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(57)【要約】
角膜内レンズを患者の角膜の中に挿入することによる患
者の視力を矯正するための方法が提供される。レンズは
、角膜ポケットの所望の形状に一致する形状をもつ開口
部を有するマスクを用いて作成された角膜ポケットの中
に挿入される。マスクが開口部の外部のレーザを遮断す
るため、レーザはマスクの形状により定められる領域中
の角膜内の組織を切除する。様々な角膜マスクの形態を
用いて様々な角膜レンズの形状および大きさに適応させ
ることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　角膜内キャビティを作成するための方法であって、
　開口部の領域が所望の角膜内キャビティの形状に一致するような開口部を有するマスク
を用意するステップであって、前記マスクは電磁放射線に対して不透過であり；
　角膜の前に前記マスクを位置させるステップであって、前記角膜は前側表面と後側表面
を有し；
　前記前側表面と前記後側表面の間の前記角膜の内部の所定の深度に電磁放射線のビーム
を集中させて前記電磁放射線が前記所定の深度で角膜組織を切除することにより、角膜内
キャビティを前記角膜に形成するステップであって、前記マスク開口部の前記領域内で前
記電磁放射線のビームを移動させて前記開口部の前記領域と実質的に同じ形状を有する角
膜内キャビティを作成する；方法。
【請求項２】
　前記角膜に、前記角膜の前側表面から前記所定の深度まで入口通路を形成することをさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記角膜内キャビティが角膜ポケットである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記角膜内キャビティが角膜フラップで覆われている、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　所望の角膜内キャビティの前記形状に少なくとも１つのストレート部分が含まれる、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　所望の角膜内キャビティの前記形状に少なくとも１つの湾曲部分が含まれる、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　所望の角膜内キャビティの前記形状に、少なくとも１つのストレート部分と少なくとも
１つの湾曲部分が含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　所望の角膜内キャビティの前記形状に、一対のストレート部分が含まれる、請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　前記ストレート部分の対が互いに平行である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記電磁放射線がレーザから出射される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記焦点が既知の直径を有し、前記角膜ポケットの厚さが前記焦点の直径と実質的に同
じである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記角膜ポケットの厚さが前記焦点の直径よりも大きくなるように、第２の所定の深度
において、前記開口部の領域内で前記電磁放射線のビームを移動させるステップを繰り返
すことをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　患者の視力を矯正するための方法であって、
　角膜内レンズを用意するステップと；
　角膜ポケットの輪郭を定める開口部を有するマスクを用意するステップであって、前記
マスクが電磁放射線に対して不透過であり；
　前記患者の角膜の前に前記マスクを位置させるステップであって、前記角膜が前側表面
および後側表面を有し；
　前記前側表面と後側表面の間の前記角膜の内部の所定の深度に電磁放射線のビームを集
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中させることにより前記角膜に角膜ポケットを形成するステップであって、前記電磁放射
線が前記所定の深度で角膜組織を切除し；
　前記電磁放射線のビームを前記開口部の領域に亘って移動させるステップであって、前
記マスクが前記角膜ポケットの前記輪郭の外側の組織の切除を防止し；
　前記角膜に前記角膜の前側表面から前記所定の深度まで前記ポケットと連通する入口通
路を形成するステップと；
　前記角膜内レンズを前記角膜ポケットの中に挿入するステップと；
　を含む、方法。
【請求項１４】
　前記レンズが屈折レンズである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記角膜ポケットの厚さが前記焦点の直径よりも大きくなるように、第２の所定の深度
において、前記開口部の領域内で前記電磁放射線のビームを移動させるステップを繰り返
すことをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記角膜ポケットの厚さが変化し、対応するレンズ領域に亘るレンズの厚さと実質的に
同じとなるように、さらなる所定の深度において、前記開口部の領域の部分内で前記電磁
放射線のビームを移動させるステップを繰り返すことをさらに含む、請求項１５に記載の
方法。
【請求項１７】
　角膜ポケットを作成するためのマスクであって、前記マスクは、
　開口部を有する構成要素を含み、前記構成要素は、ある電磁放射線の波長に対して不透
過であり、
　前記開口部は、角膜ポケットの輪郭を定める、
　マスク。
【請求項１８】
　前記マスクにおける前記開口部は、弧状部分と前記弧状部分に隣接するストレート部分
とを含む、請求項１７に記載のマスク。
【請求項１９】
　前記ストレート部分には、前記弧状部分から離間するように径方向に延出するストレー
ト部分が含まれる、請求項１８に記載のマスク。
【請求項２０】
　前記ストレート部分には、前記弧状部分から径方向に延出する共に、前記弧状部分の両
側に配置された第１および第２のストレート部分がさらに含まれる、請求項１９に記載の
マスク。
【請求項２１】
　前記ストレート部分は、前記弧状部分から離間するように径方向に延出する平行の縁部
を含む、請求項１８に記載のマスク。
【請求項２２】
　前記ストレート部分が、前記弧状部分から離間するように径方向に延出する平行でない
縁部を含む、請求項１８に記載のマスク。
【請求項２３】
　前記開口部には、角膜全体に亘って延出するストレート部分が含まれる、請求項１７に
記載のマスク。
【請求項２４】
　少なくとも１つの弓形の開口部をさらに含む、請求項１７に記載のマスク。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２００６年３月９日出願の米国特許仮出願第６０／７８０，３６５号の利益
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を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、一般に、角膜内屈折レンズを受け入れる角膜ポケットを形成する方法に係り
、より具体的には、該レンズを受け入れる角膜ポケットの形状を定めるマスクに関する。
【背景技術】
【０００３】
　角膜内屈折レンズは、視力不足および屈折異常を矯正するための眼鏡および眼球外コン
タクトレンズの実行可能な代替物を提供する。角膜内屈折レンズは、視力不足を矯正する
ための多くの利点を提供する。角膜内レンズは、視覚異常のある眼の角膜の開口部に挿入
することができる。従来の幾つかの角膜に基づく手法は、視力不足を矯正するために角膜
の内側部分の外科的な再形成を伴うものである。これらには、レーシック（ＬＡＳＩＫ：
ｌａｓｅｒ－ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｉｎ－ｓｉｔｕ　ｋｅｒａｔｏｍｉｌｅｕｓｉｓ）と呼
ばれる手法が含まれる。しかし、そのような外科的な再形成は可逆的でなく、結果として
永続的な視覚異常を作り出す何らかの危険性を患者にもたらす。対照的に、角膜内レンズ
を用いた手続は可逆的である。また、典型的な外科的な角膜再形成手術では、角膜のさら
なる外科的変形のためのアクセスを可能にするために角膜のフラップ全体が持ち上げられ
る。角膜内レンズを挿入するために用いられる手術では、角膜のフラップは持ち上げられ
ず、むしろポケットが一般に角膜組織の中に形成され、それはより多くの角膜表面を無傷
のまま残すので、その結果治癒を平易にする。それでもやはり、そのような角膜内レンズ
のためのポケットの外科的作成は正確に行うことが困難である。
【０００４】
　ファインゴールドの米国特許第６，５９９，３０５号には、角膜ポケットを作成するた
めの角膜ポケットケラトーム装置、および角膜ポケットの中に挿入され、保持されて矯正
を達成するレンズが開示されている。角膜ポケットケラトームは角膜の中に正確な寸法の
ポケットを作成する。角膜ポケットケラトームには、角膜ポケット形成の間に対象の眼に
接触する切断ヘッド要素を有する駆動ユニットが含まれ、また、ポケットを形成するため
に角膜の中に向かって前方に延びると同時に横方向に振動するブレードアセンブリが含ま
れる。
【０００５】
　角膜内レンズのための角膜ポケットは、電磁放射線、例えばレーザを用いて作成するこ
ともできる。レーザによる手続の利点の１つは、それらが切開の必要なく角膜内の組織を
切除することができることである。角膜内組織のレーザ切除を伴う手法は、角膜を再形成
するための基質内光破壊手法を開示する、ジュハズらの米国特許第５，９９３，４３８号
に教示されている。ジュハズ特許に開示されるように、パルスレーザビームは角膜組織を
通過して伝播され、角膜表面下で基質と呼ばれる層のある点に集束される。レーザエネル
ギーは、極端に短いパルス持続時間により時間的に、および非常に小さなスポットサイズ
により空間的に集中され、光学破壊およびプラズマ形成と称されるプロセスを誘導する非
常に高い電場を作り出す。物理的な経路を必然的に提供することなく表面下の位置に到達
する能力により、破壊される組織の総量を最小化しつつ、所望の形状を有する基質の空隙
またはポケットの作成を可能にする。
【０００６】
　レーザ切除手法の角膜ポケットの作成への適用は、ジュハズらの米国特許出願公開第２
００３／００１４０４２号に開示されており、それにはパルスレーザを用いて角膜インプ
ラントを収容するために適した角膜ポケットを作成するための手法が開示されている。角
膜ポケットが作成されると、次にインプラントの挿入のための入口通路が作成される。
【０００７】
　角膜ポケットを作成するために用いられる外科的手続により多くの試みが提案されてい
る。角膜ポケットの作成は困難であり、複雑な外科的手続である。自動化されたプロセス
が角膜外科手術に有用である。例えば、角膜ポケットを作成する際にレーザの深度および
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焦点を制御することのできるレーザ手術システムがある。しかし、ポケットの輪郭を生成
するために横方向の運動を制御するためのプログラム可能な手術機器はすぐに利用できる
ことができないか、あるいは、とても複雑化されていて多くの適用については高価である
。ＬＡＳＩＫ手続に用いられるものなど、幾つかのレーザ手術システムはプログラムされ
て横方向の運動を制御することができる。しかし、一般に、そのようなシステムは、角膜
ポケットでなく角膜フラップを生成するために設計されており、角膜ポケットの作成のた
めに容易に変更することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のように、角膜ポケットを作成するための外科的手続を改良する手法に対する必要
性がある。また、手術をより容易に、より正確に、より迅速にする角膜ポケットを作成す
るための外科的手続の改良に対する必要性がある。また、高価かつ複雑なプログラム可能
な機器を必要としない、角膜ポケットを作成する際に外科医を支援するための手法に対す
る必要性がある。また、正確に予測可能かつ反復可能な方法で、かつレンズが適切に位置
付けられ方向付けられたままでいるようなやり方で、適切な矯正レンズを角膜内に外科移
植することによる、視覚異常を矯正するための方法に対する必要性がある。また、逆行さ
せることができ、広範な視覚異常の矯正を可能にする、視覚異常を矯正する方法に対する
必要性もある。また、異なる形状の角膜内レンズとともに使用するための、異なる形状を
有する角膜ポケットを作成する効率的な方法に対する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様では、角膜内キャビティを作成するための方法は、開口部の領域が所望
の角膜内キャビティの形状に一致するような開口部を有するマスクを用意するステップで
あって、マスクは電磁放射線に対して不透過であり；角膜の前にマスクを位置させるステ
ップであって、角膜は前側表面および後側表面を有し；電磁放射線が所定の深度で角膜組
織を切除するように、前側表面と後側表面の間の角膜の内部の所定の深度に電磁放射線の
ビームを集中させることにより角膜内キャビティを角膜に形成するステップであって、前
記マスク開口部の領域内で電磁放射線のビームを動かして前記開口部の領域と実質的に同
じ形状を有する角膜内キャビティを作成すること；を含む。
【００１０】
　本発明の他の態様では、患者の視力を矯正するための方法は、角膜内レンズを用意する
ステップと；角膜ポケットの輪郭を定める開口部を有するマスクを用意するステップであ
って、前記マスクは電磁放射線に対して不透過であり；患者の角膜の前にマスクを位置さ
せるステップであって、角膜は前側表面および後側表面を有し；前側表面と後側表面の間
の角膜の内部の所定の深度に電磁放射線のビームを集中させることにより角膜に角膜ポケ
ットを形成するステップであって、電磁放射線は所定の深度で角膜組織を切除し；電磁放
射線のビームを前記開口部の領域に亘って移動させるステップであって、マスクは角膜ポ
ケットの輪郭の外側の組織の切除を防止し；角膜に角膜の前側表面から所定の深度までポ
ケットと連通する入口通路を形成するステップと；角膜内レンズを角膜ポケットの中に挿
入するステップと；を含む。
【００１１】
　本発明のさらなる態様において、角膜ポケットを作成するためのマスクが提供され、前
記マスクは開口部を有する構成要素を有し、前記構成要素は電磁放射線のある波長に対し
て不透過であり、前記開口部は角膜ポケットの輪郭を定める。
【発明の詳細な説明】
【００１２】
　以下の詳細な説明は、現在、意図される本発明を実施する最良の態様である。本発明の
範囲は添付の特許請求の範囲に最もよく定められるものであって、その詳細な説明は限定
する意味に取られるべきものでなく、本発明の一般的な原理を説明する目的のためだけに
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なされるものである。
【００１３】
　概して、本発明は、患者の視力不足の矯正のための方法に関する。本発明はまた、マス
クを用いて患者の眼の中で角膜内レンズを受け入れるための角膜内ポケットを作成するた
めの方法に関する。本発明は、さらに、様々な角膜ポケットの形態を作成するための様々
なマスクの形態に関する。
【００１４】
　先行技術とは対照的に、本発明の幾つかの実施形態では、マスクを使用して、レーザに
より作成された角膜内ポケットが所望の形状に合致するようことを保証する。これにより
、外科医は、費用がかかり複雑なプログラム可能な機器を必要とすることなく、正確かつ
迅速にポケットの形状を制御することができる。また、本発明の幾つかの実施形態では、
異なる形状および大きさの角膜内レンズをさらに容易に挿入するため、および、無傷のま
ま残る角膜の表面を最大化し、それにより治癒を促進するために、多様な異なる角膜内ポ
ケットの形状を作成することができる。角膜上の弓形の切り込みの作成などのその他の外
科的手続も、本発明の幾つかの実施形態に従ってマスクを用いてなされうる。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に従って角膜内ポケットを作成するレーザ手術のためのレー
ザ手術装置１０を示す。レーザ手術装置１０には、好ましくは、実質的に一定のパルス持
続時間およびパルスエネルギーをもつレーザパルスの連続列を有する光源ビーム１４を生
成し制御することのできるレーザ光源１２が含まれうる。レーザ手術装置１０の一実施形
態では、光源ビーム１４は、およそ５００ピコ秒～１０フェムト秒の間のパルス持続時間
、８００ナノメートルよりも長い波長、およそ６μＪのパルスエネルギーを備えている。
【００１６】
　レーザ手術装置１０には、整形されたレーザビーム１８を形成し、整形されたレーザビ
ーム１８を眼２２の角膜２８の方へ、およびその中に向けるための光学システム１６がさ
らに含まれる。また、図１には、以下に詳細に説明されるように、レーザビーム１８に曝
される角膜の領域を制御するために用いられるマスク２４が示されている。
【００１７】
　図２は、本発明の実施形態に従って角膜内レンズ２６が眼の中に配置された眼２２の前
側部分の断面図である。図２に示される本発明の実施形態では、角膜内レンズ２６は眼２
２の角膜２８の中に配置されてよく、眼２２の前眼房３０を部分的に囲みうる。図２には
虹彩３２も示されている。本発明の実施形態に従って、レンズ２６は、図１に示されるレ
ーザ手術装置１０を用いて形成される角膜ポケット２９の形成後に角膜２８内に挿入され
る。
【００１８】
　角膜内レンズ２６は、図面に示される形態に限定されず、様々な形状、例えば円または
楕円などを有してよい。幾つかの実施形態では、角膜内レンズ２６はドーナツ様の形態を
有してもよい。角膜内レンズ２６の大きさおよび形状は、幾つかの場合では、角膜ポケッ
トの大きさおよび形状を決定する。そのような角膜ポケットの様々な実施形態は、以下に
記載され、図６Ａ～図６Ｆに示される。
【００１９】
　角膜内レンズ２６は、好ましくは、内部眼組織の適正な酸素化を可能にする十分なガス
拡散を許容する生体適合性材料で形成されてよい。そのような材料としては、シリコーン
、ヒドロゲル、ウレタンまたはアクリルが挙げられうる。また、レンズが水和するとある
程度膨潤する親水性材料でできていることも望ましい。そのような材料、例えば、ヒドロ
ゲルは周知であり、幾つかの現在のコンタクトレンズに用いられている。
【００２０】
　角膜内レンズ２６の光学特性は、限定されないが、近視（ｍｙｏｐｉａ）（近視（ｓｈ
ｏｒｔ　ｓｉｇｈｔｅｄｎｅｓｓ））、遠視（ｈｙｐｅｒｍｅｔｒｏｐｉａ）（遠視（ｌ
ｏｎｇ　ｓｉｇｈｔｅｄｎｅｓｓ））、老視および乱視を含む、様々な視力不足を矯正す
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るために選択されてよい。例として、角膜内レンズ２６は、＋１５～－３０の範囲のジオ
プター力すなわち値を有しうる。角膜内レンズ２６は、患者の特定の視覚障害を矯正する
ための光学特性をもたらすために特定の患者のためにカスタマイズすることができる。角
膜内レンズ２６は多焦点であってよく、また、所定の光学特性をもつ標準規格ユニットと
して供給されてもよく、また、光学屈折能をもつ区域と光学屈折能のない区域を有してい
てもよい。本発明は上述の視覚障害の治療に限定されず、その他の眼の状態の治療も本発
明の範囲内であることは当然理解される。
【００２１】
　図３は、本発明の一実施形態に従ってレーザ手術装置１０により形成された角膜ポケッ
ト２９を有する角膜２８の断面図を示す。角膜２８は前側表面３１と後側表面３３を有す
る。角膜ポケット２９は、レーザ光源１２からのレーザビーム１８を用いる光切除により
形成されてよい。角膜ポケットを作成するための手法は周知であり、ビーユの米国特許第
７，１０１，３６４号およびジュハズらの米国特許出願公開第２００３／００１４０４２
号に記載されている。これらの文献の両方の内容は、参照によりその全文が組み込まれる
。
【００２２】
　角膜ポケット２９は、角膜内レンズ２６の表面に合致する厚さおよび形状で形成されう
る。例えば、角膜ポケット２９の内側表面は、凸面、凹面、平面または不規則面でありう
る。角膜ポケット２９の境界は、角膜内レンズ２６の所望の結果および形状に応じて様々
な形状を持つ輪郭を形成することができる。図１に示されるマスク２４は、レーザビーム
１８が所望の形状の境界を越えて組織を切除することを防ぐことができる。図５Ａ～図５
Ｍは、この目的のために用いることのできる例示的なマスクを示す。特に、マスク３６、
３８、４０、４２、４４、４６、８０、８２、８４、８６、８８、９０は、レーザ光源１
２からのレーザビーム１８を不透過である材料から作られる。各マスクは、レーザ光源１
２からのレーザビーム１８を透過する開口区域４８、５０、５２、５４、５６、５８、９
２、９４、９６、９８、１００、１０２を有しうる。図５Ｇ～図５Ｍには、弓形の開口部
１０３が示してある。開口区域４８、５０、５２、５４、５８、９２、９６、９８、１０
０、１０２には、ストレート部分および弧状部分の両方が含まれる。開口区域５６、９４
には、マスク４４、８２の表面の大部分に亘って延びるストレート部分が含まれうる。
【００２３】
　図６Ａ～図６Ｍは、対応するマスク３６、３８、４０、４２、４４、４６、８０、８２
、８４、８６、８８、９０の開口区域を通過するレーザビーム１８により作成され、結果
として得られる角膜ポケット６０、６２、６４、６６、６８、７０、７２、７４、７６、
７８、７９、８１を示す。また、図６Ｇ～６Ｍには、弓形の開口部１０３を通過するレー
ザビーム１８の結果として作成されうる弓形の切り込み１０４が示される。図６Ａ～図６
Ｍに示される角膜ポケットの様々な形態は、様々な形状および大きさのレンズと用いられ
るように適合させることができる。このように構成された角膜ポケット６０～８１はまた
、レンズの挿入を促進し、かつ角膜の手術後の治癒を改善するために切開の大きさを最小
化することができる。
【００２４】
　図６Ａ～図６Ｍに示される全ての角膜ポケットには、角膜ポケット２９が形成された後
に角膜２８に切り込まれる入口通路３４が含まれる。入口通路３４は、角膜ポケット２９
の中に角膜内レンズ２６を挿入することを可能とする。
【００２５】
　図４は、本発明の一実施形態に従って、患者の角膜の中に角膜ポケットを作成し、レン
ズを挿入するためのプロセス７２に含まれる一連のステップを模式的に表す。プロセス７
２は、角膜内レンズ２６を用意するステップ７４から始まる。角膜内レンズ２６は、角膜
内レンズ２６の目的に応じて、光学屈折能を有しても有さなくてもよい。ステップ７６で
は、マスク２４が角膜２８の前方に位置される。マスク２４は、図５Ａ～図５Ｆに示され
る形態の１つであるか、または異なる形態であってよい。ステップ７８では、角膜ポケッ
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ト２９が形成される。これは、図１に示されるレーザ手術装置１０を用いて行ってよい。
特に、光学システム１６により制御されているレーザ光源１２は、角膜組織内にレーザビ
ーム１８を集中させるために用いられうる。レーザビーム１８は、レーザビーム１８の焦
点の領域中の角膜組織の部位を切除する。次に、レーザビーム１８の焦点を手で横方向に
移動させて角膜組織の層を切り取る。レーザビーム１８の焦点は横方向に動かされるが、
それは公知のレーザ手術法を用いて角膜内の固定された深度で維持される。レーザビーム
１８の焦点は、マスクにより定められる所望の領域の外側を切削する危険がなく、マスク
の開口区域の境界内で容易に、迅速に、かつ正確に手で横方向に移動させることができる
。このようにして、図５Ａ～図５Ｍに示されるマスクを用いて、図６Ａ～図６Ｍに示され
る角膜ポケットを作成する。
【００２６】
　上述の手法を用いて作成された角膜ポケットの厚さは、大体レーザビーム１８の焦点の
直径の大きさとなる。幾つかの場合では、角膜内レンズ２６の厚さおよび形状に応じて、
角膜２８の中の異なる深度でさらなる組織が切除されうる。
【００２７】
　ステップ８０では、入口通路３４が形成されうる。これはレーザ光源１２を用いて達成
するか、または従来のメスを用いて形成されてよい。入口通路３４により、角膜内レンズ
２６の挿入のための手段が提供され、角膜内ポケット２９が形成される際に、レーザ切除
により作り出されたガスの放出も可能にする。
【００２８】
　次に、ステップ８２で角膜内レンズ２６が角膜内ポケット２９の中に挿入される。ステ
ップ８２は、角膜２８の中に導入される前に角膜内レンズ２６を一時的に変形させること
をさらに含んでもよい。角膜内レンズ２６は、丸め、折り畳みなどにより変形させること
ができる。角膜内レンズ２６は、角膜２８への挿入後にその本来の大きさおよび形態に戻
ることを可能にする所定の記憶特性を有すると同時に、所望の光学特性を保持することが
できる。角膜内レンズ２９は、水和すると膨潤する親水性材料で作られてよい。レンズは
、角膜ポケットの中に弾性的に適合するように完全に水和して挿入されてもよいし、一方
、その後の水和がポケットの中での適合を確保する助けとなるように少なくとも部分的に
脱水されていてもよい。
【００２９】
　当業者に理解され得るように、本発明は、角膜ポケット２９の中へ容易に挿入すること
のできる角膜内レンズ２６を用いて患者の視力を矯正するための方法を提供することがで
きる。角膜ポケット２９は、レーザ光源１２を用いて作成されてもよいし、その他の形の
電磁放射線を用いて作成されてもよい。角膜ポケット２９の作成は、レーザビーム１８が
所望の形状の境界の外側の組織を切除することを防止するマスク２４の使用によって促進
される。また、マスク２４は、ＬＡＳＩＫ手術を含む、部分的な表層の切除術を必要とす
るその他の種類の眼科手術で使用することもできる。様々な角膜内ポケット形態を用いて
、様々な角膜レンズの形状および大きさに適応させることができる。その他の外科的手続
、例えば弓形の切断も本発明の手法を用いて行うことができる。
【００３０】
　言うまでもなく、前述の内容は、本発明の例示的な実施形態に関するものであり、以下
の特許請求の範囲に述べられる本発明の精神および範囲から逸脱することなく変更形態が
なされうることは当然理解される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に従ってレーザ手術を行うための装置の簡略化された模式図で
ある。
【図２】本発明の実施形態に従う角膜ポケットの断面図である。
【図３】本発明の実施形態に従って眼の角膜内に配置されたインプラントを有する眼の前
側部分の断面図である。
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【図４】本発明の別の実施形態に従って患者の角膜の中にレンズを挿入するためのマスク
関与する一連のステップを模式的に表す図である。
【図５Ａ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｂ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｃ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｄ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｅ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｆ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｇ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｈ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｉ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｋ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｌ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図５Ｍ】本発明の様々な実施形態に従う角膜ポケットを作成するためのマスクの例示的
な形態の上面図である。
【図６Ａ】図５Ａに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｂ】図５Ｂに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｃ】図５Ｃに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｄ】図５Ｄに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｅ】図５Ｅに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｆ】図５Ｆに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｇ】図５Ｇに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｈ】図５Ｈに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｉ】図５Ｉに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｋ】図５Ｋに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｌ】図５Ｌに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
【図６Ｍ】図５Ｍに示されるマスクを用いて作成された角膜ポケットの例示的な形態の上
面図である。
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