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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の角膜を通って水晶体嚢にアクセスする嚢切開装置であって、
　エラストマ構造と、
　前記エラストマ構造から延びる支持構造であって、
　　前記支持構造の上部の長さに沿った複数の開口であって、前記支持構造の上部が、前
記エラストマ構造に取り付けられた、複数の開口と、
　　前記エラストマ構造に取り付けられた複数のタブと、
を備えた支持構造と、
　前記エラストマ構造から延びる前記支持構造によって支持される切断要素と
を備え、
　前記切断要素と前記エラストマ構造は物理的に接触しないことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記切断要素は電気切断要素であり、前記装置は、前記水晶体嚢の組織の一部分を摘出
するための前記電気切断要素を加熱するように前記電気切断要素に接続された電気リード
に電流を送達する１または複数の電気要素を備えることを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項３】
　前記電気切断要素は円形であることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
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　前記電気切断要素は連続する要素を備え、前記装置は、前記電気リードを前記電気切断
要素に接続する第１の接続トレースおよび第２の接続トレースをさらに備え、前記接続ト
レースは、２つの逆向きの方向に電流が進むことを可能にして前記組織のうち切断すべき
部分の周りに電流を均一に伝導するように、前記電気切断要素の両側に位置決めされるこ
とを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記エラストマ構造は吸引カップであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記吸引カップ内で吸引力を印加するように前記吸引カップに接続された１または複数
の吸引要素をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記吸引カップは、前記水晶体嚢に対して前記吸引カップを固定して真空封止を形成す
るように前記吸引カップの縁部から延びるフレア付きのスカートをさらに備えることを特
徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　前記切断要素は、前記支持構造の少なくとも底部にめっきされた電気切断要素であり、
前記水晶体嚢に接触して当該水晶体嚢の組織の一部分を摘出することを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項９】
　前記支持構造は複数のタブを備え、前記複数のタブが前記支持構造を前記エラストマ構
造に取り付けることにより、前記支持構造のうち前記エラストマ構造に接触する部分は、
電流の流れに対して完全な回路を形成しないことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記切断要素は、前記支持構造の１つの側面上に位置決めされることを特徴とする請求
項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記切断要素は、前記支持構造の少なくとも２つの側面上に位置決めされることを特徴
とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記切断要素は、少なくとも２つの電気切断要素を備えることを特徴とする請求項１１
に記載の装置。
【請求項１３】
　前記切断要素は、前記支持構造の少なくとも３つの側面上に位置決めされることを特徴
とする請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　ハンドルと前記エラストマ構造および取り付けられた構造との間に支持を提供するよう
に前記エラストマ構造に取り付けられた心棒をさらに備えることを特徴とする請求項１に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記心棒は、前記切断要素に電流を提供する導電性要素を備えることを特徴とする請求
項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記心棒は、前記エラストマ構造と前記水晶体嚢との間に吸引力を印加するチューブを
備えることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記心棒は、支持アームを備えることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記支持アームは導電性を有し、前記支持アームは、前記切断要素に電気的に接続され
ることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
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　前記支持アームは、前記エラストマ構造と前記水晶体嚢との間に吸引力を印加するよう
に管状であることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　眼の角膜を通って水晶体嚢にアクセスする嚢切開装置であって、
　エラストマ構造と、
　前記エラストマ構造から延びる支持構造と
を備え、
　前記支持構造は、前記支持構造の上部の長さに沿って複数の開口を備え、前記支持構造
の前記上部は、前記エラストマ構造に接触し、前記支持構造は、前記支持構造の底部の長
さに沿って切断要素セグメントを備え、前記支持構造は、前記エラストマ構造を前記切断
要素セグメントに接続し、前記支持構造は、前記エラストマ構造に取り付けられた複数の
タブを備えることを特徴とする装置。
【請求項２１】
　前記支持構造は、少なくとも２つの材料を含み、前記切断要素セグメントを構成する材
料は、前記エラストマ構造に取り付けられた前記支持構造の材料より伝導性が高いことを
特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記支持構造と前記切断要素セグメントは連続しており、同じ材料から作られることを
特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記支持構造は、前記エラストマ構造に取り付けられた前記支持構造の経路の周りで電
流の流れを抑制するように不連続であることを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　前記支持構造は、前記装置の心棒内へ延びる支持アームに取り付けられることを特徴と
する請求項２０に記載の装置。
【請求項２５】
　前記支持アームは、前記支持アームに沿って前記心棒から前記切断要素セグメントへ電
流が流れることが可能になるように伝導性を有することを特徴とする請求項２４に記載の
装置。
【請求項２６】
　前記支持アームは、前記支持構造から延びるｕ字状要素を備え、前記ｕ字状要素は、前
記エラストマ構造と前記水晶体嚢との間に吸引力を印加するチューブを備えることを特徴
とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記支持アームは、前記エラストマ構造と前記水晶体嚢との間に吸引力を印加するよう
に管状であることを特徴とする請求項２４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、開示が参照により本明細書に組み込まれている、２０１１年１０月２１日出
願の米国特許仮出願第６１／５５０，１１１号明細書の利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、一般に、組織の顕微手術に関し、より詳細には、別の組織層を通って組織に
アクセスしてその組織を切断し、または他の形態で操作する処置および装置に関する。た
とえば、これらの処置および装置を使用して、角膜を通って眼の前眼房内の水晶体前嚢膜
へ眼科手術装置を送達することができる。
【背景技術】
【０００３】
　水晶体の白内障は、世界的に失明の主要な原因であり、白内障除去による外科治療が、
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一般に好まれる治療である。白内障とは、眼の水晶体またはその外皮内で進行する曇りで
ある。水晶体内に混濁領域が生じると、光の通過が妨げられる。眼の水晶体は、透明であ
るはずである。白内障の場合のように、水晶体に不透明な領域が生じた場合、その水晶体
は外科的に除去しなければならない。眼内に水晶体が存在しない場合、網膜上に像を集束
させるために補正眼鏡が必要とされる。しかし、白内障の除去後により良好な視覚を提供
するために、水晶体を人工の眼内レンズ（ＩＯＬ）に置き換えることができる。また、そ
の機能を適当に果たしていない水晶体を置き換えるのには、老眼などの他の理由もありう
る。
【０００４】
　水晶体を除去してＩＯＬに置き換えることは、相当な精密さが必要とされる外科的処置
である。水晶体は、水晶体嚢と呼ばれる膜によって完全に密閉されており、したがって、
外科医は、水晶体にアクセスするために、第１に嚢を切断しなければならない。まさに適
切なやり方で嚢を切断することが重要である。白内障の除去中に水晶体嚢が正確に切断さ
れ、損傷しなかった場合、それを使用してＩＯＬを保持することができる。ＩＯＬの移植
には、移植の安定性および最適のＩＯＬ機能のために精密に中心合わせ、寸法設定、およ
び成形された開口を水晶体嚢内に作製することが必要である。水晶体嚢の開口の寸法をＩ
ＯＬの辺縁に整合させることが肝要である。外科医の目標は、水晶体を囲む嚢膜（すなわ
ち、水晶体嚢）内に、眼の光軸上に中心合わせされた完全に円形（たとえば、直径５．５
±０．１ｍｍ）の孔を作製し、孔の縁部に裂け目または欠陥がないようにすることである
。孔の縁部に裂け目または欠陥が生じると、嚢が非常に弱くなり、ＩＯＬを適切に保持す
る能力を失いやすくなる。異なるＩＯＬ設計は、孔に対して異なる直径を必要とすること
があるが（たとえば、４．５±０．１ｍｍから６．０±０．１ｍｍの範囲）、所定の直径
が何であっても、白内障手術の適切な結果を得るには、それを実際に実現する外科医の精
度が非常に重要である。これは特に、複雑な光学的機能および集束機能を実行することを
目的とするＩＯＬに当てはまる。
【０００５】
　この必要な精密さレベルで水晶体嚢内に開口を作製することは、外科医が従来の手持ち
式の切断器具を制御および案内して水晶体嚢上で精密な円形の経路をたどろうとするには
困難な作業である。現在、嚢切開（水晶体嚢内の開口の作製）を実行するには、外科医は
通常、水晶体嚢の前方領域内に小さい裂け目を手動で作製する。次いで外科医は、細心の
注意を払いながら、小さい鉗子を使用して、眼の光軸上に中心合わされた指定の直径の円
形の経路をたどるように、裂け目の縁部を延ばすことを試みる。実際には、孔が最終的に
円形もしくは正しい直径にならなかったり、または光軸上に中心合わせされなかったりす
ることが多い。また、嚢を非常に弱くする径方向の裂け目が孔の縁部に生じる可能性もあ
る。これらの誤りのいずれかの結果、嚢はＩＯＬを適切に保持することができなくなるこ
とがあり、最適の視覚的な結果を実現することができなくなる。
【０００６】
　水晶体嚢の精密な嚢切開を実行することによって水晶体にアクセスする際に外科医が直
面する難題に加えて、外科医はまた、水晶体嚢自体にアクセスすることもできなくてはな
らない。水晶体は、眼の前眼房内に位置する。水晶体嚢にアクセスするには、外科医は、
角膜内に切開部を作り、この切開部を通って嚢切開器具を注意深く挿入しなければならな
い。同じ要件は、複数の顕微手術処置にも存在し、第１の組織層内の切開部を通過しなけ
れば、その第１の層の後ろまたは下に位置する第２の組織層にアクセスすることができな
い。外科医が角膜の切開部を通って顕微手術器具を操作するには、切開部は、これらの器
具を収容するのに十分な寸法のものにしなければならない。しかし、切開部が大きければ
大きいほど、感染、角膜の歪み、乱視、および他の合併症のリスクもより大きくなる。顕
微手術器具は通常、十分に小型ではなく、十分に流線形の形状ではないため、外科医が切
開部の寸法を最小にするのは困難であり、場合によっては、切開部位で裂け目または他の
損傷のリスクが生じる。挿入中には、切断要素または他の鋭利な構成要素が露出されるこ
とがあり、外科医は非常に精密である必要があり、切開部を通って器具を挿入するときは
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、組織に対する二次的な損傷のさらなるリスクが生じる。さらに、この挿入には、外科医
による複数のステップ、場合によっては器具の複雑な操作が必要とされることが多く、誤
りの余地はほとんどない。挿入されたとき、器具は容易に操作されないことが多く、外科
医は、小さい空間内で複数の別個の部品を取り扱って動かすことを強いられることがある
。これらの問題はいずれも、特に第２の層が眼内などの非常に小さい領域内の組織である
とき、外科医が第１の層の後ろの第２の組織層にアクセスすることを非常に困難にする可
能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　水晶体嚢などの組織にアクセスして手術を実行する既存の治療装置／処置の欠点を考え
ると、顕微手術を実行する改善された技法および装置が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、眼の角膜を通って水晶体嚢にアクセスして眼内で嚢切開を実行す
る装置および方法を含む。一実施形態では、眼の角膜を通って水晶体嚢にアクセスする嚢
切開装置が本明細書に提供され、この装置は、エラストマ構造と、エラストマ構造に装着
された支持構造と、エラストマ構造に装着された支持構造から延びる切断要素とを備え、
切断要素とエラストマ構造は物理的に接触しない。
【０００９】
　一実施形態では、切断要素は電極であり、装置は、水晶体嚢の組織の一部分を摘出する
ための電極を加熱するように電極に接続された電気リードに電流を送達する１または複数
の電気要素を備える。いくつかの実施形態では、電極は円形である。特定の実施形態では
、電極は連続する要素を備え、装置は、電気リードを電極に接続する第１の接続トレース
および第２の接続トレースをさらに備え、接続トレースは、２つの逆向きの方向に電流が
進むことを可能にして組織のうち切断すべき部分の周りに電流を均一に伝導するように、
電極の両側に位置決めされる。
【００１０】
　一実施形態では、エラストマ構造は吸引カップである。さらなる実施形態では、装置は
、吸引カップ内で吸引力を印加するように吸引カップに接続された１または複数の吸引要
素を備える。一実施形態では、吸引カップは、水晶体嚢に対して吸引カップを固定して真
空封止を形成するように吸引カップの縁部から延びるフレア付きのスカートをさらに備え
る。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、支持構造は、支持構造の長さに沿って一連の開口を備える。
実施形態の一態様では、支持構造は複数のタブを備える。実施形態のさらなる態様では、
支持構造は複数のタブを備え、その結果、支持構造のうちエラストマ構造に接触する部分
は、電流の流れに対して完全な回路を形成しない。
【００１２】
　特定の実施形態では、切断要素は、支持構造の１つの側面上に位置決めされる。他の実
施形態では、切断要素は、支持構造の少なくとも２つの側面上に位置決めされる。一実施
形態では、切断要素は、少なくとも２つの電極を備える。他の実施形態では、切断要素は
、支持構造の少なくとも３つの側面上に位置決めされる。
【００１３】
　一実施形態では、装置は、ハンドルとエラストマ構造および取り付けられた構造との間
に支持を提供するようにエラストマ構造に取り付けられた心棒を備える。いくつかの実施
形態では、心棒は、切断要素に電流を提供する導電性要素を備える。いくつかの実施形態
では、心棒は、エラストマ構造と水晶体嚢との間に吸引力を印加するチューブを備える。
一実施形態では、心棒は、支持アームを備える。さらなる実施形態では、支持アームは導
電性を有し、支持アームは、切断要素に電気的に接続される。いくつかの実施形態では、
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支持アームは、エラストマ構造と水晶体嚢との間に吸引力を印加するように管状である。
【００１４】
　また、特定の実施形態では、眼の角膜を通って水晶体嚢にアクセスする嚢切開装置が本
明細書に提供され、この装置は、エラストマ構造と、エラストマ構造に装着された支持構
造とを備え、支持構造は、支持構造の上部の長さに沿って複数の開口を備え、支持構造の
上部は、エラストマ構造に取り付けられ、支持構造は、支持構造の底部の長さに沿って切
断要素セグメントを備える。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、支持構造は、少なくとも２つの材料を含み、切断要素セグメ
ントを構成する材料は、エラストマ材料に取り付けられた支持構造の材料より伝導性が高
い。特定の実施形態では、支持構造と切断要素セグメントは連続しており、同じ材料から
作られる。一実施形態では、支持構造は、エラストマ構造に取り付けられた複数のタブを
備え、支持構造は、エラストマ構造を切断要素セグメントに接続する。いくつかの実施形
態では、支持構造は、エラストマ構造に取り付けられた支持構造の経路の周りで電流の流
れを抑制するように不連続である。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、支持構造は、装置の心棒内へ延びる支持アームに取り付けら
れる。一実施形態では、支持アームは、支持アームに沿って心棒から切断要素セグメント
へ電流が流れることが可能になるように伝導性を有する。特定の実施形態では、支持アー
ムは、支持構造から延びるｕ字状要素を備え、ｕ字状要素は、エラストマ構造と水晶体嚢
との間に吸引力を印加するチューブを備える。一実施形態では、支持アームは、エラスト
マ構造と水晶体嚢との間に吸引力を印加するように管状である。
【００１７】
　一実施形態では、眼の水晶体嚢の嚢切開を実行する方法が本明細書に提供され、この方
法は、水晶体嚢を切断要素に接触させるステップであって、切断要素は支持構造から延び
、支持構造はエラストマ構造に装着され、切断要素とエラストマ構造は物理的に接触しな
い、接触させるステップと、応力の印加中に切断要素に沿って水晶体嚢にエネルギーを印
加し、その結果、切断要素に沿って水晶体嚢の一部分を切断するステップとを含む。
【００１８】
　一実施形態では、切断要素は電極である。別の実施形態では、電極は円形である。一実
施形態では、切断要素は、水晶体嚢に均一に接触する。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、エネルギーを印加するステップは、電気パルスまたは一連の
パルスを電極に印加することを含む。他の実施形態では、エネルギーを印加するステップ
は、切断要素に沿って抵抗加熱を印加することを含む。
【００２０】
　特定の実施形態では、エラストマ構造は吸引カップである。一実施形態では、この方法
は、眼の前眼房の内側の切断要素を水晶体嚢上の切断位置に配置した後、吸引カップに吸
引力を印加して吸引カップを眼の水晶体嚢に固定するステップを含み、吸引力は、水晶体
嚢の組織を切断要素の方に引き寄せる。いくつかの実施形態では、この方法は、吸引カッ
プに吸引力を印加するステップを含み、吸引力は、吸引カップのフレア付きのスカートを
水晶体嚢に固定し、組織を切断要素の方に引き寄せる。
【００２１】
　一実施形態では、眼の水晶体嚢の嚢切開を実行する方法が本明細書に提供され、この方
法は、水晶体嚢を切断要素セグメントに接触させるステップであって、切断要素セグメン
トは支持構造の底部からその長さに沿って延び、支持構造の上部はエラストマ構造に装着
され、支持構造の上部の長さは、エラストマ構造に取り付けられた支持構造の上部で電流
の流れを抑制する複数の開口を備える、接触させるステップと、応力の印加中に切断要素
に沿って水晶体嚢にエネルギーを印加し、その結果、切断要素に沿って水晶体嚢の一部分
を切断するステップとを含む。
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【００２２】
　いくつかの実施形態では、第１の組織層の後ろの第２の組織層にアクセスして顕微手術
または治療作業を実行する装置が本明細書に提供され、この装置は、第２の組織層上の顕
微手術または治療作業に関与するためにエラストマ構造に付随する動作要素を備え、動作
要素は支持構造に取り付けられる。
【００２３】
　一実施形態では、動作要素は、第２の組織層の一部分を切断するようにエラストマ構造
に装着された切断要素を備える。特定の実施形態では、切断要素は電極である。
【００２４】
　また、いくつかの実施形態では、第１の組織層の後ろの第２の組織層にアクセスして顕
微手術または治療作業を実行する方法が本明細書に提供され、この方法は、第２の組織層
を切断要素に接触させるステップであって、切断要素はエラストマ構造に装着され、切断
要素は支持構造に取り付けられる、接触させるステップと、第２の組織層の一部分上の顕
微手術または治療作業に関与するステップとを含む。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、顕微手術または治療作業に関与するステップは、エラストマ
構造に装着された切断要素で第２の組織層の一部分を切断することをさらに含む。
【００２６】
　本発明の上記その他の実施形態について、本明細書の図、説明、例、および特許請求の
範囲でさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態による吸引カップが配備されて眼の水晶体嚢に接触する顕微
手術／嚢切開装置の側面斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による吸引カップが配備されて眼の水晶体嚢に接触する顕微
手術／嚢切開装置の拡大横断面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による顕微手術／嚢切開装置の電極およびスカートに接触
する嚢膜の概略横断面図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による嚢膜と吸引カップとの間に吸引力が印加された顕微
手術／嚢切開装置の電極およびスカートに接触する嚢膜の概略横断面図である。
【図３Ｃ】本発明の特定の実施形態による電極支持リングに沿った電極の位置決めの横断
面図である。
【図４】本発明の一実施形態による吸引カップが配備されて眼の水晶体嚢に接触する顕微
手術／嚢切開装置の側面斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態による吸引カップが配備されて眼の水晶体嚢に接触する顕微
手術／嚢切開装置の前面斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態によるエラストマ吸引カップと、電極支持リングと、電極と
、注封材料と、吸引カップスカートとの関係を示す装置の横断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による吸引チューブ、挿入器の前縁部、電気リードワイア、
ワイアの端部、および電極ボンドパッドの位置決めを示す顕微手術／嚢切開装置の部分横
断面図である。
【図８】本発明の一実施形態による顕微手術／嚢切開装置の底面図である。
【図９】本発明の一実施形態によるエラストマ吸引カップをもたない抵抗加熱装置を示す
顕微手術／嚢切開装置の上面図である。
【図１０】本発明の一実施形態による心棒構造の外側層と心棒構造内に位置する構成要素
とを示す顕微手術／嚢切開装置の上面図である。
【図１１】本発明の一実施形態による電極支持リング上に位置する電極に電流を提供する
ワイア間のインターフェースを示す図である。
【図１２】支持アームが導電性物質でめっきされて電極支持リングおよび電極に取り付け
られる装置の一実施形態を示す図である。
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【図１３】支持アームが導電性物質でめっきされて電極支持リングおよび電極に取り付け
られる装置の一実施形態の別の図である。
【図１４】本発明の一実施形態による吸引カップが配備された顕微手術／嚢切開装置の上
面斜視図である。
【図１５】（Ａ）は、本発明の一実施形態による吸引カップを圧縮させて挿入器の内側に
嵌合させて眼に入れる一続きの概念上のステップを示す図であり、（Ｂ）は、本発明の一
実施形態による吸引カップを圧縮させて挿入器の内側に嵌合させて眼に入れる一続きの概
念上のステップを示す図であり、（Ｃ）は、本発明の一実施形態による吸引カップを圧縮
させて挿入器の内側に嵌合させて眼に入れる一続きの概念上のステップを示す図であり、
（Ｄ）は、本発明の一実施形態による吸引カップを圧縮させて挿入器の内側に嵌合させて
眼に入れる一続きの概念上のステップを示す図であり、（Ｅ）は、本発明の一実施形態に
よる吸引カップを圧縮させて挿入器の内側に嵌合させて眼に入れる一続きの概念上のステ
ップを示す図である。
【図１６】（Ａ）は、本発明の一実施形態による収束する側壁を有する低摩擦圧縮装置の
上面斜視図であり、（Ｂ）は、本発明の一実施形態による収束する側壁を有する低摩擦圧
縮装置の上面斜視図であり、（Ｃ）は、本発明の一実施形態による収束する側壁を有する
低摩擦圧縮装置の上面斜視図であり、（Ｄ）は、本発明の一実施形態による収束する側壁
を有する低摩擦圧縮装置の上面斜視図である。
【図１７】本発明の一実施形態による圧縮チャンバの内側に吸引カップが貯蔵された状態
の圧縮チャンバを示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態による圧縮チャンバの内側に貯蔵された吸引カップの拡大
図である。
【図１９】電極に電流を提供するためのワイアリードに取り付けられるように構成された
電極支持リングの一実施形態を示す図である。
【図２０】本発明の一実施形態による電極支持リングに対するワイアリードの取付けの拡
大図である。
【図２１】本発明の一実施形態による電極支持構造を介して電極に接続されたエラストマ
構造を示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態による電極とタブを備える電極支持構造との間のインター
フェースの拡大図である。
【図２３】本発明の一実施形態によるエラストマ構造内に位置する湾曲タブを介する電極
支持構造とエラストマ構造（たとえば、吸引カップ）との間のインターフェースを示す図
である。
【図２４】本発明の一実施形態によるエラストマ構造内へ挿入された湾曲タブを介する電
極支持構造とエラストマ構造（たとえば、吸引カップ）との間のインターフェースの拡大
側面図である。
【図２５】本発明の一実施形態による支持構造および切断要素の別の設計の上面斜視図で
ある。
【図２６】本発明の一実施形態による電極近傍で印加される力の概略横断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態による電極が弾性支持リングの底面上に位置する概略横断
面図である。
【図２８】吸引カップに吸引力を印加するための配備されたピストンを有する顕微手術／
嚢切開装置の一実施形態を示す図である。
【図２９】吸引カップに吸引力を印加するピストンを有し、ピストンが装置の心棒内へ後
退している顕微手術／嚢切開装置の一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　これらの図は、例示のみを目的として、本発明の一実施形態を示す。以下の説明から、
本明細書に記載する本発明の原理から逸脱することなく、本明細書に示す構造および方法
の代替的実施形態を用いることができることが、当業者には容易に理解されよう。
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【００２９】
　本発明の実施形態について、本明細書では、水晶体嚢の前面の一部分が切断される水晶
体嚢手術に関連して説明する。この技法を使用して、白内障に対する治療を実行すること
ができ、水晶体嚢内に位置する水晶体のすべてまたは一部分が、眼から除去される。また
、この処置を使用して、水晶体嚢内に人工の水晶体（たとえば、眼内レンズまたはＩＯＬ
）を移植するときに通るためのアクセス孔を、水晶体嚢内に作ることもできる。本明細書
では、水晶体嚢手術を実行することに関して説明することが多いが、これらの装置および
処置は水晶体嚢手術に限定されるものではなく、とりわけ角膜手術、緑内障の治療、視神
経の微細穿孔、デスメ膜に関する手術など、眼の他の治療でも有用となる可能性がある。
さらに、これらの装置および処置はまた、薬理学、生物学、および化学的な実体および治
療送達にも有用になることがある。また、これらの装置および処置を使用して、吸引力に
加えて流体を送達することもでき、送達は、所望の組織のみに特に局所化された（たとえ
ば、吸引カップによって）制限的な露出とすることができる。さらに、これらの装置およ
び処置は、産業用の適用分野で、または繊細な膜もしくは組織構造の摘出、脳硬膜の穿孔
、血管組織などに関する処置など、眼以外の他の医療処置の実行に有用となることもある
。これらの装置および処置はまた、体外で、身体から摘出および分離された組織上で、産
業用の適用分野などで使用することもできる。これらの他のタイプの適用分野では、これ
らの処置および装置は、水晶体嚢手術に関して説明したのと概ね同様に機能するが、これ
らの構成要素は、異なる組織を収容するように異なる構成、寸法、形状とすることができ
る。
【００３０】
　本明細書では、「パルス」という用語は、電気パルスがオンである時間の長さ、たとえ
ば１００マイクロ秒を指す。パルスがＤＣパルスである場合、電流は１００マイクロ秒全
体で、１方向のみに流れる（ただし、振幅が変化することがある）。それがＡＣパルスで
ある場合、電流は１００マイクロ秒中に方向を逆にする。ＡＣ周波数がＲＦまたはマイク
ロ波範囲内である場合、１００マイクロ秒のパルス中に多くのサイクルが生じる。周波数
および振幅は、１００マイクロ秒中に変化または減速することができ、その種のパルスは
「チャープ」と呼ばれ、電流路は、金属のリングの周りを進むことができ、またはリング
から組織を通って戻り電極へ進むことができる。
【００３１】
　「エラストマ構造」という用語は、エラストマ構造と組織との縁部間に気密封止を提供
できる、曲げられる／折り畳み可能な構造を指す。一実施形態では、エラストマ構造は、
切断要素に機能的に連結され、エラストマ構造は、エラストマ構造と組織との間の液密封
止を提供し、エラストマ構造と組織との間に真空圧が印加される結果、切断要素を組織に
押し付ける圧力を生させることが可能になる。
【００３２】
　「切断要素」という用語は、圧力および／または電流の印加によって組織を切断するよ
うに設計された要素を指す。切断要素は、様々な材料から作ることができる。一実施形態
では、切断要素は、「電極」（たとえば、「電極セグメント」）を指す。電極の金属構成
要素は、ニッケル、金、鋼、銅、白金、イリジウムなどの適した金属の電鋳によって作る
ことができる。電極と心棒内のリードとの間の接続は、電気めっきまたは溶接によって作
ることができる。通常、電気切断要素の場合、切断要素に対する材料は導電性を有し、機
械切断要素の場合、材料は、膜に穴をあけるのに十分なほど堅い。また、電気切断要素と
機械切断要素のどちらの場合でも、材料は通常、組織切開部を通り抜けるために圧搾され
た後にその元の形状に戻るのに十分な弾性を有し、またはポリマー支持リングおよび／も
しくはポリマー支持リングが装着された吸引カップによって円形の形状に押し戻されるの
に十分な柔軟性を有する。たとえば、電気切断要素の場合、これらの材料は、ばね鋼、ス
テンレス鋼、チタンニッケル合金、黒鉛、ニチノール（ＮｉＴｉ合金「記憶金属」）、ニ
ッケル、ニッケルクロム合金、タングステン、モリブデン、または要素がその元の形状に
戻ることを可能にする任意の他の材料など、光化学エッチングによって作られた材料を含
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むことができる。電気切断要素に対する他の材料には、導電性エラストマが含まれ、導電
性エラストマには、互いに接触を確立し、放電の持続時間にわたって引き続き互いに接触
できる適当な形状の伝導性粒子（たとえば、銀、金、黒鉛、または銅）と混合されたエラ
ストマ（たとえば、シリコーンまたはポリウレタン）が含まれる。電気切断要素に対する
材料の追加の例には、エラストマ支持リング内に引留して伝導性要素を作ることができる
非常に細いワイア（たとえば、直径約１または２ミクロン）のコンプライアントメッシュ
（ｃｏｍｐｌｉａｎｔ　ｍｅｓｈ）が含まれる。さらなる例として、電気切断要素に対し
て、高伝導性金属（たとえば、金、アルミニウム、銅など）など、金属をポリマー支持体
上へスパッタリングすることによって作られた材料を使用することもでき、これらの材料
を使用して、ＲＦプラズマスパッタリングによって堆積された使用可能範囲（たとえば、
１から１０オーム）内の抵抗を有する非常に細い（たとえば、１ミクロン）の要素を作る
ことができる。
【００３３】
　機械切断要素に使用される材料は、とりわけ、光化学エッチングされた金属（たとえば
、ステンレス鋼）、または比較的堅いプラスチック（たとえば、フェノール樹脂）を含む
ことができる。個別の微細な歯を単結晶シリコンからエッチングすることができる。光化
学エッチングを使用して、たとえば２５ミクロン、または１２．５ミクロン、または５ミ
クロンなどの厚さを有する切断要素を作ることができる。
【００３４】
　「導体」という用語は、電荷を伝導する物質または媒体を指す。本明細書で導体として
使用される要素として「金」に言及するときはいつでも、限定ではなく例としてＰｔ、Ｃ
ｕ、Ｎｉ、Ｔａ、Ｉｒ、Ｒｅ、およびそれらの合金を含めて、良好な導体として適した代
替の材料を使用することもできることを理解されたい。導体は、加熱要素を指すことがで
きる。加熱要素は、限定ではなく例として金、Ｐｔ、Ｔａ、Ｉｒ、Ｒｅ、Ａｌ、Ａｇ、お
よびそれらの合金（たとえば、Ｔａ／Ａｌ、Ｐｔ／Ｉｒなど）、窒化タンタル、窒化チタ
ン、伝導性を有するようにドープされた炭化物などを含めて、多数の適した伝導性材料か
ら作ることができる。
【００３５】
　「絶縁体」という用語は、熱または電気が通過することを容易に可能にしない任意の材
料または物体、たとえば、非常に低い導電性もしくは熱伝導性を有する材料、またはその
ような材料から作られたものを指す。絶縁体は、限定ではなく例としてポリマー（たとえ
ば、カプトン、シリコーンなど）、ガラス（たとえば、化学強化ガラス）、セラミック（
たとえば、酸化タンタル、酸化チタン、非伝導性の酸化物、窒化物、およびオキシナイト
ライドなど）を含むことができる。
【００３６】
　「切断要素支持構造」、「電極支持構造」、または「支持構造」という用語は、切断要
素もしくは電極から延び、かつ／または切断要素もしくは電極に取り付けられて支持する
ために使用される構造を指す。いくつかの実施形態では、電極支持構造はエラストマであ
る。いくつかの実施形態では、支持構造はニチノールから作られる。電極支持構造などの
機械的な支持要素に使用される材料としてニチノールに言及するときはいつでも、限定で
はなく例として化学強化ガラス、ハイテン鋼、ステンレス鋼、ポリマー、カプトンなどの
任意の適した弾性材料に置き換えることもできることを理解されたい。いくつかの実施形
態では、電極支持体は、電極と、別の構造、たとえば注封材料またはエラストマ構造（た
とえば、吸引カップ）との間のインターフェースを提供する一連のタブを備える。いくつ
かの実施形態では、切断要素支持構造は、切断要素とは機械的に別個であるが、切断要素
に取り付けられる。他の実施形態では、切断要素支持構造は、切断要素の延長、たとえば
伝導性の電極の延長であり、電極支持構造セグメントはより伝導性が低く、支持構造から
延びる。他の実施形態では、切断要素支持構造は、互いに同じ材料から作られた切断要素
の延長であり、切断要素支持構造は、切断要素支持構造の周りで電流の流れを防止するた
めのノッチを有する。



(11) JP 6117808 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【００３７】
顕微手術／嚢切開装置
　本発明によって解決される問題は、所望の円形の経路の外側の組織を不注意で裂け目す
ることなく手動の嚢切開をどのように実行するかである。本発明を使用すると、裂け目は
、熱で弱くなった材料の場所をたどり、そのような場所は、電極（たとえば、円形の電極
）によって画定される。裂け目は、より強い低温の材料内へは進まない。一実施形態では
、本発明は、当該の正確な円形の経路において膜内の応力と膜の強度の両方を制御し、し
たがって望ましくないプロセスは生じないはずである。
【００３８】
　一実施形態では、本明細書に記載する顕微手術／嚢切開装置は、吸引力を使用して嚢膜
を円形の金属電極の縁部に接触させ、それによって膜上で正確に切断が望ましいところ、
たとえば嚢膜上の円で、電極と水晶体嚢との間に均一の円形の接触状態を確立する。次い
で、電気エネルギーが電極を一気に通過して、電極と膜の接触に沿って応力を引き起こし
、電極に沿って膜の切断を完了させることができる。電気パルスの持続時間は、１０ミリ
秒より小さく（好ましくは、約１０から１００マイクロ秒以下）、その結果、組織のわず
かな体積のみがそれによって加熱される。パルスの性質は、ＤＣまたはＡＣ（無線波、た
とえば１ＭＨｚ、もしくはマイクロ波、たとえば２．４ＧＨｚ）とすることができる。
【００３９】
　別の実施形態では、吸引カップを用いることなく、同様に切断を行うために、円形の金
属電極が水晶体嚢と均一に円形に接触するように注意深く配置される。
【００４０】
　一実施形態では、機械的に弾性の電極支持構造によって支持された円形の電極を備える
顕微手術／嚢切開装置が、本明細書に記載されている。この電極は、伝導性金属、たとえ
ば、限定ではなく例として金、白金、銅、ニッケル、タンタル、イリジウム、レニウム、
およびそれらの合金から作られる。機械的に弾性の電極支持構造は、弾性材料、たとえば
、限定ではなく例としてニチノール（たとえば、超弾性ニチノール）、化学強化ガラス、
ハイテン鋼、ステンレス鋼、ポリマー、カプトンなどから作られる。機械的に弾性の電極
支持構造が弾性材料から作られるこの実施形態では、それは、小さい角膜切開部を通って
顕微手術／嚢切開装置を挿入することが可能になるように変形し、次いで眼の前眼房内で
膨張してその元の形状に戻ることができる。一実施形態では、顕微手術／嚢切開装置は、
エラストマ構造（たとえば、吸引カップ）をさらに備え、エラストマ構造は水晶体嚢に取
り付けられる。次いで、吸引力によって嚢膜が引っ張られて電極に密接に接触し、電流が
０．０００５秒未満（好ましくは、０．０００１秒未満）だけ続き、その結果、膜が切断
される。いくつかの実施形態では、摘出された円形の断片は、装置の吸引チューブによっ
て吸い出すことができる。他の実施形態では、摘出された円形の断片は、吸引カップの頂
部に粘着させることによって眼から取り出すことができる。これらの実施形態について、
以下でより詳細に説明する。
【００４１】
　本発明のいくつかの実施形態では、電流が電極へ進んで電極を通ることから生成される
高温は、エラストマ構造に到達しない。これにより、装置の加熱によって引き起こされる
ガス抜けが防止される。一実施形態では、これは、高伝導性の回路を別個の切断要素とし
て切断要素支持構造上へ直接配置することによって実現される。電流は切断要素内を通っ
て優先的に流れ、支持構造は多くの熱を生成しない。したがって、エラストマ構造は高温
に到達しない。別の実施形態では、支持構造と切断要素との間に絶縁層（すなわち、絶縁
体）が配置される。この場合、切断要素は、支持構造と同じ材料であっても異なる材料で
あってもよい。別の実施形態では、支持構造は支持機能を提供するとともに、その縁部が
切断機能を提供する（すなわち、１つの構造が両方の機能を果たす）。この実施形態の一
態様では、支持構造の上部部分（エラストマ構造に接触している）は、電流が回路内で支
持構造の上部の周りを流れるのを防止するカットアウトを有する。支持構造の底部はカッ
トアウトを有しておらず、したがって切断要素（たとえば、電極）として作用することが
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でき、電流は、切断要素の周りで連続する経路を流れ、嚢の切断に必要な加熱を生成する
。この場合、カットアウトは、支持構造に対する任意の修正形態であり、支持構造のうち
エラストマ構造に取り付けられた部分の周りで電流の流れを抑制する。これらのカットア
ウトの結果、「タブ」を得ることができ、タブは、エラストマ構造の中心へ径方向に向け
ることができ、または円周方向に位置合わせされたままとすることができる。
【００４２】
　図１は、眼内で使用されている顕微手術／嚢切開装置１の側面斜視図である。図示され
ている眼の関連部分は、角膜６および水晶体嚢７の表面である。この装置では、エラスト
マ吸引カップ２が、吸引力によって水晶体嚢上に保持されている。吸引カップは、吸引の
ための配管および電流のための導電体を含む心棒４に取り付けられる。吸引カップ内では
、電極が嚢に対向している。装置は、角膜内に事前に作った切開部５を通って押し込まれ
た挿入器３を通って摺動する。
【００４３】
　本発明の一実施形態による顕微手術嚢切開装置を使用する方法のステップについて、以
下に説明する。
　１．粘性体（または他の潤滑性の材料）を吸引カップ２に塗布して、潤滑剤として作用
させる。
　２．吸引カップおよび電極を圧縮し（圧縮ツール内）、挿入器内に嵌合させる（図１は
、挿入器が取り付けられて心棒が摺動するハンドピース構造（後述）を示すものではない
ことに留意されたい）。
　３．吸引カップおよび電極を挿入器内へ摺動させる。
　４．角膜切開部５を作る（別個の眼科ツールを使用）。
　５．挿入器３を押し込んで角膜切開部に通す。
　６．吸引カップ、電極、および心棒を摺動させて挿入器から出し、眼に入れる。
　７．吸引カップが眼の前眼房に入った後、それはその円形の形状に戻る。
　８．外科医は、円形の電極の中心を眼の光軸上に位置決めする。
　９．吸引力を印加する。
　１０．吸引力により、吸引カップおよび電極を水晶体嚢に押し付ける。
　１１．電極に電流を流して嚢を切断する。
　１２．吸引力を遮断する。
　１３．任意選択で、吸引カップと水晶体嚢との間に逆方向の流体の流れを噴射させて、
吸引カップの把持を断つ。
　１４．装置および摘出された膜の断片を眼から取り出す。
【００４４】
　ステップ１、２、３、５、６、７、８、および９の後、システムコントローラは、電極
を通ってわずかな試験電流を送り、その抵抗を測定することができることに留意されたい
。抵抗が低すぎるまたは高すぎる場合、システムは、装置が破損しており、取り換える必
要があることを、外科医に警告する。抵抗の測定は、所望する場合、連続して行うことが
できる。上記のステップは、そのような方法の単なる一例であり、より少数または多数の
ステップを使用することもでき、所望に応じて、ステップを修正し、またはステップを時
間的に離間し、またはステップの順序を変えることができる（同じことが、本出願に記載
する他の方法／ステップの一覧にも当てはまる）。
【００４５】
　図２は、使用中の装置の横断面図を示す。電極９（たとえば、切断要素）は嚢７に接触
しており、嚢７は水晶体１０を密閉する。電極９は、弾性的に変形可能なリング１２（た
とえば、支持構造）によって支持される。吸引カップ２（たとえば、エラストマ構造）は
、吸引が開始したときに嚢による液密封止の形成を容易にするために、「スカート」また
は「リップ」８を有する。チューブ１１を通る流体の流れにより、吸引力が制御される。
【００４６】
　図３Ａは、吸引力によって電極９（たとえば、９Ｂ、９－ＯＤ（図３Ｂ）、または９－
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ＩＤ（図３Ｂ）、およびこれらの任意の組合せ）および吸引カップ２のスカート８に接触
させられている嚢膜７の概略横断面図を示す。電極は、弾性的に変形可能なリング１２に
よって機械的に支持され、弾性的に変形可能なリング１２は、注封材料１４によって吸引
カップに保持される。電気リード１３は、電極に電流を流す。いくつかの実施形態では、
電極９は、支持構造９Ｂの底部、支持構造９－ＩＤ（図３Ｂ）の内径、支持構造９－ＯＤ
（図３Ｂ）の外径、またはこれらの任意の組合せに沿って配置される。この構成のいくつ
かの実施形態を、後述する図３Ｃに、より詳細に示す。
【００４７】
　図３Ｂは図３Ａの修正形態を示し、嚢７を引っ張って電極９（たとえば、９Ｂ、９－Ｏ
Ｄ、または９－ＩＤ、およびこれらの任意の組合せ）および吸引カップ２のスカート８に
接触させる吸引力が増大されている。電極は、弾性的に変形可能なリング１２によって機
械的に支持され、弾性的に変形可能なリング１２は、注封材料１４によって吸引カップに
保持される。電気リード１３は、電極に電流を流す。
【００４８】
　図３Ｃは、本発明の特定の実施形態の弾性支持リングの底部上で電極（たとえば、金）
がめっきされる７つの場所の横断面図を示す。いくつかの実施形態では、弾性支持リング
は、超弾性ニチノールから作られる。各設計の結果、吸引力が印加されるときの膜内の引
っ張り応力およびせん断応力の大きさおよび分布が異なり、放電が生じた後の熱流および
その結果生じる温度の分布が異なる。一実施形態では、これらの電極は、本出願で後に論
じるように、せん断で嚢がはっきりと裂ける人々（たとえば、より高齢の成人）に対して
は、嚢の裂け目に高い引っ張り応力が必要な人々（たとえば、より若年の成人および子供
）向けに設計される電極とは異なる形で構成される。図３Ｃ－Ａは、本発明の一実施形態
による支持リングの底部に沿って位置する電極を示す。図３Ｃ－Ｂは、本発明の一実施形
態による支持リングの底部の内側寸法上に位置する電極を示す。図３Ｃ－Ｃは、本発明の
一実施形態による支持リングの底部の外側寸法上に位置する電極を示す。図３Ｃ－Ｄは、
本発明の一実施形態による支持リングの底部および底部の内側寸法上に位置する電極を示
す。図３Ｃ－Ｅは、本発明の一実施形態による支持リングの底部および底部の外側寸法上
に位置する電極を示す。図３Ｃ－Ｆは、本発明の一実施形態による支持リングの底部の内
側寸法および外側寸法上に位置する電極を示す。図３Ｃ－Ｇは、本発明の一実施形態によ
る支持リングの底部、底部の内側寸法、および外側寸法に沿って位置する電極を示す。こ
れらは、電極設計の単なるいくつかの例であり、電極は、所望に応じて他の形態で位置決
めすることもできる。異なる表面テキスチャは、膜と電極との間に異なる量の液体（たと
えば、粘弾性物質または適した潤滑剤）を閉じ込める。電極に沿って平滑な表面は、電極
から膜への直接の熱伝導を最大にする。図３Ｃに示す様々な電極設計は、本出願に記載す
る装置のいずれでも使用することができる。
【００４９】
　図４は、角膜内で使用中であり、水晶体の嚢膜上に載せられている装置１の側面図を示
す。図５は、装置１の正面図を示す。図６は、エラストマ吸引カップ２、電極リング支持
体１２、電極９（９Ｂ、９－ＩＤ）、注封材料１４、および吸引カップスカート８を有す
る装置の断面図を示す。一実施形態では、電極リング支持体１２は、吸引カップ２の加熱
を防止するために、非伝導性であり、または電極９より伝導性が低いものである。別の実
施形態では、電極支持リングの上部の周りの電流の流れを防止し、したがって吸引カップ
２の加熱を防止するために、電極支持リング１２の上部内へスロットまたは１もしくは複
数の他の切れ目が導入される。一実施形態では、スロットを含む電極支持リングは、電極
と同じ材料のものである。別の実施形態では、電極および電極支持リングは、連続する構
造の一部であり、電極は、電流の流れを可能にし、水晶体の嚢膜または他の組織に接触し
て電極に沿って裂けるようにする部分として画定される。構造のうち、電極支持リングと
して機能する部分は、電流の流れを可能にせず、エラストマ構造に接触している。この実
施形態もまた、吸引カップの加熱を回避する。図７は、装置の前面横断面図を示し、吸引
チューブ１１と、挿入器３の前縁部２０と、絶縁電気リードワイア１７と、電極ボンドパ
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ッド２６（図８参照）に結合されるワイア１７の端部１６とを示す。
【００５０】
　図８は、電極ボンドパッド２６と、ボンドパッドから電極への接続トレース２９とを見
ることができる底面図を示す。支持リング１２は、開口または孔１９を有し、注封材料１
４でリングを定位置にロックすることが可能になり、または注封材料がない場合、流体の
流れを生じさせて吸引力を確立することが可能になる。孔１９はまた、圧縮状態から膨張
するときに電極のもつれを回避するのに役立つ。吸引カップは、心棒に接続されるエラス
トマネック領域２１を有する。使用中、吸引力は、吸引カップを変形させて表面１８を引
っ張り、水晶体嚢に接触させる。本発明のいくつかの実施形態では、装置を用いてそれを
引き抜いたときに、摘出された円形の膜断片を眼から運び出すのに十分なほど嚢を表面１
８に粘着させる手段が提供される。いくつかの実施形態では、この粘着力は、膜のコラー
ゲンに粘着する化学基によって、もしくは微小で機械的な鋭利な点によって、または粘着
性の化学物質で被覆された鋭利な点の組合せによって提供することができる。一実施形態
では、小さい点の粘着性材料（たとえば、部分的に硬化させたシリコーンゲル）が、頂部
の中心に塗布される。別の実施形態では、頂部１８の小さい断片が、粘着性材料（たとえ
ば、シリコーンゲル）で被覆される。この粘着性の断片は、断片の圧縮中に自然に付着し
て眼に入るのを防止するために、可溶性の非粘着性層（たとえば、ポリビニルアルコール
、ＰＶＡ）で被覆される。眼に入れてから約１分未満で、ＰＶＡは拡散してなくなり、粘
弾性の溶液は、粘着性の被覆が膜に接触するのに十分に（吸引圧力による）、インターフ
ェースから流れ出る。特定の実施形態では、頂部１８のテキスチャは、流体が閉じ込めら
れないようにインターフェースから流れ出ることを可能にするために、その中に成型され
た凹凸を有する。これにより、それに付着して摘出された断片を眼から取り出すのに十分
に、表面１８が膜に接触することが可能になる。
【００５１】
　摘出された断片の保持および取出しに寄与する別の機構は、断片に接触する局所化され
た真空ラインである。これは、主吸引ラインが材料を吸引カップに戻して水晶体上のその
把持を断つステップ中にも断片に真空を印加できるように、主吸引ラインとは別個のライ
ンとすることができる。摘出された断片の保持および取出しに寄与する別の機構は、吸引
ラインに沿って吸引ライン内に位置する微小機械的な鋭利な点である。
【００５２】
　図９は、吸引カップまたは注封材料がない場合に見られるはずの装置を示す。弾性的に
変形可能な支持アーム２４が、領域２３を覆うように弾性的に変形可能なリング１２に結
合される（たとえば、スポット溶接による）。一実施形態では、弾性的に変形可能なリン
グ１２および支持アーム２４は超弾性ニチノールから作られ、支持アーム２４は、溶接（
レーザ溶接または電気抵抗スポット溶接）によって弾性的に変形可能なリング１２に結合
される。ニチノール部材は、帯状の箔から切断することができ（たとえば、レーザによる
）、溶接前に形状設定処理にかけることができる。支持アームは、心棒ブロック２２に取
り付けられ、心棒ブロック２２はまた、心棒（図示せず）の内腔内で絶縁ワイア１７およ
び吸引チューブ１１を引留する。心棒ブロック２２は、吸引カップ（シリコーン注封に粘
着するシリコーンカップ、またはポリウレタン注封に粘着するポリウレタンカップ）のネ
ック２１に結合される接着剤または注封材料（たとえば、シリコーンまたはポリウレタン
）にそれを機械的にロックする構造を有する。
【００５３】
　図１０は、図９に類似しているが、挿入器が取り出されており、心棒構造の外側層２５
を見ることができる。一実施形態では、この外側層は、ヒートシンク配管（たとえば、厚
さ約０．１ｍｍ未満のポリエステル）から構成される。
【００５４】
　図１１（底面が上向きになっている）では、電極９（９－ＩＤ）と、電気接続経路２９
と、ボンドパッド２６と、結合されたワイア端部１６と、任意選択の溶接部２８（リング
が最初は平坦な箔から作られる場合に存在することがある）と、吸引のために流体の流れ
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を可能にする貫通孔１９と、注封材料へのロック係合を提供する貫通孔３１とを見ること
ができる。貫通孔３１および１９の寸法は、所与の利用可能な厚さの箔またはシートスト
ックに対する弾性リングの剛性の微調整を可能にする。剛性は、リングが前眼房の内側で
その円形の形状に確実に戻ることができるのに十分なほど高くしなければならないが、そ
れは、挿入器３の内側の摺動のために摩擦力が最小になるように、可能な限り低くするべ
きである。
【００５５】
　本発明のいくつかの実施形態では、電流は、１つのリード内を、接続経路２９を介して
電極へ流れる。次いで、この電流の２分の１は、円形の電極の２分の１を通って時計回り
に流れ、電流の残りの２分の１は、円形の電極の残りの２分の１を通って、別の接続経路
（図示せず）を介して他方のリード（第１のリードから１８０度）へ反時計回りに接地ま
で流れる。一実施形態では、電流源は、所定の電圧に充電されたキャパシタである。
【００５６】
　本章では、発明者らは、加熱された電極をエラストマ吸引カップから熱的に分離してガ
ス抜けの可能性を回避する装置の一実施形態について説明する。電極は、０．０００１秒
（または０．００００１秒から０．００１秒の範囲内）で１０００℃（または５００℃か
ら１３００℃の範囲内）の温度に到達することができる。本発明の一実施形態では、電極
を形成するために、金などの良好な導電体が使用される。銅、銀、黒鉛、グラフェン、カ
ーボンナノチューブなどの他の材料を、導電体として使用することもできる。一実施形態
では、支持リングは超弾性ニチノールである。金が、裸のニチノール金属上に直接めっき
される場合、それが使用中に剥がれないように良好な付着を実現することができる。電流
の一部は金を通り、一部はニチノールを通る。電流のうち、各経路を通る留分は、経路の
抵抗に依存する。金は、オーステナイト相のニチノールより伝導性が約３４倍高い（マル
テンサイト相より伝導性が約３３倍高い）。印加応力のない超弾性ニチノールは、約８℃
を上回るとオーステナイトになり、角膜切開部を通り抜けるための変形中に応力が特定の
閾値を超過した場合のみ、マルテンサイト相を形成する。抵抗器を通って放散する電力は
Ｐ＝Ｉ２Ｒであるため、一実施形態では、発明者らは、可能な限り最初の体積内で電流を
最大にして電力密度を最大にし、したがって電力密度は、金の中で高くなり、ニチノール
の中で低くなる。また、金の比熱は、ニチノールの約１／３である。同じ質量の材料内で
放散されるエネルギーが同じである場合、ニチノール中の温度上昇は、金の１／３のみで
ある。したがって、一実施形態では、エラストマへの機械的接続は、ニチノールを通して
行われる。この実施形態では、エラストマに到達する最大温度は、ガス抜けが問題となる
はずの値を下回るように維持される。
【００５７】
　本発明の一実施形態では、弾性リング１２および電極の寸法は、次のとおりである。ニ
チノールリングの外径は５．５ｍｍ、内径は５．４５ｍｍ、高さは０．４ｍｍである。め
っきした金の厚さは約０．０１ｍｍ以下、幅は０．１ｍｍ、めっきした領域は、（１）内
径縁部、（２）外径縁部、（３）下縁部、（４）これらの任意の組合せである（たとえば
、図３Ｂ、および図３Ｃの実施形態Ａ～Ｇ参照）。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、ニチノールは、金めっきの前に電気絶縁層によって覆われる
。一実施形態では、金めっきの前にニチノールを電気絶縁層で覆う方法は、次のとおりで
ある。
　１．ニチノール部分を箔からレーザ切断する。
　２．ニチノール部分を電解研磨する。
　３．ニチノールリングおよび支持アームを「形状設定」する（それぞれの取付具に入れ
て約５００℃で約１０分間維持し、次いで水中で成分を急冷する）。
　４．リング縁部２８をともに溶接する（たとえば、レーザ、ティグ、または抵抗溶接）
（任意選択）。
　５．任意選択でニチノール支持アームをリングに溶接する。
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　６．制御された雰囲気炉内で熱酸化物を成長させる。
　７．シャドウマスク内にニチノール構造を設定する。
　８．接着剤層（たとえば、２５０オングストロームから１０００オングストロームのＴ
ｉ）をスパッタする。
　９．シード層（たとえば、２５０オングストロームから１０００オングストロームのＡ
ｕ（またはＮｉ））をスパッタする。
　１０．シャドウマスクから取り出す。
　１１．金（たとえば、厚さ１０ミクロン）をめっきする。
【００５９】
　上記の方法によって生成される装置は、装置の使用中にニチノールを通る電流の流れを
抑制する（絶縁層のため）。これは、エラストマ構造によって見られる温度上昇を低減さ
せ、装置はより効率的になる。やはり金を導体として使用することができるが、装置の機
能は電極材料とニチノールリングの伝導度の比に依存しなくなるため、より低い伝導性を
有する他の導体を使用することもできる。したがって、いくつかの実施形態では、ニッケ
ル、ステンレス鋼、または超弾性ニチノールなどのより高い融点の材料を、加熱された電
極に対する材料として使用することができる。これらの材料は、より高い抵抗率を有し、
したがって、金で実現されるものと同じ短い持続時間のパルスで同じ電力を得るには、よ
り高圧の放電が必要とされる。好ましい実施形態では、絶縁層（たとえば、酸化物または
窒化物）は、選択された印加電圧に対する放電中に電極から弾性支持リングへの著しい電
子輸送を防止するのに十分なほど厚い。
【００６０】
　金電極を超弾性ニチノール支持リングに取り付けるという目標を実現するために、多く
の技法が当技術分野では知られている。ニチノールが平坦なシートとして用いられる場合
、フォトリソグラフィを実行して、めっきが望ましくないところをマスクすることができ
る。別の技法では、形状設定および溶接後、金めっきの前に、円筒形の表面上でフォトリ
ソグラフィを実行することができる。
【００６１】
　図１２および図１３は、ニチノール支持アーム３０が金でめっきされて電極に対する電
気リードとして働く装置の一実施形態を示す。これにより、ワイア１７を吸引カップおよ
び心棒から取り除くことが可能になる。一実施形態では、支持アーム上の金の横断面積は
、電極のものよりはるかに大きく、したがって支持アームは使用中に高温にならない。ニ
チノールリング内の貫通孔により、金の貫通めっきが可能になり、その結果、金と金の結
合（またははんだ付け）を使用して、支持アームと電極支持リングの機械的接続、および
導電性支持アームと電極の電気的接続を行うことができる。本明細書に記載する装置はい
ずれも、伝導性支持アームを含むこの設計を含むように修正することができる。一実施形
態では、支持アームは、吸引力を印加するチャネルまたはチューブを含むように修正され
る（たとえば、支持アームは、吸引力を印加するチューブを形成するようにｕ字状チャネ
ルの形状で提供される（たとえば、図２５参照））。
【００６２】
　図１４は、本発明の一実施形態によるハンドピース上に装着された装置の概要を示す。
２つのアセンブリ、すなわち外側ハウジングと、外側ハウジングに対して摺動する内側ユ
ニットとが存在する。外側ハウジングは、スリーブ５０、ノーズピース５３、および挿入
器３から構成される。内側ユニットは、吸引を行う配管５６、導電体５５、サムスライド
５２、および心棒５７から構成される。摺動ユニットを動かすために、外科医は、案内ス
ロット５１に沿ってサムスライド５２を押す。スリーブ５０の各側面上の側面チャネル５
４は、圧縮チャンバ６０（図１７、図１８参照）のラッチアーム６１（図１７参照）に係
合する。
【００６３】
　図１５は、本発明の一実施形態によって、角膜切開部を通って装置を配備する一続きの
ステップを示す。
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　１．包装されているとき、吸引カップ２は、圧縮チャンバ６０内で圧縮ビーム５８間に
位置する（図１５Ａ）。
　２．使用者は、圧縮ビームをともに押し込み、したがって吸引カップは挿入器内腔幅よ
り狭くなる（図１５Ｂ）。
　３．吸引カップは挿入器内へ引き込まれる（図１５Ｃ）。
　４．圧縮チャンバはハンドピースから外されて破棄される（図１５Ｄ）。
　５．挿入器が角膜切開部内へ挿入され、吸引カップが挿入器から押し出される（図１５
Ｅ）。
【００６４】
　図１６は、漏斗状の受動圧縮構造５９を使用して装置を配備する一続きのステップを示
す。吸引カップは、使用者がサムスライド５２を圧縮チャンバから離れる方へ動かすと圧
縮を受ける。この実施形態では、それが挿入器３内へ引き込まれるときに、収束する側壁
５９が吸引カップ２を徐々に圧縮する。一実施形態では、圧縮チャンバは使用前に生理的
食塩水または粘弾性物質もしくは他の潤滑剤で満たされるため、摩擦は低い。圧縮チャン
バの床部および頂部は、吸引カップまたは電極を物理的に拘束し、吸引カップまたは電極
が平面から偏向するのを防止する。成形された収束する側壁がなければ、圧縮作業はすべ
て、挿入器への入口で行わなければならないはずであり、必要な力がより大きくなるはず
である。図１６Ｂで、吸引カップは完全に挿入器の内側に位置する。図１６Ｃで、圧縮チ
ャンバが取り外されている。図１６Ｄは、挿入器が角膜切開部および前眼房内に配備され
た吸引カップを通って押し込まれたときに見られるはずの装置を示す。一実施形態では、
低摩擦圧縮装置は、電極リングおよび電極を備えるが吸引カップをもたない装置に使用さ
れる。
【００６５】
　図１７は、本発明の一実施形態によるラッチアーム６１によってハンドピーススリーブ
５０上へラッチされた圧縮チャンバ１００の平面図を示す。包装されているとき、吸引カ
ップ２は応力を受けておらず、圧縮チャンバ内に位置し、圧縮チャンバは、圧縮ビーム５
８が互いの方へ動かされて吸引カップを圧縮するとき、それが垂直偏向しないように拘束
する。
【００６６】
　図１８は、本発明の一実施形態による２次元の漏斗状の形状を有する受動圧縮チャンバ
を示し、それが摺動してチャンバから挿入器に入るとき、収束する壁６２が吸引カップ２
を圧縮する。本明細書に記載する装置はいずれも、図１４～１８のハンドピースおよび方
法とともに使用することができる。
【００６７】
　図１９は、たとえばニチノールまたはステンレス鋼から作られる弾性リング６４を示す
。一実施形態では、弾性リング６４はステンレス鋼から作られ、弾性リングは、それを眼
内へ挿入するために必要な偏向中に恒久的なプラスチック変形を回避するのに十分な寸法
（たとえば、約０．０１ｍｍから約０．０２５ｍｍの壁厚さ）のものである。別の実施形
態では、弾性リング６４は、超弾性ニチノールから作られる。この場合、リングは、より
厚くすることができる（たとえば、約０．０５ｍｍから約０．０７５ｍｍの壁厚さ）。図
１９は、リングに取り付けられたワイアリード６５を備える一実施形態を示す。この実施
形態により、支持アームがワイアであるため、電極はより小さい剛性で浮遊することが可
能になり、装置のピッチおよびロール方向の運動範囲を増大させることが可能になる。こ
の実施形態は、エラストマ構造（たとえば、吸引カップ）の有無にかかわらず使用するこ
とができる。一実施形態では、ワイアリードは、ニッケルでめっきされた銅またはアルミ
ニウムから作られる。いくつかの実施形態では、ワイアリードは、溶接、はんだ付け、ま
たはろう付けを介して取り付けられる。いくつかの実施形態では、ワイアリードは、電極
の外側寸法に取り付けられる。本発明の一実施形態によれば、支持リングの底面上に、金
電極がめっきされる。
【００６８】
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　図２０は、本発明の一実施形態による電極支持リングに対するワイアリードの取付けの
拡大図を示す。支持リング６６内の孔または開口により、注封材料による吸引カップ内へ
の吸引力の流れおよび／またはロックが可能になり、また、圧縮状態から膨張するときに
電極のもつれを回避するのに役立つ。この設計で、電流は、リードからリング内へ流れる
。それは次いで、金電極と弾性リングの両方を通って流れる。金はニチノールまたはステ
ンレス鋼より伝導性が約３４倍高いため、金の中の電流密度はリング内より３４倍大きい
。電力＝Ｉ２Ｒであるため（ここで、Ｉは電流であり、Ｒは抵抗である）、金の中の電力
密度はリング内よりはるかに大きく、したがって金は、嚢膜を切断するのに十分なほど加
熱され、リングは、エラストマ（たとえば、シリコーンまたはポリウレタン）のガス抜け
が問題になるほどには加熱されない。本明細書に記載する装置はいずれも、図１９および
図２０の設計を含むことができる。
【００６９】
　図２１～２４は、電極に対する弾性支持体が、個別のタブ７５を有することによって、
電極を通る電流からエラストマ構造（たとえば、吸引カップ）を分離する本発明の一実施
形態を示す。一実施形態では、これらの個別のタブは、電極支持構造として作用する。タ
ブは、電極からの電流の漏れを防止することによって、エラストマ構造への熱流を低減さ
せる。一実施形態では、支持構造および電極は連続しており、タブは、エラストマ構造に
接続された上部部分のカットアウトであり、電流が回路内で支持構造の上部の周りを流れ
るのを防止する。支持構造の底部はカットアウトを有しておらず、したがって切断要素（
たとえば、電極）として作用することができ、電流は、切断要素の周りで連続する経路を
流れ、嚢の切断に必要な加熱を生成する。この場合、カットアウトは、支持構造に対する
任意の修正形態であり、支持構造のうちエラストマ構造に取り付けられた部分の周りで電
流の流れを抑制する。これらのカットアウトの結果、「タブ」を得ることができ、タブは
、エラストマ構造の中心へ径方向に向けることができ（図２１～２４に示す）、もしくは
円周方向に位置合わせすることができる（たとえば、エラストマ構造の円周を概略的にた
どる方向を指す。一例として図２５参照）、または他の形で位置決めすることができる。
これらのタブはまた、図２１～２４に示すものより短くても長くてもよい（たとえば、タ
ブのうちエラストマ構造内へ延びる部分を短くすることができる）。図２１は、適合する
封止スカート７３と、内腔７１を有するネックとを有するエラストマ構造７０を示す。金
電極７４および金リード７６が、エラストマ構造内に注封された超弾性ニチノール構造に
よって支持される。内側寸法８２および／または底部８１および／または外側寸法８０の
表面には、必要に応じて、金めっきを施すことができる（図２２）。一実施形態では、表
面７２は、摘出された膜断片に接着させることができ、その結果、それを装置とともに眼
から取り出すことができる。
【００７０】
　一実施形態では、電極は、垂直部材を備える。これらの垂直部材が狭いことで、いくつ
かのタブ７５（図２２）から構成された電極支持構造を熱伝導が進むのが防止される。本
発明の一実施形態による吸引カップに対するこの電極の取付けを、図２３に示す。いくつ
かの実施形態では、完全な回路は、電極支持構造の底部のみで電極の周りに位置し、電子
が支持構造を流れてエラストマ構造（たとえば、吸引カップ）に入るのを防止する。一実
施形態では、タブ７５は、シリコーンと比較すると本質的に剛性である。いくつかの実施
形態では、これらのタブは、ステンレス鋼または超弾性ニチノールから作られる。
【００７１】
　図２５は、本発明の一実施形態による支持構造および切断要素４００の別の設計の上面
斜視図である。使用の際には、電流は、剛性リード４０１から接続リード４０２を通って
電極リング４０３内へ流れることができる。電流は、電極リング４０３（すなわち、切断
要素）の周りを進み、接続リード４０５を通って剛性リード４０６へ流れる。任意選択の
リガメント４０７が、パルスの初めで蒸発するように設計され、その結果、それは、パル
スの残り期間中に存在して電流を伝導することはない。図２５には、引留タブ４０４も示
す。一実施形態では、切断要素は、引留タブ４０４（すなわち、支持構造）で吸引カップ
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の下面に装着された円形の切断要素である。いくつかの実施形態では、タブは、吸引カッ
プに取り付けられるように異なる形状を有することができ、たとえば図２２に示す湾曲タ
ブ７５とすることができる。この実施形態では、支持構造は支持機能を提供するとともに
、その縁部が切断機能を提供する（すなわち、１つの構造が両方の機能を果たす）。支持
構造の上部部分（エラストマ構造に接触している）は、電流が回路内で支持構造の上部の
周りを流れるのを防止するカットアウトを有する。支持構造の底部はカットアウトを有し
ておらず、したがって切断要素（たとえば、電極）として作用することができ、電流は、
切断要素の周りで連続する経路を流れ、嚢の切断に必要な加熱を生成する。この場合、カ
ットアウトは、支持構造に対する任意の修正形態であり、支持構造のうちエラストマ構造
に取り付けられた部分の周りで電流の流れを抑制する。これらのカットアウトの結果、「
タブ」を得ることができ、タブは、エラストマ構造の中心へ径方向に向けることができ（
たとえば、図２１～２４）、または円周方向に位置合わせすることができる（たとえば、
図２５）。特定の実施形態では、切断要素は、組織内で異なる形状の切開部が望ましい異
なるタイプの外科的処置に対して、他の形状（たとえば、長円形、正方形、方形、不規則
な形状、および他の形状）をとることができる。同様に、吸引カップもまた、他の形状を
とることができる。
【００７２】
切断機構
　嚢膜の切断は、次のように行われると考えられる。吸引力により、膜が電極を覆うよう
に引き伸ばされる。これにより、正確に切断が望ましい円のところで、膜に張力がかかる
。印加された力は、円の内側の材料を円の外側の隣接する材料から離れる方へ引っ張るよ
うに作用するが、膜は、この力のみから破断するには強すぎる。放電が電極を加熱すると
き、膜、水、および電極と膜との間に閉じ込められていることがある粘性体の中へ熱が流
れ始める。膜のうち電極に近接している領域の温度が増大するにつれて、膜材料はその機
械的強度を失う。膜は、水素結合、ファンデルワールス力、機械的に絡み合った分子鎖、
および共有結合によってともに保持される。温度が増大するにつれて、強度が増大する順
序、すなわちファンデルワールス、水素結合、機械的なもつれ、次いで共有結合の順序で
結合が破断する。共有結合が破断する前でも、加熱された領域は、局所的に溶解した状態
に近づいており、膜をそのまま保持する共有結合の数が小さい場合、引っ張り応力および
せん断応力は、膜を破断するのに十分なほど高くなることがある。同時に、この領域内の
水は、沸点を上回るまで加熱され続け、したがって膜内の圧力は増大し続ける。膜が弱く
なり、膜内の蒸気からの膨張圧力が局所的に高くなり、かつ引っ張り応力およびせん断応
力が遠い領域で印加されことはすべて、電極によって画定された円上で膜を破断するよう
に作用し続ける。膜と電極との間に閉じ込められた蒸気または膨張する粘性体によって、
追加の圧力が印加される。膜が破断した後、「溶解」した縁部は、冷却時に新しい水素結
合が形成されるときに再凝固する。これにより、新しい縁部は平滑になり、欠陥に集中す
る応力がなくなる。一実施形態では、顕微手術／嚢切開装置の高速切断機構は、その速度
のためにうまく機能する。それにより、エネルギー放電からの熱が約２５ミクロンを越え
て拡散する前に切断を行い、切断に使用されるエネルギーを、膜のうち結合の破断が必要
な体積内に閉じ込めることが可能になる。切断が完了した後、熱は３次元に拡散するが、
熱はほんの約０．１ジュールであり、したがって組織の全体の温度上昇は生じる。材料拡
散または大きな分子の凝固が生じるのに十分な時間またはエネルギーはない。
【００７３】
　成人の嚢がせん断できちんと裂け目することから、面内の分子間には共有結合の架橋が
ほとんどまたはまったくないことがわかる。分子は互いを越えて垂直に摺動することがで
き、このタイプの結合では、増大した温度がそれを弱くし、したがってそれは、より低い
印加応力で裂け目する。小児の嚢はより強靭であり、したがってそれらは、さらなる面内
架橋を有することがあり、これは、電極に対して異なる設計を必要とすることがある。図
３Ｃの電極設計を見ると、異なる分布のせん断応力および引っ張り応力を実現することが
でき、特定の応力の大きさは、吸引圧力ならびに放電のエネルギーおよび持続時間によっ
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て制御することができる。機械吸引力が増大するにつれて、熱エネルギー成分が低減しう
ることに留意されたい。顕微鏡的な溶解区間内で互いを越えて分子を摺動させるのに吸引
力のみで十分なほど大きい場合、蒸気膨張を生成する必要はない。したがって、電極の最
大温度を低減させることができる。
【００７４】
　現在実行されるように、白内障手術は、前眼房に「粘弾性材料」を充填した状態で行わ
れる。粘弾性材料とは、短期的には弾性の固体として挙動し、長期的には粘性の液体とし
て流動するものである。したがって、吸引力は、それが放電と一致するように短いパルス
として時間設定された場合、さらに増大させることができる。電極における嚢膜の機械的
な運動は、小さくすることができる（たとえば、０．００５ｍｍから０．０５ｍｍ）。吸
引力は、空胴化によって制限されるが、空胴化は進展するのに時間がかかり、パルスのタ
イミングは短すぎる（たとえば、０．０１０秒未満）。したがって、本発明の一実施形態
によれば、使用される順序は、次のようになるはずである。
　１．低レベルの吸引力を印加して水晶体に対する吸引カップの封止を確立する。
　２．高い吸引パルスを開始する（機械的なパルスは放電より遅い）。
　３．吸引力のピークで、電気パルスを放電する。
　４．吸引パルスを遮断する。
【００７５】
　一実施形態では、高い吸引パルスは、吸引カップから離れる方へ急速に動かすことがで
きるピストンによって心棒の内腔を充填することによって生成される。それは、遠くへ動
く必要はない（たとえば、それが大きい横断面を有する場合、０．０５ｍｍから１ｍｍ）
。この設計では、吸引カップの内部へつながるオリフィス面積を最大にするべきである。
一実施形態では、ピストンが心棒を占有しており、電極支持リングより上に位置するこの
ピストンからの延長（たとえば、幅１．５ｍｍ、厚さ０．１ｍｍ）は、吸引カップ内に到
達する（角膜切開部に入るための吸引カップの圧縮中、ピストンは心棒内へ引き込まれる
）。この延長はまた、摘出された膜断片を捕獲するための真空チャネルおよびオリフィス
を有する。
【００７６】
　図２６は、電極近傍の印加された力の概略横断面図を示す。電極のＯＤおよびＩＤ側面
にかかる吸引力は、弾性支持リングの底部に対して膜を定位置に締め付ける。せん断力は
、隅で最大になり、したがって電極は、隅（この場合、ＩＤ隅）に位置し、熱がそこにあ
る膜を弱くするとき、切断処理が行われる。低圧領域２０５では、より高い周囲圧力によ
り、膜（２０７）に作用する力２０９および２１０が生じ、締付け領域２０２、２０３、
２０４が膜を動けなくする。電極２０６が放電によって加熱されるとき、せん断力２０８
は、結合の熱的破断によってそれが弱くなったところで、膜を破断する。吸引カップ２０
０は単に、低圧領域２０５を周辺の流体環境の周囲圧力から分離する働きをする。
【００７７】
　膜がせん断力だけでは適切に裂け目しない小児の場合、引っ張り応力を増大させる設計
を使用することが役立つことがある。図２７は、電極（２０８）が弾性支持リング（２０
１）の底面上に位置する概略横断面図を示す。膜内でその場所に設置された静的応力領域
は、より引っ張りが強い（２２０）。次いで、放電が行われると、それは、成人の嚢切開
で切断を提供する場合に必要なものより大きいエネルギーを有するようになり、より高い
温度を実現して、膜内でさらなる膨張蒸気圧力を生成することができる。図２６および図
２７に示す力は、本明細書に記載する装置のいずれにも適用することができる。
【００７８】
吸引チャネルの代替的実施形態
　図２８および図２９の装置３００を見ると、吸引カップ２の内部全体にわたって（また
は所望する場合、一部に）ピストン３０１を配備することができる。それは、その独自の
真空源によって心棒４内の主吸引とは独立して封印された吸引チャネル３０２を有する。
ピストン３０１は、電極支持リング１２全体にわたって摺動する。図２９は、眼に入るた
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めの吸引カップの圧縮中にとるはずのその後退位置で、ピストンを示す。眼に入った後、
ピストンは、吸引カップ（図２８）を横切るように押し込まれるはずである。吸引パルス
を生じさせるために、ピストンは、その後退位置（図２９）へ急速に引き抜かれ、それに
よって吸引カップの内側の体積を低減させるはずである。そのような運動は、手動である
が、ばねもしくはソレノイドまたは他の機構によって行われるはずである。次いで、ピス
トンは、摘出された膜を吸引力によって捕獲するために、吸引カップの中心の方へ戻され
るはずである。次いで、主吸引チャネルは逆方向に進み、材料を吸引カップに入れて水晶
体上のその保持を解放するはずである。
【００７９】
　上記の説明は、実施形態の動作を説明するために含まれており、本発明の範囲を限定す
ることを意味するものではない。本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲のみによって限
定されるべきである。上記の議論から、本発明の精神および範囲によって包含されるはず
の関連技術の当業者には、多くの変形形態が明らかになるであろう。本明細書では、「一
実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」または「一実施形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉ
ｍｅｎｔ）」に対するあらゆる言及は、その実施形態に関連して記載する特定の要素、特
徴、構造、または特性が、少なくとも一実施形態に含まれることを意味する。本明細書の
様々な場所で見られる「一実施形態では」という語句は、必ずしもすべて同じ実施形態を
指すとは限らない。

【図１】 【図２】
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