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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一又は二以上の支持部を光学部の外縁に有する眼内レンズが内部に設置される挿入筒部を
備え、前記眼内レンズをプランジャーにより押し出し、前記眼内レンズを前記挿入筒部の
ノズル部から外部へ放出する眼内レンズ挿入器具において、
前記挿入筒部では、レンズ進行方向側に配置された前記支持部が、前記挿入筒部に着脱自
在に取り付けられる別体のケースに設けられている突起部に押し当てられて後方向へ曲げ
られる
ことを特徴とする眼内レンズ挿入器具。
【請求項２】
前記プランジャーは挿入器具本体に設けられ、前記挿入筒部は、前記挿入器具本体に取り
付けられるカートリッジであり、
前記カートリッジは、
レンズ設置部に設置された前記眼内レンズの支持部を前記突起部で折り曲げさせた後、前
記ケースから離脱されて前記挿入器具本体に取り付けられる
ことを特徴とする請求項１記載の眼内レンズ挿入器具。
【請求項３】
前記眼内レンズが予めセットされたプリセット型である
ことを特徴とする請求項１記載の眼内レンズ挿入器具。
【請求項４】
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一又は二以上の支持部を光学部の外縁に有する眼内レンズを押し出すプランジャーを備え
た挿入器具本体に取り付けられるカートリッジにおいて、
前記眼内レンズがレンズ挿入口部から設置されるレンズ設置部と、
前記レンズ設置部と連通し、前記眼内レンズを外部へ放出するノズル部とを備え、
前記レンズ設置部では、レンズ進行方向側に配置された前記支持部が、前記レンズ設置部
に着脱自在に取り付けられる別体のケースに設けられている突起部に押し当てられて後方
向へ曲げられる
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項５】
前記レンズ設置部に設置された前記眼内レンズの支持部を前記突起部で折り曲げさせた後
、前記ケースから離脱されて前記挿入器具本体に取り付けられる
ことを特徴とする請求項４記載のカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼内レンズ挿入器具及びカートリッジに関し、白内障手術後の無水晶体眼に対
して眼内レンズを移植する際に用いられる眼内レンズ挿入器具に適用して好適なものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　白内障手術においては、超音波乳化吸引（ＰＥＡ）による混濁した水晶体の除去、及び
水晶体除去後の眼内レンズの埋植が広く行われている。眼内レンズにはその光学部がＰＭ
ＭＡなどの硬質の材料からなる硬質眼内レンズと、シリコーンエラストマー、軟性アクリ
ル、ハイドロゲルなどの柔らかい材料からなる軟性眼内レンズとがある。
【０００３】
　硬質眼内レンズを使用する際には光学部の径とほぼ同じ幅の切開創を角膜、あるいは強
膜に作成してレンズを挿入しなければならないのに対し、軟性眼内レンズを使用する際に
は光学部を折り畳むことにより光学部の径より小さな切開創から挿入することができる。
【０００４】
　図１２はこのような軟性の眼内レンズを示し、図１２（Ａ）は正面図、図１２（Ｂ）は
側面図である。実際上、このような眼内レンズ100は、扁平円状に形成され、眼球内にお
いて水晶体として機能する光学部101と、線状に形成された２本の支持部102，102とから
構成されている。２本の支持部102，102は、光学部101の円周上の２箇所の対称部位に設
けられており、光学部101の外周の曲率よりやや大きい曲率で光学部101の外周から次第に
離間しながら円弧状に延びている。
【０００５】
　そして、このような軟性の眼内レンズ100は、ＷＯ２００６／０９０５３１国際公開パ
ンフレットや、特開２００４－３５１１９６号公報に示すような眼内レンズ挿入器具によ
って光学部101が二重に折り曲げられて、小さな切開創から眼内に挿入され得るようにな
されている。
【特許文献１】ＷＯ２００６／０９０５３１国際公開パンフレット
【特許文献２】特開２００４－３５１１９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような眼内レンズ挿入器具では、図１３に示すように、眼球Ｅ内の
水晶体嚢Ｃへ眼内レンズ100の挿入させる際、先ず始めに排出口104から眼内レンズ100の
支持部102の先端が放出されることから、この支持部102先端が遊動し易く、支持部102先
端を安定させて、眼内レンズ100を眼内へ挿入させるには熟練を要するという問題があっ
た。
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【０００７】
　そこで、本発明は上記した問題点に鑑み、眼内レンズを従来よりも安定させて容易に眼
内に挿入できる眼内レンズ挿入器具及びカートリッジ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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明は、一又は二以上の支持部を光学部の
外縁に有する眼内レンズが内部に設置される挿入筒部を備え、前記眼内レンズをプランジ
ャーにより押し出し、前記眼内レンズを前記挿入筒部のノズル部から外部へ放出する眼内
レンズ挿入器具において、前記挿入筒部では、レンズ進行方向側に配置された前記支持部
が、前記挿入筒部に着脱自在に取り付けられる別体のケースに設けられている突起部に押
し当てられて後方向へ曲げられることを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項２に係る発明は、前記プランジャーは挿入器具本体に設けられ、前記挿入
筒部は、前記挿入器具本体に取り付けられるカートリッジであり、前記カートリッジは、
レンズ設置部に設置された前記眼内レンズの支持部を前記突起部で折り曲げさせた後、前
記ケースから離脱されて前記挿入器具本体に取り付けられることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項３に係る発明は、前記眼内レンズが予めセットされたプリセット型である
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項４に係る発明は、一又は二以上の支持部を光学部の外縁に有する眼内レン
ズを押し出すプランジャーを備えた挿入器具本体に取り付けられるカートリッジにおいて
、前記眼内レンズがレンズ挿入口部から設置されるレンズ設置部と、前記レンズ設置部と
連通し、前記眼内レンズを外部へ放出するノズル部とを備え、前記レンズ設置部では、レ
ンズ進行方向側に配置された前記支持部が、前記レンズ設置部に着脱自在に取り付けられ
る別体のケースに設けられている突起部に押し当てられて後方向へ曲げられることを特徴
とする。
【００１２】
　また、請求項５に係る発明は、前記レンズ設置部に設置された前記眼内レンズの支持部
を前記突起部で折り曲げさせた後、前記ケースから離脱されて前記挿入器具本体に取り付
けられることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の請求項１に記載の眼内レンズ挿入器具及び請求項４のカートリッジによれば、
レンズ進行方向側に配置された眼内レンズの支持部を、突起部によって後方向へ曲げるよ
うにしたことにより、眼内レンズをノズル部から放出する際に、支持部を折り曲げて遊動
し難くさせて放出させることができ、かくして眼内レンズを従来よりも安定させて容易に
眼内に挿入できる。また、眼内レンズを眼内に挿入する際に、突起部が妨げとなることを
防止できる。。また、突起部をケースに設けるようにしたことにより、ケースをカートリ
ッジに着脱させるだけで、細く短い突起部であっても、ケースを介して容易に着脱させる
ことができる。
【００１４】
　また、請求項３に記載の眼内レンズ挿入器具によれば、眼内レンズが予めセットされた
プリセット型において、眼内レンズをノズル部から放出する際に、支持部を折り曲げて遊
動し難くさせて放出させることができ、かくして眼内レンズを従来よりも安定させて容易
に眼内に挿入できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
【００１６】
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　（第１の実施の形態）
　（１）眼内レンズ挿入器具の基本構成
　図１において、１は全体として眼内レンズ挿入器具を示し、この眼内レンズ挿入器具１
は、カートリッジ２と、プランジャー４を備えた挿入器具本体３とから構成され、カート
リッジ２が挿入器具本体３の取付部3aに取り付けられている。また、眼内レンズ挿入器具
１は、カートリッジ２に眼内レンズ100が設置されており、レンズ進行方向ｘ（矢印ｘ方
向であり、レンズ進行軸Ａの前方向）に向けて当該眼内レンズ100をプランジャー４で押
し出し、眼内レンズ100をカートリッジ２の先端から眼内へ放出し得るように構成されて
いる。
【００１７】
　（２）カートリッジの構成
　次に、上述したように挿入器具本体３に取り付けられるカートリッジ２について以下説
明する。図２（Ａ）に示すように、挿入筒部としてのカートリッジ２は、レンズ進行軸Ａ
に沿って順に、レンズ挿入口部10、レンズ設置部11、移行部12及びノズル部13からなるカ
ートリッジ本体14と、レンズ進行方向ｘと直交した側面方向ｙに沿うように当該カートリ
ッジ本体14の両側面から延出した翼部15,15とから構成されている。
【００１８】
　レンズ挿入口部10には、レンズ進行方向ｘに向けて切り欠いて形成した挿入溝16が上面
及び下面に設けられている。また、レンズ挿入口部10のレンズ進行軸Ａの前方には、レン
ズ設置部11が設けられており、このレンズ設置部11のレンズ進行軸Ａの前方には、移行部
12が設けられている。移行部12の内壁は、先端に向かって先細となるすり鉢形状に形成さ
れ、その先端がノズル部13に連通している。
【００１９】
　これにより、カートリッジ本体14は、レンズ挿入口部10からレンズ設置部11に設置され
た眼内レンズ100が、レンズ進行方向ｘにプランジャー４で押されることにより、レンズ
設置部11から移行部12、移行部12からノズル部13へと順に移動可能に形成されている。ま
た、カートリッジ本体14は、プランジャー４で押された眼内レンズ100をノズル部13の排
出口13aから眼内へ放出し得るように形成されている。なお、ノズル部13は、その外径が
切開創口（図示しない）へ挿入可能な形状に形成されている。
【００２０】
　かかる基本構成に加えて、本発明によるカードリッジ２には、図２（Ａ）及び（Ｂ）に
示すように、レンズ進行方向ｘ及び側面方向ｙに直交する上下方向ｚに向ってレンズ設置
部11付近の厚みを貫通するように突起挿入孔20が穿設されている。この実施の形態の場合
、突起挿入孔20は、図２（Ａ）に示すように、レンズ進行軸Ａに対して一方側（この場合
、下方側）に偏って配置されており、眼内レンズ100が移動する移動空間の一部分にのみ
、この孔領域が交差するように形成されている。
【００２１】
　また、このカートリッジ２は、図３及び図４に示すように、突起部21が立設したケース
22に着脱可能に形成されており、当該ケース22に装着されることにより突起部21が突起挿
入孔20に挿入され得るようになされている。カートリッジ２は、ケース22に装着されて突
起部21が突起挿入孔20に挿通されると、当該突起部21がカートリッジ２内部の移動空間の
一部領域を通って突起部21の先端が外部に露出し得るようになされている。
【００２２】
　ここで、このケース22は、図５（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、カートリッジ
２が装着されるケース本体23を備えており、このケース本体23には、カートリッジ２を係
止してケース本体23に装着させるための固定用爪24，24と、カートリッジ２が装着された
ときに突起挿入孔20に挿入される突起部21とが設けられている。
【００２３】
　ケース本体23は、例えばプラスチック部材等の合成樹脂素材により一体成形されており
、カートリッジ２の移行部12とノズル部13とを保持する先端側保持部25と、カートリッジ
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２のレンズ挿入口部10とレンズ設置部11と翼部15，15とを保持する挿入側保持部26とから
構成されている。
【００２４】
　この実施の形態の場合、先端側保持部25は、全体がほぼ釣鐘形状でその中央両側面が僅
かに内側に向けて湾曲状に凹んだ形状からなる底板部27を有し、この底板部27の外郭に沿
って壁部28が立設されている。このように先端側保持部25は、底板部27の形状に合わせて
壁部28も中央両側面が僅かに内側に向けて湾曲状に凹んだ形状からなることにより、使用
者が壁部28を親指と人差し指とで挟持し易い形状に形成されている。
【００２５】
　先端側保持部25は、挿入側保持部26と隣接する根元部分の壁部29に、カートリッジ２の
移行部12の外形に合わせて湾曲状の切り欠かれた切り欠き部30を備え、カートリッジ２の
移行部12を切り欠き部30に載置し得るようになされている。
【００２６】
　また、先端側保持部25には、根元部分の壁部29と所定間隔を空けて側面方向ｙに向って
延びる内壁部31が設けられており、カートリッジ２の移行部12の外形に合わせて当該内壁
部31が湾曲状に切り欠かれ、この切り欠かれた切り欠き部32にもカートリッジ２の移行部
12が載置され得るようになされている。
【００２７】
　さらに、先端側保持部25は、底板部27における根元部分の壁部29と内側壁部31との間の
所定位置に、２つの固定用爪24，24が対向するようにして設けられている。ここで２つの
固定用爪24，24は、材質として合成樹脂素材を選定することにより弾性力による保持性を
有し、カートリッジ２をケース22に載上する際に加わる外力によって固定用爪24，24が側
面方向ｙに広げられ、当該外力がなくなると、その弾性力により元の状態に戻るようにな
されている。
【００２８】
　また、固定用爪24，24の先端部分には、カートリッジ２の上面側に折り返される係合爪
24aがそれぞれ設けられている。従って、カートリッジ２は、先端側保持部25の２つの固
定用爪24，24を介してケース22に対して嵌め込まれて保持され得るようになされている。
【００２９】
　一方、挿入側保持部26は、長方形からなる底板部35がＵ字状に切り欠かれており、当該
底板部35の両側面に壁部36が立設されている。挿入側保持部26は、先端側保持部25の固定
用爪24，24にカートリッジ２が嵌め込まれたとき、当該壁部36の上面部にカートリッジ２
の翼部15，15が当接してカートリッジ２を保持し得るようになされている（図４）。
【００３０】
　かかる構成に加えて、本発明のケース22には、挿入側保持部26の底板部35に突起部21が
立設され、当該突起部21は、先端側保持部25の固定用爪24，24を介してカートリッジ２が
ケース22に装着されたとき、当該カートリッジ２の突起挿入孔20に挿入し得るように形成
されている。
【００３１】
　実際上、折り曲げ手段としての突起部21は、カートリッジ２の突起挿入孔20の開口形状
に合わせて、帯状で所定の厚みを有するように形成され、上下方向ｚに延びるように挿入
側保持部26の底板部35に立設されている。そして、このようなケース22にはカートリッジ
２が装着され、この状態のまま当該カートリッジ２のレンズ挿入口部10から眼内レンズ10
0が挿入され得る。
【００３２】
　この際、眼内レンズ100は、図６（Ａ）に示すように、支持部102，102を外側に延ばし
た状態で光学部101が二重に折り曲げられ、この状態のまま鑷子（図示せず）により挟持
されて、図６（Ｂ）に示すように、一方の支持部102の先端が突起部21に当たるように配
置されてカートリッジ２のレンズ挿入口部10に挿入され得る。なお、説明の便宜上、図６
ではケース本体23は図示せずに突起部21のみ図示するものとする。
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【００３３】
　このときカートリッジ２は、移動空間39内に露出した突起部21に眼内レンズ100の支持
部102の先端を当接させ得るようになされており、この状態まま眼内レンズ100が鑷子によ
りレンズ設置部11まで挿入される。これによりカートリッジ２は、図６（Ｃ）に示すよう
に、突起部21によって支持部102の先端をレンズ進行方向ｘとは逆方向（以下、これを単
に後方向と呼ぶ）に折り返させ得るようになされている。
【００３４】
　このようにしてカートリッジ２は、突起部21によって支持部102をほぼＵ字状に折り曲
げさせた状態のまま眼内レンズ100をレンズ設置部11に設置し得るようになされている。
【００３５】
　また、カートリッジ２は、突起挿入孔20に挿入されて移動空間39に露出した突起部21に
眼内レンズ100の光学部101が当接し、当該突起部21が光学部101を受け止めるように形成
されており、レンズ設置部11に眼内レンズ100を正確に位置決めし得るようになされてい
る。
【００３６】
　その後、カートリッジ２は、ケース22から取り外されて突起挿入孔20から突起部21が離
脱されるものの、突起部21に当接していた眼内レンズ100の支持部102を、移動空間39の内
壁40に当接させ、当該支持部102の先端が光学部101側に折り返された状態を維持させ得る
。そして、この状態のままカートリッジ２は、挿入器具本体３の取付部3aに取り付けられ
得る。かくして、眼内レンズ挿入器具１は、支持部102が折り返された状態のまま眼内レ
ンズ100をレンズ進行方向ｘに向けてプランジャー４で押し出してゆき、眼内レンズ100を
カートリッジ２先端のノズル部13から眼内に放出し得る。
【００３７】
　このとき、本発明の眼内レンズ挿入器具１は、Ｕ字状になり遊動し難くなった支持部10
2の湾曲部分を、ノズル部13の排出口13aから露出させ、さらに眼内レンズ100がプランジ
ャー４で押し出されることにより、当該排出口13aから光学部101を放出できるので、眼内
レンズ100をカートリッジ２の先端から眼内に放出させる途中で支持部102の先端だけが放
出されて遊動してしまうことを防止し得る。
【００３８】
　（３）動作及び効果
　以上の構成において、カートリッジ２では、ケース22に装着させることにより、当該ケ
ース22に設けられた突起部21を突起挿入孔20に挿入させ、当該突起部21を移動空間39に露
出させることができる。
【００３９】
　使用者は、カートリッジ２をケース22に装着させた状態のまま、レンズ挿入口部10から
眼内レンズ100を挿入し、レンズ設置部11に眼内レンズ100を設置する。このとき使用者は
、カートリッジ２の翼部15，15を直接挟持することなく、当該翼部15，15よりも面積が格
段的に大きいケース22の壁部28を挟持できることから、カートリッジ２を容易に安定させ
ることができ、かくして従来よりもレンズ設置部11に眼内レンズ100を簡単に設置させる
ことができる。
【００４０】
　また、使用者は、ケース22の壁部28を挟持することで、カートリッジ２を安定して保持
することができるので、カートリッジ２の内部へ眼科用ヒアルロン酸製剤等の粘弾性物質
を容易に充填させることができる。
【００４１】
　さらに、カートリッジ２では、眼内レンズ100をレンズ設置部11に設置させるためにレ
ンズ挿入口部10から眼内レンズ100を挿入させてゆくと、当該眼内レンズ100の支持部102
の先端が突起部21に当接し、レンズ進行方向ｘ側の支持部102の先端を後方向に折り返さ
せることができる。
【００４２】
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　特にこの実施の形態では、突起部21が移動空間39全てに露出せずに、レンズ進行軸Ａの
一方側の領域のみに露出させていることから、支持部102の先端だけを突起部21に当接さ
せることができ、かくして支持部102の先端及び支持部102の根元間の中間部分を確実にＵ
字状に折り曲げることができる。
【００４３】
　従って、眼内レンズ挿入器具１では、レンズ進行方向ｘ側に配置された眼内レンズ100
の支持部102を、突起部21に押し当てて後方向へ曲げるようにしたことにより、眼内レン
ズ100をノズル部13から放出する際に、Ｕ字状になり遊動し難くなった支持部102の湾曲部
分から放出させることができ、かくして眼内レンズ100を従来よりも安定させて容易に眼
内に挿入できる。
【００４４】
　また、眼内レンズ挿入器具１では、突起部21を着脱自在に設けたことにより、眼内レン
ズ100を眼内に挿入する際に、突起部21が眼内レンズ100の移動の妨げとなることを防止で
きる。
【００４５】
　また、この実施の形態では、カートリッジ２の突起挿入孔20をレンズ設置部11の上面に
も穿設し、ケース22の突起部21の先端がレンズ設置部11の上面から露出するようにしたこ
とにより、当該突起部21の位置を使用者が瞬時に目視確認することができ、かくして、眼
内レンズ100をレンズ設置部11に設置させる際に、支持部102が突起部21に当接して折れ曲
がるように、突起部21側に支持部102の先端を確実に配置させることができる。
【００４６】
　さらに、この実施の形態では、突起部21をケース22に設けるようにしたことにより、ケ
ース22をカートリッジ２に着脱させるだけで、細く短い突起部21であっても、カートリッ
ジ２の突起挿入孔20に対して容易に着脱させることができる。
【００４７】
　また、カートリッジ２では、ケース22に装着させることにより、当該ケース22によりノ
ズル部13や移行部12等を外力から保護することができる。また、カートリッジ２では、ケ
ース22に装着させた状態のまま載置台に置くことができるので、ノズル部13や移行部12等
が直接、載置台に接することを防止し得、カートリッジ２を常に衛生に保つことができる
。
【００４８】
　（第２の実施の形態）
　図６との対応部分に同一符合を付して示す図７は、第２の実施の形態によるカートリッ
ジを示し、このカートリッジ50は眼内レンズ100の光学部101を２重に折り畳まずにレンズ
挿入口部51に挿入される点で上述した第１の実施の形態と相違するものである。
【００４９】
　実際上、図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、このカートリッジ50は、図示しないケー
スが装着可能に形成されており、当該ケースに装着させることによりケースに設けられた
突起部52が突起挿入孔53に挿入され得るようになされている。なお、説明の便宜上、図７
ではケースは図示せずに突起部52のみ図示するものとする。
【００５０】
　実際上、突起挿入孔53は、レンズ進行方向ｘ及び側面方向ｙに直交する上下方向（紙面
手前方向）に向ってレンズ設置部54付近の厚みを貫通するように突起挿入孔20が穿設され
ている。この実施の形態の場合、突起挿入孔20は、レンズ進行軸Ａと交差するようにレン
ズ設置部54のほぼ中央位置に穿設されており、眼内レンズ100が移動する移動空間39の中
央位置に孔領域が形成されている。
【００５１】
　かくしてカートリッジ50は、ケースに装着されて突起部52が突起挿入孔53に挿通される
と、当該突起部52が移動空間39の中央位置を通って突起部52の先端が外部に露出し得るよ
うになされている。
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【００５２】
　この状態のまま、眼内レンズ100は、支持部102，102を外側に延ばした状態で光学部101
が折り畳まれずに鑷子（図示せず）により挟持されて、図７（Ｃ）に示すように、一方の
支持部102の先端からカートリッジ50のレンズ挿入口部51に挿入され得る。
【００５３】
　このときカートリッジ50は、移動空間39内に露出した突起部52に眼内レンズ100の支持
部102の先端を当接させ得るようになされており、この状態まま眼内レンズ100が鑷子によ
りレンズ設置部54まで挿入されることにより、図６（Ｄ）に示すように、突起部52の湾曲
面に沿って支持部102の先端をレンズ進行方向ｘとは逆方向の後方向に折り返させるよう
になされている。このようにしてカートリッジ50は、突起部52によって支持部102をほぼ
Ｕ字状に折り曲がらせた状態で眼内レンズ100をレンズ設置部54に設置し得るようになさ
れている。
【００５４】
　この実施の形態の場合、突起部52は、眼内レンズ100の支持部102が当接する面を所定方
向に向けて湾曲させるようにしたことにより、眼内レンズ100の支持部102を突起部52の湾
曲面に沿って所望の方向へ確実に折り曲げることができる。
【００５５】
　その後、カートリッジ50は、上述した第１の実施の形態と同様に、ケースから取り外さ
れて突起挿入孔53から突起部52が離脱されるものの、突起部52に当接していた眼内レンズ
100の支持部102が移動空間39の内壁40に当接し、当該支持部102が折り曲げられた状態を
維持させ得る。そして、この状態のままカートリッジ50は、図示しない挿入器具本体の取
付部に取り付けられ得る。かくして、眼内レンズ挿入器具は、支持部102が折り返された
状態のまま眼内レンズ100をレンズ進行方向ｘに向けてプランジャーで押し出してゆき、
眼内レンズ100をカートリッジ50先端のノズル部13から眼内に放出し得る。
【００５６】
　（第３の実施の形態）
　図８において、60は第３の実施の形態によるケース付眼内レンズ挿入器具を示し、この
ケース付眼内レンズ挿入器具60は、眼内レンズ挿入器具61と、眼内レンズ挿入器具61が着
脱自在に取り付けられるケース62と、眼内レンズ挿入器具61が装着されたケース62に着脱
自在に取り付けられ眼内レンズ挿入器具61を覆うカバー体63とから構成されている。
【００５７】
　先ず始めに眼内レンズ挿入器具61について以下説明する。この眼内レンズ挿入器具61は
、上述した第１及び第２の実施の形態とは異なり、眼内レンズ100が内部に予めセットさ
れているプリセット型を示すものである。
【００５８】
　図９に示すように、眼内レンズ挿入器具61は、本体66と、スライダー67と、プランジャ
ー68と、ロック機構69とを備え、本体66が筒状の基端部材70と、先細形状の先端部材71と
から構成されている。
【００５９】
　この場合、基端部材70のレンズ進行方向ｘ側の先端には、板状の部材からなるレンズ設
置部（図示せず）が設けられており、当該レンズ設置部に眼内レンズ100が設置され得る
。また、先端部材71には、基端部材70が一体的に連結され、基端部材70のレンズ設置部に
設置された眼内レンズ100が内部に配置され得る。
【００６０】
　スライダー67及びプランジャー68は、本体66内を前方及び後方へ移動可能に設けられて
いる。ロック機構69は、プランジャー68の前方への移動を規制し得るようになされている
。このロック機構69は、スライダー67を前方へ移動することにより解除され、これにより
、プランジャー68が前方へ移動可能となる。
【００６１】
　このように構成された眼内レンズ挿入器具61は、最初にスライダー67で眼内レンズ100
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を押し出して確実に所定形状に折り畳み、次いで、眼内レンズ100をプランジャー68で押
し出して小さく折り畳んで、眼内レンズ100を眼内へ挿入し得るように構成されている。
従って、眼内レンズ挿入器具61は、ロック機構69により、スライダー67で眼内レンズ100
を押し出す前に、プランジャー68で眼内レンズ100を押し出してしまうことを確実に防止
し、本体66内に設置された眼内レンズ100を、スライダー67、プランジャー68の順で２段
階に分けて前方へ移動させながら、折り畳むように構成されている。
【００６２】
　なお、これらの事項は、既に本出願人により開示されており、詳細については、例えば
ＰＣＴ／ＪＰ２００８／５９９９５における発明を実施するための最良の形態を参照され
たい。
【００６３】
　この場合、請求項１の挿入筒部はレンズ設置部と先端部材71とにより構成され、当該先
端部材71には、レンズ進行方向ｘ及び側面方向ｙに直交する上下方向ｚに向って厚みを貫
通するように突起挿入孔73が穿設されている。この実施の形態の場合、突起挿入孔73は、
レンズ進行軸Ａに交差する中央位置に穿設されており、眼内レンズ100が移動する移動空
間の中央位置に孔領域が配置されている。
【００６４】
　そして、この眼内レンズ挿入器具61は、当該眼内レンズ挿入器具61と別体からなり、例
えば合成樹脂素材により一体成形されたケース62に着脱自在に取り付けられ得る。図１０
に示すように、ケース63には、眼内レンズ挿入器具61を取り囲むようにして底板部75にＵ
字状の壁部76が立設され、当該底板部75の所定位置に突起部80が立設されている。
【００６５】
　突起部80は、上述した第２の実施の形態と同一構成を有し、図１１に示すように、眼内
レンズ挿入器具61がケース62に装着されることにより眼内レンズ挿入器具61の突起挿入孔
73に挿入し得るように構成されている。これにより眼内レンズ挿入器具61には、ケース62
の突起部80が先端部材71の移動空間の中央領域に配置され得るようになされている。
【００６６】
　また、図１０に示すように、このケース62には、両側面の壁部76に底板部75からの高さ
が低い段差部81が形成されており、図１１に示すように、眼内レンズ挿入器具61が装着さ
れたとき、この段差部81に眼内レンズ挿入器具61のスライダー67が位置決めされ得る。ま
た、このとき、壁部76の当接面82と、眼内レンズ挿入器具61のスライダー67との間には、
所定距離が設けられ得るようになされている。
【００６７】
　そして、眼内レンズ挿入器具61は、ケース62の壁部76の当接面82にスライダー67が当接
するまでレンズ進行方向ｘにスライドさせることにより、先端部材71の内部に設置された
眼内レンズ100をレンズ進行方向ｘに向けて所定位置まで移動させることができる。
【００６８】
　これにより、眼内レンズ100は、上述した第２の実施の形態と同様に、突起部80に支持
部102が当接して当該突起部80の湾曲面に沿って支持部102の先端がレンズ進行方向ｘとは
逆方向の後方向に折り返されるようになされている。このようにして眼内レンズ挿入器具
61は、突起部80によって支持部102をほぼＵ字状に折り曲げさせた状態で眼内レンズ100を
レンズ設置部（図示せず）に設置し得る。
【００６９】
　また、この眼内レンズ挿入器具61は、この状態のままケース62から離脱され、支持部10
2が折り返された状態のまま眼内レンズ100をレンズ進行方向ｘに向けてプランジャー４で
押し出してゆき、眼内レンズ100を先端部材71のノズル部85から眼内に放出し得る。
【００７０】
　因みに、このケース62には、図１０に示すように、壁部76の上面に嵌め込み孔86が穿設
されており、カバー体63の下面に設けた嵌め込み用突起部87が嵌め込み孔86に嵌め込まれ
、カバー体63が装着し得るようになされている。
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【００７１】
　実際上、このカバー体63は、ケース62における壁部76の上面形状に合わせて下面の外郭
が形成されており、当該壁部76の段差部81の形状に合わせて形成された段差当接部88を備
えている。
【００７２】
　これによりカバー体63は、図８に示すように、眼内レンズ挿入器具61が装着されたケー
ス62に装着されたとき、ケース62の壁部76の当接面82と、眼内レンズ挿入器具61のスライ
ダー67との間に形成された隙間に、段差当接部88を嵌め込み、当該スライダー67がスライ
ドすることを防止し得るようになされている。
【００７３】
　なお、このカバー体63は、図１０に示すように、例えば２つの位置決め突起部90，91を
下面に有し、眼内レンズ挿入器具61の先端部材71に穿設された位置決め孔92，93に（図９
）、位置決め突起部90，91が挿入され得るようになされている。かくしてケース62にカバ
ー体63が装着されたときには、カバー体63の位置決め突起部90，91がこれら位置決め孔92
，93に挿入され、眼内レンズ100の２つの支持部102，102を位置決め突起部90，91に当接
させて位置決めし得るようになされている。因みに、眼内レンズ挿入器具61では、一方の
位置決め孔91を介して、図示しない注入器等により内部へ眼科用ヒアルロン酸製剤等の粘
弾性物質を充填し得るようになされている。
【００７４】
　以上の構成において、眼内レンズ挿入器具61では、レンズ進行方向ｘ側に配置された眼
内レンズ100の支持部102を、突起部80によって後方向へ曲げるようにしたことにより、眼
内レンズ100を先端部材71から放出する際に、Ｕ字状になり遊動し難くなった支持部102の
湾曲部分から放出させることができ、かくして眼内レンズ100を従来よりも安定させて容
易に眼内に挿入できる。
【００７５】
　（他の実施の形態）
　本発明は、本実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能であり、例えば突起部を円形等この他種々の形状に形成してもよい。また、
光学部に１本だけ支持部を設けたり、或いは光学部に３本や４本等の複数本の支持部を設
けた眼内レンズを適用するようにしてもよい。
【００７６】
　なお、上述した実施の形態においては、突起部21，52，80によって支持部102をＵ字状
に折り曲げるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、突起部21，52，
80によって支持部102をＶ字状やＣ字状。Ｌ字状等この他種々の形状に折り曲げるように
してもよい。
【００７７】
　また、上述した実施の形態においては、上下方向ｚに延びる突起部21，52，80を適用し
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、要は眼内レンズ100の支持部102の先端
をレンズ進行方向ｘとは逆方向の後方向に折り曲げることができれば、側面方向ｙや斜め
方向等の種々の方向に延びる突起部を適用するようにしてもよく、この場合、カートリッ
ジ２，50及び先端部材71には、突起部の延びる方向に合わせて突起挿通孔を穿設すればよ
い。
【００７８】
　さらに、上述した実施の形態においては、ケース22，62に突起部21，80を設けるように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、突起部のみを着脱自在に設けたり、
或いはカートリッジ自体、先端部材自体に突起部を設けてスライド機構により移動させる
等この他種々の形態であってもよい。
【００７９】
　さらに、上述した実施の形態においては、突起挿通孔20をレンズ設置部11付近に配置す
るようにしたが、本発明はこれに限らず、要はノズル部13から排出される際に、眼内レン
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ズ100の支持部102の先端をレンズ進行方向ｘとは逆方向に折り曲げることができれば、当
該突起部をレンズ挿入口部10や移行部12等この他種々の部位に配置するようにしてもよい
。
【００８０】
　さらに、上述した実施の形態においては、突起挿入孔20をレンズ設置部11の下面及び上
面間を貫通するように穿設して、突起部21の先端をレンズ設置部11の上面から露出させる
ようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、突起挿入孔20をレンズ設置部
11の下面のみに穿設して、突起部21の先端がレンズ設置部11の上面から露出させないよう
にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の第１の実施の形態による眼内レンズ挿入器具の全体構成を示す概略図で
ある。
【図２】カートリッジの正面図及び側面図を示す概略図である。
【図３】カートリッジとケースの全体構成を示す斜視図である。
【図４】ケースにカートリッジを装着させたときの様子を示す概略図である。
【図５】ケースの正面図、側面図及び後面図を示す概略図である。
【図６】ケースに装着したカートリッジに眼内レンズを設置する際の説明に供する横断面
図である。
【図７】第２の実施の形態におけるカートリッジに眼内レンズを設置する際の説明に供す
る横断面図である。
【図８】第３の実施の形態によるケース付眼内レンズ挿入器具の全体構成を示す斜視図で
ある。
【図９】第３の実施の形態による眼内レンズ挿入器具の構成を示す斜視図である。
【図１０】ケースとカバー体の構成を示す斜視図である。
【図１１】第３の実施の形態におけるケースに眼内レンズ挿入器具を装着させたときの様
子を示す斜視図である。
【図１２】眼内レンズの正面図及び側面図を示す概略図である。
【図１３】眼内レンズ挿入器具を用いて眼内レンズを眼内に挿入するときの様子を示す概
略図である。
【符号の説明】
【００８２】
１、61 眼内レンズ挿入器具
２、50 カートリッジ（挿入筒部）
４ プランジャー
13 ノズル部
21、52、80 突起部（折り曲げ手段）
22、62 ケース
71 先端部材
100 眼内レンズ
101 光学部
102 支持部
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