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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の水晶体嚢バッグの内側表面と一直線になるように形作られた、曲がっていて柔軟性
のある平円盤状フラップバルブ部材、及び
　眼の水晶体嚢バッグの外側表面と一直線になるように形作られた、曲がっていて柔軟性
のある保持部材であって、
　前記曲がっていて柔軟性のある保持部材が、留め点において前記曲がっていて柔軟性の
ある平円盤状フラップバルブ部材に取り付けられているもの、
を含む、ミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項２】
　前記曲がっていて柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材が、約１０マイクロメー
ターから約１００マイクロメーターの範囲の厚さを有する円形のディスクを含む、請求項
１に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項３】
　前記曲がっていて柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材が、約３０マイクロメータ
ーから約５０マイクロメーターの範囲の厚さを有する円形のディスクを含む、請求項２に
記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項４】
　前記曲がっていて柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材が約１．０mmから約２．４
mmの範囲の直径を有する、請求項２に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
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【請求項５】
　前記曲がっていて、柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材が、約１．４mmから約２
．２mmの範囲の直径を有する、請求項４に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項６】
　前記留め点が、前記曲がっていて、柔軟性を有するフラップバルブ部材に中心的に又は
準中心的に取り付けられている、請求項１に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項７】
　前記曲がっていて、柔軟性のある保持部材が約３０マイクロメートルから約１００マイ
クロメートルの範囲の厚さを有する帯を含み、前記帯が長方形、三日月形、及びＶ－形か
らなる群から選択される形状を有する、請求項１に記載のミニカプセロレキシスバルブ装
置。
【請求項８】
　帯の厚さが約５０マイクロメーターから約９０マイクロメーターの範囲にある、請求項
７に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項９】
　前記曲がっていて、柔軟性のある保持部材が約３．０mmから約４．０mmの範囲の長さを
有し、約０．３０mmから約０．４０mmの範囲の幅を有する、請求項７に記載のミニカプセ
ロレキシスバルブ装置。
【請求項１０】
　前記曲がっていて、柔軟性のある保持部材が約３．４mmの長さを有し、約０．３６mmの
幅を有する、請求項９に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項１１】
　前記ミニカプセロレキシスバルブ装置が、柔軟性のある生体適合性エラストマーを少な
くとも一種含む、請求項１に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項１２】
　前記生体適合性エラストマーが、合成ポリマー又は生物源のポリマーを包含する、請求
項１１に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項１３】
　前記生物源のポリマーがコラーゲンを包含する、請求項１２に記載のミニカプセロレキ
シスバルブ装置。
【請求項１４】
　前記合成ポリマーが、ウレタン類、シリコーン類、架橋可能な末端トリメチルポリジメ
チルシロキサン類、及び架橋可能な末端ジメチルジフェニルシロキサン類からなる群から
選択される合成ポリマーを少なくとも一種含有する、請求項１２に記載のミニカプセロレ
キシスバルブ装置。
【請求項１５】
　前記の少なくとも一種の合成ポリマーが、５０ショアーＡ硬度計の医薬グレードの架橋
可能なトリメチルポリジメチルシロキサンを含有する、請求項１４に記載のミニカプセロ
レキシスバルブ装置。
【請求項１６】
　前記エラストマーが約３００nmから約４００nm、約４００nmから約７００nm及び約７０
０nmから約１１００nmからなる群から選択される波長の照射に対して透過性である、請求
項１４に記載のミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項１７】
　前記ミニカプセロレキシスバルブ装置が移植可能な装置を包含する、請求項１に記載の
ミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項１８】
　前記移植可能な装置が生分解性生体適合性エラストマーを含む、請求項１７に記載のミ
ニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項１９】
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　前記ミニカプセロレキシスバルブ装置が使い捨ての装置を包含する、請求項１に記載の
ミニカプセロレキシスバルブ装置。
【請求項２０】
　前記曲がっていて、柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材が、前記曲がっていて、
柔軟性のある保持部材に接着されている、請求項１に記載のミニカプセロレキシスバルブ
装置。
【請求項２１】
　接着がシラスティック接着剤により行われる、請求項２０に記載のミニカプセロレキシ
スバルブ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、柔軟性のある保持器部材に取り付けられた柔軟性のある平円盤状のフラップバ
ルブ（垂れ下がりバルブ）部材を含むミニカプセロレキシスバルブ装置（mini capsulorh
exis valve device）であって、当該装置は眼球関与（ocular intervention）の間に発生
するカプセロレキシスをふさぐ役割を果たす。
【０００２】
（先行技術の説明）
図５に描写した通り、ヒトの目は、実質的に三つの区別される組織の層を有する大よそ球
状の器官を含み、３つの基本的な室へと分けられる。丈夫な外側の硬性のコート１２０は
目の保護バリアーとして働き、そして目の中へと光りが透過する透明の角膜１２２を形成
する。硬性のコート１２０は高密度のコラーゲン性組織からなる。中間脈絡膜コート１２
４は、瞳孔を通じて目の内部へと通す光の量を制御する隔膜である、虹彩１２６を形成す
る。虹彩１２６のすぐ後ろには透明な水晶体１２８があり、それは水晶体１２８を囲む眼
様突起に取り付けられた毛様小体繊維により固定されている。毛様小体繊維は、水晶体の
懸垂筋帯において集合的に完結する。角膜１２２と水晶体１２８の間の領域は前眼房１３
０を示し、一方、水晶体１２８の部分と虹彩１２６の間にできているギャップは後眼房１
３２として知られる。毛様体突起は房水を生じさせ、房水は前眼房１２０及び後眼房１３
２を満たす。房水は無血管角膜１２２、水晶体１２８及び虹彩１２６の間の養分及び代謝
の交換を提供する。水晶体１２８の後極は後の硝子体眼房１３４の硝子体窩に隣接する。
調節、つまり近く及び遠くの対象物の間で目の焦点を変化する過程は、小帯を通じて水晶
体１２８に接続する毛様体筋１３６の収縮及び弛緩により行われる。そのような毛様体筋
１３６による動きは、これらの対象物からの光線を、構造的に網膜１３８として知られる
目の内部コート上に焦点を合わせるために適当な光学的構造へと水晶体１２８を形作るた
めに働く。
【０００３】
水晶体は両凸体であり、前方の凸は、より放物線状である後方の凸よりなだらかで、より
長い湾曲の半径を有する。水晶体は、水晶体繊維（lens fibers）として知られる、引き
延ばされたプリズム状細胞からなり、それらはラメラ構造を形成するようにきつく詰め込
まれている。水晶体繊維中にある細胞内顆粒状クリスタリンは水晶体にその透明特性及び
屈折特性を授ける。水晶体繊維構造及び組成物は水晶体内で変化し、そのため堅い中心の
核がより柔らかい周囲の皮質から区別し得る。水晶体全体は、小帯繊維が挿入されている
基底膜である、水晶体嚢（capsula lentis）により包まれている。伸縮性のある水晶体嚢
はコラーゲン繊維、グリコサミノグリカン及びグリコプロテインからなる。その伸縮性の
特徴のため、水晶体嚢は引き裂かれることなく、円周において大幅に伸びることができる
。
【０００４】
水晶体の障害を包含する、目の通常の機能を害する又は破壊する様々な障害が知られてお
り、例えば、白内障及び老眼がある。白内障は、進行性の水晶体の曇りから生じ、それは
、処置をしないと、最終的には網膜上における焦点合わせを妨げる。歴史的に白内障は、
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外側の水晶体嚢及び内部水晶体物質を包含する水晶体構造全体の嚢内除去、又はＥＣＣＥ
法として当該技術分野において知られる、前方の嚢の中心部分及び水晶体物質の嚢外除去
により後方の水晶体嚢をその場に残すもの、のいずれかにより外科的に処理された。これ
らの方法は合併症を起こす傾向にあり、例えば網膜の分離、そして、嚢外白内障摘出の場
合、後方嚢の不透明化がある。
【０００５】
最近開発された水晶体再充填方法は、伝統的な白内障処置の属性と関連した多くの合併症
の発生を減らすことができる。そのような方法の一つは米国特許第4,002,169号に開示さ
れており、その中では、回転式のかみ砕き道具が、挿入された中空針を通じて導入される
。白内障、水晶体皮質及び水晶体核を包含する嚢の組織の内容物は、物理的に液化され、
次いで針を通じての吸引により水晶体嚢からぬき出される。そのような方法は、水晶体嚢
を後眼房内の嚢バッグとして無傷で残す。しばしば、水晶体の液化のためには、物理的な
かみ砕きよりも、化学的処理、又は超音波処理（phacoemulsification）が好ましいこと
がある。液化された水晶体の吸引除去に続いて、嚢バッグを、残りの組織片を取り除くた
めに流して洗い、次に、米国特許第5,674,282号に記載のとおり、形作られた合成水晶体
で再充填する。
代替的に、新しい水晶体は、天然の水晶体の機能をまねる適当な特徴を有する充填材料に
より、その場で（in situ）で作られる。老眼及び白内障の修正のための方法を含めて、
目の調節を修復するために設計された多くの目の方法は、内生の水晶体マトリックス物質
の、似たような硬さ、屈折率及びスペクトルを有する透明な物質による置換に依存してい
る。
【０００６】
嚢バッグを充填するための好ましい物質の幾つかは、架橋を誘発するために紫外線への暴
露を必要とする紫外線硬化性ポリマーを包含する。そのような架橋は、典型的には、眼科
医の両手を占める、双手の外科手術による目の壁における二つの穴の形成が必要となる。
代替的に、架橋は角膜を通じて行うことができるが、そのような方法は角膜組織を傷つけ
ることがある。
【０００７】
眼内水晶体は、比較的硬い物質、比較的柔らかい物質、又は両方のタイプの物質の組み合
わせを含み得る。例えば、メチルメタクリレート類、ポリスルホン類又は他の比較的硬く
、生物学的に不活性な光学材料が、単独で、又はより柔らかい生物学的に不活性なシリコ
ーン類、ハイドロゲル類、若しくは半硬質の不耐熱性材料との組み合わせで用いられる。
【０００８】
米国特許第5,391,590号は、注入可能な眼内水晶体材料として有用な組成物を開示する。
重合可能な処方の例には、ビニル官能、ケイ素－結合のヒドリド基などを有する、一又は
それ以上のポリオルガノシロキサン類を包含する。そのような組成物は、嚢バッグ内での
その場（in situ）重合が可能な、柔らかく、速く硬化する、低温硬化シリコーンゲルを
包含し得る。高分子量で、粘度の高いシリコーン前駆体液体が好ましく、それは、これら
が重合の前に注入部位からより漏れ難いからである。そのような、粘度の高い物質は、ヒ
ト水晶体に似た弾性率を得るためには低い架橋密度しか必要としない。しかしながら、こ
れらのポリマーの低下した架橋密度は、低い弾力を有する使用できないガム状生成物を与
える。
【０００９】
一定の低粘度、低分子量の液体は、注入できる眼内水晶体のために望ましい、硬化におけ
る性質を有するが、注入部位から容易に漏れる。漏れたゲルの硬化により、再充填された
嚢の表面上に突起が生じ得る。そのような突起は、虹彩を刺激し、角膜の浮腫を媒介する
ことが知られている。この限界を乗り越えるための試みにおいて、適当な低分子量の液体
は前もって硬化させ、水晶体嚢バッグ中への注入前の重合を誘発することができる。その
ような部分的に重合した物質の、カニューレを通じての注入はせん断応力を生じさせ、そ
の結果、重合物質に合成水晶体の機能を害する粗い部分が生じる。さらに、前もって硬化
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したポリマー物質は典型的に、過度の重合及びカニューレを通じての流れの減少を避ける
ため、架橋を開始した後直ちに注入しなければならず、そのため、これらの物質は使用し
辛い。
【００１０】
例えば粘度が４Mctsより大きいゲルなど、非常に密度の高い物質、を使用しない限り、嚢
バッグは典型的に完全充填されない。本明細書中、上記の通り、この目的のための、嚢バ
ッグ中に導入される粘性の液体及びゲルは、しばしばバッグから漏れるが、これは特に１
Mctsより小さい粘度を有する液体又は軟らかいゲルが注入された時に起こる。そのような
材料の前眼房中への漏れは、多くの目の問題を生じ、壊れやすい目の構造を危険にさらす
。例えば、眼内炎症は漏れた物質に対する目の異物反応により進行する。さらに、嚢バッ
グからの非内生の液体又はゲルの浸出は、柱（trabeculae）の閉塞及びそれに関連する房
水の増量による眼内圧力の上昇により緑内障を生じる。虹彩の動きの障害、及び眩輝によ
る目の視覚障害もまた、嚢バッグへと導入された粘性液体及びゲルの漏れより生じること
が知られている。
【００１１】
同様に、白内障の手術は核物質を液化するための化学薬剤の導入、及び／又は水晶体上皮
細胞を死滅させるか若しくはそれらの複製を阻害するための化学若しくは生理学薬剤の注
入が必要となることがある。抗有糸分裂化合物又は低浸透圧溶液の漏出は、意図した過増
殖水晶体上皮とは反対に、目の健康な非再生性の角膜上皮及び網膜細胞を破壊する。
【００１２】
前嚢切開、特にカプセロレキシス（capsulorhexis）は、典型的に、嚢外及び水晶体再充
填プロトコールに関連した、処置の及び術後の合併症の幾つかを減じるために使用される
。連続引き裂きカプセロレキシス（continuous tear capsulorhexis）は、前方水晶体嚢
中に円形又は球形の嚢切開を調製し、ＥＣＣＥの場合は本質的に円形で水晶体軸と実質的
に同軸の引き裂き線を作り、水晶体再充填の場合、周辺に作り、そして、連続引き裂き線
により輪郭された、前嚢の本質的に円形の部分を取り除く、ことを包含する。好ましくは
、嚢切開は前水晶体嚢の毛様小帯のない領域内に位置する。この種の嚢切開は、前水晶体
嚢中に円形の穴を形成し、それを通じて、白内障水晶体マトリックスが、例えば超音波乳
化及び吸引により摘出される。後に残るのは、弾性の後嚢を有する嚢バッグ、前嚢切開の
回りの前嚢の残り、及び前嚢の残りと後嚢の外側の周辺との間の環状嚢バッグ溝である。
したがって、嚢バッグは毛様小帯を通じて、それを囲む目の毛様体筋に付いたまま残り、
調節の間の毛様体収縮及び弛緩を担う。
【００１３】
連続引き裂きカプセロレキシスは、嚢切開に隣接する、比較的滑らかで、連続する内部端
を有する前嚢の残り又は縁（ふち）を与えるが、この過程において、前縁は時々引き裂か
れ、放射状に切り取られ、又は切れ目が付けられている。そのような前縁に対する損傷に
より、縁に圧力がかかった時に、特に嚢水晶体マトリックスを処理するための装置を挿入
するに際し、縁が引き裂かれ易くなる。カプセロレキシスの間の水晶体嚢の引き裂きは、
再充填中の、空にした嚢バッグ中へ注入された物質の都合の悪い漏出の可能性を高くする
。そのような引き裂きのリスクを減じるため、手術の間を通じて、平衡塩溶液又は粘弾性
物質で房を満たして、深い前房を維持する。しかしながら、そのような予防的措置を講じ
ても、引き裂きは生じ得る。
【００１４】
眼手術におけるこれらの現存する問題の幾つかを処理するための試みにおいて、ニシ（Ni
shi）ら（Graefe’s Arch Clin Exp Ophthamol（1990）228：582－588）は、小さな切開
手術のための新規な水晶体であって、嚢開口を閉じるためにもまた働くものを開発した。
円形のミニカプセロレキシス及び超音波乳化過程に続いて、嚢開口よりも大きなアクリル
アミド合成水晶体を当該箇所中へと挿入する。嚢バッグ及び前眼房中へと粘弾性物質を注
入した後、水晶体を前眼房へと挿入する。水晶体は、次に、その周辺に沿う嚢マージン全
体により詰まらせるように処理され、それにより、前嚢の失われた部分に代えて水晶体を
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固定する。水晶体が水晶体嚢の開口をふさぐので、水晶体嚢バッグを再充填することがで
きる。したがって、代替物質である、ポリアクリルアミドゲルは、バッグを拡大するため
に嚢バッグ中へと注入される。一般的にはうまくゆくが、この方法には幾つかの不利があ
り、それには、手術中の漏出を起こす、充填の間のカプセロレキシス開口の拡大が包含さ
れる。さらにニシらは、嚢バッグ内に挿入された水晶体をしっかりと保持するための適当
な大きさで、中心に位置し、再現性がある円形カプセロレキシスを達成することの困難性
を報告した。さらに、そのような眼内水晶体移植を受けた患者は、ぼやけた視界を生じる
嚢バッグ膨張を生じ得る。
【００１５】
ニシとニシ（Arch Ophthalmol（1998）116（10）：1358－1361）は、最近患者の嚢バッグ
中の手術により生じたカプセロレキシス開口に適合するフランジを有するチューブを創案
した。このチューブは、シリコーンベースの接着剤によりカプセロレキシスの縁に永久的
に結合する。即ち、当該装置は移植片である。その後、透明なゲルを３０ゲージのステン
レススチールカニューレによりチューブを通して注入する。嚢バッグを満たした後、チュ
ーブ中の接着剤がチューブを封じる。
次に、チューブを余分な長さを取り除くために切るが、但し、チューブの残りは少しバッ
グから前眼房中へとはみ出る。この移植片のはみ出しは、虹彩の動きを機械的に妨げ、ひ
とみの開閉を害し得る。虹彩の内側表面の接触は、運動妨害を起こし、それにより目の調
節を妨げ得る。はみ出たチューブは、移植片を含む患者の目をこすることにより、角膜の
上皮を傷つけ得る。そのような移植片は、生体適合性の問題が生じ易く、目のなかでひど
い炎症反応を生じ得る。
【００１６】
上記事項の観点において、調節修復処置及び白内障療法の一定の形態の間の、水晶体嚢バ
ッグ内に安全に液体及びゲルを導入するより良い手段に対するニーズが明らかに存在する
。
【００１７】
（発明の概要）
本発明の好ましい態様において、ミニカプセロレキシスバルブ装置は、目の水晶体嚢バッ
グの内側表面と一直線に並ぶように形作られている、曲がっていて、柔軟性のある平円盤
状のフラップバルブ（垂れ下がりバルブ）部材及び目の水晶体嚢バッグの外表面と一直線
に並ぶように形作られている、曲がっていて柔軟性のある保持部材であって、当該曲がっ
ていて柔軟性のある保持部材は、曲がっていて柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部
材に、留め点（fastening point）において中心的に又は準中心的に取り付けられている
ものを含む。曲がっていて柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材の曲がっていて柔
軟性のある保持部材への取り付けは、接着により行われ得る。好ましくは、接着はシラス
ティック（silastic）接着剤により行われる。
【００１８】
ミニカプセロレキシスバルブ装置は、装置を製造するために用いる材料によって、約１０
マイクロメートルから約１００マイクロメートルの範囲の厚さを有する円形のディスクを
含む、曲がっていて柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材を有していても良い。好
ましくは、柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材は約５０マイクロメートルから約９
０マイクロメートルの範囲の厚さを有する。ミニカプセロレキシスバルブ装置はまた、直
径約１．０mmから約２．４mm、好ましくは約１．４mmから約２．２mmの範囲内にある、曲
がっていて柔軟性のある平円盤状のフラップバルブを有していてもよい。曲がっていて柔
軟性のある保持部材は、約３０マイクロメーターから約１００マイクロメーター、好まし
くは約５０マイクロメーターから約９０マイクロメーターの厚さを有する帯を含む。曲が
っていて柔軟性のある保持部材は、長方形、三日月形、「Ｖ」又は多の適合する形状へと
形作られ得る。ミニカプセロレキシスバルブ装置は、約３．０mmから約４．０mmの範囲の
長さ及び約０．３０mmから約０．４０mmの範囲の幅を有する、曲がっていて柔軟性のある
保持部材を有し得る。
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他の好ましい態様において、ミニカプセロレキシスバルブ装置は長さが約３．４mmで幅が
約０．３６mmである、曲がっていて柔軟性のある保持部材を有する。
【００１９】
好ましくは、ミニカプセロレキシスバルブ装置は、少なくとも一つの柔軟性のある生体適
合性エラストマー材料を含む。エラストマー材料は、合成ポリマー又は生物源のポリマー
を包含し得る。例えば、生体適合性エラストマー材料は、例えば、コラーゲン、コラーゲ
ン誘導体又はそれらの混合物等の、生物源のポリマーを包含する。生体適合性エラストマ
ー材料は、ウレタン、シリコーン、架橋できる末端トリメチルポリジメチルシロキサン及
び架橋できる末端ジメチルジフェニルシロキサンからなる群から選択される少なくとも一
種の合成ポリマーを含んでいても良い。より好ましくは、生体適合性エラストマーは５０
から８０のショアーＡ型押込硬度計の医療グレードの架橋できるトリメチルポリジメチル
シロキサンを含む。さらにより好ましくは、生体適合性エラストマーは、例えば光活性化
により生分解し得る材料等の生分解性材料を包含する。好ましくは、ミニカプセロレキシ
スバルブ装置は、例えば、ゲル又はゾル等の、約３００～４００nmの波長のＵＶ照射に対
し透過性で、ミニカプセロレキシスバルブ装置を通しての材料の光架橋を許容するような
エラストマーを包含する。約４００～７００nmの可視光又は約７００～１１００nmの近赤
外線により架橋し得るゲルを含有するミニカプセロレキシスバルブ装置もまた、好ましい
。
【００２０】
他の好ましい態様において、ミニカプセロレキシスバルブ装置は、長期にわたりその位置
に残りつづける、移植可能な装置、又は、使い捨ての装置を包含する。好ましくは、移植
可能なミニカプセロレキシスバルブ装置は生分解性生体適合性エラストマーを含む。
【００２３】
（図面の詳細な説明）
本発明のミニカプセロレキシス装置の構造を以下に詳述する。一つ以上の図について共通
のパーツ又は特徴は、一貫性のために図を通じて同一のリファレンス番号で識別される。
【００２４】
本発明の好ましい態様において、ミニカプセロレキシスバルブ装置１００は、図１ａ及び
１ｂに示す通り、留め点１４０において、柔軟性のある保持部材１１２の表面に準中心的
に取り付けられた柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材１１０を含む。しかしなが
ら、留め点１４０は、柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材１１０上に中心的に位
置することができるが、但しこの構造はミニカプセロレキシスバルブ装置１００を通じて
挿入された器具の動きを制限し得る。図２に示された通り、眼の前嚢１１４中のカプセロ
レキシス開口内へと挿入された時、柔軟性のある平円盤状のフラップ部材１１０は、少な
くとも部分的に前嚢１１４の内部にあるように向き、一方で柔軟性のある保持部材１１２
が前嚢１１４の外面に位置し、それらの間に前嚢壁１１６がおかれるようにされる。柔軟
性のある平円盤状フラップバルブ部材１１０は、開口空間を埋めるためカプセロレキシス
開口よりもわずかに大きくなるように選択され、一方、柔軟性のある保持部材１１２の長
さは、カプセロレキシスより大きく、好ましくは約２倍の長さを持つ。柔軟性のある保持
部材１１２は柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材１１０をサポートするための機械
的留め具として働く。好ましくは、柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材１１０は、
嚢バッグの内側表面と一直線になるような、曲がった形状を有し、そして柔軟性のある保
持部材１１２は嚢の外側表面と一直線になるように曲げられている。加えて、柔軟性のあ
る保持部材１１２は垂直面においてアーチ状であり、虹彩との機械的な妨害を避ける。ミ
ニカプセロレキシスバルブ装置１００は、図３ａ、３ｂ及び３ｃに示すように、カニュー
レ１１８を柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材１１０及び柔軟性のある保持部材１
１２の間からバッグ中へと挿入する際に、嚢バッグからの液体又はゲルの漏出を防ぐ。挿
入に際し、カニューレ１１８は前嚢１１４の柔軟性のある前嚢壁１１６とミニカプセロレ
キシスバルブ装置１００の間に押しつけられる。
【００２５】
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図４ａ、４ｂ及び４ｃに示す通り、カニューレ１１８の除去後、ミニカプセロレキシスバ
ルブ装置１００は前嚢壁１１６を押しつけ、嚢バッグを封じ、注入された液体又はゲルを
バッグ中に閉じ込める。嚢の開口を周辺の環境から封じることは、例えば、より安全で、
より効率的な嚢内処置療法、例えば、抗増殖又は細胞毒化合物の導入による白内障患者に
おける上皮増殖の阻害、が可能となる。したがって、本発明による抗増殖又は細胞毒薬剤
（例えば５－フルオロウラシル）の導入は、術後の嚢の混濁化を防ぎ得る。ミニカプセロ
レキシスバルブ装置１００はまた、嚢からの死滅細胞及び残物の内洗浄を可能とする。さ
らに、ミニカプセロレキシスバルブ装置１００はＵＶ硬化性ポリマーの嚢内への安全な注
入、及びそれに次ぐミニカプセロレキシスバルブ装置１００を通じて目に挿入した繊維光
学的なＵＶ源によるＵＶ光への直接の暴露によるその場での（in situ）架橋を可能にす
る。
【００２６】
嚢充填材料の屈折力を調製するために、ミニカプセロレキシスバルブ装置１００を通じて
の注入又は吸引により、嚢充填材料を添加又は除去することができる。嚢充填材料から形
成された新規な水晶体の屈折力の調節は、もし移植可能なミニカプセロレキシスバルブ装
置１００が使用された場合、水晶体置換手術の間に、又は術後のある時点で行うことがで
きる。
【００２７】
挿入の後、ミニカプセロレキシスバルブ装置１００は任意により目から取り除かれる。取
り除くのは、例えば、水晶体再充填処置が完了して水晶体嚢のそれ以上の操作が予想され
ない時など、に望ましい。
【００２８】
カプセロレキシス開口の異なる大きさ（典型的には周辺の嚢バッグ中直径約０．７mmから
約１．５mm）に適合するために、ミニカプセロレキシスバルブ装置１００は様々な寸法へ
と工作される。好ましくは、柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材１１０は、約１
０マイクロメーターから約１００マイクロメーター、好ましくは約３０マイクロメーター
から約５０マイクロメーターの厚さを有する薄い円形ディスクである。同様に、柔軟性の
ある保持部材１１２は非常に薄い長方形、三日月形、「Ｖ」形又は同様の構造を有する帯
であって、好ましくは、約３０マイクロメーターから約１００マイクロメーター、より好
ましくは、約５０マイクロメーターから約９０マイクロメーターの厚さを有する上記帯を
含む。柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材１１０の直径は、約１．０mmから約２．
４mmの範囲、好ましくは約１．４mmから約２．２mmの範囲にあり、一方、柔軟性のある保
持部材１１２は長さが約３．０mmから約４．０mmの範囲にあり、幅が約０．３０から約０
．４０mmの範囲にある。好ましい柔軟性のある保持部材１１２は、約３．４mm長で０．３
６mm幅の寸法を有する。手術のカプセロレキシス開口の直径は、患者の角膜に対して置い
た微小定規を使用して、または眼内ゲージを使用して、計られる。眼内ゲージは典型的に
は、円形で、滑らかで、ピン様の装置であり、その上に長さマークがあり、水晶体嚢表面
に対して直接配置するために適している。角膜との関係でのカプセロレキシスの位置及び
角膜上の定規の位置（視差）に依存して、約１０％の計測誤差が角膜の屈折力により生じ
得る。誤差は上記の眼内ゲージを使用した時には最小になる。
【００２９】
平円盤状フラップバルブ部材１１０及び柔軟性のある保持部材１１２は好ましくは、嚢の
内側及び外側表面の準球形形状に適合するように曲げられている。柔軟性のある保持部材
１１２は虹彩を避けるためアーチ形である。平円盤状フラップバルブ部材１１０と柔軟性
のある保持部材１１２の形作りは、塑造用ジグを用いて行うことができる。ミニカプセロ
レキシスバルブ装置１００の挿入は、歯のない、滑らかな顎（jaw）微小鉗子（マイクロ
フォーセップ）を用いることにより達成される。処置の間、ミニカプセロレキシスバルブ
装置１００の微生物又は外来粒子による汚染を防ぐように注意しなければならない。
【００３０】
典型的には、柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材１１０は、留め点１４０において
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、長方形又は三日月形の柔軟性のある保持部材１１２へと取り付けられる。好ましくは、
留め点１４０は、柔軟性のある平円盤状のフラップバルブ部材１１０上に中心的に又は準
中心的に位置される。二つの部材を付けるためには、いかなる適当な留め手段が使用され
る。好ましい取り付け手段は、シラスティック（silastic）接着剤による接着である。柔
軟性のある平円盤状フラップ部材が柔軟性のある保持部材に統合的に取り付けられている
、塑造した単一片のミニカプセロレキシスバルブ装置１００も意図される。
【００３１】
ミニカプセロレキシスバルブ装置１００の柔軟性のある平円盤状フラップバルブ部材１１
０及び柔軟性のある保持部材１１２の両方は、柔軟で、生体適合性のエラストマーから構
築し得る。適当なエラストマー材料の例には、５０ショアーＡ硬度計シリコーンを用いて
層流フード中にキャストされる薄いシリコーン膜（Eccosil ＃4553、Emerson＆Cumming、
Inc.，カントン（Canton）、マサチューセッツ州、米国）及び医薬グレードの架橋された
トリメチルポリジメチルシロキサン（シラスティック（Silastic、登録商標）、ダウ　コ
ーニング、ミッドランド、ミシガン州、米国）を包含する。コラーゲン、コラーゲン誘導
体又はそれらの混合物もまた、適当な生体適合性エラストマーとして意図されている。使
い捨てのミニカプセロレキシスバルブ装置１００のため、医薬グレードのポリマー材料、
例えばウレタン、架橋可能なトリメチル末端ポリジメチルシロキサン類、及び架橋可能な
トリメチル末端ジメチルジフェニルシロキサンを採用することができる。ミニカプセロレ
キシスバルブ装置は、従来のキャスティング及び塑造工程、特に注入塑造により製造する
ことができる。
【００３２】
一定の事情の下では、柔軟性のあるフラップバルブ部材は移植片として嚢バッグ内に残る
。そのような事情には、なかんずく、完全に重合しないように設計されたゲルの嚢バッグ
中への注入、硬化の際に、意図されていた完全な架橋に失敗したゲルの導入、及びミニカ
プセロレキシスバルブ装置にしっかりとくっつく粘性液体又はゲルの導入が含まれる。移
植可能なミニカプセロレキシスバルブ装置は生体適合性移植グレードの材料を含む。ミニ
カプセロレキシスバルブ装置の移植及びそれを通じての嚢充填材料の注入の後、柔軟性の
ある保持部材は柔軟性のあるフラップバルブ部材から、典型的には微小鋏を用いて、切り
はなされ、その切り離された柔軟性のある保持部材は目から除去される。
【００３３】
嚢バッグ内へと注入される材料の物理化学的な性質は、一定のミニカプセロレキシスバル
ブ装置のための材料の選択に影響するであろう。ミニカプセロレキシスバルブ装置は、そ
れを通じて注入される粘性の液体又はゲルにくっつかない材料を含有しなければならない
。例えばＵＶ－硬化性ハイドロゲル等の親水性ゲルは、例えばポリジメチルシロキサン（
ＰＤＭＳ）等の疎水性材料から作られたミニカプセロレキシスバルブ装置と両立する。対
照的に、例えばアクリル酸メチル（ポリＨＥＭＡ）等の親水性材料を含むミニカプセロレ
キシス装置は、嚢への疎水性液体又はゲルの注入に好ましい。
【００３４】
ＵＶ架橋可能なポリマーの嚢バッグ内への導入のために設計されたミニカプセロレキシス
バルブ装置は３００～４００nmの波長範囲にあるＵＶ照射に対し透過性のエラストマー材
料を含んでいてもよく、これにより、ミニカプセロレキシスバルブを通じての材料（例え
ばゲル）の光架橋を可能にする。また、例えばゲル又はゲル様の物質等の架橋できる材料
であって、約４００nm～７００nmの可視光により又は７００nm～１１００nmの近赤外線に
より架橋し得る上記材料を含有するミニカプセロレキシスバルブ装置も好ましい。そのよ
うな透過性材料は、ミニカプセロレキシスバルブ装置を通じてのポリマー材料のその場で
の（in situ）架橋を可能とし、それにより照射への暴露による角膜損傷を避けることが
できる。
【００３５】
使い捨ての又は移植できるミニカプセロレキシスバルブ装置のいずれかのために選択され
たいかなる材料も、滅菌工程に耐えられなければならない。公知の方法には、オートクレ
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ーブ、ガンマ照射及びエチレンオキシドガスによる滅菌が含まれる。
【００３６】
本発明のミニカプセロレキシスバルブ装置を利用する眼科手術法は、従来法を用いる処置
に比べ、より安全でより効率的である。ミニカプセロレキシスバルブ装置は嚢切開又は裂
溝を手術の間に閉じ、漏れ出ることなく、毒性の治療剤、粘性の液体及びゲルの嚢バッグ
中への注入を可能にする。ミニカプセロレキシスバルブ装置の配置後の抗有糸分裂剤によ
る嚢洗浄は、混濁及び浮腫などの白内障手術に関連した術後の問題を削減する。ミニカプ
セロレキシスバルブ装置による切開の閉鎖は、水晶体再充填処置の間の嚢内圧力及び容量
の制御を可能にする。生理学的な眼内圧力より高いレベルへの嚢バッグの加圧は、本発明
のミニカプセロレキシスバルブ装置を用いることにより達成され、嚢バッグの完全な充填
を可能にする。ミニカプセロレキシスバルブ装置の移植は、調節に応じた水晶体充填材料
の容量において調整を可能にする。ミニカプセロレキシスバルブ装置の嚢内配置による嚢
の穴の閉鎖により、十分に充填されていないバッグにより生じる術後の合併症、例えば、
なかんずく、遠視へのシフト、後嚢における折り畳み、水晶体上皮細胞増殖及び繊維形成
のための空間等、を回避する。
【００３７】
本発明のミニカプセロレキシスバルブ装置に関して、従来の眼処置療法に関してよりも、
よりゆっくり材料を架橋させるために、低下させた照射レベルを用いることができる。ミ
ニカプセロレキシスバルブ装置を挿入するためには、眼科医には単一の切開及び一つの手
の使用のみが必要となるにすぎない。ひとたびミニカプセロレキシスバルブ装置が備え付
けられると、嚢内への液体及びゲルの注入、繊維光学の光源による架橋可能な充填材料の
照射等を含むすべてのさらなる眼内処置が一つの手を用いれば達成可能となる。ミニカプ
セロレキシスバルブ装置を用いた場合、虹彩の動きへの障害は生じないが、それは本発明
の装置は本質的に架橋ゲルのはみ出しを排除するためである。さらに、本発明のミニカプ
セロレキシスバルブ装置は前房の洗浄及び嚢バッグからの小さな気泡の簡単な除去を可能
とする。
【００３８】
目の水晶体を再充填するため、老眼を補正するため、及び白内障を治療するために設計さ
れた処置は、本発明のミニカプセロレキシスバルブ装置を用いて行われたときには改良さ
れ得る。本発明のミニカプセロレキシスバルブ装置の更なる使用は、小さな角膜穿孔の一
時的なパッチ、及び、例えば臓器及び血管等の眼でない構造における穿孔を充填するパッ
チとしての使用が包含される。
本発明は、以下の制限的でない例によりさらに例証される。
【００３９】
（実施例）
麻酔したニュージーランドホワイトラビットの集合グループ中の各試験対象の前眼房を開
くためその縁に約２mmの幅の小さな周辺角膜強膜切開を作った。試験動物は２ヶ月齢であ
り、それぞれ約１kgの重さであった。麻酔は１４mg／Kg体重のケタミンと７mg／Kg体重の
キシラジンを含んでいた。次に前房を、例えば１％のヒアルロン酸ナトリウム等の粘弾性
溶液で満たし、前房の奥行きを保ち、傷つき易い角膜上皮を保護した。直径約０．８mmか
ら１．２mmの小さな円形のカプセロレキシス開口を水晶体の前表面の周囲に作った。嚢バ
ッグは、標準的な器具によりその中身を取り除き、そして洗浄した［Phaco－Ersatz MPA
、米国特許第5,613,972；及びミニIA、アメリカン・ジャーナル・オブ・オフタルモロジ
ー（American Journal of Ophthalmology）、1986、Vol.102、第91－94頁）］。細かい鉗
子を用いて、ミニカプセロレキシスバルブ装置を眼の中へ挿入し、柔軟性のある円形フラ
ップバルブ部材がバッグ内に位置し、そして、その右及び左のアームを位置へと動かした
あと、柔軟性のある保持部材をバッグの外側に位置するように配置した。したがって、両
方の部材の間に嚢壁を挟んだ。挿入直後に装置を開放し、内部嚢容量を前房及び後房から
閉鎖した。
【００４０】
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注入－吸入による嚢バッグの洗浄は、薄い、２２－３０ゲージのカニューレを保持部材の
上であって、水晶体嚢及びフラップバルブ部材の間に挿入することにより達成された、そ
こで、カニューレの先端を嚢バッグ内で一定長へと伸ばした。嚢内圧力が増加するに連れ
て、カニューレの上表面が直接的に嚢内部壁に隣接するように、柔軟性のあるフラップバ
ルブ部材の表面がカニューレの下側表面に直接的に隣接して、柔軟性のあるフラップバル
ブ部材はきつくカプセロレキシス開口を閉じた。この構造により、柔軟性のあるフラップ
バルブ部材と嚢内部壁の間にカニューレが効果的に挟み込まれる。洗浄処理の間、カニュ
ーレの先端が嚢バッグ内で動かされた時にも、柔軟性のある保持部材はフラップバルブ部
材を位置に保持した。
【００４１】
カニューレの除去によりフラップバルブが閉じ、注入された液体を嚢バッグ内に閉じ込め
た。洗浄（即ち、水晶体上皮組織の光力学的な処置（ＰＤＴ））の後、洗浄液体は吸引に
より嚢バッグから容易に取り除かれた。一旦バッグに含まれるすべての液体が取り除かれ
ると、後嚢は前嚢及び柔軟性のあるフラップバルブ部材に対してつぶれた。その後、洗浄
に使用したカニューレと似たような大きさのカニューレによって、前もって選択してあっ
たポリマーを嚢バッグ内に注入することにより、水晶体再充填が達成された。代替的に、
注入／吸引のダブルカニューレもまた用いることもできた。
【００４２】
水晶体充填が完了したのち、フラップバルブ部材はカプセロレキシス開口を閉じ、嚢バッ
グは注入されたポリマーを形作った。当該処置を行った外科医は顕微鏡により嚢バッグを
観察することにより嚢バッグの容量を評価し、そして必要に応じてポリマーを注入又はそ
こから吸引することにより容量を調節した。フラップバルブが嚢バッグを封じたあと、前
房に注入するために用いたのと同じ角膜強膜開口を通した繊維光学プローブの挿入により
、バッグ内のポリマーにその場で（in situで）照射した。繊維光学プローブから放射さ
れる放射エネルギーは、柔軟性のある保持部材及び柔軟性のあるフラップバルブ部材を通
じて伝達し、それにより嚢バッグ内のポリマーを硬化させた。
【００４３】
柔軟性のあるフラップバルブ部材の後方及び周辺にある嚢バッグ内のポリマーの重合の後
、ミニカプセロレキシスバルブ装置全体を細かい鉗子を用いて眼から取り除いた。次に、
手による吸引及び洗浄を行い、前房の奥行きを保っている粘弾性材料を除去した。一縫い
によりそれぞれのウサギの眼の角膜強膜切開を閉じた。本処理をヒト患者において行うに
あたっては、ヒトの眼とウサギの眼の解剖学的構造のわずかな違いにより、縫合は必要な
くなる。ヒト死体の眼におけるテストにより、本発明のミニカプセロレキシスバルブ装置
のヒトの眼における挿入及び除去の実用性が確認された。
【００４４】
上記本発明の態様の詳細な説明は、好ましいものであるが、例証の目的で提供されたもの
であり、本発明の範囲を制限するように意図されたものではない。明らかに当業者であれ
ば、以下の特許請求の範囲及びその均等の精神及び範囲にある改変を想像することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　ミニカプセロレキシスバルブ装置の分解組み立て図である。
【図１ｂ】　ミニカプセロレキシスバルブ装置の上平面図である。
【図２】　眼の嚢バッグへと挿入されたミニカプセロレキシスバルブ装置を示す。
【図３ａ】　水晶体嚢であって、ミニカプセロレキシスバルブ装置が水晶体嚢中の穴を閉
じていて、それを通じてカニューレが水晶体嚢内へと挿入されているもののサジタル図で
ある。
【図３ｂ】　図３ａの上平面図の拡大した詳細である。
【図３ｃ】　図３ａの詳細の拡大図である。
【図４ａ】　水晶体嚢のカプセロレキシス中の穴を閉じているミニカプセロレキシスバル
ブ装置を有する水晶体嚢のサジタル図である。
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【図４ｂ】　図４ａに示したミニカプセロレキシスバルブ装置により封じられた水晶体嚢
のカプセロレキシスの上平面図である。
【図４ｃ】　図４ａの詳細の拡大図である。
【図５】　ヒト眼球の水平方向断面図である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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