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(57)【要約】
【課題】　混濁した水晶体と皮質を除去し、眼内レンズを挿入した後に、水晶体上皮細胞
が水晶体後嚢部に移動、増殖することによって発生する後発白内障を効果的に抑制し得る
眼内レンズを簡便に製造する方法、および該方法で製造されてなる眼内レンズを提供する
。
【解決手段】
　眼内レンズ素材に表面改質処理を施した後、極性媒体と接触させることを特徴とする眼
内レンズの製造方法および該方法で製造されてなることを特徴とする眼内レンズである。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼内レンズ素材に表面改質処理を施した後、極性媒体と接触させることを特徴とする眼
内レンズの製造方法。
【請求項２】
　極性媒体が、水、メタノールおよびエタノールから選ばれる一種以上を含むものである
請求項１に記載の眼内レンズの製造方法。
【請求項３】
　表面改質処理が、プラズマ処理または紫外線処理である請求項１または請求項２に記載
の眼内レンズの製造方法。
【請求項４】
　表面改質処理が、活性酸素処理である請求項１または請求項２に記載の眼内レンズの製
造方法。
【請求項５】
　眼内レンズが、軟性アクリル系素材からなる光学部を有する請求項１～請求項４のいず
れかに記載の眼内レンズの製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の方法で製造されてなることを特徴とする眼内レンズ。
【請求項７】
　少なくとも後嚢側に配置される面が表面改質処理されてなる請求項６に記載の眼内レン
ズ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼内レンズの製造方法および眼内レンズに関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、白内障を生じた水晶体の摘出後に挿入する眼内レンズにお
いて、術後発生する後発白内障を抑制可能な眼内レンズを製造する方法および該方法で製
造されてなる眼内レンズに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　近年、老人人口の増加に伴い老人性白内障患者の増加が目立ってきている。白内障は水
晶体が混濁する疾病であり、混濁の程度、領域および部位に応じて視力低下を誘引し、時
には失明する場合もある。白内障の治療は混濁した水晶体と皮質を除去し、眼鏡やコンタ
クトレンズによって視力を矯正するか、または眼内レンズを挿入するかのいずれかの方法
があるが、現在は、水晶体摘出後、嚢内に眼内レンズを固定する方法が一般的に広く実施
されている。
【０００４】
　しかしながら、この方法では、残存する水晶体上皮細胞が水晶体後嚢部に移動（遊走）
し、増殖することにより発生する後嚢部混濁が眼内レンズ光学部に広がり、後発白内障が
発生するおそれがある。このような眼内レンズ挿入後の後発白内障の治療法としては、Ｎ
ｄ：ＹＡＧレーザー光照射により混濁部を除去する方法が用いられている。しかし、この
方法は、装置が高価であり、また、眼底検査、光凝固や硝子体手術の妨げになるなどの課
題を有している（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
　一方、後発白内障の発生を抑制する方法としては、薬剤を用いる方法（例えば、特許文
献１参照）、眼内レンズ周辺部をシャープな形状とする方法（例えば、非特許文献１参照
）等が知られているが、眼内レンズと薬剤との新たな組み合わせを構築しなければならな
いことや、レンズ周辺部をシャープに仕上げるための精密加工等を追加する必要があるな
どの課題を有している。また、生体適合素材を眼内レンズ表面にコーティングする方法（
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例えば、特許文献２参照）なども提案されているが、充分に満足のいく結果は得られてい
ないのが現状である。
【０００６】
　このため、本願出願人は、後発白内障の発生を抑制可能な眼内レンズをより簡便に製造
する方法として、眼内レンズに表面改質処理を施し、眼内レンズと細胞との相互作用を制
御することによって後発白内障を抑制する方法を提案している（特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平９－２９１０４０号公報
【特許文献２】特表２００２－５１１３１５号公報
【特許文献３】特開２００６－２３８９１４号公報
【非特許文献１】西起史ら「眼内レンズの後発白内障抑制効果」、第１５回ヨーロッパ眼
内レンズ学会抄録、１９９７年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献３に記載の方法は、眼内レンズの表面改質により、接着タンパク質である
フィブロネクチンの眼内レンズに対する付着性を高め、フィブロネクチンを介した眼内レ
ンズと水晶体上皮細胞との接着性を高めることによって、術後発生する後発白内障の抑制
を可能とするものであると考えられ（例えば、松島博之ら「Ａｃｔｉｖｅ　ｏｘｙｇｅｎ
　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｆｏｒ　ａｃｒｙｌｉｃ　ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ　ｌｅｎｓ
ｅｓ　ｔｏ　ｐｒｅｖｅｎｔ　ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ　ｃａｐｓｕｌｅ　ｏｐａｃｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ」、Ｊ　ＣＡＴＡＲＡＣＴ　ＲＥＦＲＡＣＴ　ＳＵＲＧ－ＶＯＬ　３２，ＪＵ
ＮＥ　２００６　９０３－１０７０参照）、後発白内障の抑制に一定の効果を有するもの
であるが、昨今においては、後発白内障抑制効果のさらなる向上が求められるようになっ
てきている。
【０００８】
　本発明は、このような事情のもとで、眼内レンズ挿入後に発生する後発白内障を効果的
に抑制し得る眼内レンズを製造する方法、および該方法で製造されてなる眼内レンズを提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者等は、後発白内障抑制方法について鋭意検討を重ねてきた結果、驚くべきこと
に、眼内レンズ素材に表面改質処理を施した後、極性媒体と接触させることにより、眼内
レンズと水晶体後嚢部における上皮細胞との接着性が効果的に上昇し、良好な後発白内障
抑制効果が発揮されることを見出し、この知見に基づいて、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、
（１）眼内レンズ素材に表面改質処理を施した後、極性媒体と接触させることを特徴とす
る眼内レンズの製造方法、
（２）極性媒体が、水、メタノールおよびエタノールから選ばれる一種以上を含むもので
ある上記（１）に記載の眼内レンズの製造方法、
（３）表面改質処理が、プラズマ処理または紫外線処理である上記（１）または（２）に
記載の眼内レンズの製造方法、
（４）表面改質処理が、活性酸素処理である上記（１）または（２）に記載の眼内レンズ
の製造方法、
（５）眼内レンズが、軟性アクリル系素材からなる光学部を有する上記（１）～（４）の
いずれかに記載の眼内レンズの製造方法、
（６）上記（１）～（５）のいずれかに記載の方法で製造されてなることを特徴とする眼
内レンズ、および
（７）少なくとも後嚢側に配置される面が表面改質処理されてなる上記（６）に記載の眼
内レンズ
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を提供するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、眼内レンズ素材に表面改質処理を施した後、極性媒体と接触させて眼
内レンズを製造することにより、眼内レンズと水晶体後嚢部との接着性を効果的に向上し
得るため、水晶体上皮細胞の遊走や増殖に伴う後嚢部混濁も効果的に抑制することが可能
になる。
　従って、本発明によれば、後発白内障を効果的に抑制し得る眼内レンズを簡便に製造す
る方法を提供することができ、また、該方法で製造されてなる眼内レンズを提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の眼内レンズの製造方法は、眼内レンズ素材に表面改質処理を施した後、極性媒
体と接触させることを特徴とするものである。
【００１３】
　表面改質処理される眼内レンズ素材は、得られる眼内レンズに対応する形状を有するも
のであり、通常、光学部と支持部とを有し、例えば、光学部と支持部とを一体成形してな
るワンピース型のものや、光学部と支持部とを別々に作製した後、両者を接合したスリー
ピース型のものを挙げることができる。
【００１４】
　光学部の構成材料としては、特に制限はなく、軟質素材または硬質素材のいずれも用い
ることができるが、軟質素材を用いた場合は、折り曲げ可能な軟質レンズを得ることがで
き、施術時の取り扱いが容易になるため、より好適である。軟質素材および硬質素材を構
成する骨格成分としては、いずれも主構成単位としてアクリル系モノマーからなる構成単
位を含む重合物が挙げられる。
【００１５】
　軟質素材を構成する骨格成分としては、例えば、２－フェニルエチルメタクリレート、
３－フェニルプロピルメタクリレート、２－フェノキシエチルメタクリレート、２－フェ
ニルエチルアクリレート、３－フェニルプロピルアクリレート、２－フェノキシエチルア
クリレート、エチルアクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、イソブチルアクリレート
、イソアミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、２－ヒドロキシメタクリレート及び
Ｎ－ビニルピロリドンなどの中から選ばれる１種以上のモノマーからなる構成単位を主構
成単位として含む重合物を挙げることができる。
【００１６】
　硬質素材を構成する骨格成分としては、例えばメチルメタクリレート、エチルメタクリ
レート等から選ばれる１種以上のモノマーからなる構成単位を主たる構成単位として含む
重合物を挙げることができる。
【００１７】
　上記骨格成分を構成する各モノマーの重合に際しては、必要に応じて架橋剤を配合して
もよく、架橋剤としては、エチレングリコールジメタクリレート（ＥＤＭＡ）、ジエチレ
ングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチ
ルグリコールジアクリレート（ＮＰＧＡ）、１，４－ブタンジオールジメタクリレート、
１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、過酸化ベンゾイル、過酸化ジ－ｔｅｒｔ－
ブチル、過酸化ラウロイル、カンファキノン、ベンゾインメチルエーテルなどの中から選
ばれる１種以上を挙げることができる。
【００１８】
　架橋剤の使用量は、骨格成分を構成するモノマーの全量を１００重量部とした場合に、
０．３～７重量部であることが好ましく、特に０．５～５重量部であることが好ましい。
架橋剤の使用量が０．３重量部未満では導入効果が十分に発揮されないし、７重量部を超
えると架橋点が増えて脆くなり、機械的強度が低下する原因となる。



(5) JP 2009-45329 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

【００１９】
　さらに、上記光学部の構成材料を形成する際に、紫外線吸収成分を配合してもよく、紫
外線吸収成分としては、例えば、２－（２－ヒドロキシ－３－ｔｅｒｔ－ブチル－５－メ
チルフェニル）－５－（２－メタクリロキシエチル）ベンゾトリアゾールなどの紫外線吸
収機能を有するモノマーを挙げることができ、その使用量は、骨格成分を構成するモノマ
ーの全量を１００重量部とした場合に、０．１～４重量部であることが好ましく、特に０
．５～３重量部であることが好ましい。また、青視症補正のために、黄色着色成分を配合
してもよく、黄色着色成分としては、黄色発色団を有する４－（５－ヒドロキシ－３－メ
チル－１－フェニル－４－ピラゾリルメチル）－３－メタクリルアミノ－１－フェニル－
２－ピラゾリン－５－オンなどの黄色反応性モノマーを挙げることができる。
【００２０】
　上記各モノマーの重合手段としては熱、光、電子線等を挙げることができる。また、重
合開始剤としては、２，２’－アゾビス（イソブトロニトリル）（ＡＩＢＮ）、２，２－
アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２－アゾビス（２，
４－ジメチルバレロニトリル）、２，２－アゾビス（２－メチルプロピオニトリル）、２
，２－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）等のアゾ系開始剤や、ビス（４－ｔ－ブチ
ルシクロヘキシル）パーオキシジカードネート、ベンゾイルパーオキサイド、１，１，３
，３－テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、ｔ－ヘキシルハイドロパーオキサイ
ド、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド、３，５，５－トリメチルヘキサノールパーオキ
サイド等の有機過酸化物を挙げることができ、重合開始剤の添加割合は、骨格成分を構成
するモノマー全量を１００重両部とした場合に、０．１～２重量部であることが好ましく
、０．２～１重量部であることが特に好ましい。
【００２１】
　支持部の構成材料としても、特に制限はなく、上記光学部を構成する軟質素材または硬
質素材のいずれも用いることができるが、支持部が硬質素材からなる場合は、眼内レンズ
と水晶体後嚢部との接着性をより向上させることが可能になる。支持部の構成材料として
は、具体的には、ポリプロピレン（ＰＰ）やポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、フ
ッ素樹脂（ポリフッ化ビニリデン）、ポリイミド樹脂等から選ばれる１種以上を挙げるこ
とができる。
【００２２】
　本発明の方法において、表面改質処理される眼内レンズ素材の製造方法としては、特に
制限はなく、従来公知の方法を用いることができる。
【００２３】
　具体的には、（１）支持部形成材料からなる凹部を有するプラスチックディスクの上記
凹部に、光学部形成用モノマーを注入して重合させ、次いで所定形状に切削、研磨処理し
て眼内レンズを製造する方法、（２）光学部形成材料からなる棒状のプラスチック部材の
周辺部に、支持部形成用のアクリル系モノマーを満たして重合させ、次いで所定形状に切
削、研磨処理して眼内レンズを製造する方法、（３）眼内レンズ形状の空間を有する樹脂
型にモノマーを注入し、光学部と支持部を同一材料で成形する方法などを採用することが
できる。
【００２４】
　上記（１）の方法において、支持部形成材料からなる凹部を有するプラスチックディス
クを構成する素材としては、ポリアルキルメタクリレートや、フッ素樹脂（ポリフッ化ビ
ニリデン）、ポリイミド樹脂などが用いられる。
【００２５】
　また、上記（２）の方法において、支持部形成用のアクリル系モノマーとしては、上記
（１）の方法において、凹部を有するプラスチックディスクを構成する素材として例示し
たポリアルキルメタクリレートを形成するモノマーを挙げることができる。
【００２６】
　また、上記（３）の方法において、光学部と支持部を形成するモノマーとしては、上記
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光学部形成材料として例示した、軟質素材または硬質素材として用いられるアクリル系素
材合成用のモノマーを挙げることができる。
【００２７】
　本発明の方法においては、眼内レンズ素材に表面改質処理が施される。
　表面改質処理方法としては、眼内レンズ素材表面において、水晶体上皮細胞との接着性
を高める方法であれば特に制限されず、プラズマ処理または紫外線による処理が好ましく
、コロナ放電処理、グロー放電処理または紫外線／オゾン処理がより好ましい。表面改質
処理方法としては、特に、活性酸素を生じる処理（活性酸素処理）が好ましく、活性酸素
処理としては、酸素雰囲気下、紫外線を照射することにより、酸素分子からオゾンを生成
し、次いでオゾンから活性酸素を生成する紫外線／オゾン処理が好適である。活性酸素処
理においては、活性酸素種が眼内レンズを構成する炭素原子と反応して反応性の官能基（
－ＣＯＯ－）を生成することにより、その表面処理が施されると考えられる。　
【００２８】
　プラズマ処理する場合、電流強度や被処理物との距離は適宜設定することができ、また
処理雰囲気ガスとしては、酸素、空気、ＣＯ２、Ｎ２、Ｈ２、Ｈｅ、Ａｒ、Ｎｅ、Ｋｒ、
Ｘｅなどからなるガスから適宜選択することができる。
【００２９】
　紫外線により処理する場合、２１０ｎｍ以下の紫外線光を照射する方法や、紫外線／オ
ゾン処理が好ましく、紫外線／オゾン処理方法による場合、照射処理に用いる紫外光（活
性光）としては、１５０～３００ｎｍの波長領域に２つの発光ピークを有し、かつ酸素分
子を分解してオゾンを生成すると共に、該オゾンを分解して活性酸素種を生成する機能を
もつ光が好ましい。照射処理に用いる紫外光（活性光）としては、特に１８５±５ｎｍの
波長領域及び２５４±５ｎｍの波長領域に発光ピークを有する光を例示することができる
。
【００３０】
　酸素の存在下に、例えば１８５±５ｎｍの波長領域及び２５４±５ｎｍの波長領域に発
光ピークを有する光を照射することにより、まず１８５±５ｎｍの波長領域の光が酸素分
子を分解してオゾンが生成し、次に２５４±５ｎｍの波長領域の光が該オゾンを分解して
、高いエネルギーを持つ活性酸素種を生成するものと考えられる。上記活性光は、例えば
低圧水銀ランプによって発生させることができる。
【００３１】
　紫外光（活性光）照射時における雰囲気としては、酸素含有雰囲気であれば特に制限さ
れず、酸素雰囲気または空気雰囲気を挙げることができる。
【００３２】
　表面改質処理は、少なくとも眼内レンズ光学部の後嚢側に配置される面に対して行うこ
とが好ましい。また、前嚢切開縁の収縮を抑えるためには、眼内レンズの前嚢側周辺部も
含めて処理することが好ましく、ＹＡＧレーザー光照射による後発白内障治療を重視する
場合には、後嚢側中心部の処理を行わずに、周辺部を処理することが好ましい。
【００３３】
　このようにして、眼内レンズの光学部を表面処理することにより、光学部と接着タンパ
ク質であるフィブロネクチンの付着性が高まり、フィブロネクチンを介して、光学部と水
晶体後嚢部との接着性が向上し得るため、水晶体上皮細胞の水晶体後嚢部への移動、増殖
を抑制し得ると考えられる。このことは、Ｒｅｉｊｏ　Ｊ．Ｌｉｎｎｏｌａらによって、
フィブロネクチンが嚢への眼内レンズの光学部の接着性に重要な役割を果たしていること
が報告されていること（Ｊ　Ｃａｔａｒａｃｔ　Ｒｅｆｒａｃｔ　Ｓｕｒｇ　２０００；
２６：１７９２－１８０６）からも、裏付けられる。
【００３４】
　本発明の方法においては、上記表面改質処理を施した眼内レンズ素材を、極性媒体と接
触させる。
【００３５】
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　極性媒体としては、特に制限されないが、水、メタノールおよびエタノールから選ばれ
る一種以上を含むものが好ましく、水、メタノールおよびエタノールから選ばれるいずれ
か一種のみからなるものがより好ましい。これ等の媒体は、一般に眼内レンズ素材へのダ
メージが少ない上に、水は入手が容易であり、使用後の廃棄処理も容易である等の利点を
有し、アルコールも入手が比較的容易で、速乾性に優れることから接触処理後の水汚れを
防ぐことができる等の利点を有している。
【００３６】
　水を使用する場合、一般的な水道水でも問題ないが、汚れ等を考慮すると、伝導度が５
００μＳ／ｃｍ以下であるものが好ましく、０．０６～５０μＳ／ｃｍであるものがより
好ましい。また、ｐＨは５～９が好ましく、６～８がより好ましい。
【００３７】
　極性媒体の温度は、特に制限はないが、室温（０～４０℃）程度であることが好ましい
。極性媒体の温度が室温程度であることにより、眼内レンズ素材を安定した状態で、容易
にハンドリングすることが可能になる。特に眼内レンズ素材がアクリル系素材からなる場
合、グリスニング（眼内レンズの透明性が損なわれる現象であり、レンズ素材内部に含浸
した媒体とレンズ素材間の相分離によって生ずる媒体の泡に起因すると考えられる）を防
止する上からも、極性媒体の温度を室温程度とすることが好ましい。
【００３８】
　表面改質処理を施した眼内レンズ素材と極性媒体との接触方法に特に制限はなく、極性
溶媒中に眼内レンズ素材を浸漬する方法や、眼内レンズ素材に極性溶媒を噴霧する方法を
挙げることができ、極性溶媒中に眼内レンズ素材を浸漬する場合は、所望により超音波振
動を加えてもよい。眼内レンズ素材と極性媒体とを接触させた後、適宜乾燥処理を施して
もよく、乾燥処理方法としては、水などの蒸発跡が発生しないように、エアーブロー等が
好ましい。乾燥時の温度は、得られる眼内レンズのレンズ形状が変形しない程度であるこ
とが好ましく、例えば、常温～７０℃程度が好ましく、ハンドリング性を考慮すると室温
（０～４０℃）程度がより好ましい。
【００３９】
　眼内レンズ製造工程において、光学部の表面をプラズマ処理等により改質する場合には
、通常、均質な改質面に仕上げるために、汚れ等が付着しないように行われ、汚れ等が付
着している可能性がある場合には、表面改質を行う前に眼内レンズ表面を清浄化すること
が行われていた。これに対して、本発明の方法は、上記従来技術とは全く反対に、眼内レ
ンズ素材に表面改質処理を施した後、眼内レンズ素材と極性媒体を接触することにより、
得られる眼内レンズにおいて、光学部と水晶体後嚢部等における上皮細胞との接着性を向
上ならしめ、後発白内障を効果的に抑制し得たものである。
【００４０】
　次に、本発明の眼内レンズについて説明する。
　本発明の眼内レンズは、本発明の方法で製造されてなることを特徴とするものであり、
本発明の方法の具体的態様は、上述したとおりである。
【実施例】
【００４１】
　次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によっ
てなんら限定されるものではない。
【００４２】
　なお、以下の実施例および比較例において、水晶体上皮細胞の接着性および後発白内障
抑制効果は、以下の方法により評価したものである。
【００４３】
（１）水晶体上皮細胞の接着性
　水晶体上皮細胞は１０％ＦＢＳ（ウシ胎仔血清）を含むＭＥＭ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｅｓ
ｓｅｎｔｉａｌ　Ｍｅｄｉｕｍ）、３７℃、５％ＣＯ２で培養した。水晶体上皮細胞はコ
ンフルエントになるまで培養し、血球計算版を使用して細胞密度を３００００ｃｅｌｌｓ
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／ｍＬに調整した。上記水晶体上皮細胞としては、以下の実施例１～３、比較例１～４に
おいてはウサギ水晶体上皮細胞を用い、実施例４および比較例５においてはヒト水晶体上
皮細胞を用いた。
【００４４】
　各実施例および比較例で得られた眼内レンズと同一材料からなり、同一処理を施した、
円柱形状を有する試験片上に、上記調整後の培養液を滴下し、インキュベーター内（３７
℃、５％ＣＯ２）に６時間静置した。６時間後に１０％ホルムアルデヒドリン酸緩衝液を
加えて細胞の発育を停止させ、ＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）中で軽くすすぎ、適切な
サイズのディッシュで１２～２４時間固定した。その後、ヘマトキシリン・エオジンにて
染色（Ｈ・Ｅ染色）し、付着した水晶体上皮細胞を生体顕微鏡を用いて観察、撮影した。
【００４５】
　なお、ヘマトキシリン・エオシン染色（Ｈ・Ｅ染色）とは、組織学で組織薄片を観察す
るのによく使われる染色方法であって、ヘマトキシリンは青紫色の色素であり、これに染
まる組織をヘマトキシリン好性あるいは好塩基性といい、具体的には細胞核、骨組織、軟
骨組織の一部、漿液成分などが挙げられる。これに対して、エオシンは赤～ピンクの色素
であり、これに染まる組織をエオジン好性あるいは好酸性といい、具体的には細胞質、軟
部組織の結合組織、赤血球、線維素、内分泌顆粒などが挙げられる。
【００４６】
（２）後発白内障抑制効果
　術前より点眼薬（参天製薬（株）製、商品名「ミドリンＰＴＭ」）で散瞳した８週令の
白色家兎（約２ｋｇ）に全身麻酔をし、超音波乳化吸引術を施行して角膜切開創口よりレ
ンズを挿入した。
　術後２週間で家兎を安楽死させ、眼球を摘出し、１０質量％ホルマリンで固定した。脱
水後パラフィン切片を作成し、脱パラフィン処置後、ヘマトキシリン・エオジンにて染色
して、生体顕微鏡で眼内レンズ中央部を観察評価した。
【００４７】
　実施例１
　サンプル管に、眼内レンズの骨格成分を構成するモノマーとして、２－フェニルエチル
アクリレート（ＰＥＡ）、１，４－ビス（２－ヒドロキシエトキシ）フェニルアクリレー
ト（ＨＰＥＡ）、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）、トリフルオロエチルメタクリレート
（ＴＦＥＭＡ）を用い、表１に示す重量割合になるように調製した。調製に際しては、上
記骨格成分を構成するモノマーとともに、架橋剤として、ネオペンチルグリコールジアク
リレート（ＮＰＧＡ）、紫外線吸収成分として、２－（２－ヒドロキシ－３－ｔｅｒｔ－
ブチル－５－メチルフェニル）－５－（２－メタクリロイルオキシエチル）ベンゾトリア
ゾール（Ｔ－１５０）、黄色着色成分として、４－（５－ヒドロキシ－３－メチル－１－
フェニル－４－ピラゾリルメチレン）－３－メタクリルアミノ－１－フェニル－２－ピラ
リゾン－５－オン（ＨＭＰＯ）、重合開始剤として、２，２’－アゾビス（イソブチロニ
トリル）（ＡＩＢＮ）を、眼内レンズの骨格成分構成モノマーの総量に対して、それぞれ
、４．５重量部、１．５重量部、０．０３重量部、０．３重量部配合し、十分に撹拌する
ことで均質な混合液を得た。
【００４８】
　この混合液を、一対の上型と下型からなるポリプロピレン製成形型内に注入し、十分に
窒素置換した加圧重合炉で、０．２ＭＰａ／ｃｍ３の加圧下、所定の温度プログラム、す
なわち、室温から３０分で５０℃まで昇温し、１２時間保持した後、３００分で１００℃
まで昇温し、引き続き６０分で１２０℃まで昇温し、２時間保持した後に室温まで降温し
て重合を行い、その後常圧下１２０℃で１８時間乾燥した。得られた重合物は、上型およ
び下型の内部表面によって、それぞれ光学部および支持部の前後面が形成されてなるもの
であり、この重合物をフライス加工して光学部および支持部の側面輪郭形状を形成するこ
とにより、ワンピース型眼内レンズ素材を得た。
【００４９】
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　上記眼内レンズ素材を岩崎電気株式会社製「アイ－ＵＶ／オゾン洗浄装置（ＯＣ－４０
１２１２－Ａ－Ｔ）」のチャンバー内において、低圧水銀ランプ下１０ｍｍの位置に置き
、表面、裏面についてそれぞれ空気の存在下で活性光を９０秒間照射して、紫外線／オゾ
ン処理を施した。
【００５０】
　次いで、蒸留水（導電率５μＳ／ｃｍ）中に５分間浸漬処理した後、室温下クリーンエ
アーでエアーブローして残った水分を除去することにより、眼内レンズを得た。得られた
眼内レンズはエチレンオキサイドガスで滅菌処理した。
【００５１】
　また、上記眼内レンズ素材の作製に用いた混合液と同一の混合液をポリプロピレン製型
内に注入し、上記眼内レンズ素材の作製条件と同一の条件で処理することにより、直径１
４ｍｍ、厚さ１ｍｍの円柱状重合物を得た。この円柱状重合物に対して、上記眼内レンズ
素材への処理方法と同様の方法で、紫外線／オゾン処理、水中への浸漬処理および滅菌処
理を施すことにより、円柱状試験片を得た。
【００５２】
　本実施例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状
試験片を用いて、上述した方法で評価した。図１において、「実施例１」欄の写真は、本
評価時における顕微鏡写真であり、同欄には、長径が数μｍ程度の楕円形状で濃い青紫色
に染色された細胞核と、その周りに淡いピンク色に染色された細胞質とを有する水晶体上
皮細胞が示されている（水晶体上皮細胞の一部は、その外形を明確にするために四角形状
の黒い枠線で囲っている）。図１に示す評価結果から、本実施例で得た眼内レンズの表面
には、水晶体上皮細胞が重なりあって非常に高い密度で接着することが分かる。
【００５３】
　実施例２
　実施例１で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、実施例１と同様の方法で紫外
線／オゾン処理を施した後、ＡＳ　ＯＮＥ社製「近隣２週は超音波洗浄装置」にて超音波
振動させた蒸留水（導電率５μＳ／ｃｍ）中に５分間浸漬し、残った水分は、室温下クリ
ーンエアーでエアーブローして除去することにより、眼内レンズを得た。得られた眼内レ
ンズは、エチレンオキサイドガスで滅菌処理した。
　また、実施例１で用いたものと同一の円柱状重合物に対して、上記眼内レンズ素材への
処理方法と同様の方法で、紫外線／オゾン処理、水中への浸漬処理および滅菌処理を施す
ことにより、円柱状試験片を得た。
　本実施例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状
試験片を用いて、上述した方法で評価した。
　図１において、「実施例２」欄の写真は、本評価時における顕微鏡写真であり、同欄に
は、長径が数μｍ程度の楕円形状で濃い青紫色に染色された細胞核と、その周りに淡いピ
ンク色に染色された細胞質とを有する水晶体上皮細胞が示されている（水晶体上皮細胞の
一部は、その外形を明確にするために四角形状の黒い枠線で囲っている）。図１に示す評
価結果から、本実施例で得た眼内レンズの表面には、水晶体上皮細胞が重なりあって非常
に高い密度で接着することが分かる。
【００５４】
　比較例１
　実施例１で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、紫外線／オゾン処理と水中へ
の浸漬処理を行うことなく、エチレンオキサイドガスで滅菌処理を施して、眼内レンズを
得た。
　また、実施例１で用いたものと同一の円柱状重合物に対して、紫外線／オゾン処理およ
び水中への浸漬処理のいずれも行っていないものを、本例における円柱状試験片とした。
　本例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状試験
片を用いて、上述した方法で評価した。
　図１において、「比較例１」欄の写真は、本評価時における顕微鏡写真であり、同欄に
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おいては、内分泌顆粒と思われる染色物が確認されたものの、水晶体上皮細胞は、僅かに
確認できる程度であった（図１において、水晶体上皮細胞の一部を四画形状の黒い枠線で
示す）。
【００５５】
　比較例２
　実施例１で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、実施例１と同様の方法で紫外
線／オゾン処理を施した後、水中への浸漬処理を行うことなく、エチレンオキサイドガス
で滅菌処理して、眼内レンズを得た。
　また、実施例１で得たものと同一の円柱状重合物に対して、紫外線／オゾン処理を施し
た後、水中への浸漬処理を行っていないものを、本例における円柱状試験片とした。
　本例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状試験
片を用いて、上述した方法で評価した。
　図１において、「比較例２」欄の写真は、本評価時における顕微鏡写真であり、同欄に
おいては、水晶体上皮細胞が僅かに確認できる程度であった（図１において、水晶体上皮
細胞の一部を四角形状の黒い枠線で示す）。
【００５６】
　実施例３
　サンプル管に、骨格成分を構成するモノマーとして、２－フェニルエチルアクリレート
（ＰＥＡ）、１，４－ビス（２－ヒドロキシエトキシ）フェニルアクリレート（ＨＰＥＡ
）、トリフルオロエチルメタクリレート（ＴＦＥＭＡ）を用い、表１に示す重量割合にな
るように調製した。調製に際しては、上記骨格成分構成モノマーとともに、架橋剤として
、エチレングリコールジメタクリレート（ＥＤＭＡ）、紫外線吸収成分として、２－（２
－ヒドロキシ－３－ｔｅｒｔ－ブチル－５－メチルフェニル）－５－（２－メタクリロイ
ルオキシエチル）ベンゾトリアゾール（Ｔ－１５０）、黄色着色成分として、４－（５－
ヒドロキシ－３－メチル－１－フェニル－４－ピラゾリルメチレン）－３－メタクリルア
ミノ－１－フェニル－２－ピラリゾン－５－オン（ＨＭＰＯ）、重合開始剤として、２，
２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）を、骨格成分構成モノマーの総量に
対して、それぞれ、５重量部、１．５重量部、０．０２重量部、０．４重量部配合し、十
分に撹拌することで均質な混合液を得た。
【００５７】
　この混合液を一対の上型と下型からなるポリプロピレン製成形型内に注入し、十分に窒
素置換した加圧重合炉で、０．２ＭＰａ／ｃｍ３の加圧下、所定の温度プログラム、すな
わち、室温から６０分で４５℃まで昇温し、８時間保持した後、２０分で６０℃まで昇温
して２時間保持し、引き続き６０分で８０℃まで昇温し２時間保持した後、６０分で１０
０℃まで昇温後６時間保持した後に室温まで降温して重合を行い、その後常圧下１２０℃
で１８時間乾燥した。得られた重合物は、上型および下型の内部表面によって、それぞれ
光学部および支持部の前後面が形成されてなるものであり、この重合物をフライス加工し
て光学部および支持部の側面輪郭形状を形成することにより、ワンピース型眼内レンズ素
材を得た。
【００５８】
　次に、上記眼内レンズ素材に、実施例１と同様の方法で紫外線／オゾン処理を施した後
、実施例２と同様の方法で超音波振動させた蒸留水中に５分間浸漬処理し、残った水分は
室温下クリーンエアーでエアーブローして除去することにより、眼内レンズを得た。得ら
れた眼内レンズは、エチレンオキサイドガスで滅菌処理した。
【００５９】
　また、上記眼内レンズ素材の作製に用いた混合液と同一の混合液をポリプロピレン製型
内に注入し、上記眼内レンズ素材の作製条件と同一の条件で処理することにより、直径１
４ｍｍ、厚さ１ｍｍの円柱状重合物を得た。この円柱状重合物に対して、上記眼内レンズ
素材への処理方法と同様の方法で、紫外線／オゾン処理、水中への浸漬処理および滅菌処
理を施すことにより、円柱状試験片を得た。
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【００６０】
　本実施例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状
試験片を用いて、上述した方法で評価した。図２において、「実施例３」欄の写真は、本
評価時における顕微鏡写真であり、同欄には、長径が数μｍ程度の楕円形状で濃い青紫色
に染色された細胞核と、その周りに淡いピンク色に染色された細胞質とを有する水晶体上
皮細胞が示されている（水晶体上皮細胞の一部は、その外形を明確にするために四角形状
の黒い枠線で囲っている）。図２に示す評価結果から、本実施例で得た眼内レンズの表面
には、水晶体上皮細胞が重なりあって非常に高い密度で接着することが分かる。
【００６１】
　比較例３
　実施例３で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、紫外線／オゾン処理と水中へ
の浸漬処理を行うことなく、エチレンオキサイドガスで滅菌処理して、眼内レンズを得た
。
　また、実施例３で用いたものと同一の円柱状重合物に対して、紫外線／オゾン処理およ
び水中への浸漬処理のいずれも行っていないものを、本例における円柱状試験片とした。
　本例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状試験
片を用いて、上述した方法で評価した。図２において、「比較例３」欄の写真は、本評価
時における顕微鏡写真であり、同欄においては、水晶体上皮細胞が僅かに確認できる程度
であった（図中、水晶体上皮細胞の一部を四角形状の黒い枠線で示す）。
【００６２】
　比較例４
　実施例３で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、紫外線／オゾン処理を施した
後、水中への浸漬処理を行うことなく、エチレンオキサイドガスで滅菌処理して、眼内レ
ンズを得た。
　また、実施例３で得たものと同一の円柱状重合物に対して、紫外線／オゾン処理を施し
た後、水中への浸漬処理を行っていないものを、本例における円柱状試験片とした。
　本例で得られた眼内レンズに対するウサギ水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状試験
片を用いて、上述した方法で評価した。図２において、「比較例４」欄の写真は、本評価
時における顕微鏡写真であり、同欄より、比較例４においては、水晶体上皮細胞の接着密
度が実施例３に比較して低いことが分かる（図中、水晶体上皮細胞の一部を四角形状の黒
い枠線で示す）。
【００６３】
　実施例４
　ビーカー中に、眼内レンズの骨格成分構成モノマーとしてメチルメタクリレート（ＭＭ
Ａ）、架橋剤としてエチレングリコールジメタクリレート（ＥＤＭＡ）を、表１に示す割
合になるように調製し、上記ＭＭＡとＥＤＭＡの総量に対して、紫外線吸収成分として２
－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔｅｒｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５－クロロ
ベンゾトリアゾール（ＴＩＮＵＶ３２６）、黄色着色成分として４－［(１,５－ジヒドロ
－３－メチル－５－オキソ－１－フェニル－４Ｈ－ピラゾール－４－イリジン)メチル］
－２，４－ジヒドロ－５－メチル－２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－３－オン（Ｙ－３
Ｇ）、重合開始剤として２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）を、そ
れぞれ０．０５重量部、０．０１重量部、０．０５重量部を配合して、十分に撹拌するこ
とで均質な混合液を得た。
【００６４】
　この混合液を、ポリエチレン製チューブ（内径１５ｍｍ×長さ５００ｍｍ）内に注入し
、密栓をして３７．５℃の水中で１６８時間保持した。次いで、乾燥炉中、４０℃で１時
間保持し、６０℃まで４時間かけて昇温して９時間保持し、さらに９０℃まで６時間かけ
て昇温して９時間保持し、引き続き１２０℃まで６時間かけて昇温して９時間保持した後
に、４０℃まで１６時間かけて降温して、棒状の重合物を得た。
【００６５】
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　得られた棒状の重合物を厚さ５ｍｍにスライスしてディスク状物とし、このディスク状
物をミーリングマシンで切り出し、常法に従って切削・研磨することにより黄色に着色し
たワンピース型眼内レンズ素材を得た。
【００６６】
　上記眼内レンズ素材に対して、実施例１と同様の方法で紫外線／オゾン処理、水中への
浸漬処理および滅菌処理を施すことにより、眼内レンズを得た。
【００６７】
　また、上記眼内レンズ素材の作製に用いた棒状重合物を加工して円柱状重合物を得、こ
の円柱状重合物に上記眼内レンズ素材への処理方法と同様の方法で紫外線／オゾン処理、
水中への浸漬処理および滅菌処理を施すことにより、直径１５ｍｍ、厚さ１ｍｍの円柱状
試験片を得た。
【００６８】
　本実施例で得られた眼内レンズに対するヒト水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状試
験片を用いて、上述した方法で評価した。
【００６９】
　図３において、「実施例４」欄の写真は、本評価時における顕微鏡写真であり、同欄に
は、長径が数μｍ程度の楕円形状で濃い青紫色に染色された細胞核と、その周りに淡いピ
ンク色に染色された細胞質とを有する水晶体上皮細胞が示されている（水晶体上皮細胞の
一部は、その外形を明確にするために四角形状の黒い枠線で囲っている）。図３に示す評
価結果から、本実施例で得た眼内レンズの表面には、水晶体上皮細胞が高い密度で接着し
ていることが分かる。
【００７０】
　比較例５
　実施例４で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、実施例４と同様にして紫外線
／オゾン処理を施した後、水中への浸漬処理を行うことなく、エチレンオキサイドガスで
滅菌処理して、眼内レンズを得た。
　また、実施例４で得たものと同一の円柱状重合物に対して、紫外線／オゾン処理を施し
た後、水中への浸漬処理を行っていないものを、本例における円柱状試験片とした。
　本例で得られた眼内レンズに対するヒト水晶体上皮細胞の接着性を、上記円柱状試験片
を用いて、上述した方法で評価した。
　図３において、「比較例５」欄の写真は、本評価時における顕微鏡写真であり、同欄よ
り、比較例５においては、水晶体上皮細胞の接着密度が実施例５に比較して低いことが分
かる（図中、水晶体上皮細胞の一部を四角形状の黒い枠線で示す）。
【００７１】
　実施例１および実施例２と、比較例１および比較例２とを対比することにより、活性光
照射処理および水中への浸漬処理を行った実施例１および実施例２では、水晶体上皮細胞
の接着性が効果的に向上していることがわかる。
　また、実施例３と、比較例３および比較例４とを対比することによって、眼内レンズ素
材の構成材料が異なる場合であっても、活性光照射処理および水中への浸漬処理を行った
実施例３では、水晶体上皮細胞の接着性が効果的に向上していることがわかる。
　同様に、実施例４と、比較例５とを対比することによっても、眼内レンズ素材の構成材
料が異なる場合であっても、活性光照射処理および水中への浸漬処理を行った実施例４で
は、水晶体上皮細胞の接着性が効果的に向上していることがわかる。
【００７２】
　実施例５
　実施例３で得た眼内レンズを家兎眼に埋　植し、上述した方法で後発白内障抑制効果を
評価したところ、眼内レンズ中心部で極く軽度の水晶体上皮細胞の増殖が確認されたが、
単層であり、後発白内障抑制効果に優れていることが確認できた。生体顕微鏡写真によれ
ば、付着した上皮細胞の厚さは約１８μｍであった。
【００７３】
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　比較例６
　サンプル管に、支持部形成用モノマー液〔眼内レンズの骨格成分構成モノマーとしてメ
チルメタクリレート（ＭＭＡ）、架橋剤としてエチレングリコールジメタクリレート（Ｅ
ＤＭＡ）を、表１に示す割合になるように調製し、上記ＭＭＡとＥＤＭＡの総量に対して
、青色反応性染料として１－アニリノ－４－（４－ビニルベンジル）アミノアントラキノ
ン（ＡＱ－１）、重合開始剤として２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢ
Ｎ）を、それぞれ０．０６重量部、０．３重量部を配合したもの〕を入れ、十分に撹拌す
ることで均質な混合液を得た。
【００７４】
　この混合液をポリエチレン製チューブに満たし、栓をして、４０℃の水中にて４８時間
、さらに乾燥炉にて９０℃で１２時間重合を行い、直径１８ｍｍ、高さ５００ｍｍの棒状
のポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）重合物を得た。
【００７５】
　続いて、この棒状重合物の中心軸を中心にして半径約３ｍｍの穴を開けた後に、厚さ５
ｍｍにスライスして、ドーナツ状の穴あきディスクを得た。
【００７６】
　この穴あきディスクの穴あき部に対し、所定形状のポリプロピレン製型内で、光学部形
成用モノマー液を注入して、重合を行った。
【００７７】
　光学部形成用モノマー液としては、骨格成分を構成するモノマーとして、２－フェニル
エチルメタクリレート（ＰＥＭＡ）、ｎ－ブチルアクリレート（ｎ－ＢＡ）、パーフルオ
ロオクチルエチルオキシプロピレンメタクリレート（ＢＲＭ）を用いて、表１に示す重量
割合になるように調製し、上記骨格成分を構成するモノマーとともに、架橋剤として、エ
チレングリコールジメタクリレート（ＥＤＭＡ）、重合開始剤として、２，２’－アゾビ
スイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）、紫外線吸収成分として、２－（２－ヒドロキシ－３
－ｔｅｒｔ－ブチル－５－メチルフェニル）－５－（２－メタクリロイルオキシエチル）
ベンゾトリアゾール（Ｔ－１５０）を、骨格成分構成モノマーの総量に対して、それぞれ
、２重量部、０．３重量部、１．５重量部配合し、十分に撹拌することで均質な混合液と
したものを用いた。また、光学部形成用モノマー液を用いた重合は、所定の温度プログラ
ム、すなわち、室温から３０分で６０℃まで昇温して１２時間保持した後、６０分で８０
℃まで昇温し、２時間保持した。さらに、６０分で１００℃まで昇温し、６時間保持した
後に室温まで降温することにより行った。
【００７８】
　上記処理によって、中心部が軟性アクリル系樹脂で周辺部が青色ＰＭＭＡからなるディ
スクを得た。
【００７９】
　このディスクをミーリングマシンで切り出し、通常の方法で切削・研磨し、エチレンオ
キサイドガスで滅菌処理することで、青色のＰＭＭＡ支持部を持つ光学部径６ｍｍ（全長
：１３ｍｍ）の軟性アクリル系樹脂のワンピース型眼内レンズを作製した。
【００８０】
　上記眼内レンズを家兎眼に埋植し、上述した方法で後発白内障抑制効果を確認したとこ
ろ、眼内レンズ中心部で水晶体上皮細胞の増殖が確認され、実施例５と比べるとその増殖
層は明らかに厚く、生体顕微鏡写真によれば、付着した上皮細胞の厚さは約１１６μｍで
あった。
【００８１】
　比較例７
　比較例６で用いたものと同一の眼内レンズ素材に対して、実施例１と同様の方法で紫外
線／オゾン処理を施した後、水中への浸漬処理を行うことなく、エチレンオキサイドガス
で滅菌処理して眼内レンズを得た。
　上記眼内レンズを家兎眼に埋植し、比較例６と同様にして後発白内障抑制効果を確認し
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たところ、眼内レンズ中心部で水晶体上皮細胞の増殖が確認され、実施例５と比べると増
殖層は厚く、生体顕微鏡写真によれば、付着した上皮細胞の厚さは約３５μｍであった。
　実施例５と、比較例６および比較例７とを対比することによって、活性光照射処理およ
び水中への浸漬処理を行った実施例５の眼内レンズにおいては、眼内レンズ－水晶体嚢間
の増殖層が薄く、後発白内障抑制効果がより高いことがわかる。
【００８２】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
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【００８３】
　本発明によれば、後発白内障を効果的に抑制し得る眼内レンズを製造する方法を提供す
ることができ、また、該方法で製造されてなる眼内レンズを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の実施例および比較例における、眼内レンズに対する水晶体上皮細胞の接
着性を比較する図である。
【図２】本発明の実施例および比較例における、眼内レンズに対する水晶体上皮細胞の接
着性を比較する図である。
【図３】本発明の実施例および比較例における、眼内レンズに対する水晶体上皮細胞の接
着性を比較する図である。

【図１】 【図２】
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