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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼内挿入用レンズを収容する本体と、
　該本体に収容された前記眼内挿入用レンズを前記本体の先端から眼内に押し出す押出し
軸とを有する眼内挿入用レンズの挿入器具であって、
　前記本体の内側には、前記押出し軸に設けられた径方向に突出した突出部と当接するこ
とによって、前記押出し軸の移動を阻止する移動阻止部が設けられており、
　前記本体における前記移動阻止部を含む筒部材が、前記本体の軸回り方向において開閉
可能な開閉部を備えるように複数に分割された分割構造部を備え、前記移動阻止部が該開
閉部に設けられることを特徴とする眼内挿入用レンズの挿入器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の挿入器具と、
　前記本体内に収容された眼内挿入用レンズとを有することを特徴とする眼内挿入用レン
ズの挿入システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、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たり、屈折異常を
矯正する等の目的で眼内に挿入されたりする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。
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【背景技術】
【０００２】
　白内障の手術においては、人工の眼内挿入用レンズをその可撓性を利用して小さく折畳
むように変形させ、該レンズを眼球に形成した切開創から眼内へ挿入する術法が主流とな
っている。そして、このような手術においては、器具本体に装填されたレンズを押出し軸
によって該器具本体内を移動させながら小さく変形させ、切開創に差し込まれた挿入筒の
先端開口からレンズを眼内に押し出す挿入器具（例えば、特許文献１参照）が多く用いら
れている。
【０００３】
　このような挿入器具は、白内障の手術だけではなく、視力補正治療等での眼内挿入用レ
ンズの挿入手術においても用いられる。
【０００４】
　従来の眼内挿入用レンズの挿入器具の例を図１５に示す。図１５（ａ）は従来の挿入器
具の上面図であり、図１５（ｂ）は従来の挿入器具の側面図である。
【０００５】
　この図において、２は筒状の本体であり、その先端側の部分には、不図示のレンズ設置
部が設けられている。このレンズ設置部には、不図示の眼内挿入用レンズが設置される。
なお、本体２の先端には、眼球に形成された切開創に挿入され、レンズを眼内に送り出す
挿入筒が設けられるが、図１５では図示を省略している。
【０００６】
　１は本体２内に挿入され、レンズ設置部に設置されたレンズを挿入筒を通して眼内に押
し出す押出し軸である。押出し軸１の先端は、レンズに接触して該レンズとともに細い挿
入筒の内部を通過するための押し軸部１ｃが形成されている。また、押出し軸１の後部に
は、押出し軸１を操作するための操作部材としてのプランジャ３が装着されている。
【０００７】
　図１５（ｂ）において、２ａは本体２の後端部内側に形成された抜け止め部である。押
出し軸１は、その中間部から後端部にかけて、該押出し軸１の軸方向視においてＤ形状断
面を有するように形成されている。このため、押出し軸１の中間部には、該Ｄ形状断面を
有した後端側の部分１ａと円形断面を有した先端側の部分との段差部１ｂが形成される。
そして、該段差部１ｂが抜け止め部２ａに先端側から当接することで、押出し軸１の本体
２に対する後方への抜けが阻止される。この抜け止め構造は、手術中に押出し軸１が本体
２から抜け出てしまう不都合を回避するために設けられている。
【０００８】
　図１５に示した従来の挿入器具を組み立てる際には、まず図１６（図１６（ａ）は上面
図、図１６（ｂ）は側面図）に示すように、プランジャ３を取り付ける前の押出し軸１を
本体２に対して、該本体２の先端開口から挿入する。これは、本体２における抜け止め部
２ａが形成されている位置の内径が段差部１ｂの径よりも小さいため、押出し軸１を本体
２の後端側から本体２内に挿入することができないためである。
【０００９】
　そして、図１７（図１７（ａ）は上面図、図１７（ｂ）は側面図）に示すように、本体
２の後端開口から突出した押出し軸１の後部に、プランジャ３を組み付ける。
【特許文献１】特開２００１－１０４３４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した従来の挿入器具の組み立て方法では、押出し軸１を本体２内に
挿入した後、該押出し軸１のうち本体２の後端開口から突出した部分にプランジャ３を装
着するという複雑な作業が必要であり、組み立てに時間と手間がかかるという問題がある
。上記組み立て方法では、プランジャ３を押出し軸１とを別部材として構成せざるを得な
いため、これが部品点数の増加と組み立て作業の複雑化を招いていた。
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【００１１】
　また、押出し軸１を本体２内にその先端開口から挿入する際において、押出し軸１のう
ちある程度の長さ部分が本体２の後端開口から突出するまでは、細い押し軸部１ｃを持っ
て本体２内に押し込む必要がある。このとき、押出し軸１と本体２との間に引っ掛かり等
があると、押し軸部１ｃが折れ曲がる等、変形してしまうおそれがある。
【００１２】
　さらに、このように挿入器具において、一旦押出し軸を先端方向に押し始めてレンズを
変形させた後、押出し軸が後方に引き戻されると、再び押出し軸を先端方向に移動させて
も押出し軸の先端が適正にレンズを押すことができなくなるという不具合が発生する場合
がある。このため、押出し軸を一旦押し始めた後は、後方に引き戻せなくするための対策
が必要である。
【００１３】
　本発明は、押出し軸の後方への抜け等を確実に回避しつつ、組み立てを容易に行えるよ
うにした眼内挿入用レンズの挿入器具を提供することを目的の１つとしている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、眼内挿入用レンズを収容する本体と、この本体に収容された眼内挿入
用レンズを前記本体の先端から眼内に押し出す押出し軸とを有する眼内挿入用レンズの挿
入器具であって、本体の内側には、押出し軸に設けられた径方向に突出した突出部と当接
することによって、押出し軸の移動を阻止する移動阻止部が設けられており、本体におけ
る移動阻止部を含む筒部材が、本体の軸回り方向において開閉可能な開閉部を備えるよう
に複数に分割された分割構造部を備え、移動阻止部がこの開閉部に設けられる眼内挿入用
レンズの挿入器具が提供される。
【００１５】
　なお、上記挿入器具と、該挿入器具の本体内に収容された眼内挿入用レンズとを含む眼
内挿入用レンズの挿入システムも本発明の一側面を構成する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、本体に押出し軸の後方への抜けを阻止する移動阻止部が形成されてい
る場合でも、該移動阻止部および後端開口を含む分割可能な部分（分割構造部）を開いて
おくことで、本体の後端側から押出し軸を挿入することができる。これにより、押出し軸
の先端側の細い部分を持つことなく押出し軸を本体に挿入することができ、組み立てを容
易に行うことができる。そして、挿入後に分割構造部を閉じることにより、押出し軸の後
方への抜けを阻止できる。
【００１７】
　しかも、この構成によれば、押出し軸にその軸部よりも軸直交方向寸法が大きい操作部
を一体形成しておくことが可能となる。したがって、部品点数を削減できるとともに、組
み立て作業を簡単化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１（ａ）および図１（ｂ）にはそれぞれ、本発明の実施例１である眼内挿入用レンズ
の挿入器具の上面図および側面図を示す。
【００２０】
　ここで、以下の説明において、眼内挿入用レンズを押し出す方向を先端側といい、その
反対側を後方又は後端側という。また、この先端側と後端側に延びる方向を軸方向という
。さらに、該軸方向に対して直交する方向を径方向といい、軸回りの方向（軸方向視にお
ける外周又は内周に沿う方向）を周方向という。



(4) JP 4648859 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

【００２１】
　なお、図１（ａ）および図１（ｂ）における右側の図は、該挿入器具の本体を軸方向後
方から見たときの形状を示している。
【００２２】
　これらの図において、５は筒部材であり、概ね中空円筒形状を有する。６は筒部材５の
先端に取り付けられた挿入筒である。これら筒部材５と挿入筒６とにより本体が構成され
る。
【００２３】
　筒部材５の後部外周には、径方向外方に延びるつば部５ｅが形成されている。このつば
部５ｅは、後述する押出し軸４を先端方向に押し込む際に、操作者が指をかけるための部
分である。また、筒部材５におけるつば部５ｅよりも後方の部分（後端開口までの部分）
は、周方向において２分割された分割構造部５ｈを有する。該分割構造部５ｈの構成につ
いては後述する。
【００２４】
　挿入筒６の軸方向中間部の上面には、眼内挿入用レンズ（以下、単にレンズという）１
０を挿入筒６内に設置するための開口部６ａが形成されている。該開口部６ａを通じて挿
入筒６内に配置されたレンズ１０は、該挿入筒６内に形成されたレンズ保持部（レンズ設
置部）６ｃと、開口部６ａを塞ぐカバー部材７に形成されたレンズ保持部７ａとによって
、その光学部（レンズとしての光学作用を有する部分）の辺縁部分が上下から挟まれて保
持される。このとき、該レンズ１０は、光学部に実質的に応力が作用しない状態で保持さ
れる。
【００２５】
　ここにいうレンズ１０の光学部に実質的に応力が作用しない状態とは、光学部に全く応
力が作用しない状態だけでなく、保持状態でレンズ１が長期間保管されたとしても、眼内
挿入後の光学部の光学作用に影響を与えるような変形が残らない程度に微小な応力が作用
する状態も含む意味である。
【００２６】
　挿入筒６の先端部６ｂは、眼球に形成された切開創に差し込まれてレンズ１０を眼内に
送り出す部分であり、先端ほど内径が小さくなる形状を有する。該先端部６ｂは、この内
部を通過するレンズ１０を小さく折り畳むように変形させ、先端開口から該レンズ１０を
眼内に送り出す。
【００２７】
　筒部材５内に挿入される押出し軸４の軸方向中間部よりも先端側の部分には、挿入筒６
の先端部６ｂ内を通過できるような細い径を有する押し軸部４ｅが形成されている。押し
軸部４ｅの先端には、レンズ保持部６ｃ，７ａに保持されたレンズ１０の光学部を上下か
ら挟んで確実に挿入筒６を介して眼内に押し出すための二股形状のレンズ挟持部４ｇが形
成されている。
【００２８】
　また、押出し軸４の中間部には、該押出し軸４の軸方向視において円形断面を有し、筒
部材５の内径よりも若干小さな外径を有する円筒部４ｆが形成されている。この円筒部４
ｆの外周には、不図示のＯリングが取り付けられ、該Ｏリングは筒部材５の内周面に対し
て密着してシール構造を形成する。このシール構造は、レンズ１０を眼内に押し出す際に
、挿入筒６および筒部材５内にヒアルロン酸水溶液等の粘弾性物質が潤滑剤がとして注入
されるため、これが筒部材５の後端開口から漏れ出ないようにするためのものである。
【００２９】
　また、押出し軸４の円筒部４ｆから後端側の部分は、該押出し軸４の軸方向視において
上面が平面であるＤ形状断面を有するように形成されている。図中の４ａは、このＤ形状
断面を有するＤカット軸部を示している。
【００３０】
　さらに、押出し軸４の後端には、Ｄカット軸部４ａや円筒部４ｆよりも径方向外方に延
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出したつば部４ｃが形成されている。このつば部４ｃは、レンズ１０を眼内に挿入するた
めに押出し軸４を先端方向に押し込む操作を行う際に、操作者が指で押す部分である。
【００３１】
　次に、筒部材５におけるつば部５ｅよりも後端側の分割構造部５ｈの構成について説明
する。分割構造部５ｈは、該筒部材５の周方向に２分割された開閉部５ａと固定部５ｂと
を有する。言い換えれば、分割構造部５ｈは、軸方向視において２分割されている。
【００３２】
　固定部５ｂは、筒部材５におけるつば部５ｅより先端側の部分からそのまま後方に延び
るように形成された半円筒状の部分である。固定部５ｂの径方向一端には、ヒンジ部５ｃ
を介して開閉部５ａの径方向一端が連結されている。該開閉部５ａおよびヒンジ部５ｃは
、固定部５ｂ（つまりは筒部材５）に一体形成されている。開閉部５ａは、ヒンジ部５ｃ
を中心として固定部５ｂに対して開閉が可能である。
【００３３】
　開閉部５ａの外周面は、半円筒面形状を有する。一方、開閉部５ａの内周面は、周方向
中央部が平面により形成され、それ以外の部分は円筒面の一部を構成する曲面で形成され
ている。これにより、後述するように開閉部５ａを固定部５ｂに対して組み合わせた（閉
じた）場合には、該分割構造部５ｈ内にはＤ形状断面を有する空間が形成されることにな
る。該空間は、押出し軸４のＤカット軸部４ａを通すための空間であり、筒部材５の後端
開口である。
【００３４】
　図１（ａ），（ｂ）に示すように、開閉部５ａにおけるヒンジ部５ｃとは反対側には、
ロック爪５ｉが形成されている。一方、固定部５ｂにおけるヒンジ部５ｃとは反対側には
、該ロック爪５ｉが係合可能なロック受け部５ｊが形成されている。開閉部５ａを固定部
５ｂに対して閉じてロック爪５ｉをロック受け部５ｊに対して係合させることで、開閉部
５ａが固定部５ｂに組み合わされた（結合された）状態でロックされる。
【００３５】
　前述したように、閉じた状態の分割構造部５ｈの内周面はＤ形状断面を有し、この断面
形状が押出し軸４のＤカット軸部４ａのＤ形状断面にほぼ一致することで、押出し軸４の
筒部材５に対する回転が阻止される。押出し軸４の先端に設けられたレンズ挟持部４ｇは
、レンズ１０の光学部の上下面を正しく挟むことができるように方向が決まっている。こ
のため、上述したように押出し軸４の回転を阻止することで、レンズ１０の押出しミスを
回避することができる。
【００３６】
　ここで、図４に拡大して示すように、押出し軸４の円筒部４ｆとＤカット軸部４ａとの
境界には、Ｄカット軸部４ａと円筒部４ｆとの径方向寸法差によって段差部４ｂが形成さ
れている。
【００３７】
　一方、筒部材５の開閉部５ａにおいて、前述したように内周面が平面とされた部分は、
移動阻止部としての抜け止め部５ｄとして機能する。すなわち、段差部４ｂが、抜け止め
部５ｄの先端面５ｇに先端側から当接することで、押出し軸４の筒部材５に対する後方へ
の抜けが阻止される。この抜け止め構造は、手術中に押出し軸４が筒部材５から抜け出て
しまう不都合を回避するために設けられている。
【００３８】
　以上のように構成された挿入器具を組み立てる際には、まず図２に示すように、押出し
軸４をその先端側から、筒部材５において開状態の分割構造部５ｈを通して筒部材５の内
部に挿入する。なお、図２（ａ）および図２（ｂ）にはそれぞれ、挿入器具の上面図およ
び側面図を示している。
【００３９】
　分割構造部５ｈが開いていることにより、分割構造部５ｈを閉じた状態では押出し軸４
の円筒部４ｆよりも後端開口（Ｄ形状空間）の一部の径方向寸法が小さくても、該円筒部
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４ｆ（段差部４ｂ）が分割構造部５ｈ（開閉部５ａを閉じたときの抜け止め部５ｄ）より
も先端側の位置に達するまで、押出し軸４をその先端側から筒部材５内に挿入することが
できる。
【００４０】
　また、このように押出し軸４をその先端側から筒部材５に挿入できるため、押出し軸４
につば部４ｃが形成されていても何ら支障がない。
【００４１】
　さらに、本実施例においては、押出し軸４を筒部材５に挿入する前に、筒部材５の先端
に挿入筒６を取り付けておいてもよいし、押出し軸４を筒部材５に挿入した後に、筒部材
５の先端に挿入筒６を取り付けてもよい。
【００４２】
　こうして押出し軸４を、その円筒部４ｆ（段差部４ｂ）が分割構造部５ｈよりも先端側
に位置するまで筒部材５に挿入した後、図１および図３に示すように、開閉部５ａを固定
部５ｂに対して閉じ、ロック爪５ｉをロック受け部５ｊに係合させる。これにより、挿入
器具の組み立てが完了し、段差部４ｂと抜け止め部５ｄの先端面５ｇとの当接によって押
出し軸４の後方への抜けが防止される。
【００４３】
　なお、図３（ａ）および図３（ｂ）にはそれぞれ、挿入器具の上面図および側面図を示
す。また、図３（ａ）および図３（ｂ）における左右の図はそれぞれ、本体５を軸方向先
端側および後端側から見たときの形状を示している。
【００４４】
　以上説明したように、本実施例によれば、筒部材５の後端側の部分に、抜け止め部５ｄ
を含み、周方向において開閉可能な分割構造部５ｈを設けたので、円筒部４ｆ（段差部４
ｂ）を有する押出し軸４をその先端側から筒部材５内に挿入することができる。したがっ
て、従来のように細い押し軸部を持つ等して押出し軸を筒部材の先端側から挿入する場合
に比べて、容易に組み立てを行うことができる。
【００４５】
　しかも、つば部４ｃを押出し軸４に一体形成しておくことができるので、つば部等の操
作部を押出し軸とは別部品とする場合に比べて、部品点数を少なくすることができ、組み
立てもより簡単に行うことができる。
【００４６】
　また、分割構造部５ｈを構成する開閉部５ａと固定部５ｂとヒンジ部５ｃとを筒部材５
に一体形成したことにより、分割構造部５ｈを設けたことによる部品点数の増加を回避す
ることができる。
【００４７】
　そして、押出し軸４を段差部４ｂが分割構造部５ｈの先端位置を若干超えた位置まで筒
部材５に挿入された後は、分割構造部５ｈを閉じてロックする。これにより、その後の押
出し軸４の筒部材５からの後方への抜けが確実に阻止できる。
【００４８】
　さらに、本実施例では、図１、図３および図４に示すように、押出し軸４のＤカット軸
部４ａにおける平面上に、半球形状の突起４ｈが形成されている。また、図３および図４
に示すように、開閉部５ａにおける抜け止め部５ｄの内面には、該抜け止め部５ｄの先端
から後端近傍まで延びる溝５ｋが形成されている。溝５ｋの後端と抜け止め部５ｄの後端
との間には、壁部５ｍが形成されている。溝５ｋの深さは、上記突起４ｈの高さに比べて
若干深い。
【００４９】
　突起４ｈは、上記のように組み立てられた挿入器具において、壁部５ｍ（つまりは抜け
止め部５ｄ）の後端面に当接又は近接する位置に設けられている。突起４ｈが壁部５ｍに
当接することで、所定値以上の力が加わらない限り押出し軸４の先端方向への移動が阻止
される。そして、レンズ挿入時に該所定値以上の力を押出し軸４に加えると、突起４ｈは
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壁部５ｍと押出し軸４（Ｄカット軸部４ａ）との間の狭い隙間を通って溝５ｋ内に入り込
む。なお、図４にはこの隙間を示していないが、実際には若干の隙間が存在する。そして
、この後は、押出し軸４をスムーズに先端方向に移動させることができる。
【００５０】
　このような構造を設けることで、押出し軸４によるレンズ１０の押出しを妨げることな
く、不用意に押出し軸４が筒部材５に対して先端方向に押し込まれることを防止できる。
特に、本実施例の挿入器具は、レンズ１０の光学部に実質的に応力をかけずにレンズ１０
とともに保管が可能であるため、保管中や運搬時に予期しない外力によって押出し軸が押
し込まれ、レンズ１０が挿入筒６内で変形したり、挿入筒６から飛び出てしまったりする
ことを防止できる。
【実施例２】
【００５１】
　図５には、本発明の実施例２である眼内挿入用レンズの挿入器具を示している。図５（
ａ）は上面図、図５（ｂ）は側面断面図である。
【００５２】
　本実施例において、実施例１と共通又は一部のみ異なる構成要素には実施例１と同じ符
号を付す。
【００５３】
　本実施例の挿入器具は、筒部材５の一部構成と押出し軸１４の構成が実施例１と異なる
。筒部材５は、押出し軸１４の構成の違いに応じて、分割構造部ｈのうち開閉部５ａ′の
構成が異なる。挿入筒６およびカバー部材７は実施例１と同じであり、筒部材５における
開閉部５ａ′以外の構成は実施例１と同じである。以下、押出し軸１４と開閉部５ａ′の
構成を中心に説明する。
【００５４】
　まず、図１０を用いて押出し軸１４の構成について説明する。図１０（ａ）および図１
０（ｂ）はそれぞれ、押出し軸１４の上面図および側面断面図である。
【００５５】
　押出し軸１４の軸方向中間部よりも先端側の部分には、挿入筒６の先端部６ｂ内を通過
できるような細い径を有する押し軸部１４ｅが形成されている。押し軸部１４ｅの先端に
は、実施例１で説明したレンズ保持部に保持されたレンズ１０の光学部を上下から挟んで
確実に挿入筒６を介して眼内に押し出すための二股形状のレンズ挟持部１４ｇが形成され
ている。
【００５６】
　また、押出し軸１４の中間部には、該押出し軸１４の軸方向視において円形断面を有し
、筒部材５の内径よりも若干小さな外径を有する円筒部１４ｆが形成されている。この円
筒部１４ｆの外周には、実施例１でも説明したように、不図示のＯリングが取り付けられ
、該Ｏリングは筒部材５の内周面に対して密着してシール構造を形成する。
【００５７】
　また、押出し軸１４の円筒部１４ｆから後端側の部分は、該押出し軸１４の軸方向視に
おいて上面が平面であるＤ形状断面を有するように形成されている。図中の１４ａは、こ
のＤ形状断面を有するＤカット軸部を示している。なお、Ｄカット軸部１４ａの上面（平
面）以外の部分の外径は、円筒部１４ｆの外径に等しい。
【００５８】
　さらに、押出し軸１４の後端には、Ｄカット軸部１４ａや円筒部１４ｆよりも径方向外
方に延出したつば部１４ｃが形成されている。このつば部１４ｃは、レンズ１０を眼内に
挿入するために押出し軸１４を先端方向に押し込む操作を行う際に、操作者が指で押す部
分である。
【００５９】
　Ｄカット軸部１４ａの上部のうち、挿入器具の組み立て完了状態にて筒部材５（分割構
造部５ｈ）の後端面より後方に位置する部分には、先端側から後端側に順に、第２可動板
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部１４ｎと、２つの第１可動板部１４ｋ，１４ｍが形成されている。これらの可動板部１
４ｎ，１４ｋ，１４ｍはそれぞれ、ヒンジ部１１ｐによってＤカット軸部１４ａに連結さ
れている。また、可動板部１４ｎ，１４ｋ，１４ｍとヒンジ部１４ｐは、Ｄカット軸部１
１４ａ（つまりは押出し軸１４）に一体形成されている。
【００６０】
　第２可動板部１４ｎは、その後端側に設けられたヒンジ部１４ｐが有する弾性によって
径方向上方に付勢されている。このため、第２可動板部１４ｎに上方からの力が加わらな
い状態では、第２可動板部１４ｎはＤカット軸部１４ａに対してその先端側が斜めに起き
上がった、すなわち突出した状態となる（突出位置：第３の位置）。
【００６１】
　一方、第１可動板部１４ｋ，１４ｍは、それらの先端側に設けられたヒンジ部１４ｐが
有する弾性によって径方向上方に付勢されている。このため、第１可動板部１４ｋ，１４
ｍに上方からの力が加わらない状態では、第１可動板部１４ｋ，１４ｍはＤカット軸部１
４ａに対してその後端側が斜めに起き上がった突出状態となる（突出位置：第１の位置）
。
【００６２】
　また、Ｄカット軸部１４ａのうち３つの可動板部１４ｎ，１４ｋ，１４ｍおよびヒンジ
部１４ｐの下面に面した部分には、各可動板部の厚さとほぼ同じ深さを有する格納溝部１
４ｑが形成されている。このため、各可動板部に上方からの力が加わって該可動板部がヒ
ンジ部１４ｐを中心として下動すると、該可動板部およびヒンジ部１４ｐは格納溝部１４
ｑ内に格納される。この格納位置では、各可動板部およびヒンジ部１４ｐの上面は、Ｄカ
ット軸部１４ａの上面とほぼ同じ高さとなる。
【００６３】
　各可動板部におけるヒンジ部１４ｐとは反対側の部分は、図１０（ａ）に示す上面視お
よび図１０（ｂ）に示す側面視においてそれぞれ曲線形状（Ｕ形状）を有する。さらに、
各可動板部のうち該Ｕ形状部分よりもヒンジ部１４ｐ側の部分は、各可動板部を格納位置
に押し下げた状態でＤカット軸部１４ａの上部外面に連続する外面形状、すなわちＤカッ
ト軸部１４ａの上部の外面形状と同じ外面形状を有するように形成されている。ここで、
「Ｄカット軸部１４ａの上部外面に連続する外面形状」とは、少なくとも軸方向視におい
てＤカット軸部１４ａの上部外面に一致する外面形状であればよく、「一致する」とは、
押出し軸１４の筒部材５に対する回転を阻止するために支障がない程度のずれがある場合
も含む意味である。
【００６４】
　次に、図９を用いて筒部材５の開閉部５ａ′の構成について説明する。図９（ａ）、図
９（ｂ）および図９（ｃ）はそれぞれ、筒部材５の上面図、後端側からの軸方向視図およ
び側面図である。
【００６５】
　筒部材５の固定部５ｂの径方向一端に、ヒンジ部５ｃを介して開閉部５ａ′の径方向一
端が連結されている。開閉部５ａ′およびヒンジ部５ｃは、固定部５ｂ（つまりは筒部材
５）に一体形成されている。開閉部５ａ′は、ヒンジ部５ｃを中心として固定部５ｂに対
して開閉が可能である。
【００６６】
　開閉部５ａ′の外周面は、半円筒面形状を有する。一方、開閉部５ａ′の内周のうち周
方向中央部は、先端側から後端側に順に、平面部５ｒと、斜面部５ｑと、移動阻止部とし
ての戻し阻止部５ｄ′とを有するように形成されている。
【００６７】
　平面部５ｒは、軸方向に平行な平面により構成され、筒部材５の中心軸に対して、該筒
部材５における分割構造部５ｈよりも先端側の部分の内半径と同じ寸法だけ離れた位置に
形成されている。
【００６８】
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　斜面部５ｑは、その後端側ほど筒部材５の中心軸５ｏから離れるように傾いた平面によ
って構成されている。
【００６９】
　戻し阻止部５ｄ′は、平面部５ｒよりも筒部材５の中心軸５ｏに近い位置に形成された
内端面（平面）を有し、斜面部５ｑに面するくさび形状の傾斜空間５ｐの後端を塞ぐ壁部
として構成されている。
【００７０】
　開閉部５ａ′の内周のうち周方向中央部以外の部分は、円筒面の一部を構成する曲面で
形成されている。
【００７１】
　そして、開閉部５ａ′におけるヒンジ部５ｃとは反対側には、ロック爪５ｉが形成され
ている。開閉部５ａ′をヒンジ部５ｃを中心に固定部５ｂに対して閉じ、ロック爪５ｉを
固定部５ｂにおけるヒンジ部５ｃとは反対側に形成されたロック受け部５ｊに係合させる
ことで、開閉部５ａ′が固定部５ｂに組み合わされた（結合された）状態でロックするこ
とができる。
【００７２】
　開閉部５ａ′を固定部５ｂに対して閉じた状態において、分割構造部５ｈを後端側から
見た場合、該分割構造部５ｈの後端部内側には、戻し阻止部５ｄ′と固定部５ｂの内周面
とによりＤ形状断面を有する後端開口が形成される。また、後端開口よりも先端側におけ
る中心軸５ｏよりも下側の領域では、固定部５ｂによって形成される半円筒空間が先端方
向に延び、さらに中心軸５ｏよりも上側の領域には、斜面部５ｑに面した傾斜空間５ｐと
平面部５ｒに面した空間とが先端側に向かって順に形成される。
【００７３】
　後端開口のＤ断面形状は、押出し軸１４のＤカット軸部１４ａのＤ形状断面にほぼ一致
する。これにより、押出し軸１４を筒部材５内に挿入した後は、押出し軸１４の筒部材５
に対する回転が阻止される。押出し軸１４の先端に設けられたレンズ挟持部１４ｇは、レ
ンズ１０の光学部の上下面を正しく挟むことができるように方向が決まっている。このた
め、上述したように押出し軸１４の回転を阻止することで、レンズ１０の押出しミスを回
避することができる。
【００７４】
　以上のように構成された挿入器具を組み立てる際には、押出し軸１４をその先端側から
、筒部材５において開状態の分割構造部５ｈを通して筒部材５の内部に挿入する。戻し阻
止部５ｄ′を含む分割構造部５ｈを開いておくことにより、分割構造部５ｈを閉じた状態
では押出し軸１４の円筒部１４ｆよりも後端開口（Ｄ形状空間）の一部の径方向寸法が小
さくても、該円筒部１４ｆが分割構造部５ｈよりも先端側の位置に達するまで、押出し軸
１４をその先端側から筒部材５内に挿入することができる。また、このように押出し軸１
４をその先端側から筒部材５に挿入できるため、押出し軸１４につば部１４ｃが形成され
ていても何ら支障がない。
【００７５】
　なお、本実施例においても、押出し軸１４を筒部材５に挿入する前に、筒部材５の先端
に挿入筒６を取り付けておいてもよいし、押出し軸１４を筒部材５に挿入した後に、筒部
材５の先端に挿入筒６を取り付けてもよい。
【００７６】
　こうして押出し軸１４を、その円筒部１４ｆが分割構造部５ｈよりも先端側に位置する
まで筒部材５に挿入した後、開閉部５ａ′を固定部５ｂに対して閉じ、ロック爪５ｉをロ
ック受け部５ｊに係合させる。これにより、図５に示すように、挿入器具の組み立てが完
了する。
【００７７】
　組み立て完了状態において、第２可動板部１４ｎは突出位置に起き上がり、その先端は
、筒部材５（分割構造部５ｈのうち開閉部５ａ′の戻し阻止部５ｄ′）の後端面に当接又
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は近接する。第２可動板部１４ｎの先端が筒部材５の後端面に当接することにより、押出
し軸１４の先端方向への移動が阻止される。このため、不用意な押出し軸１４の先端方向
への移動を確実に防止することができる。
【００７８】
　図６に示すように、第２可動板部１４ｎを格納位置に押し下げると、該第２可動板部１
４ｎの先端と筒部材５の後端面との当接が解除される。このため、手術時等において第２
可動板部１４ｎを格納位置に操作することで、押出し軸１４の先端方向への移動、つまり
はレンズ１０の眼内への挿入が許容される。なお、第２可動板部１４ｎの先端が上面視お
よび側面視においてＵ形状を有することで、第２可動板部１４ｎを突出位置から格納位置
にスムーズに操作することができる。
【００７９】
　さらに、第２可動板部１４ｎの格納位置への操作は、指１本で行える単純な押し下げ操
作であるため、手術において手術者にほとんど負担を生じさせることはない。
【００８０】
　こうして、押出し軸１４を先端方向に押していくと、図７に示すように、第１可動板部
１４ｋが戻し阻止部５ｄ′によって突出位置から下方に押され、格納位置に格納される。
図示しないが、さらに押出し軸１４を先端方向に押していくと、第２可動板部１４ｍが戻
し阻止部５ｄ′によって突出位置から下方に押され、格納位置に格納される。これにより
、使用者がいちいち突出位置にある第１可動板部１４ｋ，１４ｍを格納位置に押し下げる
操作を行わなくても、押出し軸１４の押し操作（レンズ１０の眼内への挿入）を行うこと
ができる。
【００８１】
　ここで、前述したように、格納位置にある各可動板部の外面形状はＤカット軸部１４ａ
の外面形状に連続するので、分割構造部５ｈの内側を各可動板部が通過する際でも、押出
し軸１４の筒部材５に対する回転は阻止される。したがって、押出し軸１４によって適正
にレンズ１０を押し出すこができる。
【００８２】
　例えば、図８に示すように、押出し軸１４を、第１可動板部１４ｋが戻し阻止部５ｄ′
を通過した位置まで押すと、それまで格納位置に格納されていた第１可動部１４ｋはヒン
ジ部１４ｐの付勢力によって、分割構造部５ｈ内の傾斜空間５ｐ内で再び突出位置に起き
上がる。そして、第１可動板部１４ｋは、戻し阻止部５ｄ′の先端側の面に対して当接又
は近接する。第１可動板部１４ｋが戻し阻止部５ｄ′の先端側の面に当接することにより
、その後の押出し軸１４の後方への移動が阻止される。
【００８３】
　図８に示す位置まで操作された押出し軸１４は、その先端のレンズ挟持部１４ｇによっ
てレンズ１０を挿入筒６の途中まで押した状態であり、レンズ１０はある程度挿入筒６内
で変形している。この状態から仮に押出し軸１４を後方に引き戻すと、再度押出し軸１４
を先端方向に押してもレンズ挟持部１４ｇによってレンズ１０を適正に挟んだり押したり
することができない。
【００８４】
　このため、本実施例では、一旦、押出し軸１４を図８に示す位置まで押し込んだ後は、
第１可動板部１４ｋが戻し阻止部５ｄ′に当接することによって、押出し軸１４を引き戻
せないようにしている。
【００８５】
　さらに、図示はしないが、レンズ１０が挿入筒６の先端から出る直前の位置まで押出し
軸１４を押し込んだときには、戻し阻止部５ｄ′によって一旦格納位置に押し下げられて
いたもう１つの第１可動板部１４ｍがヒンジ部１４ｐの付勢力によって傾斜空間５ｐ内で
突出位置に起き上がり、戻し阻止部５ｄ′の先端側の面に対して当接又は近接する。該第
１可動板部１４ｍが戻し阻止部５ｄ′の先端側の面に当接することにより、その後の押出
し軸１４の後方への引き戻しが阻止される。



(11) JP 4648859 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

【００８６】
　以上説明したように、本実施例によれば、筒部材５の後端側の部分に、戻し阻止部５ｄ
′を含み、周方向において開閉可能な分割構造部５ｈを設けたので、円筒部１４ｆを有す
る押出し軸１４をその先端側から筒部材５内に挿入することができる。したがって、従来
のように細い押し軸部を持つ等して押出し軸を筒部材の先端側から挿入する場合に比べて
、容易に組み立てを行うことができる。
【００８７】
　しかも、つば部１４ｃを押出し軸１４に一体形成しておくことができるので、つば部等
の操作部を押出し軸とは別部品とする場合に比べて、部品点数を少なくすることができ、
組み立てもより簡単に行うことができる。
【００８８】
　また、分割構造部５ｈを構成する開閉部５ａ′と固定部５ｂとヒンジ部５ｃとを筒部材
５に一体形成したことにより、分割構造部５ｈを設けたことによる部品点数の増加を回避
することができる。
【００８９】
　さらに、本実施例では、第２可動板部１４ｎを押出し軸１４の先端方向への移動を阻止
する突出位置と該移動を許容する格納位置との間で移動可能とし、さらにヒンジ部１４ｐ
の付勢力によって第２可動板部１４ｎを突出位置に付勢している。このため、製造誤差等
の寸法のばらつきがあっても、不用意な押出し軸１４の先端方向への移動を確実に防止す
ることができる。しかも、第２可動板部１４ｎを格納位置に押し下げる操作（指１本でで
きる操作）を行うだけで、手術時等における必要な場合の押出し軸１４の先端方向への移
動操作をスムーズかつ適正に行うことができる。
【００９０】
　また、本実施例では、第１可動板部１４ｋ，１４ｍを設けて押出し軸１４の後方への引
き戻しを阻止し、さらにヒンジ部１４ｐの付勢力によって第１可動板部１４ｋ，１４ｍを
突出位置に付勢している。このため、製造誤差等の寸法のばらつきがあっても、押出し軸
１４の引き戻しを確実に防止することができる。しかも、第２可動板部１４ｋ，１４ｍは
、押出し軸１４の先端方向への移動に伴い、筒部材５に設けられた戻し阻止部５ｄ′によ
って自動的に格納位置に押し下げられるため、押出し軸１４の先端方向への移動操作を、
第２可動板部１４ｋ，１４ｍの押し下げ操を行うことなく、簡単に行うことができる。
【００９１】
　また、開閉部５ａ′に空間５ｐの上方を閉じる斜面部５ｑを設けておくことで、押出し
軸１４に引き戻し力が加わった場合に第１可動板部１４ｋ，１４ｍが戻し阻止部５ｄ′を
乗り越えるように上方に変形し、破損することを防止できる。
【００９２】
　なお、第１および第２可動板部１４ｋ，１４ｍ，１４ｎおよびヒンジ部１４ｐを押出し
軸１４に一体形成することで、部品点数の増加を回避することができる。但し、可動板部
とヒンジ部とを有するストッパ部材を押出し軸とは別部材として構成し、該ストッパ部材
を押出し軸に取り付けるようにしてもよい。
【実施例３】
【００９３】
　図１１には、本発明の実施例３である眼内挿入用レンズの挿入器具を示している。図１
１（ａ）は上面図、図１１（ｂ）は側面断面図である。
【００９４】
　本実施例において、実施例１，２と共通又は一部のみ異なる構成要素には実施例１，２
と同じ符号を付す。
【００９５】
　本実施例の挿入器具は、筒部材５の一部構成と押出し軸２４の構成が実施例１，２と異
なる。筒部材５は、分割構造部ｈのうち開閉部５ａ″の構成が実施例１，２と異なる。挿
入筒６およびカバー部材７は実施例１，２と同じであり、筒部材５における開閉部５ａ″
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以外の構成は実施例１，２と同じである。以下、押出し軸２４と開閉部５ａ″の構成を中
心に説明する。
【００９６】
　まず、図１４を用いて押出し軸２４の構成について説明する。図２４（ａ）および図２
４（ｂ）はそれぞれ、押出し軸２４の上面図および側面断面図である。
【００９７】
　押出し軸２４の軸方向中間部よりも先端側の部分には、挿入筒６の先端部６ｂ内を通過
できるような細い径を有する押し軸部２４ｅが形成されている。押し軸部２４ｅの先端に
は、実施例１で説明したレンズ保持部に保持されたレンズ１０の光学部を上下から挟んで
確実に挿入筒６を介して眼内に押し出すための二股形状のレンズ挟持部２４ｇが形成され
ている。
【００９８】
　また、押出し軸２４の中間部には、該押出し軸２４の軸方向視において円形断面を有し
、筒部材５の内径よりも若干小さな外径を有する円筒部２４ｆが形成されている。この円
筒部２４ｆの外周には、実施例１でも説明したように、不図示のＯリングが取り付けられ
、該Ｏリングは筒部材５の内周面に対して密着してシール構造を形成する。
【００９９】
　また、押出し軸２４の円筒部２４ｆから後端側の部分は、該押出し軸２４の軸方向視に
おいて上面が平面であるＤ形状断面を有するように形成されている。図中の２４ａは、こ
のＤ形状断面を有するＤカット軸部を示している。なお、Ｄカット軸部２４ａの上面（平
面）以外の部分の外径は、円筒部２４ｆの外径に等しい。
【０１００】
　さらに、押出し軸２４の後端には、Ｄカット軸部２４ａや円筒部２４ｆよりも径方向外
方に延出したつば部２４ｃが形成されている。このつば部２４ｃは、レンズ１０を眼内に
挿入するために押出し軸２４を先端方向に押し込む操作を行う際に、操作者が指で押す部
分である。
【０１０１】
　Ｄカット軸部２４ａの上部のうち、挿入器具の組み立て完了状態にて筒部材５（分割構
造部５ｈ）の後端面より後方に位置する部分には、可動板部２４ｋが形成されている。こ
の可動板部２４ｋは、その根元部分にてＤカット軸部２４ａに連結されている。可動板部
２４ａは、Ｄカット軸部２４ａ（つまりは押出し軸２４）に一体形成されている。
【０１０２】
　可動板部２４ｋは、その根元部分からＤカット軸部２４ａに対して所定の起き上がり角
度を有するように形成されている。このため、可動板部２４ｋに上方からの力が加わらな
い状態では、可動板部２４ｋはＤカット軸部２４ａに対してその後端側が斜めに起き上が
った突出状態となる（突出位置：第１の位置）。
【０１０３】
　また、Ｄカット軸部２４ａのうち可動板部２４ｋの下面に面した部分には、可動板部２
４ｋの厚さとほぼ同じ深さを有する格納溝部２４ｑが形成されている。このため、可動板
部２４ｋに上方からの力が加わって該可動板部２４ｋが根元部分を中心として下動すると
、該可動板部２４ｋは格納溝部２４ｑ内に格納される。この格納位置では、可動板部２４
ｋの上面は、Ｄカット軸部２４ａの上面とほぼ同じ高さとなる。
【０１０４】
　可動板部２４ｋにおける根元部分とは反対側の部分は、図１４（ａ）に示す上面視およ
び図１４（ｂ）に示す側面視においてそれぞれ曲線形状（Ｕ形状）を有する。さらに、可
動板部２４ｋのうち該Ｕ形状部分よりも根元側の部分は、可動板部２４ｋを格納位置に押
し下げた状態でＤカット軸部２４ａの上部外面に連続する外面形状、すなわちＤカット軸
部２４ａの上部の外面形状と同じ外面形状を有するように形成されている。ここで、「Ｄ
カット軸部２４ａの上部外面に連続する外面形状」とは、実施例２と同じ意味である。
【０１０５】
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　次に、図１３を用いて筒部材５の開閉部５ａ″の構成について説明する。図１３（ａ）
、図１３（ｂ）および図１３（ｃ）はそれぞれ、筒部材５の上面図、後端側からの軸方向
視図および側面図である。
【０１０６】
　筒部材５の固定部５ｂの径方向一端に、ヒンジ部５ｃを介して開閉部５ａ″の径方向一
端が連結されている。開閉部５ａ″およびヒンジ部５ｃは、固定部５ｂ（つまりは筒部材
５）に一体形成されている。開閉部５ａ″は、ヒンジ部５ｃを中心として固定部５ｂに対
して開閉が可能である。
【０１０７】
　開閉部５ａ″の外周面は、半円筒面形状を有する。一方、開閉部５ａ″の内周のうち周
方向中央部は、先端側から後端側に順に、斜面部５ｑ″と、移動阻止部としての戻し阻止
部５ｄ″とを有するように形成されている。
【０１０８】
　斜面部５ｑ″は、その先端が、筒部材５の中心軸に対して、該筒部材５における分割構
造部５ｈよりも先端側の部分の内半径と同じ寸法だけ離れた位置に形成され、後端側ほど
筒部材５の中心軸５ｏから離れるように傾いた平面によって構成されている。
【０１０９】
　戻し阻止部５ｄ″は、斜面部５ｑ″の先端よりも筒部材５の中心軸５ｏに近い位置に形
成された内端面（平面）を有し、斜面部５ｑ″に面するくさび形状の傾斜空間５ｐの後端
を塞ぐ壁部として構成されている。
【０１１０】
　開閉部５ａ″の内周のうち周方向中央部以外の部分は、円筒面の一部を構成する曲面で
形成されている。
【０１１１】
　そして、開閉部５ａ″におけるヒンジ部５ｃとは反対側には、ロック爪５ｉが形成され
ている。開閉部５ａ″をヒンジ部５ｃを中心に固定部５ｂに対して閉じ、ロック爪５ｉを
固定部５ｂにおけるヒンジ部５ｃとは反対側に形成されたロック受け部５ｊに係合させる
ことで、開閉部５ａ″が固定部５ｂに組み合わされた（結合された）状態でロックするこ
とができる。
【０１１２】
　開閉部５ａ″を固定部５ｂに対して閉じた状態において、分割構造部５ｈを後端側から
見た場合、該分割構造部５ｈの後端部内側には、戻し阻止部５ｄ″と固定部５ｂの内周面
とによりＤ形状断面を有する後端開口が形成される。また、後端開口よりも先端側におけ
る中心軸５ｏよりも下側の領域では、固定部５ｂによって形成される半円筒空間が先端方
向に延び、さらに中心軸５ｏよりも上側の領域には、斜面部５ｑ″に面した傾斜空間５ｐ
が形成される。
【０１１３】
　後端開口のＤ断面形状は、押出し軸２４のＤカット軸部２４ａのＤ形状断面にほぼ一致
する。これにより、押出し軸２４を筒部材５内に挿入した後は、押出し軸２４の筒部材５
に対する回転が阻止される。押出し軸２４の先端に設けられたレンズ挟持部２４ｇは、レ
ンズ１０の光学部の上下面を正しく挟むことができるように方向が決まっている。このた
め、上述したように押出し軸２４の回転を阻止することで、レンズ１０の押出しミスを回
避することができる。
【０１１４】
　以上のように構成された挿入器具を組み立てる際には、押出し軸２４をその先端側から
、筒部材５において開状態の分割構造部５ｈを通して筒部材５の内部に挿入する。戻し阻
止部５ｄ″を含む分割構造部５ｈを開いておくことにより、分割構造部５ｈを閉じた状態
では押出し軸２４の円筒部２４ｆよりも後端開口（Ｄ形状空間）の一部の径方向寸法が小
さくても、該円筒部２４ｆが分割構造部５ｈよりも先端側の位置に達するまで、押出し軸
２４をその先端側から筒部材５内に挿入することができる。また、このように押出し軸２
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４をその先端側から筒部材５に挿入できるため、押出し軸２４につば部２４ｃが形成され
ていても何ら支障がない。
【０１１５】
　なお、本実施例においても、押出し軸２４を筒部材５に挿入する前に、筒部材５の先端
に挿入筒６を取り付けておいてもよいし、押出し軸２４を筒部材５に挿入した後に、筒部
材５の先端に挿入筒６を取り付けてもよい。
【０１１６】
　こうして押出し軸２４を、その円筒部２４ｆが分割構造部５ｈよりも先端側に位置する
まで筒部材５に挿入した後、開閉部５ａ″を固定部５ｂに対して閉じ、ロック爪５ｉをロ
ック受け部５ｊに係合させる。これにより、図１１に示すように、挿入器具の組み立てが
完了する。
【０１１７】
　本実施例では、可動板部２４ｋの根元部分を実施例２のようなヒンジ部とはせず、ある
程度の変形に対する強度を有する形状に形成している。このため、押出し軸２４に先端方
向への外力が作用しても、該外力がある程度以上大きくない限り、突出位置にある可動板
部２４ｋが戻し阻止部５ｄ″の後端面に当接して、押出し軸２４の先端方向への移動が阻
止される。
【０１１８】
　手術等において、押出し軸２４を図１１の位置からある程度以上の大きさの操作力で先
端方向に押すと、可動板部２４ｋに戻し阻止部５ｄ″からの押し下げ力が作用し、その根
元部分が弾性変形することで、該可動板部２４ｋは格納位置に格納される。これにより、
使用者がいちいち突出位置にある可動板部２４ｋを格納位置に押し下げる操作を行わなく
ても、押出し軸２４の押し操作（レンズ１０の眼内への挿入）を行うことができる。
【０１１９】
　ここで、前述したように、格納位置にある可動板部２４ｋの外面形状はＤカット軸部２
４ａの外面形状に連続するので、分割構造部５ｈの内側を各可動板部が通過する際でも、
押出し軸２４の筒部材５に対する回転は阻止される。したがって、押出し軸２４によって
適正にレンズ１０を押し出すこができる。
【０１２０】
　図１２に示すように、押出し軸２４を、可動板部２４ｋが戻し阻止部５ｄ″を通過した
位置まで押すと、それまで格納位置に格納されていた可動部２４ｋはその根元部分の付勢
力によって、分割構造部５ｈ内の傾斜空間５ｐ内で再び突出位置に起き上がる。そして、
可動板部２４ｋは、戻し阻止部５ｄ″の先端側の面に対して当接又は近接する。可動板部
２４ｋが戻し阻止部５ｄ″の先端側の面に当接することにより、その後の押出し軸２４の
後方への移動が阻止される。
【０１２１】
　図１２に示す位置まで操作された押出し軸２４は、その先端のレンズ挟持部２４ｇによ
ってレンズ１０を挿入筒６の途中まで押した状態であり、レンズ１０はある程度挿入筒６
内で変形している。この状態から仮に押出し軸２４を後方に引き戻すと、再度押出し軸２
４を先端方向に押してもレンズ挟持部２４ｇによってレンズ１０を適正に挟んだり押した
りすることができない。
【０１２２】
　このため、本実施例では、一旦、押出し軸２４を図１２に示す位置まで押し込んだ後は
、可動板部２４ｋが戻し阻止部５ｄ″に当接することによって、押出し軸２４を引き戻せ
ないようにしている。
【０１２３】
　以上説明したように、本実施例によれば、筒部材５の後端側の部分に、戻し阻止部５ｄ
″を含み、周方向において開閉可能な分割構造部５ｈを設けたので、円筒部２４ｆを有す
る押出し軸２４をその先端側から筒部材５内に挿入することができる。したがって、従来
のように細い押し軸部を持つ等して押出し軸を筒部材の先端側から挿入する場合に比べて
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、容易に組み立てを行うことができる。
【０１２４】
　しかも、つば部２４ｃを押出し軸２４に一体形成しておくことができるので、つば部等
の操作部を押出し軸とは別部品とする場合に比べて、部品点数を少なくすることができ、
組み立てもより簡単に行うことができる。
【０１２５】
　また、分割構造部５ｈを構成する開閉部５ａ″と固定部５ｂとヒンジ部５ｃとを筒部材
５に一体形成したことにより、分割構造部５ｈを設けたことによる部品点数の増加を回避
することができる。
【０１２６】
　また、本実施例では、押出し軸２４に設けた可動板部２４ｋによって、組み立て完了状
態（保管状態）等において押出し軸２４に外力が作用したときの該押出し軸２４の先端方
向への移動を制限する。しかも、同じ可動板部２４ｋによって、レンズ押出しのための押
出し軸２４の操作を開始した後の後方への引き戻しを阻止する。このため、簡単な構成に
よって、押出し軸２４の不用意な先端方向への移動および引き戻しを防止することができ
る。また、可動板部２４ｋは、ある程度以上の押し下げ力が加わらない限り突出位置に保
持されるので、製造誤差等の寸法のばらつきがあっても、押出し軸２４の不用意な先端方
向への移動および引き戻しを防止することができる。
【０１２７】
　この一方、可動板部２４ｋは、押出し軸２４をある程度以上の操作力によって先端方向
に押せば、戻し阻止部５ｄ″によって自動的に格納位置に押し下げられるため、押出し軸
２４の先端方向への移動操作を、可動板部２４ｋの押し下げ操を行うことなく、簡単に行
うことができる。
【０１２８】
　また、開閉部５ａ″に空間５ｐの上方を閉じる斜面部５ｑ″を設けておくことで、押出
し軸２４に引き戻し力が加わった場合に可動板部２４ｋが戻し阻止部５ｄ″を乗り越える
ように上方に変形し、破損することを防止できる。
【０１２９】
　なお、可動板部２４ｋを押出し軸２４に一体形成することで、部品点数の増加を回避す
ることができる。但し、可動板部を有するストッパ部材を押出し軸とは別部材として構成
し、該ストッパ部材を押出し軸に取り付けるようにしてもよい。
【０１３０】
　上記各実施例では、開閉部５ａ，５ａ′，５″と固定部５ｂとをそれらの径方向端部に
設けたヒンジ部５ｃで連結し、周方向の動作によって開閉可能な分割構造部５ｈを有する
場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、開閉部５ａ，５ａ′，
５″と固定部５ｂとを周方向に分割した上で、それらの軸方向一端（先端）にヒンジ部を
設け、軸方向に直交する方向の動作によって開閉可能としてもよい。
【０１３１】
　また、分割構造部を、開閉部５ａ，５ａ′，５″に対応する部分と固定部５ｂに対応す
る部分とを完全に分離できるように構成してもよい。この場合、部品点数は増加するが、
円筒部４ｆ，１４ｆ，２４ｆやつば部４ｃ，１４ｃ，２４ｃを有する押出し軸４，１４，
２４をその先端側から筒部材５に挿入できる点で、各実施例と同様に、従来に比べて組み
立てを容易化することができる。
【０１３２】
　また、このような完全分離型の分割構造部を設ける場合において、軸方向に直交する方
向において分離および結合可能としてもよいし、開閉部５ａ，５ａ′，５ａ″に相当する
部分を固定部５ｂに相当する部分に対して軸方向にスライドさせて分離および結合可能と
してもよい。
【０１３３】
　さらに、実施例１では、分割構造部５ｈの先端から後端までのすべての範囲に抜け止め
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部５ｄを形成した場合について説明したが、該範囲の一部にのみ抜け止め部を形成しても
よい。
【０１３４】
　また、実施例２，３では、分割構造部５ｈの後端部に戻し阻止部５ｄ′，５″を設けた
場合について説明したが、該戻し阻止部５ｄ′，５ｄ″を分割構造部５ｈのうち他の軸方
向位置に設けてもよい。
【０１３５】
　また、実施例２，３では、分割構造部５ｈに一旦押出し軸１４の先端方向への押し込み
が行われた後の引き戻しを阻止するための戻し阻止部５ｄ′，５″を設けた場合について
説明したが、この戻し阻止部５ｄ′，５″に加えて、実施例１で説明したのと同様な、組
み立て完了状態からの押出し軸１４，２４の後方への抜けを阻止するための抜け止め部を
設けてもよい。
【０１３６】
　また、上記各実施例では、分割構造部５ｈを２分割した場合について説明したが、本発
明では、分割構造部をより多くの数に分割してもよい。
【０１３７】
　また、各実施例では、押出し軸４，１４，２４につば部４ｃ，１４ｃ，２４ｃを一体形
成した場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。すなわち、つば部や従来
のプランジャに相当する操作部を押出し軸とは別部材として構成し、押出し軸に取り付け
るようにしてもよい。
【０１３８】
　さらに、各実施例では、分割構造部５ｈを有する筒部材５の形状が、基本的に円筒形状
（Ｄカット形状を含む）である場合について説明したが、本発明は本体の形状が、円筒形
状ではない多角形断面を有する場合にも適用することができる。
【０１３９】
　また、実施例２では、ヒンジ部１４ｐを中心として可動板部１４ｋ，１４ｍ，１４ｎが
回動する場合について説明したが、本発明はこれに限らず、単純に上下方向に移動する可
動部を設けてもよい。また、可動板部の突出方向は上方に限らず、軸方向に直交する方向
であればいずれの方向でもよい。さらに、実施例２では、ヒンジ部１４ｐによって可動板
部１４ｋ，１４ｍ，１４ｎを突出位置に向けて付勢する場合について説明したが、本発明
はこれに限らず、バネやゴム等の弾性部材を用いて付勢するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の実施例１である挿入器具の上面図および側面図。
【図２】実施例１の挿入器具の組み立て方法を示す上面図および側面図。
【図３】実施例１の挿入器具において分割構造部を結合させた状態を示す上面断面図およ
び側面断面図。
【図４】図３の一部を拡大した断面図。
【図５】本発明の実施例２である挿入器具の上面図および側面断面図。
【図６】実施例２の挿入器具の側面断面図。
【図７】実施例２の挿入器具の側面断面図。
【図８】実施例２の挿入器具の上面図および側面断面図。
【図９】実施例２の挿入器具を構成する筒部材の上面図、軸方向視図および側面図。
【図１０】実施例２の挿入器具を構成する押出し軸の上面図および側面断面図。
【図１１】本発明の実施例３である挿入器具の上面図および側面断面図。
【図１２】実施例３の挿入器具の上面図および側面断面図。
【図１３】実施例３の挿入器具を構成する筒部材の上面図、軸方向視図および側面図。
【図１４】実施例３の挿入器具を構成する押出し軸の上面図および側面断面図。
【図１５】従来の挿入器具の上面図および側面図。
【図１６】従来の挿入器具の組み立て方法を説明する上面図および側面図。
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【図１７】従来の挿入器具の組み立て方法を説明する上面図および側面図。
【符号の説明】
【０１４１】
　　４，１４，２４　押出し軸
　　４ａ，１４ａ，２４ａ　Ｄカット軸部
　　４ｂ　段差部
　　４ｃ，１４ｃ，２４ｃ　つば部
　　４ｅ，１４ｅ，２４ｅ　押し軸部
　　４ｆ，１４ｆ，２４ｆ　円筒部
　　４ｈ　突起
　　５　筒部材
　　５ａ，５ａ′，５″　開閉部
　　５ｂ　固定部
　　５ｃ　ヒンジ部
　　５ｄ　抜け止め部
　　５ｄ′，５ｄ″戻し阻止部
　　５ｉ　ロック爪
　　５ｊ　ロック受け部
　　５ｋ　溝
　　５ｍ　壁部
　　６　挿入筒
　　１０　眼内挿入用レンズ
　　１４ｋ，１４ｍ，１４ｎ，２４ｋ　可動板部
　　１４ｐ　ヒンジ部
　　　　
【図１５】
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【図１０】

【図１１】
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【図１３】

【図１４】
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