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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学部に一対の支持部が突出形成された眼内レンズがセットされる略筒状の器具本体と
、該器具本体に対して軸方向の後方から挿し入れられて該器具本体に組み付けられる押出
部材とを含んで構成されていると共に、該器具本体の軸方向中間部分には該眼内レンズが
セットされるステージが設けられて、該ステージより軸方向先端側に向かって先細形状の
挿入筒部が形成されており、該ステージにセットされた該眼内レンズを該押出部材で該器
具本体の軸方向前方に移動させて該挿入筒部を通じて小さく変形せしめて押し出すことに
より眼内に挿入する眼内レンズ挿入器具において、
　前記一対の支持部が前記光学部から前記器具本体の軸方向前後方向に延び出した状態で
前記眼内レンズが前記ステージにセットされて、前記押出部材で前記器具本体の軸方向前
方に向かって移動されることにより該光学部が該挿入筒部の外周側に向かって凸となる湾
曲形状に変形されるようになっている一方、
　該眼内レンズを押す該押出部材の先端面において、前記光学部を押す光学部押出面と、
該光学部から前記器具本体の軸方向後方に延び出した該支持部を押す支持部押圧面とが設
けられていると共に、該支持部に係合して該光学部が湾曲変形されて凸となる側への該支
持部の変位を抑制することにより該支持部押圧面で押された該支持部を該光学部の凹とな
る側へ入り込ませる係合部が設けられていることを特徴とする眼内レンズ挿入器具。
【請求項２】
　前記眼内レンズが前記押出部材で前記器具本体の軸方向前方に向かって移動されること
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により前記光学部が前記ステージの上方又は下方に向かって凸となる湾曲形状に変形され
るようになっていると共に、該眼内レンズが該ステージにセットされた状態で、該光学部
から該器具本体の軸方向後方に延び出した前記支持部を、該光学部が湾曲変形されて凸と
なる該ステージの上方又は下方とは反対に向けて押圧して、該光学部に対して変形変位さ
せる押圧部が設けられている請求項１に記載の眼内レンズ挿入器具。
【請求項３】
　前記眼内レンズが前記押出部材で前記器具本体の軸方向前方に向かって移動されること
により前記光学部が前記ステージの上方又は下方に向かって凸となる湾曲形状に変形され
るようになっていると共に、該押出部材の先端面において、該光学部が湾曲変形されて凸
となる該ステージの上方及び下方の一方の側が他方の側よりも軸方向に突出されて段差面
が形成されており、この段差面に対して前記支持部が係止されることで該支持部の変位を
規制する前記係合部が構成されている請求項１又は２に記載の眼内レンズ挿入器具。
【請求項４】
　前記ステージにセットされる前記眼内レンズが、前記光学部に対して前記一対の支持部
が一体成形されたワンピース構造である請求項１～３の何れか１項に記載の眼内レンズ挿
入器具。
【請求項５】
　前記器具本体には、前記光学部をその移動方向に延びる稜線又は谷線をもって前記ステ
ージの上方及び下方の何れか一方に凸となる山形又は谷形に折畳み変形させる変形ガイド
手段が設けられている請求項１～４の何れか１項に記載の眼内レンズ挿入器具。
【請求項６】
　前記変形ガイド手段が、前記挿入筒部内を移動せしめられる前記眼内レンズに干渉して
該挿入筒部内での移動に伴って該眼内レンズの前記光学部を次第に変形させる変形ガイド
部によって構成されている請求項５に記載の眼内レンズ挿入器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼内レンズを眼内に挿入するために用いられる眼内レンズ挿入器具に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、白内障等の手術においては、角膜（鞏膜）や水晶体前嚢部分などの眼組織に
設けた切開創を通じて、嚢内の水晶体を摘出、除去せしめた後、その水晶体に代替する眼
内レンズを、前記切開創より眼内に挿入して嚢内に配する手法が採用されている。
【０００３】
　かかる眼内レンズの施術方法では、特許文献１（特開２００３－７０８２９号公報）や
特許文献２（特開２００４－３５１１９６号公報）に記載の如き眼内レンズ挿入器具が用
いられている。これら眼内レンズ挿入器具では、器具本体の先端部に設けられた挿入筒部
が、眼の切開創を通じて眼内に挿し入れるようになっており、眼内レンズを器具本体内で
小さく変形させた状態で挿入筒部の先端開口から眼内に押し出すようになっている。そし
て、眼内に押し出された眼内レンズは、自身の復元力で嚢内で展張することにより、嚢内
に配される。このような眼内レンズ挿入器具を用いれば、切開創を小さく抑えることが出
来て、施術に要する手間を軽減出来ると共に、術後乱視の発生や感染の危険を低減するこ
とも出来る。
【０００４】
　ところで、上述の如き眼内レンズ挿入器具においては、器具本体に設けられたステージ
にセットされている眼内レンズを押出部材で挿入筒部へ向けて押しながら移動させること
により、眼内レンズを挿入筒部の先端開口から眼内に押し出すようになっている。そして
、眼内レンズは、光学部に突出形成された一対の支持部が押出部材による眼内レンズの移
動方向の前後に向かって延び出した状態で、ステージにセットされるのが、一般的である
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。それ故、眼内レンズを押出部材で押し出す際、先ず、眼内レンズの移動方向の後方に延
び出した支持部（後方支持部）に対して押出部材が接触し、押出部材から及ぼされる力が
後方支持部を介して光学部に伝達されることにより、眼内レンズの全体が挿入筒部へ向け
て移動することになる。
【０００５】
　しかしながら、押出部材により、後方支持部を介して眼内レンズの全体を挿入筒部に押
し込んで前方に押し出す際に、後方支持部が押出部材の押圧面（先端面）から外れるおそ
れがある。また、押出部材の押圧面から後方支持部が外れたか否かは、施術者に判り難い
。それ故、そのまま押圧部材を押し続けることにより、押出部材の押圧面から外れた後方
支持部が、押出前方に向かって次第に小さくなる挿入筒部の内周面と押出部材の外周面と
の間に挟み込まれてしまうこととなる。この挟み込みによって、後方支持部が損傷するお
それがあると共に、押出部材の押込操作抵抗が大きくなって眼内レンズの施術に支障をき
たすおそれもあった。
【０００６】
　なお、特開２００９－１８００９号公報（特許文献３）には、プランジャ（押出部材）
の先端部分に対して外周面に開口する溝を形成し、プランジャ先端面から外れた後方支持
部をかかる溝内に収容させる構造の眼内レンズ挿入器具が提案されている。ところが、狭
幅の溝内に後方支持部を確実に収容させ、且つ、かかる収容状態を眼内レンズの押出操作
中に亘って維持し続けることは難しい。しかも、プランジャの外周面に形成された溝から
外れた後方支持部は、プランジャの外周面に回り込むことから、直ぐに、プランジャ外周
面と挿入筒部の内周面との間に入り込んで挟まれてしまうという問題があり、満足できる
ものではなかったのである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－７０８２９号公報
【特許文献２】特開２００４－３５１１９６号公報
【特許文献３】特開２００９－１８００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここにおいて、本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決
課題とするところは、眼内レンズを押出部材で押し出す際の支持部の動きを巧く制御して
、支持部が押出部材と器具本体の間に挟まれることに起因する支持部の損傷等の問題を回
避することが出来る、新規な構造の眼内レンズの挿入器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第一の態様は、光学部に一対の支持部が突出形成された眼内レンズがセットさ
れる略筒状の器具本体と、該器具本体に対して軸方向の後方から挿し入れられて該器具本
体に組み付けられる押出部材とを含んで構成されていると共に、該器具本体の軸方向中間
部分には該眼内レンズがセットされるステージが設けられて、該ステージより軸方向先端
側に向かって先細形状の挿入筒部が形成されており、該ステージにセットされた該眼内レ
ンズを該押出部材で該器具本体の軸方向前方に移動させて該挿入筒部を通じて小さく変形
せしめて押し出すことにより眼内に挿入する眼内レンズ挿入器具において、前記一対の支
持部が前記光学部から前記器具本体の軸方向前後方向に延び出した状態で前記眼内レンズ
が前記ステージにセットされて、前記押出部材で前記器具本体の軸方向前方に向かって移
動されることにより該光学部が該挿入筒部の外周側に向かって凸となる湾曲形状に変形さ
れるようになっていると共に、該眼内レンズを押す該押出部材の先端面において、該光学
部から前記器具本体の軸方向後方に延び出した該支持部に係合して該光学部が湾曲変形さ
れて凸となる側への該支持部の変位を抑制する係合部が設けられていることを、特徴とす
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る。
【００１０】
　第一の態様によれば、眼内レンズが押出部材で押し出される際、押出部材の先端面が当
接する支持部、即ち光学部から器具本体の軸方向後方へ延び出した支持部（後方支持部）
は、押出部材の先端面に設けられた係合部により、湾曲変形される光学部の凸側への変位
を規制された状態で、光学部に対して接近方向に湾曲変形される。これにより、眼内レン
ズが挿入筒部を通じて小さく変形されて押し出される際に、後方支持部は、湾曲変形され
た光学部の内側（凹側）に形成された隙間に入り込む。その結果、眼内レンズを押出部材
で押し出す際に、光学部の凹側に形成される隙間を巧く利用してそこに後方支持部を収納
させることが出来、後方支持部が押出部材と器具本体の間に挟まれる等して損傷する不具
合を回避することが出来る。
【００１１】
　本発明の第二の態様は、第一の態様に記載の眼内レンズ挿入器具において、前記眼内レ
ンズが前記押出部材で前記器具本体の軸方向前方に向かって移動されることにより前記光
学部が前記ステージの上方又は下方に向かって凸となる湾曲形状に変形されるようになっ
ていると共に、該眼内レンズが該ステージにセットされた状態で、該光学部から該器具本
体の軸方向後方に延び出した前記支持部を、該光学部が湾曲変形されて凸となる該ステー
ジの上方又は下方とは反対に向けて押圧して、該光学部に対して変形変位させる押圧部が
設けられているものである。
【００１２】
　第二の態様によれば、押出部材による眼内レンズの押し出しに際し、ステージ上にセッ
トされた眼内レンズの後方支持部を、光学部に対して、予め光学部の重ね合わせ面側に相
対位置するように押圧変形変位させておくことが出来る。これにより、眼内レンズの押し
出しに伴い、湾曲変形された光学部の凹側に形成される隙間に対して、後方支持部をより
確実に且つスムーズに入り込ませることが可能となる。
【００１３】
　なお、本態様に記載の押圧部は、器具本体に設けられていても良いし、器具本体に組み
付けられる別部材で構成されていても良い。また、押出部材の先端面に設けられた特定の
係合部で構成しても良い。器具本体に直接形成したり、係合部で構成することにより、部
品点数の減少が図られる。器具本体に組み付けられる別部材で構成する場合には、例えば
、眼内レンズが予めステージにセットされた状態で提供されるプリセットタイプの眼内レ
ンズ挿入器具であれば、器具本体に組み付けられて眼内レンズの位置決めや支持をする突
起が設けられた担持部材を利用して、当該担持部材に対して支持部を押圧する突起状の押
圧部を形成することが可能である。
【００１４】
　本発明の第三の態様は、第一又は第二の態様に記載の眼内レンズ挿入器具であって、前
記眼内レンズが前記押出部材で前記器具本体の軸方向前方に向かって移動されることによ
り前記光学部が前記ステージの上方又は下方に向かって凸となる湾曲形状に変形されるよ
うになっていると共に、該押出部材の先端面において、該光学部が湾曲変形されて凸とな
る該ステージの上方及び下方の一方の側が他方の側よりも軸方向に突出されて段差面が形
成されており、この段差面に対して前記支持部が係止されることで該支持部の変位を規制
する前記係合部が構成されているものである。
【００１５】
　第三の態様によれば、押出部材を軸方向前方に移動させて眼内レンズの後方支持部に当
たる際、押出部材の先端面の突出部分は後方支持部に当たらずに重なるように前進し、押
出部材の先端面の非突出部分が後方支持部に対して当たって押し始める。そして、後方支
持部の浮き上がり（湾曲変形される光学部の凸側への変位）が、押出部材の段差面への係
止作用で規制される。これにより、押出部材で眼内レンズを前方に押圧移動させる際、湾
曲される光学部の凸側（外面）への支持部の重なりを防止し、光学部の凹側の隙間への入
り込みを案内させることが出来る。
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【００１６】
　本発明の第四の態様は、第一～第三の何れかの態様に記載の眼内レンズ挿入器具におい
て、前記ステージにセットされる前記眼内レンズが、前記光学部に対して前記一対の支持
部が一体成形されたワンピース構造とされているものである。
【００１７】
　すなわち、本発明は、光学部とは別体形成された支持部を光学部に対して後固着したス
リーピース構造等の眼内レンズの挿入器具にも適用可能であることは勿論であるが、特に
、本態様のとおり、ワンピース構造の眼内レンズを挿入施術するのに用いられる眼内レン
ズ挿入器具に対して、好ましく適用される。蓋し、ワンピース構造の眼内レンズでは、光
学部と同じ軟質材料で支持部が形成されるから、光学部より硬質の材料で支持部が形成さ
れることが多いスリーピース構造の眼内レンズに比して、支持部の剛性が低く、支持部の
断面積も大きい。それ故、眼内レンズを押出部材で押し出す際に、支持部が器具本体と押
出部材の間に挟まれないように逃がすためのスペースを大きく確保する必要がある。そこ
で、湾曲変形された光学部の内側に形成される隙間を巧く利用して、支持部を逃がす空間
を確保するようにした。これにより、ワンピース構造の眼内レンズであっても、挿入筒部
を通じて押し出す際に、押出部材の外周面と挿入筒部の内周面との間での支持部の挟み込
みを防止して、支持部を効果的に保護することが可能となる。
【００１８】
　本発明の第五の態様は、第一～第四の何れかの態様に記載の眼内レンズ挿入器具であっ
て、前記器具本体には、前記光学部をその移動方向に延びる稜線又は谷線をもって前記ス
テージの上方及び下方の何れか一方に凸となる山形又は谷形に折畳み変形させる変形ガイ
ド手段が設けられているものである。
【００１９】
　第五の態様によれば　眼内レンズの光学部に対して、目的とする方向に凸となる湾曲形
状を一層安定して付与することが出来る。これにより、眼内レンズを前方に移動させる際
、湾曲される光学部の凹側に隙間を一層安定して形成することが出来、かかる隙間に対し
て後方支持部をより確実に入り込ませることが可能となる。
【００２０】
　本発明の第六の態様は、第五の態様に記載の眼内レンズ挿入器具において、前記変形ガ
イド手段が、前記挿入筒部内を移動せしめられる前記眼内レンズに干渉して該挿入筒部内
での移動に伴って該眼内レンズの前記光学部を次第に変形させる変形ガイド部によって構
成されているものである。
【００２１】
　第六の態様によれば、眼内レンズがステージにセットされた状態で、光学部が予め湾曲
変形されている必要がないし、ステージ上での特別な操作で光学部を一度に湾曲変形させ
る必要もない。それ故、例えば、眼内レンズをステージに平置状態でセットして、単に、
押出部材で挿入筒部を通じて押し出すだけの操作で、光学部を湾曲させるための特別な操
作を必要とすることなく、光学部を湾曲させて押し出して施術することが出来る。その結
果、眼内レンズをステージにセットしたり押し出したりする施術の作業が容易になる。な
お、眼内レンズは、予めステージにセットされた状態で提供されても良いし、眼内レンズ
挿入器具とは別に眼内レンズを提供して、施術に際し眼内レンズをステージにセットする
ようにしても良い。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、湾曲変形される光学部の凸側への後方支持部の変位が押出部材の先端
面に設けられた係合部によって規制された状態で、後方支持部が光学部へ接近する方向に
湾曲変形される。これにより、湾曲変形された光学部の凹側に形成される隙間へ向けて、
後方支持部をスムーズに入り込ませることが出来る。その結果、眼内レンズが挿入筒部を
通じて小さく変形されて押し出される際に、後方支持部が、押出部材の外周面と挿入筒部
の内周面との間に挟まれる等して損傷する等の不具合を回避することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第一の実施形態としての眼内レンズ挿入器具の平面図。
【図２】図１に示した眼内レンズ挿入器具の側面図。
【図３】図１に示した眼内レンズ挿入器具の器具本体にセットされる眼内レンズを示す平
面図。
【図４】図３に示した眼内レンズの側面図。
【図５】図１に示した眼内レンズ挿入器具の器具本体に設けられたノズル部を示す平面説
明図。
【図６】図５に示したノズル部の側面説明図。
【図７】図５におけるＡ－Ａ乃至Ｃ－Ｃ断面図。
【図８】図１に示した眼内レンズ挿入器具を構成する押出部材の平面図。
【図９】図８に示した押出部材の側面図。
【図１０】図８に示した押出部材の先端部分を拡大して示す平面図。
【図１１】図８に示した押出部材の先端部分を拡大して示す側面図。
【図１２】図１に示した眼内レンズ挿入器具のステージに眼内レンズがセットされた状態
を説明するための平面説明図。
【図１３】図１に示した眼内レンズ挿入器具において蓋体が閉じられた状態を説明するた
めの平面説明図。
【図１４】図１３におけるＸＩＶ－ＸＩＶ断面に相当する断面説明図。
【図１５】図１に示した眼内レンズ挿入器具において蓋体が閉じられた状態を説明するた
めにステージの側壁部分を切り欠いて示す斜視図。
【図１６】図１に示した眼内レンズ挿入器具において後方の支持部が蓋体に設けられた押
圧部で押されている状態を説明するための断面説明図。
【図１７】図１に示した眼内レンズ挿入器具において後方の支持部が押出部材の先端部分
に形成された段差面の下方に入り込んだ状態を説明するための断面説明図。
【図１８】後方の支持部が湾曲変形された状態を説明するための平面説明図。
【図１９】眼内レンズの変形状態を説明するための断面説明図。
【図２０】各支持部が湾曲変形された光学部の内側へ入り込んだ状態を示す断面説明図。
【図２１】本発明で採用可能な変形ガイド手段の他の態様を説明するための横断面図であ
って、図５のＡ－Ａ乃至Ｃ－Ｃ断面図。
【図２２】図２１に示した変形ガイド手段を採用する場合の押圧部と押出部材の先端部分
の態様を説明するための断面説明図。
【図２３】本発明の第二の実施形態としての眼内レンズ挿入器具で採用される押出部材の
先端部分を拡大して示す側面図。
【図２４】本実施形態で採用可能なガイド面の他の態様を説明するための側面図。
【図２５】本実施形態で採用可能なガイド面の他の態様を説明するための側面図。
【図２６】本実施形態で採用可能なガイド面の他の態様を説明するための側面図。
【図２７】本発明の第三の実施形態としての眼内レンズ挿入器具で採用される押出部材の
先端部分を拡大して示す側面図。
【図２８】本実施形態で採用可能な段差面の他の態様を説明するための側面図。
【図２９】本発明の第四の実施形態としての眼内レンズ挿入器具で採用される押出部材の
先端部分を拡大して示す側面図。
【図３０】本実施形態で採用可能な突出端面の他の態様を説明するための側面図。
【図３１】本発明の第五の実施形態としての眼内レンズ挿入器具で採用される押出部材の
先端部分を拡大して示す側面図。
【図３２】本実施形態で採用可能な突出端面の他の態様を説明するための側面図。
【図３３】本発明の第六の実施形態としての眼内レンズ挿入器具で採用される押出部材の
先端部分を拡大して示す側面図。
【図３４】本実施形態で採用可能な突出端面の他の態様を説明するための側面図。
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【図３５】本発明の第七の実施形態としての眼内レンズ挿入器具で採用される押出部材の
先端部分を拡大して示す側面図。
【図３６】本実施形態で採用可能な突出端面の他の態様を説明するための側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２５】
　図１及び図２には、本発明の第一の実施形態としての眼内レンズ挿入器具１０が示され
ている。眼内レンズ挿入器具１０は、後述する眼内レンズ１２がセットされる略筒状の器
具本体１４に対して、押出部材１６が挿し入れられて組み付けられた構造とされている。
なお、以下の説明では、図１の左方向を眼内レンズ挿入器具１０の軸方向の前方とし、図
１の右方向を軸方向の後方とする。また、図２の上下方向を高さ方向とすると共に、図１
の上下方向を幅方向とする。
【００２６】
　より詳細には、眼内レンズ１２は、従来から公知の眼内レンズ１２であり、図３及び図
４に示されているように、光学部１８に対して一対の支持部２０ａ，２０ｂが一体形成さ
れたワンピース構造とされている。なお、眼内レンズ１２は、光学部と別体形成された支
持部が光学部に対して後固着されたスリーピース構造であっても良い。
【００２７】
　光学部１８は、光学特性を与えるものであり、図示のものは、水晶体嚢内に配された状
態で嚢内の角膜側に位置する光学部前面２２と硝子体側に位置する光学部後面２４とが互
いに異なる曲率で形成されている。
【００２８】
　一対の支持部２０ａ，２０ｂは、光学部１８の径方向で対向する外周部分から、光学部
１８を挟んで互いに略反対方向となる外周側に向かって突出している。また、一対の支持
部２０ａ，２０ｂの突出先端部分は、光学部１８の周方向で互いに同じ方向に向かって湾
曲して延びている。
【００２９】
　このような眼内レンズ１２がセットされる器具本体１４は、光透過性を有する硬質の合
成樹脂材料で形成されており、略矩形断面形状で軸方向にストレートに延びる中心孔２６
が形成された本体筒部２８を備えている。本体筒部２８よりも軸方向前方には、ステージ
３０が設けられている。
【００３０】
　ステージ３０には、上方に開口して軸方向に延びる凹状溝３２が本体筒部２８の中心孔
２６と連通状態で形成されている。即ち、ステージ３０は、本体筒部２８の断面における
一つの長辺部分を取り除いた形状で、軸方向前方に向かって延長させたような形状とされ
ている。そして、凹状溝３２の底面が、レンズ載置面３４とされており、このレンズ載置
面３４は、眼内レンズ１２の光学部１８の外径寸法よりも僅かに大きな幅寸法で広がる平
坦面とされている。また、レンズ載置面３４の長さ寸法（軸方向の寸法）は、眼内レンズ
１２の支持部２０ａ，２０ｂを含む最大長寸法（図３の左右方向寸法）よりもやや大きく
されている。これにより、レンズ載置面３４の略中央部分において、眼内レンズ１２が、
凹状溝３２の両側壁に当たることなく、自由状態で平置きされるようになっている。また
、かかる平置き状態で、眼内レンズ１２が光学部１８の中心軸回りで回転しようとすると
、支持部２０ａ，２０ｂが凹状溝３２の両側壁に当たって回転を阻止されるようになって
いる。
【００３１】
　また、ステージ３０には、レンズ載置面３４と反対の外周面から担持部材３６が取り外
し可能に組み付けられている。担持部材３６は、レンズ載置面３４を形成する凹状溝３２
の底壁部の外面に重ね合わされるベース板部３８（図１４参照）を備えており、このベー
ス板部３８には、凹状溝３２の底壁部への重ね合わせ面上に突出する複数の作用突部４０
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ａ，４０ａ，４０ｂ，４０ｂが形成されている。また、ベース板部３８には、凹状溝３２
の底壁部への重ね合わせ面と反対の外方に向かって延び出して広がる操作片４２が一体形
成されている。
【００３２】
　そして、担持部材３６は、そのベース板部３８がステージ３０の凹状溝３２の底壁部に
対して外側から重ね合わされるようにして、本体筒部２８に組み付けられている。また、
担持部材３６が組み付けられるステージ３０の底壁部には、複数の貫通孔４４ａ，４４ａ
，４４ｂ，４４ｂが形成されている。そして、本体筒部２８に組み付けられた担持部材３
６に突設された複数の作用突部４０ａ，４０ａ，４０ｂ，４０ｂが、これらの貫通孔４４
ａ，４４ａ，４４ｂ，４４ｂを通じて、ステージ３０の底壁部の内面に突出されている。
【００３３】
　なお、作用突部４０の数や形状、形成位置は、特に限定されるものでない。好適には、
ステージ３０にセットされる眼内レンズ１２の形状や大きさ等を考慮して、眼内レンズ１
２をステージ３０の底壁部から浮いた状態で持ち上げて支持したり、眼内レンズ１２をス
テージ３０内で位置決めしたり、或いはまた本体筒部２８に対する押出部材１６の押込方
向への変位を阻止したりするのに適当なように設定され得る。そして、それら複数の作用
突部４０の各位置及び各形状に対応して、ステージ３０における複数の貫通孔４４の各位
置及び各形状が設定される。
【００３４】
　特に本実施形態では、眼内レンズ１２を位置決めする二つの作用突部４０ａ，４０ａが
設けられている。各作用突部４０ａは、その突出先端面に突設された二つの位置決め突部
で支持部２０ａ，２０ｂを光学部１８の周方向両側から挟んで位置決めすることにより、
眼内レンズ１２の位置決めをするようになっている。
【００３５】
　また、二つの作用突部４０ｂ，４０ｂは、それぞれ、貫通孔４４ｂ，４４ｂに挿通され
た状態で、側面に設けられた係止爪４１がレンズ載置面３４に係止されている。これによ
り、担持部材３６が器具本体１４に取り付けられている。
【００３６】
　なお、担持部材３６を本体筒部２８への組付状態に安定して保持するための、解除可能
な組付機構としては、作用突部４０ｂに設けられた係止爪４１を利用するものの他、作用
突部４０を貫通孔４４へ圧入させて両者間の摩擦力を利用するもの等であっても良い。
【００３７】
　一方、ステージ３０の幅方向一方側（図１の上方側）には、ヒンジ部４６でステージ３
０と連結された蓋体４８が設けられており、凹状溝３２の上側開口が蓋体４８で覆蓋出来
るようになっている。蓋体４８には、凹状溝３２の上側開口を覆蓋した状態で、レンズ載
置面３４に向かって突出して軸方向に延びる一対の左右案内板部５０，５０が設けられて
いる。また、蓋体４８には、一対の左右案内板部５０，５０の間において、左右案内板部
５０，５０と同じ方向に突出して左右案内板部５０，５０と平行に延びる中央案内板部５
２が設けられている。これにより、蓋体４８が閉じられた状態で、眼内レンズ１２の上方
への過大な変位が制限されて、眼内レンズ１２を後述するノズル部５６へ滑らかに案内す
ることが出来るようになっている。
【００３８】
　また、蓋体４８には、蓋体４８が閉じられた状態で、レンズ載置面３４に向かって突出
する押圧部５４が二つ設けられている。これら二つの押圧部５４，５４は、それぞれ、蓋
体４８と一体形成された突起であり、その形状及び大きさは互いに同じとされている。
【００３９】
　二つの押圧部５４，５４は、それぞれ、円柱形状を呈しており、その突出先端面は、蓋
体４８が閉じられた状態で、レンズ載置面３４と平行に広がる平坦面とされている。二つ
の押圧部５４，５４の突出先端面は、同じ高さ位置にある。二つの押圧部５４，５４の外
径寸法は、支持部２０ｂの幅寸法よりも大きくされている。
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【００４０】
　また、二つの押圧部５４，５４は、蓋体４８が閉じられた状態で、眼内レンズ１２の移
動方向で後方に位置する支持部２０ｂに当接する位置に設けられている。特に本実施形態
では、二つの押圧部５４，５４は、支持部２０ｂにおける押出部材１６の当接位置を凹状
溝３２の溝幅方向で挟む位置において支持部２０ｂに当接するように設けられている。
【００４１】
　そして、二つの押圧部５４，５４は、蓋体４８が閉じられた際に、自由状態でレンズ載
置面３４に平置きされた眼内レンズ１２の支持部２０ｂをレンズ載置面３４へ向けて押圧
する。これにより、支持部２０ｂは、自由状態の場合と比べると、光学部１８に対してレ
ンズ載置面３４側へ変形している。即ち、支持部２０ｂは、二つの押圧部５４，５４で押
されることにより、自由状態の場合に比して、レンズ載置面３４に接近する方向へ変位し
ている。
【００４２】
　なお、押圧部５４の形状や大きさ，形成位置，配設数等は、図示した態様に限定されな
い。例えば、支持部２０ｂにおける押出部材１６の当接位置よりも凹状溝３２の溝幅方向
一方側だけに一つの押圧部５４が形成されていても良いし、溝幅方向他方側だけに一つの
押圧部５４が形成されていても良い。
【００４３】
　また、押圧部５４は、支持部２０ｂに対する押圧面積を確保する観点等から、支持部２
０ｂに対して面接触することが望ましいが、面接触する必要は必ずしもない。例えば、押
圧部５４が円錐形状や半球形状，切妻屋根の如き形状，寄棟屋根の如き形状等の先細形状
とされており、押圧部５４が支持部２０ｂに対して点接触或いは線接触するようにしても
良い。
【００４４】
　また、押圧部５４を複数設ける場合、各押圧部５４の形状や大きさは、支持部２０ｂへ
の当接位置等を考慮して設定されるものであり、互いに同じであっても良いし、異なって
いても良い。なお、複数の押圧部５４の突出高さが互いに同じとされている場合には、こ
れら複数の押圧部５４でレンズ載置面３４側へ押圧された支持部２０ｂを水平にすること
が出来る。これにより、後述の如く段差面８６の下方へ支持部２０ｂを入り込ませること
が容易になる。
【００４５】
　また、押圧部５４は蓋体４８に一体形成されている必要はない。蓋体４８と別体形成さ
れた押圧部５４を蓋体４８に対して後固着することも、勿論、可能である。
【００４６】
　器具本体１４においてステージ３０よりも軸方向前方には、挿入筒部としてのノズル部
５６が設けられている。ノズル部５６は、図５～７に示されているように、ステージ３０
側から順に基端部５８，中間部６０，先端部６２とされており、全体として基端側から先
端側へ行くに従って先細となる外形形状を呈している。基端部５８と先端部６２は、略一
定の断面形状で軸方向にストレートに延びている。一方、中間部６０は、軸方向前方へ行
くに従って次第に断面形状が小さくなる先細形状の断面漸変縮小部分とされている。
【００４７】
　ノズル部５６には、軸方向の全長に亘って延びる通孔６４が凹状溝３２と連通状態で形
成されており、通孔６４の基端側開口部６６の幅寸法は、凹状溝３２の溝幅寸法（レンズ
載置面３４の幅寸法）と略同じ大きさとされている。また、通孔６４は、基端側開口部６
６において半月形状又は鏡餅形状の開口断面を有しているが、先端側開口部６８へ行くに
従って次第に略オーバル形状の開口断面に変形している。これにより、眼内レンズ１２は
、非変形の自由状態で中間部６０を移動することが困難となっており、中間部６０に送り
込まれた段階で光学部１８が湾曲変形されるようになっている。なお、ノズル部５６の通
孔６４は、図７に示されているとおり、ステージ３０の幅方向と同じ図５中の上下方向を
幅方向とし、図６中の上下方向を高さ方向とする、横広がりの扁平な断面形状とされてい
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る。そして、その扁平率（扁平度）は、先端側開口部６８より基端側開口部６６の方が大
きくされており、中間部６０において次第に変化している。
【００４８】
　また、通孔６４には、レンズ載置面３４から段差無く連続する底面７０と、底面７０の
上方に位置する天面７２が形成されている。底面７０には、軸方向前方へ行くに従って次
第に上る傾斜面７４が基端部５８と中間部６０に跨って形成されている。底面７０は、傾
斜面７４を挟んだ軸方向両側部分が何れも平坦面とされている。一方、天面７２は、軸方
向の全長に亘って段差の無い平坦面とされている。
【００４９】
　基端部５８の底面７０の幅方向中央部分には、天面７２に向けて突出する一対のガイド
レール７６，７６が形成されている。ガイドレール７６，７６は、所定寸法に亘って軸方
向に直線状に延びる突条とされており、その先端部分（軸方向の前方側端部）が傾斜面７
４の先端（軸方向の前方端）に位置している。なお、ガイドレール７６，７６の先端部分
は、傾斜面７４が軸方向前方へ行くに従って次第に上っていることにより、先端へ行くに
従って底面７０に次第に吸い込まれるようにして、底面７０と同じ高さ位置となっている
。一方、ガイドレール７６，７６の後端部分は、基端部５８の後端を越えてレンズ載置面
３４にまで延び出している。このようなガイドレール７６，７６は、底面７０の幅方向中
心を挟んで幅方向に所定距離を隔てて互いに略平行に形成されている。
【００５０】
　基端部５８の天面７２における幅方向の両端部には、それぞれ、底面７０に向けて突出
するサイドレール７８が形成されている。サイドレール７８は、所定寸法に亘って軸方向
に直線状に延びる突条とされており、その先端部分（軸方向の前方側端部）がガイドレー
ル７６，７６の先端部分と略同じ軸方向位置にある。なお、サイドレール７８の先端部分
は、先端（軸方向の前方）へ行くに従ってノズル部５６の内面に次第に吸い込まれるよう
にして、ノズル部５６の内面と等しくされている。一方、サイドレール７８の後端部分は
、基端部５８の後端となる基端側開口部６６に位置している。このようなサイドレール７
８は互いに略平行に形成されている。
【００５１】
　このような器具本体１４の軸方向後方から、押出部材１６が中心孔２６に挿し入れられ
て、器具本体１４に組み付けられる。押出部材１６は、図８及び図９に示されているよう
に、略ロッド形状を呈しており、軸方向前方側に位置する作用部８０と、作用部８０より
も軸方向後方側に位置する挿通部８２を備えている。
【００５２】
　作用部８０は、略オーバル形状の一定の断面形状をもって軸方向にストレートに延びる
棒形状とされており、その先端部分８４は、図１０及び図１１に拡大して示すように、基
端部分よりも幅方向（図１１の上下方向）の寸法が小さくされている。
【００５３】
　先端部分８４には、軸方向に所定長さに亘って広がる係合部としての段差面８６が形成
されている。これにより、先端部分８４には、段差面８６を挟んで高さ方向上側（凹状溝
３２の開口側）に突出端面８８が形成されていると共に、高さ方向下側（凹状溝３２の底
側、即ち、レンズ載置面３４側）に押圧面９０が形成されている。突出端面８８は、押圧
面９０よりも押出部材１６の軸方向前方に位置している。
【００５４】
　段差面８６の軸方向寸法（奥行寸法）は、支持部２０ｂと係合可能な大きさであれば、
特に限定されるものではないが、支持部２０ｂの幅寸法の半分よりも大きくされているこ
とが望ましい。これにより、後述の如き段差面８６による支持部２０ｂの抑え込みを安定
して実現することが出来る。
【００５５】
　押圧面９０の高さ方向の寸法は、支持部２０ｂと係合可能な大きさであれば、特に限定
されるものではないが、支持部２０ｂの高さ寸法（厚さ寸法）よりも大きくされているこ
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とが望ましい。これにより、後述の如き押圧面９０による支持部２０ｂの押圧を安定して
実現することが出来る。
【００５６】
　なお、作用部８０の幅方向両側には、薄板状の補強リブ９２が設けられており、作用部
８０の強度が確保されている。
【００５７】
　一方、挿通部８２は、全体としてＨ字状断面でストレートに延びる棒形状とされており
、その後端には、押出部材１６を押し込む際に押込力を加える押圧板９４が軸直角方向に
広がって一体形成されている。
【００５８】
　このような押出部材１６は、作用部８０側から本体筒部２８に挿入されることで、器具
本体１４に組み付けられる。これにより、眼内レンズ挿入器具１０が得られる。なお、押
出部材１６を器具本体１４に組み付けた際、挿通部８２に設けられた係止爪９６が本体筒
部２８に形成された係止孔９８に係止されることで、器具本体１４に対する押出部材１６
の初期位置が設定されている。この押出部材１６は、係止爪９６の係止孔９８への係止作
用により、本体筒部２８から抜出不能とされており、且つ本体筒部２８への押込方向には
所定の抵抗力をもって変位可能とされている。
【００５９】
　また、上述の如く押出部材１６が器具本体１４に対して初期位置に組み付けられた眼内
レンズ挿入器具１０には、眼内レンズ１２がセットされている。
【００６０】
　具体的には、図１２に示されているように、器具本体１４において蓋体４８が開けられ
て開口されたステージ３０の凹状溝３２に対して、眼内レンズ１２を収容することで、眼
内レンズ１２がステージ３０に配されている。特に本実施形態では、眼内レンズ１２は、
光学部後面２４を下側にして、凹状溝３２に収容されており、ステージ３０に組み付けら
れた担持部材３６の作用突部４０ａ，４０ａによって位置決めされてセットされている。
かかる状態下、眼内レンズ１２の光学部後面２４の中央部分は、ガイドレール７６，７６
に接触して、載置されている。
【００６１】
　なお、二つの作用突部４０ａ，４０ａの上端面に対して、眼内レンズ１２の支持部２０
ａ，２０ｂの基端部分が載置されて、眼内レンズ１２の実質的に全体が凹状溝３２の底面
から持ち上げられ、底面に対する当接応力の光学部１８への作用が可及的に回避された状
態でセットされるようにしても良い。
【００６２】
　二つの作用突部４０ａ，４０ａで位置決めされた眼内レンズ１２は、光学部１８への作
用応力や歪が軽減された自由状態に保持されており、一対の支持部２０ａ，２０ｂが、器
具本体１４の軸方向両側（前後方向）に向かって延び出している。また、光学部１８より
も軸方向後方に位置する支持部２０ｂは、初期位置にある押出部材１６の突出端面８８か
ら押出方向の前方に僅かに離隔して位置している。
【００６３】
　なお、押出部材１６の先端部分８４に設けられた段差面８６を支持部２０ｂに対して上
側から重ね合わせることにより、支持部２０ｂをレンズ載置面３４側へ押圧して、支持部
２０ｂをレンズ載置面３４に向けて接近変位させても良い。この場合、蓋体４８に押圧部
５４を設ける必要はない。
【００６４】
　上述の如く眼内レンズ１２がステージ３０の凹状溝３２内に収容された後、蓋体４８が
閉じられることにより、凹状溝３２の上側開口が蓋体４８で覆蓋される。これにより、図
１３～１５に示されているように、眼内レンズ１２が器具本体１４内に収容状態でセット
される。蓋体４８が閉じられた状態では、蓋体４８に設けられた係合片１００がステージ
３０に設けられた係合切欠１０２に係合されており、蓋体４８が閉状態に維持されている
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。
【００６５】
　また、蓋体４８が閉じられた状態では、図１３に示されているように、一方の押圧部５
４が支持部２０ｂにおける押出部材１６の当接位置よりも基端側であって且つ作用突部４
０ａによる位置決め位置よりも延出端側で当接していると共に、他方の押圧部５４が支持
部２０ｂにおける押出部材１６の当接位置よりも延出端側で当接している。これにより、
図１６に示されているように、支持部２０ｂにおける押出部材１６の当接部位が押出部材
１６に形成された段差面８６よりも高さ方向で下側に位置している。
【００６６】
　なお、押出部材１６は、眼内レンズ１２をステージ３０の凹状溝３２内に収容する前に
器具本体１４に挿入されて初期位置にセットされていても良いが、眼内レンズ１２を凹状
溝３２内に収容した後や、更に蓋体４８を閉じた後に押出部材１６を器具本体１４に挿入
しても良い。
【００６７】
　その後、眼内レンズ１２をセットした眼内レンズ挿入器具１０は、密封ケース等によっ
て梱包されて保管および出荷されて提供される。その際、密封ケースへの梱包の前や後の
工程、或いは梱包の前後の両方の工程において、適当な殺菌処理等が施される。
【００６８】
　因みに、このようにして提供された眼内レンズ挿入器具１０を用いて眼内レンズ１２を
眼内に挿入するに際しては、先ず、施術現場で梱包から取り出した眼内レンズ挿入器具１
０において、担持部材３６をステージ３０の下方に引き抜き、器具本体１４から取り外す
。これにより、担持部材３６に形成された作用突部４０ａ，４０ａによる眼内レンズ１２
の位置決め状態が解除されて、眼内レンズ１２がレンズ載置面３４上で移動可能となる。
【００６９】
　なお、蓋体４８に形成された注入孔１０４を通じて、適当な潤滑剤をステージ３０やノ
ズル部５６の内部に注入しても良い。これにより、押出部材１６で押し出す前において、
眼内レンズ１２をガイドレール７６，７６から浮き上がらせることが出来る。その結果、
後述の如く山折状態に湾曲変形された光学部１８の内側に支持部２０ｂを入り込ませるこ
とや、山折状態に湾曲変形される前の光学部１８の下方へ支持部２０ｂを入り込ませるこ
とが容易になる。
【００７０】
　担持部材３６を器具本体１４から取り外したら、ノズル部５６の先端側開口部６８を眼
組織に設けた切開創に挿入する。そして、切開創へのノズル部５６の挿入状態を維持しつ
つ、押出部材１６を器具本体１４に押し込む。
【００７１】
　その際、支持部２０ｂにおける押出部材１６の当接部位が、押出部材１６に形成された
段差面８６よりもレンズ載置面３４側に位置しているから、押出部材１６を器具本体１４
に押し込むと、図１７に示されているように、眼内レンズ１２の軸方向後方（移動方向後
方）に位置する支持部２０ｂが、押出部材１６に形成された段差面８６の下側へ入り込ん
で、押圧面９０に当接される。その結果、支持部２０ｂは、図１８に示されているように
、押圧面９０で光学部１８側へ押されることにより、光学部１８へ接近する方向に湾曲変
形される。
【００７２】
　支持部２０ｂが光学部１８の外周面に接触するまで支持部２０ｂが光学部１８側へ湾曲
変形すると、押出部材１６からの押圧力が支持部２０ｂを介して光学部１８へ伝達される
。その結果、眼内レンズ１２の全体が押出部材１６で押されながらノズル部５６に向けて
移動する。
【００７３】
　なお、支持部２０ｂが押圧面９０に当接した状態で、突出端面８８が支持部２０ｂより
も移動方向前方に位置している場合には、押出部材１６の突出端面８８が光学部１８の外
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周面に当接することにより、押出部材１６の押圧力が光学部１８へ直接伝達される。その
際、支持部２０ｂは、光学部１８の外周面に当接していても良いし、当接していなくても
良い。
【００７４】
　支持部２０ｂが押圧面９０で押され始めてから暫くの間は、押圧部５４，５４が支持部
２０ｂをレンズ載置面３４側へ押し込んでいる。これにより、支持部２０ｂが押圧面９０
で押され始めた際には、支持部２０ｂと段差面８６の間に隙間が形成されている。
【００７５】
　押出部材１６で押されながら移動する支持部２０ｂは、押圧部５４，５４による抑え込
み位置から外れると、それ自身の有する弾性により、高さ方向上側（凹状溝３２の開口側
）へ変位する。その際、支持部２０ｂの上方には、段差面８６が位置しているので、支持
部２０ｂは段差面８６に当接する。これにより、支持部２０ｂは、押圧面９０で押されて
いる際、高さ方向上方への変位が段差面８６によって阻止されている。
【００７６】
　基端部５８に送り込まれた眼内レンズ１２は、図１９（ａ）に示されているように、光
学部後面２４の中央部分がガイドレール７６，７６に接触していると共に、光学部前面２
２において押出方向に直交する方向の両側端部にサイドレール７８，７８が接触している
。これにより、光学部後面２４の中央部分には天面７２に向かう外力が及ぼされる一方、
光学部前面２２において押出方向に直交する方向の両側端部には、底面７０に向かう外力
が及ぼされる。その結果、眼内レンズ１２の光学部１８は、光学部前面２２が高さ方向上
側に位置する天面７２に向けて凸となると共に稜線が眼内レンズ１２の移動方向に延びる
山折状態に変形される。なお、図１９では、眼内レンズ１２の光学部１８が山折状態に変
形される様子をモデル的に示しており、支持部２０ａ，２０ｂの図示は省略してある。
【００７７】
　基端部５８で山折状態の初期変形が及ぼされた眼内レンズ１２は、図１９（ｂ）に示さ
れているように、中間部６０を通じてより小さく変形されつつ、ノズル部５６の先端側開
口部６８に向けて送り出される。その際、光学部１８は通孔６４の内面形状に沿って変形
され、山折状態が更に進められて、光学部前面２２が天面７２に当接した状態で丸められ
る。そして、先端部６２に行くに従って次第に略オーバル形状とされた通孔６４により、
光学部１８は、図１９（ｃ）に示されているように、ノズル部５６の先端部６２において
、略オーバル形状に小さく丸められる。
【００７８】
　すなわち、本実施形態では、一対のガイドレール７６，７６と、一対のサイドレール７
８，７８と、ノズル部５６に形成された特定形状の通孔６４を含んで変形ガイド手段が構
成されており、一対のガイドレール７６，７６と一対のサイドレール７８，７８のそれぞ
れによって、変形ガイド部が構成されている。
【００７９】
　また、上述の如く光学部１８が山折状態に変形され始めると、押出部材１６の押出方向
前方には、山折状態に変形された光学部１８の光学部後面２４側（凹側）に形成される空
間（隙間）が出現する。光学部１８の変形量が大きくなると、押出部材１６の先端部分８
４に係合されている支持部２０ｂが、図２０にモデル的に示されているように、山折状態
に変形された光学部１８の内側（凹側）へ入り込む。その結果、支持部２０ｂが光学部１
８によって包み込まれるように保護される。そして、眼内レンズ１２は、このように支持
部２０ｂが光学部１８によって包み込まれる状態で、ノズル部５６内を移動する。
【００８０】
　なお、支持部２０ｂが光学部１８の光学部後面２４側へ入り込むのは、光学部１８が山
折状態へと変形される際に限定されない。例えば、押出部材１６が支持部２０ｂを押す前
における光学部１８のガイドレール７６，７６からの浮上量や、押圧部５４，５４による
支持部２０ｂの押込量等によっては、光学部１８が山折状態に変形される前に、支持部２
０ｂが光学部後面２４側へ入り込んでも良い。
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【００８１】
　また、眼内レンズ１２の押出方向で前方に位置する支持部２０ａは、光学部１８が通孔
６４の内面形状に従って丸められるのに伴って、丸められた光学部１８の内部に入り込ま
される。これにより、図２０に示すように、通孔６４内の眼内レンズ１２に、タッキング
状態が発現せしめられる。
【００８２】
　そして、眼内レンズ１２は、支持部２０ａ，２０ｂが湾曲変形された光学部１８の内側
（凹側）へ入り込んだ状態で、ノズル部５６の先端側開口部６８から押し出されて眼内へ
挿入される。
【００８３】
　上述の如き眼内レンズ挿入器具１０においては、押出部材１６に形成された段差面８６
の下側に潜り込ませた状態で、支持部２０ｂを光学部１８へ向けて押すようにしたので、
光学部１８が凸となる方向（凹状溝３２の開口側）への支持部２０ｂの変位を抑えること
が出来る。その結果、光学部１８が山折状態となる際に、支持部２０ｂを光学部１８の凹
側（内側）へ入り込ませることが可能となる。
【００８４】
　特に、蓋体４８が閉められた状態で、支持部２０ｂが二つの押圧部５４，５４でレンズ
載置面３４側へ押さえ込まれているから、押出部材１６による眼内レンズ１２の押し出し
が開始される前において、支持部２０ｂが段差面８６よりもレンズ載置面３４側に位置さ
せることが出来る。それ故、眼内レンズ１２の押出部材１６による押し出しを始める際に
、支持部２０ｂを段差面８６の下側へ確実に潜り込ませることが可能となる。その結果、
支持部２０ｂの上方への変位を効果的に抑えることが出来る。
【００８５】
　また、眼内レンズ１２が押出部材１６で押し出される際に、光学部１８が湾曲変形され
て山折状態となるから、光学部１８を予め山折状態に湾曲変形させて、眼内レンズ１２を
ステージ３０にセットする必要がなくなる。それ故、眼内レンズ１２をステージ３０にセ
ットする作業が容易になる。
【００８６】
　また、眼内レンズ１２が、スリーピース構造の眼内レンズに比して、支持部２０ａ，２
０ｂの体積が大きいワンピース構造とされているが、山折状態に変形された光学部１８の
凹側（内側）に形成される比較的大きな隙間に支持部２０ｂを入り込ませるようにした。
その結果、ワンピース構造の眼内レンズ１２であっても、支持部２０ｂを逃がすスペース
を十分に確保することが出来る。
【００８７】
　また、眼内レンズ１２が、スリーピース構造の眼内レンズに比して、支持部２０ａ，２
０ｂの剛性が低いワンピース構造とされているが、支持部２０ｂを山折状態に変形させた
光学部１８で包み込むように保護するから、支持部２０ｂの損傷を効果的に回避すること
が出来る。
【００８８】
　なお、変形ガイド手段は、本実施形態に示した各一対のガイドレール７６，７６及びサ
イドレール７８，７８と通孔６４とによって構成されたものに限定されない。例えば、ガ
イドレール７６やサイドレール７８を備えていない通孔６４でも、その断面形状や押出方
向の変化態様などを適当に設定することにより、眼内レンズ１２を山形に折り畳み変形さ
せる変形ガイド手段を構成することも可能であるし、通孔６４内に部分的な凸部や凹部を
形成して変形ガイド手段を構成すること等も可能である。
【００８９】
　また、変形ガイド手段は、上述の如く光学部１８を山折状態に変形するものだけでなく
、光学部後面２４が高さ方向下側に位置する底面７０に向けて凸とされて谷線が眼内レン
ズ１２の移動方向に延びる谷折状態に光学部１８を変形させるものであっても良い。谷折
状態を実現する変形ガイド手段としては、例えば、図２１に示されているように、上記実
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施形態の通孔６４が上下逆になった断面形状の通孔等が採用され得る。
【００９０】
　かかる変形ガイド手段を採用する場合において、押圧部５４を設けるのであれば、図２
２に示されているように、押圧部５４はレンズ載置面３４に突設される。これにより、支
持部２０ｂを高さ方向上側（凹状溝３２の開口側）へ押圧して、支持部２０ｂを押出部材
１６による押し出しの前に上側へ変位させておくことが出来る。支持部２０ｂの光学部１
８に対する上側への相対変位を容易にするために、左右案内板部５０，５０や中央案内板
部５２で光学部１８をレンズ載置面３４側へ押すようにしても良い。押出部材としては、
上記実施形態の先端部分８４が上下逆になった形状の先端部分を備えたもの等が採用され
得る。
【００９１】
　なお、光学部１８の谷折状態を実現する変形ガイド手段を採用するのであれば、押圧部
５４は、担持部材３６のベース板部３８に突設されていても良い。この場合、押圧部５４
が挿通される挿通孔を凹状溝３２の底壁に形成して、担持部材３６が器具本体１４に組み
付けられた状態で、挿通孔に挿通された押圧部５４をレンズ載置面３４上に突出させる方
法等が採用され得る。
【００９２】
　光学部１８の谷折状態を実現する変形ガイド手段を採用する場合であっても、押圧部５
４は必ずしも必要ない。押出部材１６の先端部分８４に形成された段差面８６に支持部２
０ｂを載置して、支持部２０ｂを上側へ持ち上げるようにしても良い。
【００９３】
　光学部１８を、凹状溝３２の溝幅方向外方（即ち、図１４中の左方又は右方）に凸とな
るように、器具本体１４の中心軸線と平行に延びる稜線をもって湾曲変形させるようにし
ても良い。この場合、変形ガイド手段としては、例えば上記実施形態の通孔６４を器具本
体１４の中心軸線回りに９０度回転させたかの如き断面形状を有する通孔等が採用され得
る。眼内レンズ１２は、凹状溝３２に縦置きされることとなり、光学部前面２２や光学部
後面２４が凹状溝３２の溝幅方向外方へ向いた状態で、ステージ３０にセットされる。押
出部材は、上記実施形態の先端部分８４を中心軸線回りに９０度回転させたかの如き先端
部分を備えたもの等が採用され得る。これにより、光学部１８が凸となる方向への支持部
２０ｂの変位を抑えて、上記実施形態と同様に、支持部２０ｂを光学部１８の凹側（内側
）へ入り込ませることが出来る。
【００９４】
　続いて、本発明の他の実施形態としての眼内レンズ挿入器具について説明する。なお、
以下に記載の第二～五の各実施形態は、何れも、第一の実施形態の眼内レンズ挿入器具に
採用される押出部材の別態様を例示するものである。これら各実施形態では、第一の実施
形態と異なる部分だけを説明することとし、第一の実施形態と同様な構造とされた部材及
び部位については、第一の実施形態と同一の符合を付して説明する。
【００９５】
　図２３には、本発明の第二の実施形態を構成する押出部材１０６が示されている。この
押出部材１０６は、段差面８６と突出端面８８の境界部分及び段差面８６と押圧面９０の
境界部分のそれぞれにおいて、側面視（第一の実施形態の図１０に対応する軸直角方向視
）で円弧状に湾曲するガイド面１０８ａ，１０８ｂが形成されている。なお、前方のガイ
ド面１０８ａは、外方に凸となる１／４周の円弧断面とされている一方、後方のガイド面
１０８ｂは、外方に凹となる１／４周の円弧断面とされている。
【００９６】
　このような押出部材１０６を備えた眼内レンズ挿入器具では、押出部材１０６で眼内レ
ンズ１２を押し出す前に、支持部２０ｂが段差面８６よりも上側にあっても、ガイド面１
０８ａによって、支持部２０ｂが、係止部に向けて案内される。即ち、押出部材１０６が
前進して、支持部２０ｂが前方のガイド面１０８ａに当接すれば、支持部２０ｂがガイド
面１０８ａ上を摺動することにより、支持部２０ｂが段差面８６の下方へ移動する。これ
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により、支持部２０ｂの上方への変位を抑えることが出来る。
【００９７】
　また、押出部材１０６が眼内レンズ１２を押し出す際に、支持部２０ｂが段差面８６上
を摺動した後、後方のガイド面１０８ｂ上を摺動することにより、支持部２０ｂが段差面
８６から下方に離れた位置で押圧面９０に当接する。これにより、支持部２０ｂをレンズ
載置面３４へ向けて更に接近させた状態で押すことが出来る。その結果、支持部２０ｂを
光学部１８の光学部後面２４側へ入り込ませることが更に容易となる。
【００９８】
　なお、ガイド面１０８ａ，１０８ｂは段差面８６の前方端と後方端の両方に形成されて
いる必要はない。例えば、図２４に示されているように、前方のガイド面１０８ａだけが
形成されていても良い。この場合、第一の実施形態の押圧部５４が設けられておらず、支
持部２０ｂが予めレンズ載置面３４側へ接近変位されていなくても、支持部２０ｂを段差
面８６の下方へ入り込ませることが容易になる。
【００９９】
　また、図２５に示されているように、後方のガイド面１０８ｂだけが形成されていても
良い。この場合には、支持部２０ｂをレンズ載置面３４へ更に接近させることが出来るの
で、注入孔１０４から注入される潤滑剤による浮力に基づいて光学部１８がレンズ載置面
３４から十分に浮いていない場合や、押圧部５４によって支持部２０ｂが十分に押し込ま
れていない場合等においても、支持部２０ｂを光学部１８の光学部後面２４側へ入り込ま
せることが容易になる。
【０１００】
　また、ガイド面１０８ａ，１０８ｂは、支持部２０ｂを誘導することが出来るのであれ
ば、図２３に示されている如き側面視で円弧状に湾曲している必要はない。例えば、図２
６に示すように、ガイド面１０８ａ，１０８ｂとして、軸方向後方へ行くに従って次第に
図中下方へ向かう傾斜面を採用しても良い。
【０１０１】
　次に、図２７には、本発明の第三の実施形態を構成する押出部材１１０が示されている
。この押出部材１０６は、段差面８６において軸方向前方から後方へ行くに従って次第に
高さ方向下側へ向かう傾斜が付されている。
【０１０２】
　このような押出部材１１０を備える眼内レンズ挿入器具においては、眼内レンズ１２を
押出部材１１０で押し出す際に、押出力の分力が支持部２０ｂに作用することで、支持部
２０ｂが段差面８６上を摺動してレンズ載置面３４に接近する。それ故、支持部２０ｂを
光学部１８の光学部後面２４側へ、より確実に入り込ませることが可能になる。
【０１０３】
　なお、上述の如きガイド機能を有する段差面８６は、図２７に示したものに限定されな
い。例えば、図２８に示すように、側面視で円弧状に湾曲する段差面８６であっても良い
。
【０１０４】
　さらに、図２９には、本発明の第四の実施形態を構成する押出部材１１２が示されてい
る。この押出部材１１２は、突出端面８８に対して、軸方向後方へ行くに従って次第に下
方へ向かう傾斜が付されている。
【０１０５】
　このような押出部材１１２を備える眼内レンズ挿入器具においては、支持部２０ｂが予
め段差面８６よりもレンズ載置面３４側に位置していなくても、突出端面８８に当接した
支持部２０ｂが、当接力の分力の作用に基づいて突出端面８８上を下方に摺動変位するこ
とにより、支持部２０ｂが段差面８６の下側へ入り込む。
【０１０６】
　なお、上述の如きガイド機能を有する突出端面８８は、図２９に示したものに限定され
ない。例えば、図３０に示すように、側面視で円弧状に湾曲する突出端面８８であっても
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良い。
【０１０７】
　また、図３１には、本発明の第五の実施形態を構成する押出部材１１４が示されている
。この押出部材１１４は、先端部分８４の前方上端部に対して、側面視で外方に凸となる
円弧状に湾曲したガイド面１１６が形成されている。このガイド面１１６は、図３２に示
されているように、側面視において前方から後方へ行くに従って次第に上方に向かって傾
斜する面取形状の傾斜面であっても良い。
【０１０８】
　このようなガイド面１１６が形成された押出部材１１４を用いれば、眼内レンズ挿入器
具に対する押出部材１１４の押込作動に際しての引っ掛かりが防止されて、眼内レンズを
一層スムーズに押し出すことが可能となる。
【０１０９】
　さらに、図３３には、本発明の第六の実施形態を構成する押出部材１１８が示されてい
る。この押出部材１１８は、先端部分８４の高さ方向の上側略半分の領域において、押出
部材１１８の軸方向の前方に突出する係合部としての係合突部１２０が一体形成されてい
る。
【０１１０】
　係合突部１２０は、側面視で略直角三角形状とされており、側面視で斜辺を構成する側
面１２２は、前方から後方へ行くに従って次第に下方へ移動する傾斜面とされている。そ
して、この側面１２２が、押出部材１１８の先端部分８４の高さ方向の上側略半分の領域
で先端面を構成している。なお、押出部材１１８の先端部分８４の高さ方向の下側略半分
の領域は、第一の実施形態と同様に、押出部材１１８の軸直角方向に広がる平面形状を有
する押圧面９０とされている。
【０１１１】
　このような押出部材１１８を備える眼内レンズ挿入器具においては、眼内レンズ１２を
押出部材１１８で押し出す際、係合突部１２０の側面１２２に当接した支持部２０ｂが、
当接分力の作用で側面１２２上を下方に向けて摺動変位する。これにより、支持部２０ｂ
がレンズ載置面３４側へ移動する。その結果、支持部２０ｂを湾曲変形された光学部１８
の内側（凹側）へ入り込ませ易くなる。
【０１１２】
　なお、上述の如きガイド機能を有する係合突部１２０の側面１２２は、図３３に示した
ものに限定されない。例えば、図３４に示されているように、側面視で外方に凹となる円
弧状に湾曲したものであっても良い。
【０１１３】
　また、図３５には、本発明の第七の実施形態を構成する押出部材１２４が示されている
。この押出部材１２４は、先端部分８４の全体に亘る先端面１２６が前方から後方へ行く
に従って次第に下方へ向かう方向の傾斜面とされている。そして、この先端面１２６によ
って係合部が構成されている。
【０１１４】
　このような押出部材１２４を備えた眼内レンズ挿入器具においては、眼内レンズ１２を
押出部材１１８で押し出す際、先端面１２６に当接した支持部２０ｂが当接分力の作用で
先端面１２６上を下方に向かって摺動変位する。これにより、支持部２０ｂがレンズ載置
面３４側へ移動する。その結果、支持部２０ｂを湾曲変形された光学部１８の内側（凹側
）へ入り込ませ易くなる。
【０１１５】
　なお、上述の如きガイド機能を有する先端部分８４の先端面１２６は、図３５に示した
ものに限定されない。例えば、図３６に示されているように、先端部分８４の先端面１２
６が、側面視で円弧状に湾曲した形状であっても良い。
【０１１６】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はその具体的な記載によって限定
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【０１１７】
　例えば、前記実施形態では、器具本体１４のステージ３０に対して担持部材３６が取り
外し可能に組み付けられており、この担持部材３６の作用突部４０ａ，４０ａ，４０ｂ，
４０ｂで、眼内レンズ１２が持ち上げられて光学部１８への接触を可及的に回避させた状
態でセットされるようになっていたが、このような担持部材３６は、本発明において必須
ではない。具体的には、器具本体１４のステージ３０に貫通孔４４ａ，４４ａ，４４ｂ，
４４ｂを設けることなく、担持部材３６を採用しないで、ステージ３０のレンズ載置面３
４上に、眼内レンズ１２を直接に載置してセットするようにしても良い。
【０１１８】
　また、かかる担持部材３６を採用しない場合には、予め眼内レンズ１２をセットした状
態で梱包して提供するのではなく、施術に際して、眼内レンズ挿入器具１０とは別途に梱
包して提供した眼内レンズ１２を開梱して、眼内レンズ挿入器具１０のステージ３０のレ
ンズ載置面３４上に収容セットすることが望ましい。これにより、眼内レンズ１２の光学
部１８に対してレンズ載置面３４が、保存や流通の過程で長期間に亘って直接に接触して
応力を及ぼすことに起因する問題を回避することが出来る。
【０１１９】
　また、担持部材３６を採用する場合でも、例えば眼内レンズ１２の光学部１８や、支持
部２０ａ，２０ｂの延出方向の中間部分や先端部分等に当接してそれらを支持する位置に
作用突部を形成すること等も可能である。
【０１２０】
　なお、眼内レンズの光学部の変形態様を決定する器具本体１４のステージ３０や挿入筒
部（ノズル部５６）等の形状や構造は、眼内レンズを眼内に挿入する際に変形させる目的
形状に応じて、適宜に設定されるものであり、例えばガイドレール７６，７６やサイドレ
ール７８，７８等の採否を含めて、実施形態の記載に限定されるものでない。即ち、眼内
レンズを挿入する際に小さく変形させる態様は、前述の如き山折状態や谷折状態に限定さ
れず、従来公知のように多様であり、具体的には巻き取るように丸める変形等も採用可能
であって、そのような目的とする変形形状に応じて、従来公知の各種の構造が、本発明の
眼内レンズ挿入器具においても採用可能である。
【０１２１】
　また、前記実施形態では、眼内レンズ１２が自由状態でレンズ載置面３４に平置きされ
ていたが、眼内レンズ１２をステージ３０にセットする際に、光学部１８を器具本体１４
の軸方向に稜線が延びる山折状態又は器具本体１４の軸方向に谷線が延びる谷折状態にし
ておいても良い。光学部１８を予め山折状態又は谷折状態とする方法としては、例えば、
ステージ３０に形成された凹状溝３２の溝幅寸法を小さくしておくこと等が採用され得る
。
【符号の説明】
【０１２２】
１０：眼内レンズ挿入器具，１２：眼内レンズ，１４：器具本体，１６：押出部材，１８
：光学部，２０ａ：支持部，２０ｂ：支持部，３０：ステージ，５４：押圧部，５６：ノ
ズル部（挿入筒部），６４：通孔（変形ガイド手段），７６：ガイドレール（変形ガイド
手段，変形ガイド部），７８：サイドレール（変形ガイド手段，変形ガイド部），８６：
段差面（係合部）
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