例では、眼内レンズ１は包持部材１８のレンズ設置部１６に設
置され、挿入器具本体に装填される時には小さく折畳まれるようになっている。眼内レン
ズ１を包持部材１８のレンズ設置部１６に装填状態で、眼内レンズ挿入器具のおねじ筒１
３をまわすと押出軸１２がネジ送りされ、眼内レンズを眼内に挿入する工程が始まる。
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　押出軸１２の先端により徐々に押出される眼内レンズ１は、挿入筒１７の先端部１７ａ
に到達した時点で、挿入先端部１７ａの軸方向に沿って形成したスリット１７ｂが徐々に
開くことで、挿入筒１７の基端側１７ｃでは折畳まれている眼内レンズ１の光学部２の応
力を挿入先端部１７ａで徐々に開放しながら眼内レンズ１を開口端１７ｄから眼内に挿入
する。
【０００７】
　また、スリット１７ｂは眼内レンズ１の光学部２を挟み込むように把持することによっ
て、眼内への急激な飛出しを防止すると共に、眼内レンズ１に加えられた応力のみを開放
し、スリット１７ｂの上下の各切断面で眼内レンズ１が表裏より把持されて挿入先端部１
７ａに留められる。加えて、眼内レンズ１の挿入速度を押出軸１２の前進速度と対応させ
るように制御できる。
【特許文献１】特開昭５８－１４６３４６号公報
【特許文献２】特開平０４－２１２３５０号公報
【特許文献３】特開平０５－１０３８０３号公報
【特許文献４】特開平０７－２３９９０号公報
【特許文献５】特開２００１－１０４３４７号公報
【特許文献６】特開２００３－７０８２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、これらの挿入器具の挿入筒は、図１６に示すように、挿入筒内で折畳ま
れて軸方向に押される眼内レンズの挿入筒中心軸周りの回動を規制する構造を備えていな
かったため、一点仮想線で示すように眼内レンズ１が挿入筒１７の内部壁面の円周方向に
予期せぬ回動をすることがあった。
【０００９】
　この結果、前述の挿入筒先端に備えられたスリットと折畳まれた眼内レンズの位置関係
に変化が起こり、眼内レンズを挿入筒先端部より所望の状態で突出させることができず、
眼内レンズの挿入方向や挿入速度を安定的に再現性よく制御することが難しく、眼内レン
ズの移植手術には熟練を要した。
　また、上記の予期せぬ回動を抑止するために、本願出願人による特開２００３－７０８
２９号公報により挿入筒に平行に案内部を設けた発明がある。
【００１０】
　本発明は、前述した問題を解決して、挿入時に眼内レンズの挿入筒中心軸周りの予期せ
ぬ回動を抑止するだけでなく、積極的に所望する方向に回動させ、眼内レンズ挿入時の眼
内での眼内レンズおよびその支持部の動きや挿入速度を安定的に維持し、より安全に眼内
レンズを挿入できる挿入器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、変形可能な眼内レンズを挿入筒内部を通
過できるように小さい形状に変形させ、該挿入筒内部を通して眼内に挿入する眼内レンズ
挿入器具において、前記挿入筒は、軸周りに連続的に変化する角度を持ち、且つ基端側よ
り先端部まで延びた、前記眼内レンズを案内する構造を有する眼内レンズ挿入器具を特徴
とする。
【００１２】
　請求項２の発明は、請求項１記載の眼内レンズの挿入器具において、前記案内部は、前
記挿入筒の全長に亘り長径部と短径部をもつ楕円筒に形成され、前記楕円筒は前記挿入筒
の軸周りに所定角度ねじれていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３の発明は、請求項１記載の眼内レンズの挿入器具において、前記案内部は、前
記挿入筒の全長に亘り延在し前記挿入筒の内壁面から半径方向に突出するレールからなり
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、前記レールは前記挿入筒の軸周りに所定の角度範囲に螺旋状に配設されていることを特
徴とする。
【００１４】
　請求項４の発明は、請求項１記載の眼内レンズの挿入器具において、　前記案内部は、
前記挿入筒の全長に亘り延在し前記挿入筒の内壁面に凹状に形成された溝もしくは前記挿
入筒の内壁面から外壁面に達するように形成された溝からなり、前記溝は前記挿入筒の軸
周りに所定の角度範囲に螺旋状に配設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は変形可能な眼内レンズを眼内に挿入する眼内レンズの挿入器具において、挿入
筒に変形した眼内レンズを案内するための軸周りに連続的に変化する角度を持ち且つ且つ
基端側より先端部まで延びた、前記眼内レンズを案内する構造にしたので、折畳まれた眼
内レンズの挿入筒内部を通過する過程での挿入筒中心周りに所定角度だけ回動させること
ができ、安定的した挿入操作を実現して熟練を要さない眼内レンズの移植手術が可能にな
る。
【００１６】
　また、前記眼内レンズを案内する構造を備えることにより、挿入時に眼内レンズの挿入
筒中心軸周りの予期せぬ回動を抑止するだけでなく、積極的に所望する方向に回動させ、
眼内レンズ挿入時の眼内での眼内レンズおよびその支持部の動きや挿入速度を安定的に維
持し、より安全に眼内レンズを挿入できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の眼内レンズの挿入器具に係る実施形態について説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１（ａ），（ｂ）は、本発明による眼内レンズの挿入器具本体の第１実施例を示す外
観図である。
【００１９】
　図１（ａ）は眼内レンズの挿入器具本体を示す一部切欠き外観図で、ほぼ筒状の器具本
体１１と、この器具本体１１の後端から挿入された押出軸１２と、器具本体１１の内周面
に形成した雌ネジ（図示せず）にネジ嵌合させた雄ネジ筒１３を有する、押出軸１２用の
押出機構１４と、ヒンジ部１５を有するレンズ設置部１６の先端側に挿入筒１７を突出さ
せた包持部材１８とを備えている。
　前記器具本体１１の先端部上面には取付け溝１１ａが軸方向に沿って形成され、この溝
１１ａから前記包持部材１８が装填される。前記押出軸１２は雄ネジ筒１３の内部末端に
一端が回動可能に支持され、器具本体１１に対しては回動が拘束される支持機構で構成さ
れている。
【００２０】
　図１（ｂ）は、眼内レンズの挿入器具本体の他の例を示す側面図で、前記図１（ａ）と
同様に眼内レンズ挿入機能を有するものであるが、本願出願人が先に提案した特開２００
１－１０４３４７号公報に示されたような、予め眼内レンズ１を挿入器具本体内に保持し
ている眼内挿入用レンズの挿入システムである。
【００２１】
　本願発明はこのような構成に用いられる挿入器具であっても全く同じ効果を持つもので
あるので、以下は図１（ａ）に示す第１実施例をもって説明を行うものとする。
【００２２】
　図２は図１（ａ）の挿入器具本体１１の先端部に装填する包持部材１８の拡大斜視図で
ある。前記包持部材１８のレンズ設置部１６は、図２に示すように、挿入筒１７の末端に
固定半割筒１９を一体に設けると共に、固定半割筒１９と対向する可動半割筒２０を挿入
筒１７の末端に近接させて開閉可能に設け、固定半割筒１９と可動半割筒２０との下縁部
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をヒンジ部１５によって連結し、固定，可動半割筒１９，２０上には固定，可動押え板２
１，２２をそれぞれ突出させてある。
【００２３】
　また、可動半割筒２０、ヒンジ部１５および可動押え板２２によって開閉機構を構成し
、開閉機構を閉じることで、可動押え板２２が固定押え板２１に当接して、挿入筒１７と
同軸の筒状になる。前記レンズ設置部１６に設置した眼内レンズ１を設定して前記可動押
え板２２を閉じることで、前記眼内レンズ１は折畳まれ小さく変形される。
【００２４】
　挿入筒１７は、基端側１７ｃでは可動半割筒１９，２０が当接した筒状部の内径と等径
であり、先端部では先細形状の挿入先端部１７ａを有している。
【００２５】
　なお、前述した構成は，前記従来例として示す特開平０５－１０３８０９号公報に記載
されたものとほぼ同構成である。
【００２６】
　図３は図２の包持部材１８の先端に構成した挿入先端部１７ａの拡大斜視図である。図
４は図３のＣ－Ｃ線断面図、図５は図３の挿入筒内での眼内レンズ変形状態を説明する動
作説明図、図６は図３のＤ－Ｄ線断面図を示している。
【００２７】
　前記第１実施例の眼内レンズの挿入器具は、特に、図３～図６に示すように、前記挿入
筒１７の軸心と対応する上部内壁面１７ｅに、折畳まれた眼内レンズ１の押出し移動時に
前記眼内レンズ１を挿入筒１７の軸周りに所定角度回動させるためのレール状の案内部２
４を設けた構成としている。この案内部２４は、眼内レンズ１の押出し方向に挿入筒１７
の全長に亘り延在し、挿入筒１７の内壁面１７ｅから半径方向に突出して設けられ、その
断面形状は矩形突形状で前記挿入筒１７と一体成形されている。また、案内部２４は、前
記挿入筒１７の軸周りに所定の角度範囲に螺旋状に基端側１７ｃより先端部1７ａまで延
びている。
【００２８】
　また、眼内レンズ１は図１０に示すように、光学部２が所定の記憶特性を有する弾性体
を用いた変形可能な眼内レンズで、所定の記憶特性を有する弾性体の支持部３を備えたも
のである。
【００２９】
　以上のように構成された第１実施例の挿入先端部１７ａを有する眼内レンズの挿入器具
は、眼内レンズ１を眼内へ挿入する際には、まず包持部材１８を器具本体１１の取付け溝
１１ａより取外し、包持部材１８の可動押え板２２および可動半割筒２０を開き、眼内レ
ンズ１の１対の支持部３を前方の一側と後方の他側にそれぞれ位置させて光学部２をレン
ズ設置部１６のヒンジ部１５上方に適宜の隙間を設けて設置し、可動押え板２２および可
動半割筒２０を閉じて固定押え板２１および固定半割筒１９に合わせ、半割筒１９，２０
内に光学部２を２つ折り状に折畳んで小さな形状にし、前記包持部材１８を器具本体１１
の取付溝１１ａに取付ける。
【００３０】
　この保持状態で前記押出し機構１４の雄ネジ筒１３を回動させることで、押出軸１２の
先端部２３によって眼内レンズ１の光学部２を切開創内に挿入した挿入筒１７の挿入先端
部１７ａに送り込み、前記挿入先端部１７ａより眼内に向けて徐々に送り出される。
【００３１】
　即ち、挿入先端部１７ａに眼内レンズ１が到達する移動状態では、図５に示すように眼
内レンズ１の折畳まれた両端部が前記挿入筒１７の内壁面１７ｅに形成した案内部２４の
両側面２４ａ，２４ｂを挟むことで挿入筒の中心軸周りに案内部２４に沿って回動しつつ
、前記押出軸１２の先端部２３により押出される。
【００３２】
　なお、前記押出軸１２の先端部２３は挿入筒１７内部に突出した前記案内部２４には接
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触しないように十分な逃げ部を有した形状を有している。
　そして、前記挿入筒１７内で中心軸周りに回動しながら押出される眼内レンズ１は、挿
入先端部１７ａの開口端１７ｄより放出される。
　従って、眼内レンズ１が弾性体の支持部３の眼内での射出角度を含めて、眼内レンズの
挿入方向や挿入速度を安定的に制御することが可能である。
【実施例２】
【００３３】
　図７は、本発明の眼内レンズの挿入器具における案内部２４の第２実施例を示している
。
　図７は前記案内部２４を、前記挿入筒１７の内壁面１７ｅに、挿入筒１７の全長に亘り
延在して挿入筒１７の軸周りに所定の角度範囲に螺旋状に形成した凹み形状の溝２４ｃと
したものである。眼内レンズ１の復元力を利用して、挿入筒１７の内側に構成した溝２４
ｃに沿って眼内レンズ1が移動するため挿入筒中心軸周りに回動させることができる。こ
の第２実施例は、特に肉厚の厚い眼内レンズに対して有効である。
【実施例３】
【００３４】
　図８は本発明の眼内レンズの挿入器具における案内部２４の第３実施例を示している。
　図８は前記案内部２４を、前記挿入筒１７の軸心と対応する内壁面１７ｅから外壁面１
７ｆまで達する溝２４ｄから構成し、この溝２４ｄは、挿入筒１７の全長に亘り延在して
挿入筒１７の軸周りに所定の角度範囲に螺旋状に形成されている。これにより、眼内レン
ズ１の辺縁を利用して、眼内レンズ1を挿入筒１７に形成した溝２４ｄに沿って移動でき
るため、眼内レンズ1を挿入筒中心軸周りに回動させることができる。この実施例は、特
に肉厚の薄い眼内レンズに対して有効である。
【実施例４】
【００３５】
　図９は本発明の眼内レンズの挿入器具における第４実施例を示している。
　図９に示す案内部は、上記実施例１～３に示すようなレールまたは溝を設ける場合と異
なり、挿入筒１７の形状により眼内レンズ１を挿入筒１７の中心軸周りに回動させること
ができる実施例である。すなわち、図９に示すように、挿入筒１７の断面は長径部ａと短
径部ｂとをもつ楕円筒に形成され、この楕円筒は、挿入筒１７の全長に亘り延在して挿入
筒１７の軸周りに所定の角度ねじれた構造に構成されている。そして、眼内レンズ１の辺
縁が長径部方向に倣う形状を構成する。これにより、眼内レンズ１が楕円筒内を挿入筒１
７の先端方向に移動するにつれて挿入筒１７の長径部ａと短径部ｂの方向が挿入筒１７の
ねじれ構造で変化するに伴い眼内レンズ１を挿入筒１７の中心軸周りに回動させることが
できる。
【００３６】
　なお、上記各実施例において、挿入筒１７の挿入先端部１７ａにスリットを形成してい
ない眼内レンズ１の挿入器具について説明したが、これに限定されることなく、前記特開
平５－１０３８０３号，特開平０７－２３９９０号公報に記載されたような挿入筒の挿入
先端部にスリット或いは切り欠きを持つ挿入先端部を有する挿入筒に適用可能であること
は勿論である。
【００３７】
　また、前記案内部２４を挿入筒内壁面１７ｅに一体成形によって形成したものについて
説明したが、これに限定されることなく、突形状となる長尺の案内部（図示せず）を別体
構成で形成し、前記挿入筒内壁面１７ｅに溶着或いは接着によって固定するようにしても
良いことは勿論である。
【００３８】
　第３の実施例では挿入筒内面の断面形状が長径部ａ、短径部ｂを持つ形状について説明
したが、眼内レンズを挿入筒の軸周りに所定角度回動させることができる形状であれば、
これに限定されることはない。
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】（ａ）は本発明による眼内レンズの挿入器具の第１実施形態を示す挿入器具本体
の外観図。　（ｂ）は本発明による眼内レンズの挿入器具の別の実施形態であり、あらか
じめ眼内レンズを内部に保持している眼内レンズの挿入システムの外観図。
【図２】図１の包持部材の拡大斜視図。
【図３】図１の挿入先端部の要部拡大斜視図。
【図４】図３のＣ－Ｃ線断面図。
【図５】図１の動作説明断面図。
【図６】図３のＤ－Ｄ線断面。
【図７】本発明の第２の実施例を示す第１実施例の図５相当図。
【図８】本発明の第３の実施例を示す第１実施例の図５相当図。
【図９】本発明の第４の実施例を示す挿入筒の要部斜視図。
【図１０】変形可能な眼内レンズの一例を示す平面図。
【図１１】（ａ）は変形可能な眼内レンズの一例を示す平面図、（ｂ）はＡ－Ａ線断面図
。
【図１２】従来の眼内レンズの挿入器具の外観図。
【図１３】図１２の包持部材の拡大斜視図。
【図１４】図１２の挿入先端部の要部拡大斜視図。
【図１５】図１４のＢ－Ｂ線断面図。
【図１６】図１２の動作説明断面図。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　　変形可能な眼内レンズ
２　　　　光学部
３，４　　支持部
１１　　　器具本体
１２　　　押出軸
１３　　　おねじ筒
１４　　　押出機構
１５　　　ヒンジ部
１６　　　レンズ設置部
１７　　　挿入筒
１７ａ　　先端部
１７ｃ　　基端側
１７ｄ　　開口端
１７ｅ　　内壁面
１８　　　包持部材
２４　　　案内部
２４ａ，２４b　側面
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