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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
眼科手術用のコンタクト・レンズであって、眼（２）の上に搭置されるように提供された
レンズ前面（２９）と、該コンタクト・レンズ（１２）を眼（２）に真空固定するための
手段とを備え、該レンズ前面（２９）が、該レンズ前面の仮想の延長線よりも突出しない
環状空隙（４４）によって、かつ複数の吸引オリフィス（４５）によって環状に囲まれ、
該空隙及びオリフィスを通って真空が眼に作用し、
　前記コンタクト・レンズがマウント（３７）内に組み込まれ、かつ眼（２）の上に固定
するために設けられた凹状のレンズ前面（２９）を有するレンズ本体（２２）を備え、
　前記環状空隙（４４）が前記レンズ本体（２２）と前記マウント（３７）とに間の前記
レンズ前面（２９）の縁部に形成され、前記空隙は、眼（２）と共に吸引チャネルとして
機能し、該吸引チャネルを介して眼（２）に対して前記コンタクト・レンズ（１２）を固
定するための真空を印加可能であり、
　前記マウント（３７）は、眼（２）が前記レンズ前面（２９）と完全に接触したときに
、前記環状空隙（４４）と眼（２）との間の前記吸引チャネルが閉鎖されないように設け
られていることを特徴とするコンタクト・レンズ。
【請求項２】
前記吸引チャネル（４４）が前記レンズ前面（２９）の周縁部を環状に囲み、該吸引チャ
ネルに対して前記吸引オリフィス（４５）が開放されていることを特徴とする、請求項１
に記載のコンタクト・レンズ。
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【請求項３】
前記レンズ前面（２９）が前記マウント（３７）内に保持された前記レンズ本体（２２）
上に形成され、前記吸引オリフィス（４５）が該マウント（３７）内に形成されているこ
とを特徴とする、請求項１または２に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項４】
前記吸引チャネル（４４）が前記マウント（３７）と前記レンズ本体（２２）との間に形
成され、個々のチャネル（４６）が、前記吸引チャネル（４４）から前記マウント（３７
）の壁を介して一つの前記吸引オリフィス（４５）内まで延在して提供されていることを
特徴とする、請求項２に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項５】
前記レンズ前面（２９）が凹状の曲率を有し、前記吸引オリフィス（４５）が曲率を有す
る環状表面上に形成されていることを特徴とする、請求項３または４に記載のコンタクト
・レンズ。
【請求項６】
前記吸引オリフィス（４５）が円形、楕円形、または矩形であることを特徴とする、請求
項１乃至５のいずれか１項に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項７】
照明放射光を前記環状に配置された吸引オリフィス（４５）の領域内に結合する手段を備
えることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項８】
前記吸引オリフィス（４５）が、真空が眼（２）の角膜（１７）に作用するように設けら
れていることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか１項に記載のコンタクト・レンズ
。
【請求項９】
眼科手術用のコンタクト・レンズであって、眼（２）の上に搭置されるように提供された
レンズ前面（２９）と、該コンタクト・レンズ（１２）を眼（２）に真空固定するための
手段とを備え、該レンズ前面（２９）が、該レンズ前面の仮想の延長線よりも突出しない
環状空隙（４４）によって環状に囲まれ、該空隙を通って真空が眼に作用し、
　前記コンタクト・レンズがマウント（３７）内に組み込まれ、かつ眼（２）の上に固定
するために設けられた凹状のレンズ前面（２９）を有するレンズ本体（２２）を備え、
　前記環状空隙（４４）が前記レンズ本体（２２）と前記マウント（３７）とに間の前記
レンズ前面（２９）の縁部に形成され、前記空隙は、眼（２）と共に吸引チャネルとして
機能し、該吸引チャネルを介して眼（２）に対して前記コンタクト・レンズ（１２）を固
定するための真空を印加可能であり、
　前記マウント（３７）は、眼（２）が前記レンズ前面（２９）と完全に接触したときに
、前記環状空隙（４４）と眼（２）との間の前記吸引チャネルが閉鎖されないように設け
られていることを特徴とするコンタクト・レンズ。
【請求項１０】
前記レンズ前面（２９）が曲面（Ｋ）に従う凹状であり、かつ、軸方向に眼（２）に向か
って見たときに、前記マウント（３７）の最も先頭の外形線が、該曲面（Ｋ）の仮想の延
長線に位置するか、または少なくとも該延長線よりも突出していないことを特徴とする、
請求項１または９に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項１１】
前記環状空隙（４４）を定義するする前記マウント（３７）の内面および／または前記環
状空隙（４４）を定義する前記レンズ本体（２２）のリム表面（４７）が、光軸（Ａ１）
に対して斜めに延在する切頭円錐形状の表面として提供されていることを特徴とする、請
求項１０に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項１２】
前記環状空隙（４４）が眼（２）から離れるに従って先細になっていることを特徴とする
、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のコンタクト・レンズ。
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【請求項１３】
眼（２）から離れて対向する前記環状空隙（４４）の端部が、９０°の鋭角で先細になっ
ていることを特徴とする、請求項１２に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項１４】
前記レンズ前面（２９）が非球面形であることを特徴とする、請求項１乃至１３のいずれ
か１項に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項１５】
前記環状空隙（４４）が、真空が眼（２）の角膜（１７）に作用するように設けられてい
ることを特徴とする、請求項９に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項１６】
前記コンタクト・レンズ（１２）の幾何学的パラメータまたは光学的パラメータ、好まし
くは前記レンズ前面（２９）の直径、を符号化、好ましくは色符号化、するための符号化
要素が設けられていることを特徴とする、請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のコン
タクト・レンズ。
【請求項１７】
前記符号化要素が、ＩＤコードを格納し、かつ治療装置（ａ）内に設けられた送信／読取
ユニットと協働するように提供されたＲＦＩＤチップであることを特徴とする、請求項１
６に記載のコンタクト・レンズ。
【請求項１８】
請求項１７に記載のコンタクト・レンズと前記送信／読取ユニットを含む治療装置（１）
とを備えるシステムであって、前記ＲＦＩＤチップによって送信された前記ＩＤコードの
評価が前記送信／読取ユニットにおいて行われ、かつ前記治療装置（１）の操作が前記Ｉ
Ｄコードによって有効になり、前記操作が特定のＩＤコードの場合にのみ可能となること
を特徴とするシステム。
【請求項１９】
前記送信／読取ユニットが、既に使用されたコンタクト・レンズのＩＤコードが格納され
たＩＤコード・メモリに接続されて、各コンタクト・レンズが１回だけ使用されることを
確実にすることを特徴とする、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
前記コンタクト・レンズが１回使用された後、前記送信／読取ユニットが、前記ＲＦＩＤ
チップ内のＩＤコードを修正、特に無効にすることを特徴とする、請求項１８に記載のシ
ステム。
【請求項２１】
前記送信／読取ユニットは、前記コンタクト・レンズの使用回数を制限するために、前記
ＩＤコードを修正または消去することを特徴とする、請求項２０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科手術用のコンタクト・レンズに関し、このコンタクト・レンズは、眼の
上に置かれるために提供されたレンズ前面と、真空によってコンタクト・レンズを眼に固
定する手段とを備える。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコンタクト・レンズは国際公開第２００５／０４８８９５号パンフレットに示
されており、これはコンタクト・レンズをレーザ治療装置に固定することに対処している
。
【０００３】
　眼科手術におけるコンタクト・レンズの例としては、レーザ治療装置をある物体に機械
的に結合させるアダプタがある。そのような結合が必要とされるのは、レーザ・ビームを
物体内に位置決めする精度が治療中に達成される精度を通常決定するためである。治療す
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る容積、例えば眼の角膜においてレーザ・ビームを正確に三次元位置決めすることによっ
てのみ、高精度の治療が可能となる。従って、治療されるべき物体の固定化は、レーザ治
療装置に対して、物体、例えば眼の正確に画定された位置を保証するアダプタによって行
われる。アダプタは一般にコンタクト・レンズと呼ばれ、ビーム経路の一部である。治療
されるべき物体の正確な外形が知られていない場合、アダプタは可能であれば、レーザ・
ビームを適用するときに予め決定されるある種の形状を物体に与えるように機能する。
【０００４】
　ヒトの眼の角膜前面は患者毎に変化するので、レーザ支援眼科手術においてはコンタク
ト・レンズ形態のアダプタが通常は提供される。米国特許出願公開第２００１／００２１
８４４号明細書には眼を固定するだけでなく角膜前面も変形させるそれに対応するコンタ
クト・レンズが記載されている。この米国特許出願明細書は、角膜とレンズ本体として提
供されるコンタクト・レンズとの間に真空を印加することを提案しており、この真空によ
って、眼の角膜がコンタクト・レンズの方に向かって引っ張られる。レンズ本体および眼
の角膜が真空によってこのようにして固定されると、眼の角膜はレンズ本体の前面（患者
に対して前面）の形状を自動的に取る。しかし、このタイプの固定化は、特に、米国特許
出願公開第２００１／００２１８４４号明細書の一実施形態によるレンズ本体マウントの
底面に設けられた鉤状の突出部を用いるときには、患者にとってむしろ不便である。前記
突出部は、眼へのコンタクト・レンズの固定化を改善することを意図して設けられたもの
である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の目的は、眼へのレンズ本体の確実な固定化および角膜の信頼できる変
形が患者に対して可能な限り柔軟に行われるような上記タイプのコンタクト・レンズを具
現化することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、この目的は、レンズ前面が、レンズ前面の仮想の延長線よりも突出し
ない環状空隙によって、または多数の吸引オリフィスにより環状に囲まれ、この空隙／オ
リフィスを通って真空が眼に作用する上記タイプのコンタクト・レンズによって達成され
る。
【０００７】
　従って、眼の角膜は、機械的圧力によって、レンズの前面と接触した状態になるか、ま
たはレンズの前面に対して保持され、前記機械的圧力は、レンズの前面を囲むリング状領
域において生じる眼の角膜の吸引から得られる。このリング状領域は真空を印加する吸引
オリフィスを含む。このアプローチは本質的な２つの利点を有する、一方では、可能な限
り柔軟に真空を眼の角膜に印加することができる。更に、一変形例によれば、眼の角膜が
環状空隙内にリング形状において吸引されることが除外される。このことにより、吸引チ
ャネルが不所望に閉塞されることも阻止される。一方では、患者側のコンタクト・レンズ
を実質的に平滑にすることができ、眼は吸引オリフィスを備えた平滑な表面に対して押圧
される。このことにより、鋭い縁部が眼に作用することが防止され、吸引リングにおいて
鋭い縁部を避けるために先行技術では必要となる複雑な製造方法が、本発明では排除され
る。従って、本発明は眼科手術用のコンタクト・レンズを提供し、このコンタクト・レン
ズは、マウント内に収容され、かつ眼の上に設置されるように設計された凹状のレンズ前
面を有するレンズ本体を備え、環状空隙またはリング状領域が、レンズ本体とマウントと
の間のレンズ前面の周縁において形成され、環状空隙またはリング状領域が眼と共に吸引
チャネルとして機能し、該吸引チャネルを介して眼に対してコンタクト・レンズを固定す
るための真空を印加可能であり、マウントはレンズ前面の仮想の延長線よりも突出してい
ない。接触した眼と共に、環状空隙またはリング状領域は、大部分が気密な室を形成し、
真空によってコンタクト・レンズを眼の角膜に固定するための力を印加することが可能と
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なる。
【０００８】
　この目的は、例えば、眼の全表面がレンズ前面と接触するときには、環状空隙と眼との
間の吸引チャネルが閉鎖されないようにマウントが形成された、上記タイプのコンタクト
・レンズによって達成される。
【０００９】
　従って、米国特許出願公開第２００１／００２１８４４号明細書に記載のアプローチと
は対照的に、眼の角膜は真空によってレンズ前面上に直接吸引されるが、機械的圧力に起
因してレンズ前面と接触する。眼が完全にレンズ前面と接触するときに環状空隙と眼との
間の吸引チャネルが開放されたままとなる（すなわち、眼の角膜は環状空隙を覆っていな
い）ようなマウントが設けられているので、コンタクト・レンズおよび眼の正確な相互位
置合わせをこの状態で行うことができる。コンタクト・レンズが眼に向かって更に押され
る場合に限り、眼の角膜が環状空隙を覆うので、環状空隙と眼との間の吸引チャネルが閉
鎖され、真空による固定化が有効になる。従って、環状空隙内で印加された真空は、眼を
固定するように作用するに過ぎないが、眼の角膜を直接変形させない。このことにより、
接触し、かつ固定化するプロセス全体がより容易に制御される。
【００１０】
　吸引チャネルを介して印加される真空は、眼の角膜を固定するように作用するに過ぎな
いが、眼の角膜を直接変形させない。この理由は、レンズの全面と眼の角膜との間に真空
が作用しないからである。従って、本発明のコンタクト・レンズは、レンズの前面と接触
した状態で設置された角膜の領域においては決して治癒しなかった従来の眼科手術からの
角膜の損傷、異常または傷口のある患者に特に適している。眼の角膜のこの領域において
は真空が作用しないので、コンタクト・レンズを固定する際に、損傷を及ぼす作用はここ
では排除される。
【００１１】
　従って、患者側では、環状空隙を越えてレンズ前面とマウントとの間の移行が円滑であ
る（環状空隙を除く）。つまり、マウントは不連続となっていない。
　マウントは、眼の全表面がレンズ前面に接触している状態において眼の角膜が、環状空
隙を定義するマウントの縁部に接触せず、その結果、吸引チャネルの環状空隙を閉鎖しな
いような幾何学デザインを有する。これは、例えば、マウントの軸方向において最も先頭
の外形線が、眼がレンズ前面と完全に接触するときに、眼の角膜の曲面よりも突出しない
か、または後退しないという点において達成され得る。曲面の形状は、眼がレンズ前面と
完全に接触するときの眼の状態に実質的に左右される。
【００１２】
　単純なデザインでは、マウントの軸方向に最も先頭の外形線がレンズ前面の仮想の延長
線よりも突出しないか、後退しないように、マウントの軸方向に最も先頭の外形線がそれ
よりも突出しないか、または後退しない曲面をレンズ前面の曲率に適用することも可能で
ある。
【００１３】
　本発明のコンタクト・レンズにより、角膜の上にコンタクト・レンズが搭置された状態
で、角膜の自然な形状を維持することが可能となり、このことは患者にとって特に便利で
ある。眼は、変形が最小の適した曲率半径でコンタクト・レンズと接触した状態で搭置さ
れる。
【００１４】
　環状空隙がマウント上および／またはレンズ本体上の１つまたは複数の切頭円錐形状表
面または円錐形状表面の各々によって形成される場合、特に単純な製造が達成される。ま
た、概してそのような円錐形状表面によって、環状空隙が眼から離れるに従って先細にな
る、特に眼から離れて対向する端部において９０°の鋭角で先細になった更なる実施形態
が容易に実現される。
【００１５】
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　このような環状空隙のデザインにより、眼の角膜の諸部分が吸引チャネルの上部領域内
に吸引されるのが防止され、これにより、吸引チャネルを部分的に閉塞させるのが防止さ
れるので更に有利である。その結果、真空を環状空隙内に導入することは危機的なことで
はない。この理由は、環状空隙全体が吸引チャネルとして常に有効であり、特に真空コネ
クタが眼の角膜によって閉塞され得ないためである。
【００１６】
　本発明のコンタクト・レンズによって、特にレンズ前面の曲面が眼の角膜よりも僅かに
平坦な曲率を有する場合に、眼の角膜上にコンタクト・レンズを設置することが特に容易
になる。コンタクト・レンズに接近する際、眼の角膜の中央領域、すなわち角膜頂のみが
レンズ前面に触れる。設置が進行するにつれて、眼の角膜はレンズ前面全体に徐々に接触
するが、吸引チャネルはこの状態ではまだ閉鎖されておらず、また、部分的に変形してい
るにもかかわらず、患者は自分の眼を自由に動かすことができる。この状態においては、
コンタクト・レンズを眼と容易に位置合わせすることが可能である。所望の調節位置が達
成されると、コンタクト・レンズと患者の眼との間の距離は更に幾分短縮され、環状空隙
は眼の角膜によって閉鎖され、眼はコンタクト・レンズに対して吸引固定される。
【００１７】
　レンズ前面によって所望の形状として眼の上に押し付けられる曲面は、用途に応じて選
択することができる。特に、治療用レーザ放射光を導入する際に光学的結像誤差を最小に
することのできる非球面状の曲率を有する表面も可能である。レンズ前面は、５～３０ｍ
ｍの半径を有する球面であってもよい。ヒト角膜の半径よりも僅かに小さい、すなわち、
例えば１５～２５ｍｍの半径が特に好ましい。この球面は本発明の設計に起因する問題を
生じずに可能である。この理由は、米国特許出願公開第２００１／００２１８４４号明細
書の先行技術とは対照的に、眼の角膜が真空吸引チャネルを閉塞させる危険がなく、コン
タクト・レンズが眼に対して不完全に固定されるだけであるからである。
【００１８】
　レンズ前面をリング状に囲む吸引オリフィスは好ましくは、吸引チャネルの一部として
提供される。また、好ましくは、眼がレンズの全面と完全に接触するときに、吸引オリフ
ィスが眼の角膜によってまだ覆われず、その結果として吸引がまだ行われないように、吸
引オリフィスが提供される。眼の角膜が吸引オリフィスも覆って、これにより真空固定化
が有効になるのは、コンタクト・レンズが眼に対して更に押圧されるときに限られる。
【００１９】
　このコンタクト・レンズの設計は、環状領域によって達成され得、環状領域には、例え
ば、光軸に対して角度をなして位置決めされ、かつ／または例えば眼の角膜の曲率よりも
僅かに小さい凹状曲率面を有する吸引オリフィスが配置されている。当然、レンズの前面
も凹状であり得る。
【００２０】
　便利的で、特に製造が容易なコンタクト・レンズの構造では、レンズの前面がマウント
内に保持されたレンズ本体上に形成され、吸引オリフィスがマウント内に設けられている
。コンタクト・レンズが調節された状態で眼の上に押圧されるときに限り真空搭置が有効
になる上記の２段階設置は、眼がレンズの前面と完全に接触するときにマウントの軸方向
に前方にある外形線が眼の角膜の曲率よりも突出しない場合、または前記外形線が前記曲
率よりも後退している場合に、簡単に達成することができる。吸引オリフィスを含んだマ
ウントのこの部分は便宜的には、レンズの前面と継ぎ目なく連続している。
【００２１】
　マウントとレンズ本体との間に吸引チャネルが形成され、かつ、個々のチャネルがマウ
ントの壁を介して吸引オリフィス内まで延在している場合に、特に容易な製造が達成され
る。吸引チャネルはマウントとレンズ本体との間の環状空隙であってもよい。この空隙は
マウントの壁によって患者側で覆われる。前記壁はマウントの外側に位置する縁部からレ
ンズの前面の縁部まで延在する。この壁にある貫通口が個々のチャネルを形成し、故に、
吸引オリフィスを形成する。
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【００２２】
　吸引オリフィスの数は特定の図に固定されないが、製造条件に従って選択される。吸引
オリフィスの形状は製造条件に従って選択されてもよい。特に、吸引オリフィスは円形で
あっても、楕円形であっても、矩形であってもよい。角膜の損傷を防ぐために、製造中に
バリを除去するように当然注意すべきである。
【００２３】
　レンズ前面によって所望の形状として眼の上に押し付けられる曲面は、用途に応じて選
択することができる。特に、治療用レーザ放射光を導入する際に光学的結像誤差を最小に
することのできる非球面状の曲率を有する表面も可能である。
【００２４】
　本発明のコンタクト・レンズは、角膜の上にコンタクト・レンズが置かれた状態で、角
膜の自然な形状を維持することを可能にし、このことは患者にとって特に便利である。適
した曲率のレンズ前面を用いれば、眼は変形が最小の状態でコンタクト・レンズと接触し
て置かれる。この場合、レンズ前面は、５～３０ｍｍの半径を有して、球面状の曲率を有
していてもよい。このレンズ前面の半径はヒトの眼の半径よりも僅かに大きいことが好ま
しく、従って１５～２５ｍｍの範囲である。
【００２５】
　環状に配置された吸引オリフィスは、眼の角膜の諸部分が吸引チャネルの上方部分内に
吸引されるのを阻止し、即ち吸引チャネルを部分的に閉塞されるのを阻止する。その結果
、真空を吸引チャネル内に導入することは危機的なことではない。この理由は吸引チャネ
ル全体が常に有効であり、特に真空コネクタが眼の角膜によって閉塞され得ないためであ
る。
【００２６】
　本発明のコンタクト・レンズによって、特にレンズ前面の曲面が眼の角膜よりも僅かに
平坦な曲率を有する場合に、眼の角膜上にコンタクト・レンズを設置することが特に容易
になる。コンタクト・レンズにアプローチする際、眼の角膜の中央領域、すなわち角膜頂
のみがレンズ前面に触れる。設置が進行するにつれて、眼の角膜はレンズ前面全体に徐々
に接触するが、吸引オリフィスはこの状態ではまだ閉鎖されておらず、また、部分的に変
形しているにもかかわらず、患者は自分の眼を自由に動かすことができる。この状態にお
いては、コンタクト・レンズを眼と容易に位置合わせすることが可能である。所望の調節
位置が達成されると、コンタクト・レンズと患者の眼との間の距離は更に幾分短縮され、
環状空隙は眼の角膜によって閉鎖され、眼はコンタクト・レンズに対して吸引固定される
。
【００２７】
　真空固定手段に対して結膜（強膜）を吸引することは、眼科用コンタクト・レンズの真
空固定中は避けるべきであることが分かっている。この理由は、そうしない場合、手術が
行われるべき眼の角膜の不十分な固定化が生じる恐れがあるからである。従って、前記真
空固定化は好ましくは、眼の強膜上ではなく、角膜上のみで作用する。
【００２８】
　他の点においてコンタクト・レンズがどのように設計されるかに関係なく、また特には
、真空固定手段の設計に関係なく、眼科手術用のコンタクト・レンズを提供することが便
利であり、そのコンタクト・レンズは、眼上に置かれるように設計されたレンズ前面と、
コンタクト・レンズを眼に真空固定化する手段とを備えており、コンタクト・レンズの幾
何学的または光学的パラメータを符号化する符号化要素がコンタクト・レンズ上に設けら
れたことを特徴とする。この幾何学的パラメータまたは光学的パラメータは好ましくは、
レンズ前面の直径である。符号化要素は好ましくは、ユーザ、すなわち眼科外科医が所望
の幾何学的パラメータまたは光学的パラメータ、例えばレンズ前面の所望の直径を外部か
ら認識することができる様式でコンタクト・レンズに取り付けられる。適した符号化要素
は、例えば、バー・コード、数字または文字コードであるか、あるいは、幾何学的コード
または色コードでさえある。色マークを有するコンタクト・レンズが特に好ましく、色マ
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ークはレンズ前面の直径に対して割り当てられるか、またはコンタクト・レンズの別の幾
何学的パラメータまたは光学的パラメータに割り当てられる。コンタクト・レンズが２つ
の部品から製造される場合、すなわち、レンズ前面を含んだレンズ本体とレンズ本体を保
持するマウントととから製造される場合、マウント上に符号化要素を配置することが好ま
しい。色コードの場合、例えば、マウント自身を着色することができる。
【００２９】
　当然、情報担体およびそこに格納された情報の無線読取および／または修正のための手
段を含んだ変形例も可能である。情報の伝達は（例えば、１００ｋＨｚ～１ＧＨｚの無線
周波数帯の、あるいは国際公開第２００５／０３９４６２号パンフレットに記載のような
）電磁信号によって行われてもよい。
【００３０】
　コンタクト・レンズと通信を行う、格納された情報の無線読取および／または修正のた
めの手段は、送信機および受信機を備えてもよい。その信号によって、送信機はエネルギ
をその情報メモリに伝達することができ、次に情報メモリがこの情報を用いて、応答信号
の形態で情報メモリに格納された情報を発する。
【００３１】
　情報メモリに格納された情報を送信機からの信号を用いて修正することが可能である。
（情報を再び付属部品から製品へ送信する際、修正された情報が送信される。）。情報メ
モリおよびマウントが機械的ユニットを構成してもよく、組み込まれた情報メモリと共に
付属部品を滅菌することが可能である。
【００３２】
　ユーザが所望のパラメータを有するコンタクト・レンズを選択できるようにするために
、コードは有利には光学的に感知可能なコードとして提供され、これによって外科医は所
望のコンタクト・レンズを迅速かつ間違えることなく選択することが可能となる。
【００３３】
　当然ながら、上記または下記のタイプのコンタクト・レンズにおいて、上記符号化要素
を用いることが特に有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　一例として、図面を参照して、本発明を以下で更に詳細に説明する。
　図１は欧州特許出願公開第１１５９９８６号明細書および米国特許第５５４９６３２号
明細書に記載のものに類似する眼科方法のための治療装置を示す。図１の治療装置１は、
既知のフェムト秒レーシック（ＬＡＳＩＫ）法に従って、患者の眼２の視力障害の補正を
実行するように動作する。治療装置１はパルスレーザ放射光を発射するレーザ３を有する
。このパルス幅は、例えばフェムト秒の範囲内であり、レーザ放射は、非線形的な光学的
作用手段を用いることによって角膜において作用する。レーザ３によって光軸Ａ１に沿っ
て発射された治療ビーム４はビーム・スプリッタ５に入射し、このビーム・スプリッタは
治療ビーム４を走査ユニット６に伝える。走査ユニット６は相互に直交する軸周囲に回転
可能である２つの走査鏡７および８を備えて、走査ユニット６は治療ビーム４を二次元的
に屈折させる。調整可能な投影光学９が、治療ビーム４を眼２の上または内に収束させる
。投影光学９は２つのレンズ１０および１１を備える。治療装置１はレーザ治療装置であ
る。
【００３５】
　レンズ１１の後にはコンタクト・レンズ１２が配置されており、このコンタクト・レン
ズ１２はホルダＨを介してレンズ１１に、即ち、治療装置１のビーム経路に接続されてい
る。以下で更に詳細に説明するように、コンタクト・レンズ１２は眼２の角膜に接触する
。治療装置１とこの治療装置１に固定されたコンタクト・レンズ１２との光学的組み合わ
せにより、眼２の角膜内に位置決めされた焦点１３内に治療ビーム４が収束する。
【００３６】
　レーザ３および投影光学９と同様、走査ユニット６は制御ライン（具体的には示さず）
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を介して制御装置１４によって制御される。制御装置１４は、（走査鏡７および８によっ
て）光軸Ａ１に対して横断方向および（投影光学９によって）光軸Ａ１の方向の両方に対
して、焦点１３の位置を決定する。
【００３７】
　制御装置１４は、角膜から後方に散乱され、戻り放射光１６としてビーム・スプリッタ
５を通過する放射光を検出する検出器１５から放射光を読み取る。検出器１５により、レ
ーザ３の操作の非常に正確に制御が可能となる。
【００３８】
　コンタクト・レンズ１２は眼２の角膜が所望の指定の形状を得ることを保証する。角膜
１７がコンタクト・レンズ１２と接触しているために、眼はコンタクト・レンズ１２に対
して、即ちコンタクト・レンズ１２に接続された治療装置１に対して所定の位置に位置決
めされる。
【００３９】
　図２には、眼の角膜１７の断面が示されている。眼の角膜１７内に焦点１３の正確な位
置決めを達成するために、眼の角膜１７の曲率を考慮しなければならない。角膜１７の実
際の形状１８は患者毎に異なる。アダプタ１２は眼の角膜１７に接触して、所望の形状１
９に角膜１７を変形させる。所望の形状１９の正確な輪郭は、眼２の対向するコンタクト
・レンズのレンズ前面の曲率に左右される。角膜１７内に治療ビーム４を導入し、収束さ
せるための既知の幾何学的および光学的条件は、アダプタ１２によって提供される。角膜
１７がコンタクト・レンズ１２に接触し、次いで、コンタクト・レンズ１２がホルダＨに
より治療装置１のビーム経路に対して静止するので、走査ユニット６および調整可能な投
影光学９を制御することによって、焦点１３の正確な三次元位置決めが達成される。
【００４０】
　図３および４はコンタクト・レンズ１２の一実施形態を詳細に示す。図４は断面図であ
り、図３はコンタクト・レンズ１２（図４の底面図）の、すなわち患者の視野内の正面図
である。コンタクト・レンズ１２は、２部品構成で、マウント３７内に固定された、例え
ば接着箇所４３で接着されたレンズ本体２２を含む。レンズ本体２２はガラスまたは医学
的に認可されたプラスチック材料、例えばＰＭＭＡまたはポリカーボネートからなる。こ
れらの物質はマウントにも適しており、マウントはポリウレタンまたはシリコーン・ゴム
から付加的に製造されてもよい。眼の角膜１７の上にコンタクト・レンズ１２を押圧する
ことによって、マウント３７内に保持されたレンズ本体２２のレンズ前面２９が、眼の角
膜１７を所望の形状１９にする。
【００４１】
　真空にするために、マウント３７はポート３８を備え、ポート３８はルアーロック（Ｌ
ｕｅｒ　ｌｏｃｋ）接続３９と、ポート３８内に延在する真空供給ライン４０とを含む。
供給ライン４０は、マウント３７の取り付けリング４１より上方のレンズ本体２２の側方
で終端する。取り付けリング４１の内側リング表面４６と、この実施形態では切頭円錐形
状であるレンズ・リム４７との間に環状空隙４４が形成され、この環状空隙４１は供給ラ
イン４０と連通し、眼の角膜上にリング状に真空を印加することのできる吸引チャネルと
して機能する。従って、コンタクト・レンズ１２はルアーロック接続３９における真空に
よって眼に固定されるので、角膜は機械的圧力によってレンズ前面２９と接触し、これに
よって所望の形状１９が得られる。
【００４２】
　取り付けリング４１は、光軸Ａ１に対してレンズ前面２９から突出している。
　コンタクト・レンズを眼の角膜上に置くと、まずレンズ前面２９と角膜頂との間に接触
が確立される。レンズ前面２９への眼の角膜の接触が進行するにつれて、眼の角膜はレン
ズ前面のより広大な表面領域と接触する。眼の角膜がレンズ前面２９と完全に接触すると
、眼の角膜の周縁領域においては曲率が大きいことから、軸方向に最も先頭の取り付けリ
ング４１の外形線と眼の角膜との間にはもはや接触は確立されず、環状空隙４４によって
提供される吸引チャネルは眼の角膜によって閉鎖されない。従って、この状態においては
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、レンズ前面２９と接触する眼を調節して、光軸Ａ１が望みどおりに正確に位置決めされ
るように、例えば、視軸と一致するようにすることが可能である。コンタクト・レンズお
よび眼を共に接近するように押圧したときに限り、眼の角膜が取り付けリング４１の軸方
向に最も先頭の外形線４５と接触し、これにより環状空隙４４の吸引チャネルが吸引オリ
フィス４５において閉鎖され、コンタクト・レンズ１２が眼に対して固定される。
【００４３】
　眼の角膜がレンズ前面２９と完全に接触するとき、取り付けリング４１の軸方向に最も
先頭の外形線４５が眼の曲率によって画定される曲面の外形線よりも突出しないように、
取り付けリング４１に関してマウント３７が設計される。一実施形態では、取り付けリン
グ４１は曲面の仮想の延長線内に正確に位置決めされる。簡易な構成とするために、レン
ズ前面２９の曲率を基準として用いてもよい。
【００４４】
　環状空隙４４の形状を眼から離れるに従って次第に先細になるようにすることで、角膜
の諸部分が供給ライン４０の領域内に吸い込まれるのを確実に阻止し、これによって少な
くとも部分的に供給ライン４０を閉塞するか、または覆うのを阻止する。吸引チャネル４
４の閉塞が回避されることで、真空をリング状に印加することが保証される。
【００４５】
　図５～８はレンズ本体２２およびマウント３７の幾何学の異なる実施形態を略示する。
図３および４の構成に既に存在するどの要素も同じ参照符号を用いて示されているので、
ここでも図３および４に関連する説明を参照することにする。
【００４６】
　コンタクト・レンズ１２は、マウント３７内に保持されたレンズ本体２２を備える。レ
ンズ本体２２は入射表面２３およびレンズ前面２９によって定義される。平凹レンズの形
状が好ましく、凹レンズ前面２９の曲率はヒトの角膜に相当するか、または幾分平坦な曲
率を有することが特に好ましい。しかし、他の形状も可能である。特に、レンズ前面２９
は光学的結像誤差を最小にするように非球面であってもよい。
【００４７】
　マウント３７はレンズ本体２２の外周を取り囲み、これによって実質的に円筒形の外殻
に沿って、レンズ本体２２とマウント要素３７との間に接続表面が形成される。吸引チャ
ネルとして機能する環状空隙４４が、レンズ本体２２のリムと、マウント３７の取り付け
リング４１と、レンズ本体２２のレンズ前面２９のリム４７との間に形成される。
【００４８】
　ここでは、図５～８に示すように、環状空隙を提供するために、取り付けリング４１の
内側リング表面４６および／またはレンズ・リム４７のいずれかが円錐形であってよく、
すなわち、光軸Ａ１に対して斜めに延在してよい。図５の実施形態では、レンズ・リム４
７は円錐形であり、内側リング表面４６は円筒形である。また、取り付けリング４１は、
接触した眼の角膜の曲率によって予め決定された前述の曲面Ｋに対して突出せず、むしろ
幾分後退していることは明らかである。図５の構成は、単純な実質的に管状のマウント３
７を使用することができるという利点を有する。また、レンズ前面２９の直径は入射表面
２３の直径よりも小さい。
【００４９】
　図６には反対の例も示し、この図ではレンズ・リム４７は円筒形であるが、内側リング
表面４６は円錐形であり、ここでは円錐形は曲面Ｋに向かって開いている。またこの図で
は、取り付けリング４１は曲面Ｋまで正確に延在している。
【００５０】
　図７に係る構成では、（目に向かって先細になっている）レンズ・リム４７におけるレ
ンズ本体２２および（目に向かって拡張している）内側リング表面４６の両方が円錐形で
ある。また、取り付けリング４１の軸方向に最も先頭の外形線は、曲面Ｋに対して後退し
ている。この場合、コンタクト・レンズ１２に対して眼を完全に調節することが可能であ
り、また追加の機械的圧力が印加されたときにのみ、吸引チャネルが眼の角膜の接触によ
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って閉鎖されるという利点がある。
【００５１】
　最後に、図８は図７の構成と同様の構成を示す。しかし、内側リング表面４６およびレ
ンズ・リム４７の両方は目に向かって円錐状に先細になっている。この場合は、眼上のコ
ンタクト・レンズ１２の接触表面の直径は小さいが、入射表面２３の直径が大きい場合に
有利である。
【００５２】
　図９は、コンタクト・レンズ１２の更なる変形例の詳細を断面図で示す。これは図３お
よび４のコンタクト・レンズの変形例である。従って、同様の要素は同様の参照符号によ
って識別される。コンタクト・レンズ１２は２部品構成で、マウント３７内に固定された
、例えば接着によってマウント３７内に固定されたレンズ本体２２を備える。例えばガラ
スから製造され得るレンズ本体２２は、レーザ治療装置１からの治療放射光が供給される
平坦な入射表面２３を有し、患者側の反対に位置決めされたレンズ前面２９はヒト角膜の
曲率に適合されている。コンタクト・レンズ１２を眼の角膜１７上に押圧することによっ
て、マウント３７内に保持されたレンズ本体２２のレンズ前面２９が、眼の角膜１７を所
望の形状１９にする。レンズ本体２２はガラスまたは医学的に認可されたプラスチック材
料、例えばＰＭＭＡまたはポリカーボネートからなる。これらの物質はマウントにも適し
ており、マウントはポリウレタンまたはシリコーン・ゴムから付加的に製造されてもよい
。
【００５３】
　真空にするために、マウント３７は、接続ポート３９を備えるポート３８と、ポート３
８内部に延在する真空供給ラインとを含み、接続ポート３９には真空チューブが取り付け
られる。供給ライン４０は、マウント３７の取り付けリング４１より上方のレンズ本体２
２の側方で終端する。
【００５４】
　レンズ本体２２の表面が（図３の図の下から見て）患者側に位置決めされた状態では、
取り付けリング４１はレンズ前面２９の曲率を維持し、取り付けリング４１の軸方向に最
も先頭の外形線はレンズ前面２９の曲率の延長線において下端４２の形態で位置決めされ
る。前記下端４２とレンズ前面２９の外縁との間に吸引表面４３が形成される。
【００５５】
　吸引表面４３は環状吸引チャネル４４を覆う。この実施形態では、環状吸引チャネルは
マウント３７とレンズ本体２２との間の空隙によって形成される。しかし、原理上、吸引
チャネルをマウント３７の材料内に完全に位置決めすることも可能であろう。図９に示す
実施形態では、吸引表面３７は、このように、取り付けリング４１の最外縁４２からレン
ズ前面２９の縁まで延在している壁によって形成される。吸引表面４３、すなわち前記壁
内においては、患者側の端部の個々のチャネル４６を構成する吸引オリフィス４５が形成
され、チャネル４６の他の端部は吸引チャネル４４内で終端している。
【００５６】
　従って、真空接続３９に印加された真空は、真空供給ライン４０を介して真空チャネル
４４に到達し、ここで真空は、レンズ前面２９を環状に囲む吸引オリフィス４５を用いて
眼の角膜に作用する。
【００５７】
　吸引表面４３は好ましくは、レンズ前面２９の曲率を円滑に維持する（球面状の曲率を
有する表面を維持することが可能であるだけでなく、非球面状の曲率、またはレンズ前面
２９の曲率半径とは異なる曲率半径を有し、より大きいか、または小さい曲率も可能であ
る）ので、概して、レンズ前面２９から吸引表面４３までの移行は非常に円滑である。ど
のような場合でも、この移行は鋭い縁部を有さないが、最大限でも、環状の境界からなり
、その境界において曲率または傾斜が変化する。
【００５８】
　図１０は図２のコンタクト・レンズ１２を示しており、患者側から、すなわち図９の下
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から２．８６ｃｍ離れた図である。明確に視認できるように、この図では吸引オリフィス
４５は楕円形であり、環状吸引表面４３の領域においてマウント３７とレンズ本体２２と
の間のレンズ前面２９の境界１４７を外部的に囲む。
【００５９】
　図１１は変形設計を示しており、吸引オリフィス４５は異なる幾何学形状、すなわち、
半楕円形を有し、アーケード状構造の吸引オリフィス４５が提供される。この図では、真
空接続も異なって設計されており、すなわちルアーロック接続として設計されている。
【００６０】
　環状吸引表面４３の直径および、即ちレンズ前面２９の直径も好ましくは、患者に応じ
て選択される。従って、異なる直径のレンズ前面２９および、即ち異なる直径の環状吸引
表面４３を有する異なるコンタクト・レンズ１２を単一治療装置のために備えることで、
吸引オリフィス４５は治療を受ける患者の角膜上の適所に確実に存在することとなり、最
適な吸引が保証される。これによって、吸引表面４３の領域において結膜が吸引されなく
て済む。ユーザが異なるコンタクト・レンズ１２、例えば異なる直径のレンズ前面２９（
および、即ち吸引表面４３）を有するか、または異なる曲率半径を有するコンタクト・レ
ンズを区別し易くするために、場合によっては、マウント３７の領域にはコードが設けら
れる。ここでは、マウント全体を染色することが特に有利である。
【００６１】
　あるいは、マウントにはＲＦＩＤチップが備えられ、装置１にはそれに対応する送信機
／受信機ユニットが備えられる。送信機／受信機ユニットの範囲は、狭い空間（例えば１
０ｃｍ）に限定される。コンタクト・レンズがマウント内に置かれると、装置１は格納さ
れた情報を検証し、評価し、必要に応じて修正する。このような修正をすることにより反
復使用を回避することができるので、使い捨て型のコンタクト・レンズにおいては有利で
ある。
【００６２】
　具体的には、ＲＦＩＤチップは一体鋳造されてもよい。ＲＦＩＤチップは個々に滅菌さ
れてもよいし、コンタクト・レンズ全体と関連して滅菌されてもよい。二酸化エチレン（
ＥＴＯ）を用いたガラス滅菌が好ましい。治療装置１はＲＦＩＤ送信機／受信機を備え、
格納された（例えば、ＩＤまたは使用コードの）情報を読み取る。同じ使用コードは個々
の装置１によって１回だけ受容される点、すなわち（米国特許第ＵＳ２００６／０１２９
１４０号にも記載されているように）このＩＤコードによって１回だけの単一のレーザ治
療が起動される点、または装置１が、他の装置をも用いて２回目または第ｎ回目の使用が
除外されるようにチップの情報を修正するという点で、複数回使用することが回避される
。
【００６３】
　当然ながら、この原理は付属部品および医療装置のどのような組み合わせに用いられて
もよい。
　コンタクト・レンズ１２を用いる際に患者の眼をより容易に観察するために、光源から
マウント３７を介して治療部位まで光を照射することが可能である。これは、例えば独国
特許出願公開第１０３５３２６４号明細書に記載されている。吸引表面４３は吸引オリフ
ィス４５の領域でのみ遮断されることにより、放射光を結合することが著しく促進され、
環状に開放された吸引チャネルの光学的作用を補償するために設けられた、独国特許出願
公開第１０３５３２６４号明細書に記載の光学的手段を最早使用する必要はない。
【００６４】
　コンタクト・レンズを眼の角膜上に置くと、まずレンズ前面２９と角膜頂との間に接触
が確立される。レンズ前面２９への眼の角膜の接触が進行するにつれて、眼の角膜はレン
ズ前面のより広大な表面領域と接触する。眼の角膜がレンズ前面２９と完全に接触すると
、眼の角膜の周縁領域においては曲率が益々増加するので、軸方向に最も先頭の取り付け
リング４１の外形線と眼の角膜との間には接触は確立されない。従って、吸引オリフィス
４５は眼の角膜によって覆われない。従って、この状態においては、レンズ前面２９と接
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触する眼を調節して、光軸Ａ１が望みどおりに正確に位置決めされるように、例えば、視
軸と一致するようにすることが可能である。コンタクト・レンズおよび眼を共に接近する
ように押圧したときに限り、眼の角膜が取り付けリング４１の軸方向に最も先頭の外形線
４２と接触し、これにより吸引チャネル４４が吸引オリフィス４５において閉鎖され、コ
ンタクト・レンズ１２が眼に対して固定される。
【００６５】
　例えば、眼の角膜がレンズ前面２９と完全に接触するとき、取り付けリング４１の軸方
向に最も先頭の取り付けリング４１の周辺部４２外形線が、眼の曲率によって画定される
曲面の外形線よりも突出しないように、取り付けリング４１に関してマウント３７が設計
される。一実施形態では、周縁部４２は曲面の仮想の延長線内に正確に位置決めされる。
簡易な構成とするために、レンズ前面２９の曲率を基準として用いてもよい。
【００６６】
　当然ながら、本明細書に記載の幾何学的デザインが有利には、個々に用いられてもよい
し、明示的に示されないかまたは記載されない他の組み合わせで用いられてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】眼科手術用のレーザ治療装置を示す略図。
【図２】患者の角膜を示す略図。
【図３】図１のレーザ治療装置用のコンタクト・レンズを示す平面図。
【図４】図１のレーザ治療装置用のコンタクト・レンズを示す断面図。
【図５】図３および４のコンタクト・レンズと同様のコンタクト・レンズを示す略断面図
。
【図６】図３および４のコンタクト・レンズと同様のコンタクト・レンズを示す略断面図
。
【図７】図３および４のコンタクト・レンズと同様のコンタクト・レンズを示す略断面図
。
【図８】図３および４のコンタクト・レンズと同様のコンタクト・レンズを示す略断面図
。
【図９】図１のレーザ治療装置用のコンタクト・レンズの更なる変形例を示す断面図。
【図１０】（図３に対して）下から見た図９のコンタクト・レンズを示す平面図。
【図１１】コンタクト・レンズの更なる構成を示す図１０と同様の平面図。
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