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(57)【要約】
　眼内インプラントおよび眼内インプラントを製造する
方法を提供する。この眼内インプラントは、患者の眼の
焦点深度を増大することなどによって患者の視力を改善
することができる。特に、眼内インプラントは、比較的
低い可視光線透過率を有し、透明レンズまたは孔のよう
な透過率が比較的高い中央部を囲む環状部を有するマス
クを含む。この構成は、焦点深度を増大するように光を
網膜に到達させる小さな孔を含む環状のマスクを形成す
るようになっている。この眼内インプラントは、屈折率
補正用の光学パワーを有してよい。この眼内インプラン
トは、眼の光路に沿った任意の位置に、たとえば前房ま
たは後房内のインプラントとして移植されてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ本体の光軸に沿って前記レンズ本体の厚さを薄くするように構成された移行ゾー
ンを含む表面を備えるレンズ本体と、
　前記移行ゾーンを通過する光によって生じる光学収差の実質的な部分を遮断するように
構成されたマスクとを備える眼内デバイス。
【請求項２】
　前記表面は、前記レンズ本体の後面である、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項３】
　前記表面は、前記レンズ本体の前面である、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項４】
　前記表面の内側部分は凸状であり、前記移行ゾーンは凹状であり、前記表面の外側部分
は凸状であり、前記移行ゾーンは前記内側部分および前記外側部分に隣接する、請求項1
に記載の眼内デバイス。
【請求項５】
　前記表面の内側部分および外側部分は正の光学パワーを有し、前記移行ゾーンは前記内
側部分および前記外側部分に隣接する、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項６】
　前記表面の内側部分および外側部分は負の光学パワーを有し、前記移行ゾーンは前記内
側部分および前記外側部分に隣接する、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項７】
　前記表面は、内側部分と外側部分とを備え、前記内側部分の外周は前記移行ゾーンの内
周に囲まれる、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項８】
　前記移行ゾーンの外周は前記外側部分の内周に囲まれる、請求項7に記載の眼内デバイ
ス。
【請求項９】
　前記表面は、内側部分と外側部分とを備え、内側部分の領域における前記レンズ本体の
最大厚さは、前記移行ゾーンの領域における前記レンズ本体の最大厚さよりも薄い、請求
項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１０】
　前記マスクは前記表面に取り付けられる、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１１】
　前記マスクは前記レンズ本体の前記表面と第2の表面との間に位置する、請求項1に記載
の眼内デバイス。
【請求項１２】
　前記マスクは、孔と前記孔に隣接する不透明領域とを備える、請求項1に記載の眼内デ
バイス。
【請求項１３】
　前記孔は、直径が約0.85mmから約1.8mmである、請求項12に記載の眼内デバイス。
【請求項１４】
　前記マスクは、外径が約3mmから約5mmである、請求項13に記載の眼内デバイス。
【請求項１５】
　前記マスクは、患者の焦点深度を増大する、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１６】
　前記眼内デバイスが眼に移植された後で移動するのを妨げるように前記レンズ本体に取
り付けられたハプティックをさらに備える、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１７】
　前記マスクは、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の穴
サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数の
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穴を備える、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１８】
　前記マスクに結合され、前記マスクから前記レンズ本体の外面まで延びる支持部材をさ
らに備える、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１９】
　前記マスクは、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の穴
サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数の
穴を備える、請求項18に記載の眼内デバイス。
【請求項２０】
　前記支持部材は、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の
穴サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数
の穴を備える、請求項19に記載の眼内デバイス。
【請求項２１】
　前記マスクに結合されたハプティックをさらに備える、請求項1に記載の眼内デバイス
。
【請求項２２】
　第1の表面および第2の表面を備え、前記第1の表面が、第1の部分、第2の部分、および
第3の部分を備え、レンズ本体の光軸が前記第1の部分を通過し、前記第2の部分が前記第1
の部分と前記第3の部分との間に位置するレンズ本体と、
　前記第2の表面と前記第1の表面の前記第2の部分との間に位置するマスクとを備え、
　前記第2の部分に隣接する前記第1の部分から前記光軸に垂直でありかつ前記第2の表面
に接する平面までの距離が第1の距離を含み、前記第2の部分に隣接する前記第3の部分か
ら前記光軸に垂直でありかつ前記第2の表面に接する平面までの距離が第1の距離よりも長
い第2の距離を含む眼内デバイス。
【請求項２３】
　患者の視力を改善する方法であって、
　移行ゾーンを含む表面を備えるレンズ本体を備え、前記移行ゾーンが、前記レンズ本体
の光軸に沿って前記レンズ本体の厚さを薄くするように構成された眼内デバイスを用意す
るステップであって、前記眼内デバイスは、前記移行ゾーンを通過する光によって生じる
光学収差の実質的な部分を遮断するように構成されたマスクをさらに備える、ステップと
、
　前記眼内デバイスを眼の眼内空間に挿入するステップとを含む方法。
【請求項２４】
　後面および前面を含む外面を備えるインプラント本体と、
　前記インプラント本体の前記後面と前記前面との間に位置する不透明マスクであって、
前記マスクは孔を備える、不透明マスクと、
　前記マスクに結合され、前記マスクから前記インプラント本体の前記外面まで延びる支
持部材とを備える眼内インプラント。
【請求項２５】
　前記支持部材は、前記マスクから前記インプラント本体の前記後面まで延びる、請求項
24に記載の眼内インプラント。
【請求項２６】
　前記マスクに隣接する前記支持部材の第1の部分は、前記マスクに平行な第1の断面積を
有し、前記後面に隣接する前記支持部材の第2の部分は、前記マスクに平行であり、前記
第1の断面積よりも小さい第2の断面積を有する、請求項25の眼内インプラント。
【請求項２７】
　前記支持部材は、前記眼内インプラントから除去可能に構成される、請求項24に記載の
眼内インプラント。
【請求項２８】
　前記支持部材は、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の
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穴サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数
の穴を備える、請求項24に記載の眼内インプラント。
【請求項２９】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔および前記マスクに結合された少なくとも1つの支持部材を備える不透明マスクを用
意するステップと、
　前記少なくとも1つの支持部材が型チャンバに結合され、それによって前記マスクが移
動に抗するように前記マスクを前記型チャンバ内に位置させるステップと、
　レンズ材料を前記型チャンバに流し込み、それによって前記マスクの少なくとも一部を
前記レンズ材料内に埋め込むステップとを含む方法。
【請求項３０】
　前記レンズ材料を注入した後で前記少なくとも1つの支持部材の少なくとも一部を除去
するステップをさらに含む、請求項29に記載の方法。
【請求項３１】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔を備える不透明マスクを型チャンバの表面に結合するステップと、
　レンズ材料を前記型チャンバに流し込んで前記マスクに結合された光学部材を形成する
ステップとを含む方法。
【請求項３２】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　光学部材の表面の一部を除去して孔領域の周りに環状のキャビティを形成するステップ
と、
　前記キャビティに不透明材料を少なくとも部分的に充填するステップと、
　前記孔領域の少なくとも一部および前記光学部材の中央領域を除去して前記レンズの前
記孔領域の厚さを薄くするステップとを含み、
　前記不透明材料の少なくとも一部が前記光学部材の前記表面上に残って不透明マスクを
形成する方法。
【請求項３３】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔領域の周りに環状のキャビティを含む光学部材を用意するステップと、
　前記キャビティに不透明材料を少なくとも部分的に充填するステップと、
　前記孔領域の少なくとも一部および前記光学部材の中央領域を除去して前記光学部材の
前記孔領域の厚さを薄くするステップとを含み、
　前記不透明材料の少なくとも一部は、前記光学部材の表面上に残って不透明マスクを形
成する方法。
【請求項３４】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔を含む不透明マスクを、型穴と物理的に接触しないように前記型穴内に位置させるス
テップと、
　インプラント本体材料を前記型穴に注入して前記マスクの周りにインプラント本体を形
成するステップとを含む方法。
【請求項３５】
　前記マスクは、磁界によって位置決めされる、請求項34に記載の方法。
【請求項３６】
　前記マスクは、前記マスクから前記型穴の外側のフレームまで延びるワイヤによって位
置決めされる、請求項34に記載の方法。
【請求項３７】
　本体材料を備えるインプラント本体と、
　前記インプラント本体内に位置する孔を有するマスクとを備え、前記マスクは、前記マ
スクの後面と前面の間を延びる複数の穴を備え、
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　前記本体材料は、前記マスクの複数の穴を貫通して延び、さらに、前記複数の穴は、可
視回折パターンを生成する前記穴の傾向を低減させるように前記複数の穴の穴サイズ、形
状、向き、および間隔のうちの少なくとも1つが変更されることを特徴とする眼内インプ
ラント。
【請求項３８】
　前記複数の穴は不規則な位置に位置する、請求項37に記載の眼内インプラント。
【請求項３９】
　複数の前記穴は、第1の穴サイズ、形状、または間隔を有し、少なくとも他の複数の穴
は、前記第1の穴サイズ、形状、または間隔と異なる第2の穴サイズ、形状、または間隔を
有する、請求項37に記載の眼内インプラント。
【請求項４０】
　第1の複数の前記穴は、第1の穴サイズを有し、第2の複数の前記穴は、前記第1の穴サイ
ズと異なる第2の穴サイズを有し、第3の複数の穴は、前記第1の穴サイズおよび前記第2の
穴サイズと異なる第3の穴サイズを有する、請求項37に記載の眼内インプラント。
【請求項４１】
　患者の眼の溝領域に移植されるように構成されたインプラント本体を備え、前記インプ
ラント本体が、
　マスクを形成する不透明領域に少なくとも部分的に囲まれた孔と、
　前記マスクの外周の実質的に外側に位置し、少なくとも1つの外側穴および少なくとも1
つの連結部を備え、前記外側穴領域の入射可視光線透過率が少なくとも90%である外側穴
領域と、
　前記少なくとも1つの連結部によって前記マスクに取り付けられた外側領域とを備える
、眼内インプラント。
【請求項４２】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　患者の眼の溝領域に移植されるように構成されたインプラント本体を用意するステップ
と、
　前記インプラント本体の一部を除去することによって前記インプラント本体の孔を形成
するステップと、
　前記インプラント本体の外縁部と前記孔に隣接する不透明マスク領域との間に少なくと
も1つの開口部を形成するステップとを含む方法。
【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、それぞれ、引用によって本明細書に組み込まれる、2009年8月13日に出願さ
れた米国特許仮出願第61/233794号および2009年8月13日に出願された米国特許仮出願第61
/233804号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本出願は概して眼内デバイスに関する。特に、本出願は、焦点深度を増大する孔を有す
る眼内インプラントおよびレンズ(IOL)(たとえば、「マスクを有する」眼内レンズ)、な
らびに製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　人間の眼は、光を角膜と呼ばれる透明な外側部分を透過させかつ合焦させ、さらに像の
焦点を水晶体を介して網膜上に合わせることによって物が見えるように働く。合焦される
像の質は、眼のサイズおよび形状、ならびに角膜および水晶体の透明度を含む多数の因子
によって決まる。
【０００４】
　眼の光学パワーは、角膜および水晶体の光学パワーによって決定される。通常の健全な
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眼では、遠くの物体の鮮明な画像が網膜上に形成される(正視)。多くの眼では、眼が異常
に長いかまたは角膜が異常に急勾配であるために遠くの物体の像が網膜の前方に形成され
る(近視)か、あるいは眼が異常に短いかまたは角膜が異常に平坦であるために網膜の後方
に形成される(遠視)。角膜は、非対称的または円環状になることがあり、その結果、角膜
乱視と呼ばれる非代償性円筒面屈折異常が発症する。
【０００５】
　正常に機能している人間の眼は、調節と呼ばれるプロセスを通じて近くまたは遠くの物
体に選択的に合焦することができる。調節は、水晶体と呼ばれる、眼の内部に配置された
レンズを変形させることによって実現される。このような変形は、毛様筋と呼ばれる筋肉
によって生じる。たいていの人は、調節能力が年齢とともに低下し、視力を矯正しないか
ぎり物をすぐ近くで見ることができなくなる。遠見視力も不十分である場合、このような
人には二焦点レンズが処方される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第4976732号
【特許文献２】米国特許第4634442号
【特許文献３】米国特許第5192319号
【特許文献４】米国特許第6106553号
【特許文献５】米国特許第6228115号
【特許文献６】米国特許第34251号
【特許文献７】米国特許第7455691号
【特許文献８】米国特許出願第2003/0199978号
【特許文献９】米国特許第5662706号
【特許文献１０】米国特許第5905561号
【特許文献１１】米国特許第5965330号
【特許文献１２】米国特許第7628810号
【特許文献１３】米国特許出願第2006/0113054号
【特許文献１４】米国特許出願第2006/0265058号
【特許文献１５】米国特許出願第10/854033号
【特許文献１６】米国特許第4985559号
【特許文献１７】米国特許第4528311号
【特許文献１８】米国特許第6554424号
【特許文献１９】米国特許第5290892号
【特許文献２０】米国特許第5403901号
【特許文献２１】米国特許第5433746号
【特許文献２２】米国特許第5674960号
【特許文献２３】米国特許第5861031号
【特許文献２４】米国特許第5693095号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Smith et al.、「Nanofabrication」、Physics Today、1990年2月、24
～30頁
【非特許文献２】Craghead、「Nanoelectromechaincal Systems」、Science、2000年11月
24日、第290巻、1502～1505頁
【非特許文献３】Chen et al.、「Diffractive Phase Elements Based on Two-Dimension
al Artificial Dielectrics」、Optical Letters、1995年1月15日、第20巻、第2号、121
～123頁
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本出願は、患者の眼の焦点深度を増大することなどによって、患者の視力を改善する眼
内インプラントに関する。この眼内インプラントは、比較的低い可視光線透過率を有し、
透明レンズまたは孔のような比較的透過率の高い中央部を囲む環状部を有するマスクを含
むことができる。この構成は、本明細書では、ピンホールイメージングまたはピンホール
視力矯正と呼ばれることもある、焦点深度を増大するように光を網膜に到達させる小さな
孔を含む環状のマスクを形成するようになっている。この眼内インプラントは、屈折率補
正用の光学パワーを有してよい。たとえば、このマスクは、眼内レンズ(IOL)で具体化さ
れてもあるいは眼内レンズと組み合わされてもよい。眼内インプラントは、眼の中の光路
に沿った任意の位置に、前房または後房内のインプラントとして移植することができる。
【０００９】
　白内障用の安全で有効な外科的解決手段を構成するIOLが開発されている。このような
レンズは、眼の白内障の天然水晶体を摘出した後に外科的に移植され、透明度を回復し、
除去された光学パワーに置き換わる。IOLの移植が成功すると、患者は通常、移植後に正
視眼になり、すなわち、眼が遠距離に合焦されるようになる。しかし、従来のIOLは、様
々な距離に合焦するように調節することができず、したがって、患者には通常、近くの物
体が鮮明に見られるように追加的な矯正(たとえば、老眼鏡)が必要になる。本明細書で開
示される眼内インプラントは、焦点深度を向上させる孔の形をした「マスク」を組み込む
ことによって現在利用可能なIOLを改善することができる。
【００１０】
　ある実施態様では、眼内デバイスはレンズ本体を含む。レンズ本体は、前面と後面とを
含む。後面は、第1の凸部と、第2の凹部と、第3の凸部とを含む。第2の凹部は、第1の凸
部および第3の凸部に隣接する。第3の凸部は、環状であり、第2の凹部を囲み、第2の凹部
は、環状であり、第1の凸部を囲む。第1の凸部と前面との間の光学パワーは正であり、第
3の凸部と前面との間の光学パワーは正である。レンズ本体は、第2の凹部と前面との間に
位置するマスクをさらに含む。
【００１１】
　ある実施態様では、眼内デバイスのレンズ本体は第1の表面と第2の表面とを含む。第1
の表面の第1の部分は凸状であり、第1の表面の第2の部分は凹状であり、第1の表面の第3
の部分は凸状である。第2の部分は第1の部分および第3の部分に隣接する。レンズ本体は
、第1の表面の第2の部分を透過する光によって生じる光学収差の実質的な部分を遮断する
ように位置するマスクを含む。
【００１２】
　ある実施態様では、眼内デバイスは、正の光学パワーを有するレンズ本体を含む。レン
ズ本体は、外側領域とくぼんだ中央領域とを含む。くぼんだ中央領域の少なくとも一部は
、外側領域の少なくとも一部よりも薄い厚さを含む。レンズ本体は、外側領域とくぼんだ
中央領域との間の湾曲した移行部に結合されたマスクをさらに含む。
【００１３】
　ある実施態様では、眼内デバイスを製造する方法は、第1の表面および第2の表面を含む
レンズ本体を用意するステップを含む。この方法は、第1の表面の第1の部分上に凸面を形
成し、第1の表面の第2の部分上に凹面を形成し、第1の表面の第3の部分上に凹面を形成す
るステップをさらに含む。第2の部分は、第1の部分および第3の部分に隣接する。この方
法は、第1の表面の第2の部分を透過する光の実質的な部分を遮断するように位置するマス
クをレンズ本体に取り付けるステップも含む。
【００１４】
　ある実施態様では、眼内デバイスを製造する方法は、ロッドの長さに沿った光学的に透
明な内側領域と、ロッドの長さに沿った光学的に透明な外側領域と、内側領域と外側領域
との間のロッドの長さに沿った実質的に光学的に不透明な領域とを含むロッドを形成する
ステップを含む。実質的に不透明な領域は、後述のように中央領域であってよい。この方
法は、第1の表面および第2の表面を有するレンズ本体を形成するようにロッドの長さに平
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行な軸に実質的に垂直な平面に沿ってロッドを切断するステップをも含むことができる。
この方法は、第1の表面の第1の部分上に凹面を形成するステップをも含むことができる。
第1の部分は、切断されたロッドの内側領域に対応する部分であってよい。この方法は、
第1の表面の第2の部分上に凹面を形成するステップを含むことができる。第2の部分は不
透明領域に対応する部分であってよい。第1の表面の第3の部分上に凸面を形成するステッ
プを含むことができる。第3の部分は外側領域に対応する部分であってよい。第2の部分は
第1の部分および第3の部分に隣接する。いくつかの実施態様では、不透明領域は、使用時
に、第1の表面の第2の部分を透過する光の実質的な部分を遮断するように位置する。
【００１５】
　ある実施態様では、眼内デバイスを製造する方法は、マスクの周りにレンズ本体を形成
するステップを含む。このマスクは、孔および環状領域を含み、レンズ本体は第1の表面
および第2の表面を備える。この方法は、第1の表面の第1の部分上に凸面を形成し、第1の
表面の第2の部分上に凹面を形成し、第1の表面の第3の部分上に凹面を形成するステップ
をさらに含む。第2の部分は、第1の部分および第3の部分に隣接する。マスクの周りにレ
ンズ本体を形成するステップは、使用時に、マスクが第1の表面の第2の部分を透過する光
の実質的な部分を遮断するようにマスクをレンズ本体内に配置するステップを含む。
【００１６】
　ある実施形態では、眼内インプラントはインプラント本体を含む。インプラント本体は
、インプラント本体内のピンホール孔と、実質的にピンホール孔の周りに位置するマスク
とを含むことができる。インプラント本体は、マスクの外周の実質的に外側に外側穴領域
をさらに含むことができる。外側穴領域は、少なくとも1つの外側穴と少なくとも1つの連
結部とを含むことができる。インプラント本体の外側領域は、少なくとも1つの連結部に
よってマスクに取り付けられてよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、眼内デバイスは、レンズ本体の光軸に沿ったレンズ本体の厚
さを薄くするように構成された移行ゾーンを含む表面を備えるレンズ本体と、移行ゾーン
を透過する光によって生じる光学収差の実質的な部分を遮断するように構成されたマスク
とを含む。
【００１８】
　他の実施形態では、眼内デバイスは、第1の表面と第2の表面とを備えるレンズ本体を含
む。第1の表面は、第1の部分と、第2の部分と、第3の部分とを備える。レンズ本体の光軸
は第1の部分を通過し、第2の部分は第1の部分と第3の部分との間に位置する。眼内デバイ
スは、第2の表面と第1の表面の第2の部分との間に位置するマスクをも含むことができる
。第2の部分に隣接する第1の部分から光軸に垂直でありかつ第2の表面に接する平面まで
の距離は第1の距離を含むことができ、第2の部分に隣接する第3の部分から光軸に垂直で
ありかつ第2の表面に接する平面までの距離は、第1の距離よりも長い第2の距離を含むこ
とができる。
【００１９】
　他の実施態様では、患者の視力を改善する方法は、移行ゾーンを含む表面を備えるレン
ズ本体を備える眼内デバイスを用意するステップを含む。この移行ゾーンは、レンズ本体
の光軸に沿ったレンズ本体の厚さを薄くするように構成されてよく、眼内デバイスは、移
行ゾーンを透過する光によって生じる光学収差の実質的な部分を遮断するように構成され
たマスクをさらに含むことができる。この方法は、眼内デバイスを眼の眼内空間に挿入す
るステップをさらに含むことができる。
【００２０】
　ある実施態様では、眼内インプラントは、後面および前面を含む外面を備える眼内イン
プラント本体と、インプラント本体の後面と前面の間に位置する不透明なマスクとを含む
。マスクは孔を備える。眼内インプラントは、マスクに結合されかつマスクからインプラ
ント本体の外面まで延びる支持部材をさらに含むことができる。支持部材は、マスクから
インプラント本体の後面まで延びてよい。支持部材の、マスクに隣接する第1の部分は、
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マスクに平行な第1の断面積を有してよく、支持部材の、後面に隣接する第2の部分は、マ
スクに平行であり、かつ第1の断面積よりも小さな第2の断面積を有してよい。支持部材は
、眼内インプラントから除去可能に構成されてよい。支持部材は、可視回折パターンを生
成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の穴サイズ、形状、向き、および間隔のうち
の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数の穴を含むことができる。
【００２１】
　ある実施態様では、眼内インプラントを製造する方法は、孔およびマスクに結合された
少なくとも1つの支持部材を備える不透明マスクを用意するステップと、少なくとも1つの
支持部材が型チャンバに結合され、それによってマスクが移動に抗するようにマスクを型
チャンバ内に位置させるステップと、型チャンバにレンズ材料を流し込み、それによって
、マスクの少なくとも一部をレンズ材料内に埋め込むステップとを含む。この方法は、レ
ンズ材料を注入した後、少なくとも1つの支持部材の少なくとも一部を除去するステップ
をさらに含むことができる。
【００２２】
　他の実施態様では、眼内インプラントを製造する方法は、孔を備える不透明マスクを型
チャンバの表面に結合するステップと、型チャンバにレンズ材料を流し込んで、マスクに
結合された光学部材を形成するステップとを含む。
【００２３】
　他の実施態様では、眼内インプラントを製造する方法は、光学部材の表面の一部を除去
して孔領域の周りに環状のキャビティを形成するステップと、キャビティに不透明材料を
少なくとも部分的に充填するステップと、孔領域の少なくとも一部および光学部材の中央
領域を除去して光学部材の孔領域の厚さを薄くするステップとを含む。不透明材料の少な
くとも一部は、光学部材の表面上に残って不透明マスクを形成することができる。
【００２４】
　他の実施態様では、眼内インプラントを製造する方法は、孔領域の周りに環状の領域を
含む光学部材を用意するステップと、キャビティに不透明材料を少なくとも部分的に充填
するステップと、孔領域の少なくとも一部および光学部材の中央領域を除去して光学部材
の孔領域の厚さを薄くするステップとを含む。不透明材料の少なくとも一部は、光学部材
の表面上に残って不透明マスクを形成することができる。
【００２５】
　他の実施態様では、眼内インプラントを製造する方法は、孔を含む不透明マスクを、型
穴と物理的に接触しないように型穴内に位置させるステップと、インプラント本体材料を
型穴に注入してマスクの周りにインプラント本体を形成するステップとを含む。たとえば
、マスクは、磁界またはマスクから型穴の外側のフレームまで延びるワイヤによって位置
させることができる。
【００２６】
　ある実施態様では、眼内インプラントは、本体材料を備えるインプラント本体と、イン
プラント本体内に位置する孔を有するマスクとを含む。マスクは、マスクの後面と前面の
間を延びる複数の穴を含むことができる。本体材料は、マスクの複数の穴を貫通して延び
てよく、複数の穴は、これらの穴が可視回折パターンを生成する傾向を低減させるように
、これらの穴の穴サイズ、形状、向き、および間隔のうちの少なくとも1つが変更される
ことを特徴としてよい。複数の穴は不規則な位置に位置してよい。第1の複数の穴は、第1
の穴サイズ、形状、および間隔を含むことができ、少なくとも他の複数の穴は、第1の穴
サイズ、形状、および間隔と異なる第2の穴サイズ、形状、および間隔を含むことができ
る。第1の複数の穴は、第1の穴サイズを含むことができ、第2の複数の穴は、第1の穴サイ
ズと異なる第2の穴サイズを含むことができ、第3の複数の穴は、第1の穴サイズおよび第2
の穴サイズと異なる第3の穴サイズを含むことができる。
【００２７】
　ある実施態様では、眼内インプラントは、患者の眼の溝領域に移植されるように構成さ
れる。インプラント本体は、マスクを形成する不透明領域に少なくとも部分的に囲まれた
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孔と、マスクの外周の実質的に外側に位置する外側穴領域とを含む。外側穴領域は、少な
くとも1つの外側穴と少なくとも1つの連結部とを含むことができ、外側穴領域は、入射可
視光線透過率が少なくとも90%であってよい。インプラント本体は、少なくとも1つの連結
部によってマスクに取り付けられた外側領域をも含むことができる。
【００２８】
　他の実施態様では、眼内インプラントを製造する方法は、患者の眼の溝領域に移植され
るように構成されたインプラント本体を用意するステップと、インプラント本体の一部を
除去することによってインプラント本体の孔を形成するステップと、インプラント本体の
外縁部と孔に隣接する不透明マスク領域との間に少なくとも1つの開口部を形成するステ
ップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１Ａ】本明細書で説明するように後面上にくぼんだ中央領域を有する眼内レンズの実
施形態の正面図である。
【図１Ｂ】図1Aの眼内レンズの断面図である。
【図２Ａ】本明細書で説明するように前面上にくぼんだ中央領域を有する眼内レンズの実
施形態の正面図である。
【図２Ｂ】図2Aの眼内レンズの断面図である。
【図３Ａ】本明細書で説明するように後面および前面上にくぼんだ中央領域を有する眼内
レンズの実施形態の正面図である。
【図３Ｂ】図3Aの眼内レンズの断面図である。
【図４Ａ】本明細書で説明するように2つの移行ゾーンおよび2つのマスクを有する眼内レ
ンズの実施形態の正面図である。
【図４Ｂ】図4Aの眼内レンズの断面図である。
【図５Ａ】本明細書で説明するように2つの移行ゾーンおよび単一のマスクを有する眼内
レンズの実施形態の正面図である。
【図５Ｂ】図5Aの眼内レンズの断面図である。
【図６Ａ】本明細書で説明するように凹状前面および正の光学パワーを有する眼内レンズ
の実施形態の正面図である。
【図６Ｂ】図6Aの眼内レンズの断面図である。
【図７Ａ】本明細書で説明するように凹状後面および負の光学パワーを有する眼内レンズ
の実施形態の正面図である。
【図７Ｂ】図7Aの眼内レンズの断面図である。
【図８】図2Bの眼内レンズを透過する光の概略断面図である。
【図９】水晶体嚢内に位置する眼内レンズの実施形態を有する眼を透過した遠くの物体か
らの光の概略図である。
【図１０Ａ】従来の眼内レンズの上面図である。
【図１０Ｂ】図10Aの従来の眼内レンズの断面図である。
【図１１Ａ】マスクの一実施形態の斜視図である。
【図１１Ｂ】実質的に平坦なマスクの実施形態の斜視図である。
【図１２】厚さが一定でないマスクの実施形態の側面図である。
【図１３】厚さが一定でないマスクの他の実施形態の側面図である。
【図１４】マスクを不透明にする材料を含むマスクの実施形態の側面図である。
【図１５】弱光環境においてマスクによって光透過を選択的に調節するようになっている
微粒子構造を含むマスクの実施形態の拡大図である。
【図１６】強光環境における図15のマスクの図である。
【図１７】眼の内部にマスクを固定するコネクタを含むマスクの他の実施形態を示す図で
ある。
【図１８Ａ】焦点深度を増大するように構成されたマスクの他の実施形態の上面図である
。
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【図１８Ｂ】図18Aの図の一部の拡大図である。
【図１９】断面19-19に沿った図18Bのマスクの断面図である。
【図２０Ａ】図18Aのマスク上に形成することのできる複数の穴のうちの穴の一構成のグ
ラフ図である。
【図２０Ｂ】図18Aのマスク上に形成することのできる複数の穴のうちの穴の他の構成の
グラフ図である。
【図２０Ｃ】図18Aのマスク上に形成することのできる複数の穴のうちの穴の他の構成の
グラフ図である。
【図２１Ａ】サイズが均一ではないマスクの変形実施形態を示す図18Aの拡大図と同様な
拡大図である。
【図２１Ｂ】ファセットの向きが均一ではないマスクの変形実施形態を示す図18Aの拡大
図と同様な拡大図である。
【図２２】穴領域と周囲領域とを有するマスクの他の実施形態の上面図である。
【図２３】高フッ素化ポリマーと不透明化剤とを含むマスクからマスクを有する眼内イン
プラントを製造する一方法を示すフローチャートである。
【図２４Ａ】本明細書で説明するように焦点深度を増大するように構成されたマスクの実
施形態の平面図である。
【図２４Ｂ】本明細書で説明するように焦点深度を増大するように構成されたマスクの実
施形態の正面図である。
【図２４Ｃ】本明細書で説明するように焦点深度を増大するように構成されたマスクの実
施形態の正面図である。
【図２４Ｄ】本明細書で説明するように焦点深度を増大するように構成されたマスクの実
施形態の正面図である。
【図２５Ａ】本明細書で説明するように移行ゾーンの前面に結合されたマスクを有する眼
内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２５Ｂ】本明細書で説明するように後面に結合されたマスクを有する眼内インプラン
トの実施形態の断面図である。
【図２５Ｃ】本明細書で説明するようにインプラント内の前面と後面のほぼ中間に埋め込
まれたマスクを有する眼内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２５Ｄ】本明細書で説明するように、インプラント本体内の、後面よりも前面に近い
位置に埋め込まれたマスクを有する眼内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２５Ｅ】本明細書で説明するように、インプラント本体内の、前面よりも後面に近い
位置に埋め込まれたマスクを有する眼内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２５Ｆ】本明細書で説明するように、インプラント内の、移行ゾーンの前面に近接し
て埋め込まれたマスクを有する眼内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２５Ｇ】本明細書で説明するように前面と後面との間を延びるマスクを有する眼内イ
ンプラントの実施形態の断面図である。
【図２６Ａ】本明細書で説明するようにマスクからインプラント本体の周面まで延びる支
持部材を有する眼内インプラントの実施形態の正面図である。
【図２６Ｂ】本明細書で説明するようにマスクからインプラント本体の後面まで延びる支
持部材を有する眼内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２６Ｃ】本明細書で説明するように支持部材と一体化されたマスクを有する眼内イン
プラントの実施形態の断面図である。
【図２７Ａ】本明細書で説明するようにマスクからインプラント本体の後面まで延びるタ
ブを有する眼内インプラントの実施形態の断面図である。
【図２７Ｂ】タブの一部が除去された図27Aの眼内インプラントの断面図である。
【図２８Ａ】本明細書で説明するように支持部材を有する眼内インプラントの実施形態の
正面図である。
【図２８Ｂ】図28Aの眼内インプラントの断面図である。
【図２９Ａ】図27Aの眼内インプラントとは異なる光学パワーを有する眼内インプラント
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の実施形態の正面図である。
【図２９Ｂ】図29Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３０Ａ】本明細書で説明するように半径方向において移行ゾーンの外周を越えた位置
まで延びるマスクを有する眼内インプラントの実施形態の正面図である。
【図３０Ｂ】図30Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３１Ａ】本明細書で説明するように支持部材を有する眼内インプラントの他の実施形
態の正面図である。
【図３１Ｂ】図31Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３２Ａ】本明細書で説明するように半径方向において移行ゾーンの外周を越えた位置
まで延びるマスクを有する眼内インプラントの他の実施形態の正面図である。
【図３２Ｂ】図32Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３３Ａ】本明細書で説明するように支持部材を有する眼内インプラントの他の実施形
態の断面図である。
【図３３Ｂ】図33Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３４Ａ】本明細書で説明するように半径方向において移行ゾーンの外周を越えた位置
まで延びるマスクを有する眼内インプラントの他の実施形態の正面図である。
【図３４Ｂ】図34Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３５Ａ】本明細書で説明するようにハプティックに結合された支持部材を有する眼内
インプラントの実施形態の正面図である。
【図３５Ｂ】図35Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３６Ａ】本明細書で説明するようにハプティックに結合された支持部材を有する眼内
インプラントの他の実施形態の正面図である。
【図３６Ｂ】図36Aの眼内インプラントの断面図である。
【図３７Ａ】眼内インプラントの断面図である。
【図３７Ｂ】インプラント本体に形成されたキャビティを有する図37Aの眼内インプラン
トの断面図である。
【図３７Ｃ】キャビティに不透明材料が少なくとも部分的に充填された図37Bの眼内イン
プラントの断面図である。
【図３７Ｄ】不透明材料の一部および中央領域が除去された図37Cの眼内インプラントの
断面図である。
【図３８Ａ】眼内インプラントの断面図である。
【図３８Ｂ】インプラント本体に形成されたキャビティを有する図38Aの眼内インプラン
トの断面図である。
【図３８Ｃ】キャビティ内に位置するマスクを有する図38Bの眼内インプラントの断面図
である。
【図３８Ｄ】キャビティにインプラント本体材料が少なくとも部分的に充填された図38C
の眼内インプラントの断面図である。
【図３８Ｅ】インプラント本体の一部が除去された図38Dの眼内インプラントの断面図で
ある。
【図３９Ａ】眼内インプラントの断面図である。
【図３９Ｂ】インプラント本体に形成されたキャビティを有する図38Aの眼内インプラン
トの断面図である。
【図３９Ｃ】キャビティに不透明材料が少なくとも部分的に充填された図39Bの眼内イン
プラントの断面図である。
【図３９Ｄ】不透明材料の一部および中央領域が除去された図39Cの眼内インプラントの
断面図である。
【図４０】本明細書で説明するように型穴内にマスクを位置させるマスク位置決めシステ
ムの実施形態の概略図である。
【図４１】本明細書で説明するようにマスクおよびフレームに結合されたワイヤを含むマ
スク位置決め装置の実施形態の図である。
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【図４２】本明細書で説明するように磁界によって浮上するマスクの実施形態の側面図で
ある。
【図４３Ａ】本明細書で説明するように磁界の上方に浮上するマスクの実施形態の上面図
である。
【図４３Ｂ】本明細書で説明するように磁界の上方に浮上するマスクの他の実施形態の上
面図である。
【図４４】本明細書で説明するように静電浮上を使用してマスクを位置決めする実施形態
の概略図である。
【図４５】本明細書で説明するようにマスクを形成することができる双安定性ディスプレ
イの実施形態の上面図である。
【図４６】本明細書で説明する、焦点深度を増大するように構成されたマスクを有する眼
内インプラントの実施形態の上面斜視図である。
【図４７】図46の眼内インプラントの平面図である。
【図４８Ａ】図46の眼内インプラント内にマスクを有する眼内インプラントの実施形態の
側面図である。
【図４８Ｂ】眼内インプラントの後面上にマスクを有する眼内インプラントの実施形態の
側面図である。
【図４８Ｃ】眼内インプラントの前面上にマスクを有する眼内インプラントの実施形態の
側面図である。
【図４８Ｄ】眼内インプラントの後面と前面の中間に位置するマスクを有する眼内インプ
ラントの実施形態の側面図である。
【図４８Ｅ】眼内インプラントの前面と、眼内インプラントの後面と前面の中間位置との
間に位置するマスクを有する眼内インプラントの実施形態の側面図である。
【図４８Ｆ】眼内インプラントの前面と、眼内インプラントの後面と前面の中間位置との
間に位置するマスクを有する眼内インプラントの実施形態の側面図である。
【図４９Ａ】本明細書で説明する5つの外側穴を有する眼内インプラントの実施形態の上
面斜視図である。
【図４９Ｂ】図56Aの眼内インプラントの平面図である。
【図４９Ｃ】図56Aの眼内インプラントの側面図である。
【図５０Ａ】本明細書で説明するように図56Aの眼内インプラントとは異なるハプティッ
クを有する眼内インプラントの実施形態の上面斜視図である。
【図５０Ｂ】図57Aの眼内インプラントの平面図である。
【図５０Ｃ】図57Aの眼内インプラントの側面図である。
【図５１Ａ】本明細書で説明する単一の外側穴を有する眼内インプラントの実施形態の平
面図である。
【図５１Ｂ】本明細書で説明する2つの外側穴を有する眼内インプラントの実施形態の平
面図である。
【図５１Ｃ】本明細書で説明する3つの外側穴を有する眼内インプラントの実施形態の平
面図である。
【図５１Ｄ】本明細書で説明する4つの外側穴を有する眼内インプラントの実施形態の平
面図である。
【図５１Ｅ】本明細書で説明する6つの外側穴を有する眼内インプラントの実施形態の平
面図である。
【図５２】本明細書で説明する、外側にインプラント本体の周辺部の近くまで延びる外側
穴領域を有する眼内インプラントの実施形態の平面図である。
【図５３Ａ】本明細書で説明する、孔に対して、一方向において他の方向よりも遠くまで
延びる外側穴領域を有する眼内インプラントの実施形態の平面図である。
【図５３Ｂ】本明細書で説明する、不均一な外側穴を有する眼内インプラントの実施形態
の平面図である。
【図５４】本明細書で説明する、孔を部分的に囲む外側穴領域を有する眼内インプラント
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の実施形態の平面図である。
【図５５】本明細書で説明する、中央に配置された孔および中心外れの外側穴領域を有す
る眼内インプラントの実施形態の平面図である。
【図５６】本明細書で説明する、中央に配置された外側穴領域および中心外れの孔を有す
る眼内インプラントの実施形態の平面図である。
【図５７】本明細書で説明する、マスクが光透過穴を含む眼内インプラントの実施形態の
平面図である。
【図５８】サイズが孔から半径方向に徐々に大きくなる光透過穴を有する眼内インプラン
トの実施形態の平面図である。
【図５９】代表的な2つの多焦点IOLおよび本明細書で説明する孔を有する眼科デバイスの
実施形態を比較した焦点ずれの関数としての視力のプロットである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本出願は、眼内インプラント、および眼内インプラントを移植する方法に関する。眼の
天然水晶体が白内障によって混濁したときには、天然水晶体を眼内レンズと交換すること
が多い。眼に眼内レンズを移植して、天然水晶体を摘出せずに他の屈折障害を矯正するこ
ともできる。好ましい実施形態の眼内インプラントは、本明細書では、ピンホールイメー
ジングまたはピンホール視力矯正と呼ばれることもある、焦点深度を増大するように光を
網膜に到達させる小さな孔を形成するようになっているマスクを含む。この眼内インプラ
ントは、眼の前面に移植されてもあるいは後面に移植されてもよい。後房内で、インプラ
ントは、毛様溝内に固定されても、水晶体嚢内に固定されても、あるいは眼内インプラン
トが固定される任意の場所に固定されてもよい。以下に論じるいくつかの実施形態では、
眼内レンズは、従来の眼内レンズと比べて中央領域の厚さが薄い。中央領域の厚さが薄い
と、眼内レンズの移植を改善することができる。後述の他の実施形態では、眼内インプラ
ントは、患者の弱光視力を改善するために外側穴領域(たとえば、穿孔領域)を有してよい
。
【００３１】
I.厚さの薄い眼内インプラント
　遠距離と近距離の両方ではっきりと見ることができるようにするための多焦点IOLおよ
び調節IOLを含む、固定焦点IOLに代わるいくつかのIOLが開発されている。多焦点IOLは、
遠距離と近距離の両方で良好な視力を実現するが、これらのレンズは通常、中間距離では
性能が不十分であり、焦点のずれた光が存在することに関連するグレア、ハロ、および夜
間視力障害を伴う。いくつかの構成の調節IOLも開発されているが、天然水晶体の機能を
模倣できている調節IOLはない。孔を有するIOLがVorosmarthyの特許(米国特許第4976732
号)に記載されている。しかし、このようなデバイスは、焦点を遠距離から近距離に変更
するものではなく、焦点ずれによる像のぼやけを老眼の正視者が文字を読めるレベルに低
下させようとするものに過ぎない。特に、Vorosmarthyは、マスクを有するIOLを薄くする
技術を小切開手術に応用する問題に対処していない。
【００３２】
　本出願のいくつかの実施形態は、当技術分野で知られているより薄い光学部材を含む、
マスクを有するIOLを実現する。より薄い光学部材の利点は、IOLを眼の小さな切開創を通
して挿入できることである。角膜切開創は角膜を歪めて視力を損なう傾向があるため、切
開創のサイズを小さくすると、見え方の質が向上する。光学部材は、複数の同心ゾーンが
交互に合焦力を生成し高さ段(height step)を形成するフレネルレンズと同様の手段によ
って薄くされる。フレネルレンズでは厚さを著しく薄くすることができるが、高さ段は臨
床用途には光学的に不適切である。高さ段は、窩の所の像に光を合焦させるのではなく、
光を散乱させ、患者の視野に光視異常(縞、影、ハローなど)が生じる。フレネル型の高さ
段を光が各段を透過するのを妨げ、光を合焦面のみを透過させるマスクと組み合わせるこ
とによって、一般的なフレネルレンズに伴う光視異常を解消し、不要な光学効果を導入せ
ずに厚さを薄くする利点を得ることができる。
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【００３３】
　一般に、眼内インプラントを眼に挿入するには、眼内インプラントを丸めて丸められた
眼内インプラントをチューブに挿入する。このチューブを眼の切開創に挿入し、眼内イン
プラントをチューブから押し出して眼の内部に配置する。眼内インプラントは、天然水晶
体を摘出した後で水晶体嚢内に移植し、または前房、後房に移植し、毛様溝に結合する、
または取り付ける(本明細書では「溝固定する」と言うこともある)ことができる。眼の内
部の眼内インプラントの位置に応じて、マスクの孔を含むがそれに限らない眼内インプラ
ントの寸法を調節することができる。眼内レンズの中央領域を薄くすることによって、眼
内レンズをよりしっかりと丸めてより小さなチューブに挿入することができる。より小さ
なチューブを使用する場合、眼に形成される切開創を小さくすることができる。この結果
、手技の侵襲性が低くなり、患者の回復時間が短縮される。また、従来の後房眼内レンズ
と比べて、より薄いレンズが毛様溝に固定されるため、眼内レンズ後面と天然水晶体表面
との間の空間が広くなり、それによって、これらの表面同士が接触する可能性が低くなる
。
【００３４】
　ある実施形態では、眼内レンズ100は、光を屈折させ眼の屈折異常を矯正する光学パワ
ーを有するレンズ本体102を含む。図1～10にある実施形態が示されている。眼内レンズ10
0は、眼内レンズ100が眼の内部で移動または回転するのを防止する1つまたは複数のハプ
ティック104を含むことができる。本明細書では、語「ハプティック」は、眼の内面に並
置し水晶体構造に取り付けてレンズを眼の光路内にしっかりと位置させることができる支
柱およびその他の機械的構造を包含する広義の語を意図するものである。ハプティック10
4は、眼に眼内レンズ100が移植される位置に応じて様々な形状およびサイズであってよい
。図1～10に示されているハプティックは任意の様々なハプティックと置き換えられても
よい。たとえば、図1～10に示されているハプティックを図1～10に示されている眼内レン
ズと組み合わせてもよい。ハプティックはC字形であっても、J字形であっても、プレート
構成であっても、任意の他の構成であってもよい。本明細書で説明する眼内インプラント
は、2つ、3つ、4つ、または5つ以上のハプティックを有してよい。ハプティックは、開放
構成であってもあるいは閉鎖構成であってもよく、平面状であっても、傾斜していても、
あるいは段アーチ状であってもよい。ハプティックの例は、米国特許第4634442号、米国
特許第5192319号、米国特許第6106553号、米国特許第6228115号、米国特許第34251号、米
国特許第7455691号関係、および米国特許出願第2003/0199978号で開示されている。
【００３５】
　ある実施形態では、レンズ本体102は、図1A～1Bに示されているように後面110と前面11
2とを含む。レンズ本体102は、後面110上に第1の部分116(たとえば、内側部分または中央
領域)と、第2の部分114(たとえば、移行ゾーン)と、第3の部分118(たとえば、外側部分ま
たは領域)とを含む。第2の部分114は、第1の部分116と第3の部分118との間に位置し、か
つ/あるいは第1の部分116および第3の部分118に隣接してよい。第2の部分114は第1の部分
116を実質的に囲んでよく、第3の部分118は第2の部分114を実質的に囲んでよい。ある実
施形態では、第1の部分116は実質的に円形であり、第2の部分114および第3の部分118は実
質的に環状である。第1の部分116および第3の部分118は、光を屈折させることができる、
または患者の視力を改善する光学パワーを有することができる。第2の部分114は、1つま
たは複数のファセット、溝、谷部、くぼみ、輪郭、表面湾曲部などを有し、前面112を、
後面110が第2の部分114を有さない場合よりも後面110の近くに配置している。第2の部分1
14は、第1の部分116と第3の部分118との間の「移行ゾーン」と記載されることもある。た
とえば、第2の部分114の移行ゾーンは、前面112に向かって第3の部分118から第1の部分11
6まで傾斜してもよい。ある実施形態では、第2の部分114の移行ゾーンは、前面112に実質
的に垂直な表面を含む。移行ゾーンは、フレネルレンズに組み込まれる移行ゾーンと同様
である。移行ゾーンは、レンズ本体を従来のレンズ構成で必要とされるよりも薄くするの
を可能にする。しかし、フレネルレンズと同様に、移行ゾーンは、眼内レンズには臨床的
に受け入れられない光学収差を導入する。
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【００３６】
　眼内レンズ100は、後面110の第2の部分114の移行ゾーンを透過する光の実質的な部分を
遮断するように位置させることができるマスク108を含むことができる。この文脈で使用
される「遮断される」は、光の少なくとも一部がマスクを通過するのを妨げるとともに、
実質的にすべての光がマスクを通過するのを妨げる。マスク108が第2の部分114を通過す
る光線を遮断しない場合、第2の部分114内の光の屈折(たとえば、光学パワーなど)は通常
、第1の部分116および第3の部分118とは異なるため収差が生じる。
【００３７】
　ある実施形態では、第1の部分116は凸状態であり、第2の部分114は凹状であり、第3の
部分118は凸状である。ある実施形態では、第1の部分116および第3の部分118は、正の光
学パワーまたは収束光学パワーを有し、第2の部分114は、負の光学パワーまたは発散光学
パワーを有する。第2の部分114は、第1の部分116から第3の部分118への半径方向に延びる
方向に曲率を有しても有さなくてもよい。たとえば、第2の部分114は、第1の部分116から
第3の部分118への半径方向に延びる方向に正の曲率または負の曲率(たとえば、凸部また
は凹部)を有してよい。また、第2の部分114は、閉ループを形成し、円錐台形状の外面と
同様の表面を有してよい。
【００３８】
　ある実施形態では、第1の部分116はレンズ本体102の中央領域132内に位置している。中
央領域132は、レンズ本体102に対してくぼんでいてよい。ある実施形態では、第3の部分1
18はレンズ本体102の外側領域130内に位置している。ある実施形態では、第1の部分116の
外周が第2の部分114の内周に囲まれかつ/あるいは密閉される。ある実施形態では、第2の
部分114の外周が第3の部分118の内周に囲まれかつ/あるいは密閉される。ある実施形態で
は、第1の部分116の領域内のレンズ本体102の最大厚さは、第2の部分114の領域内のレン
ズ本体102の最大厚さよりも薄い。
【００３９】
　ある実施形態では、図2A～2Bに示されているように、レンズ本体202は、前面212上に第
1の部分222と、第2の部分220と、第3の部分224とを含む。前面212上の第1の部分222、第2
の部分220、および第3の部分224は、前面112上の第1の部分116、第2の部分114、および第
3の部分118について上記で説明したのと同様な特徴を有してよい。眼内レンズ200は、前
面212の第2の部分220を透過する光の実質的な部分を遮断するように位置したマスク208を
含むことができる。
【００４０】
　ある実施形態では、図3A～3Bに示されているように、前面312と後面310の両方が、第1
の部分316、322と、第2の部分314、320と、第3の部分318、324とを有する。前面312の第2
の部分320を透過する光の実質的な部分および後面310の第2の部分314を透過する光の実質
的な部分がマスク308によって遮断されるようにマスク308を位置させてよい。
【００４１】
　ある実施形態では、マスクは、凹状である第2の部分に結合される。たとえば、マスク
は、第2の部分に隣接するように配置されてよい。ある実施形態では、マスクは、後面、
前面、または後面および前面に取り付けられる。ある実施形態では、マスクは、レンズ本
体内または後面と前面との間に位置する。マスクの半径方向幅または面積は、第2の部分
の半径方向幅または面積とほとんど同じである。ある実施形態では、マスクは、レンズ本
体の少なくとも部分的に第1の部分および/または第3の部分内に延ばされる。マスクは、
第1の部分および/または第3の部分内に延ばされることによって、レンズ本体の中心光軸
から大きな角度にわたってずれた位置に入射し、次いで第2の部分を透過する可能性があ
る光を遮断することができる。
【００４２】
　図4A～4Bに示されているように、眼内レンズ400は、前面412および/または後面410上に
第4の部分420bと第5の部分424bとをさらに含むことができる。第4の部分420bは、第3の部
分424aに隣接しており、実質的に第3の部分424aを囲んでよい。第5の部分424bは、第4の
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部分420bに隣接しており、実質的に第4の部分420bを囲んでよい。第4の部分420bは、上記
に第2の部分420aについて説明したのと同様の特徴を有してよく、第5の部分424bは、上記
に第3の部分424aについて説明したのと同様の特徴を有してよい。眼内レンズ400は、前面
412の第2の部分420aを透過する光の実質的な部分を遮断するように位置した第1のマスク4
08aと、前面412の第4の部分420bを透過する光の実質的な部分を遮断するように位置した
第2のマスク408bとを含むことができる。第4の部分420b、第5の部分424b、および第2のマ
スク408bのような各部分とマスクとの追加的な対を眼内レンズにさらに含めてよいことを
理解されたい。
【００４３】
　図5A～5Bは、図4A～4Bに示されている眼内レンズと同様の眼内レンズ500を示している
。第1のマスク408aと第2のマスク408bとを有する眼内レンズ400とは異なり、眼内レンズ5
00は、光を少なくとも部分的にマスク508を透過させる複数の光透過穴を含む単一のマス
ク508を有する。光透過穴は、第2の部分520aおよび第4の部分520bを透過する光のうちで
マスク508を透過する光が実質的になくなり、第3の部分524aを透過する少なくとも一部の
光をマスク508を透過させるように構成されてよい。たとえば、マスクの中央の環状領域
は、少なくとも一部の光がマスクを透過するのを可能にする複数の穴を有してもよく、内
側環状領域および外側環状領域は実質的に穴を有さなくてよい。光透過構造または光透過
穴については以下の節でさらに論じる。これらの光透過構造または光透過穴を以下の節で
論じる実施形態に適用することができる。
【００４４】
　本明細書で説明する様々な眼内レンズは、特定の患者の視力矯正要件に適合するように
構成されている。たとえば、比較的瞳孔の小さな患者では、より大きな瞳孔を有する患者
よりも深刻な視力の問題を有することがある。瞳孔のより小さな患者の場合、より高い光
透過率および/またはより小さな外径を有するマスクによって、網膜に達し弱光状況にお
ける視力を改善することのできる光の量が増大する。逆に、瞳孔のより大きな患者の場合
、より低い光透過率および/またはより大きな外径を有するマスクによって低コントラス
ト近見視力を改善し、焦点のずれたより多くの光を遮断することができる。本明細書で説
明する、マスクを有するIOLによって、眼科医が、特定の患者に対してマスクを有するIOL
の特徴の適切な組み合わせを処方する際の融通に富んだ処方が可能になる。
【００４５】
　図6～7は、眼内レンズ600、700の追加的な実施形態を示している。眼内レンズの後面お
よび前面は様々な曲率を有してよい。たとえば、後面および/または凹状であっても凸状
であってもよい。図6A～6Bは、正の光学パワーを有するレンズを形成するように凹状の後
面610と前面612とを有する眼内レンズ600を示している。図7A～7Bは、負の光学パワーを
有するレンズを形成するように凹状の後面710と前面712とを有する眼内レンズ700を示し
ている。どちらの眼内レンズ600、700も、眼内レンズ600、700の全体的な厚さを薄くする
第2の部分620、720を有する。どちらの眼内レンズ600、700も、第2の部分620、720を透過
する光を遮断するマスク608、708をも含むことができる。図7の眼内レンズ700のような、
負の強度を有する眼内レンズでは、第2の部分720によってレンズ本体702の中央領域732の
厚さを薄くすることはできない。しかし、第2の部分720(たとえば、移行ゾーン)によって
レンズ本体702の外側領域730の厚さを薄くすることができる。有利なことに、眼内レンズ
が正の光学パワーまたは負の光学パワーを有する場合、レンズ本体に第2の部分を含める
ことによって、レンズ本体の少なくとも一部の厚さを薄くすることができる。
【００４６】
　Table I(表1)およびTable II(表2)は、レンズ本体厚さを薄くした眼内レンズの例を示
している。「厚さを薄くした眼内レンズ」という列は、第2の部分(たとえば、移行ゾーン
)を有する眼内レンズに相当し、「元の眼内レンズ」という列は、第2の部分を有さない眼
内レンズに相当する。光学直径は、光学パワーを有するレンズ本体の最外部分の直径であ
る。Table I(表1)およびTable II(表2)に示されている中央領域厚さの縮小率は、厚さを
薄くしたIOLの考えられる丸め時直径の縮小にほぼ比例する率であってよい。したがって



(18) JP 2013-501598 A 2013.1.17

10

20

30

40

、Table I(表1)およびTable II(表2)に示されている中央領域の厚さの縮小率も、患者へ
のIOLの移植時に使用できる切開創サイズの縮小にほぼ比例する率であってよい。IOLは丸
められてチューブに挿入され、チューブが切開創に挿入される。次に、IOLを眼の眼内空
間内に配置することができる。IOLは、チューブの断面における、インプラント本体がそ
の光軸に概ね平行な最大の断面積を有する位置の所の開放空間(たとえば、空隙)が最小限
に抑えられるようにできるだけしっかりと丸められることが多い。したがって、チューブ
の断面積は、インプラント本体の光軸に概ね平行なインプラント本体の最大の断面積以上
である。たとえば、インプラント本体の断面積を36%小さくすると、チューブの断面積を3
6%小さくする、またはチューブの直径を約20%短くすることができる。最小切開創長さは
一般に、チューブの円周の2分の1である。したがって、インプラント本体の断面積を36%
小さくすると、切開創長さを約20%短くすることができる。たとえば、1.8mmの切開創を約
1.44mmに縮小することができる。切開創が小さくなると、術後乱視が回避されるので有利
である。
【００４７】

【表１】

【００４８】
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【表２】

【００４９】
　図8は、図2A～2Bの眼内レンズ200の動作を示している。使用時には、光は、前面212に
入射し、レンズ本体202を透過し、眼内レンズ200の後面210から出射する。マスク208は、
図8に示されているように、前面212の第2の部分220を透過する光線850の実質的な部分を
遮断するように配置されている。マスク208が、第2の部分220を透過する光線850を遮断し
ない場合、収差が生じる。たとえば、第2の部分220の曲率が負の光学パワーまたは発散光
学パワーをもたらすように設定される場合、この領域を透過する光線860は、図8に示され
ているように発散して収束しない。第1の部分222および/または第3の部分224を透過する
光線850は正の光学パワーまたは収束光学パワーを有する。第1の部分222と第3の部分224
の曲率または光学パワーが互いに近い場合、前面212に入射し第1の部分222および第3の部
分224を透過した光線450は、図8に示されているように、後面210を透過した後で共通の点
870に収束する。図9Aは、眼952の水晶体嚢954内に移植された眼内レンズ200を示している
。眼内レンズ200を透過する互いに平行な光線950は網膜956上に収束する。
【００５０】
　レンズ本体202は1つまたは複数の材料を含むことができる。ある実施形態では、レンズ
本体202は、2つ以上の材料を含むことができる。たとえば、第1の部分222と第3の部分224
は互いに異なる材料を含むことができる。第1の部分222および第3の部分224用に選択され
た材料が互いに異なる屈折率を有する場合、第1の部分222および第3の部分224の曲率は、
これらの部分が互いに近い光学パワー(たとえば、光屈折強度)が得られるように互いに異
なる曲率であってよい。
【００５１】
　一般に、眼内レンズの光学パワーとしては、遠くの物体に焦点を合わせる強度が選択さ
れる。天然水晶体は、変形して遠見用および近見用に焦点距離を変化させることができる
。従来の人工眼内レンズは一般に、焦点距離を変化させることができない。たとえば、老
眼の場合、あるいは人工眼内レンズがより遠く距離用の光学パワーを有する場合、眼に入
射して角膜および天然水晶体または人工眼内レンズを通過した光線は、網膜の後方または
前方の点に収束するが、網膜上の点には収束しない。光線は、網膜上の点に収束する場合
よりも広い面積にわたって網膜に衝突する。この場合、文字を読んでいるときのように、
特にすぐ近くの物体について患者の眼がかすむようになる。このような状態では、眼内レ
ンズ200のマスク208は、光線の一部、たとえば中央部のみが網膜に到達するように孔を備
えてよい。孔を有するマスク208は、ヒトの眼の焦点深さを改善することができる。たと
えば、この孔はピンホール孔であってよい。マスク208は、外側光線の、より合焦された
光線を生じさせる部分を遮断する。マスク208は、孔を囲む環状の領域を含むことができ
る。孔は、マスク上の実質的に中央に配置されてよい。たとえば、孔は、マスクの光軸と
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も呼ばれるマスクの中央軸の周りに配置されてよい。マスクの孔は円形であっても、任意
の他の形状であってもよい。
【００５２】
　マスク208は、眼内レンズ200内または眼内レンズ200上の様々な位置に位置させること
ができる。マスク208は、レンズ本体202の内部に位置してよい。マスク208は、レンズ本
体202の前面または後面上に位置させてもよい。ある実施形態では、マスク208はレンズ本
体内に埋め込まれる。たとえば、マスク208は、レンズ本体202の後面と前面との間の実質
的に中間線の所に位置させることができる。ある実施形態では、マスク208はレンズ本体2
02の中間線と後面との間に位置する。ある実施形態は、中間線とレンズ本体202の後面と
の中間、3分の1、または3分の2の位置に位置するマスク208を含む。ある他の実施形態で
は、マスク208は、中間線とレンズ本体202の後面との間に位置する。ある実施形態は、中
間線とレンズ本体202の前面との中間、3分の1、または3分の2の位置に位置するマスク208
を含む。移行ゾーンがインプラント本体の前面上に位置し、マスクが前面上の移行ゾーン
の表面上またはその近くに位置する場合、移行ゾーンに衝突する、または移行ゾーンを透
過する、場合によっては光軸からの角度が大きい光が、マスクによって遮断されるため、
マスクは移行ゾーンを越えた位置まで延びなくてよい。
【００５３】
　ある実施形態では、眼内レンズ200のマスク208は孔を有し、マスクが光の一部を遮断し
て、上述のマスクと同様に物体の近くの視界を改善する。有利なことに、マスク208は、
孔として設けることができ、かつ光の、網膜956上に収束できない部分を遮断することが
でき、上述のように収差を生じさせる第2の部分220を通過する光を遮断することもできる
。ある実施形態では、マスク208の孔は直径が約1mm～2mmである。ある実施形態では、マ
スク208は、直径が約3mm～5mmである外周を有する。
【００５４】
　ある実施形態では、眼内レンズ200の第3の部分224は弱光視力を改善することができる
。眼の瞳孔が拡張すると、最終的に光線が眼内レンズ200の第3の部分224に入射して第3の
部分224を透過する。図9に示されているように、光線950が眼内レンズ200の第3の部分224
を透過するのに十分なほど眼952の瞳孔958が大きくなった場合、追加的な光線950が網膜
に衝突する。上述のように、眼内レンズ200は、遠くの物体からの光線が網膜上の一点に
合焦されるように遠くの物体に対する視力を矯正する光学パワーを有してよい。弱光条件
時に近くの物体を見ると、眼内レンズ200が遠くの物体を見るための光学パワーを有する
場合、焦点のずれた像が得られる可能性がある。
【００５５】
　マスク208は様々な不透明度を有してよい。たとえば、マスク208は実質的にすべての可
視光線を遮断しても、あるいは可視光線の一部を遮断してもよい。マスク208の不透明度
は、マスク208のそれぞれの領域で異なってもよい。ある実施形態では、マスク208の外側
縁部および/または内側縁部の不透明度がマスク208の中央領域よりも低い。それぞれの異
なる領域の不透明度は、急激に遷移しても、あるいは徐々に遷移してもよい。不透明度の
遷移の他の例は、引用によって本明細書に全体的に組み込まれる米国特許第5662706号、
米国特許第5905561号、および米国特許第5965330号に記載されている。
【００５６】
　従来の眼内レンズ1000が図10A～10Bに示されている。レンズ本体302の後面310(第2の部
分314によって形成される)および/または前面312(第2の部分320によって形成される)上に
くぼんだ部分を有することによって、眼内レンズ300の最大厚さは、図10Bに示されている
ようにそのような部分を有さない従来のレンズ本体1002と比べて薄くなる。レンズ本体10
02の断面厚さは一般に、眼内レンズ1000の光学パワーおよびレンズ本体1002の材料によっ
て決まる。特に、レンズ本体1002の中央領域は一般に、中央領域断面厚さ1006を有する眼
内レンズ1000の最も厚い部分である。本明細書で開示されるある実施形態では、眼内レン
ズ200のレンズ本体202は、他の共通のレンズ本体の中央領域厚さ1006よりも薄い中央領域
厚さ206を有する。図3Bの実施形態では、従来の眼内レンズ1000と比べて厚さ306がさらに
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薄くなっている。
【００５７】
　一般に、上述のように、眼内レンズを眼に移植するには、眼内レンズを丸め、丸められ
た眼内レンズをチューブに挿入する。レンズ本体を薄くすることの1つの利点は、眼内レ
ンズをよりしっかりと丸めることができ、したがって、小さなチューブおよび小さな切開
創を使用するのが可能になることである。レンズ本体を薄くすることの他の利点は、この
眼内レンズが、眼の内部の様々な位置に移植されることに伴う危険性を低下させることが
できる点である。たとえば、眼内レンズ200を前房内に移植してよい。後面210の第1の部
分216が天然水晶体の上方に浮遊するように眼内レンズ200を後房内に位置させてもよい。
眼内レンズ200の厚さが薄いため、眼内レンズ200の後面210と天然水晶体が接触する可能
性が低くなる。たとえば、眼内レンズ200を毛様溝に結合する、または取り付けることが
できる(本明細書では「溝固定する」と言うこともある)。図9に示されているように、眼
内レンズ200を水晶体嚢内に移植してもよい。眼の内部の眼内レンズの位置に応じて、マ
スク208の孔を含むがそれに限らない眼内レンズ200の寸法を調節することができる。
【００５８】
　眼内レンズ200および/またはレンズ本体202は1つまたは複数の材料で形成されてよい。
ある実施形態では、眼内レンズ200および/またはレンズ本体202は、ポリマー(たとえば、
PMMA、PVDF、ポリプロピレン、ポリカーボネート、PEEK、ポリエチレン、アクリルコポリ
マー、ポリスチレン、PVC、ポリスルフォン)、ハイドロゲル、およびシリコーンを含むこ
とができる。
【００５９】
II.焦点深度を矯正するマスク
　インプラント本体2014上またはインプラント本体2014内に位置させることのできるマス
クの様々な変形実施形態は、本明細書で論じられ、かつ引用によって全体が本明細書に組
み込まれる米国特許第7628810号、米国特許出願第2006/0113054号、および米国特許出願
第2006/0265058号に記載されている。図11Aは、マスク2034aの一実施形態を示している。
マスク2034aは、マスク2034a上の実質的に中央に配置されたピンホール開口部または孔20
38aを囲む環状領域2036aを含むことができる。ピンホール孔2038aは全体として、本明細
書ではマスク2034aの光軸と呼ぶ中央軸2039aの周りに配置されてよい。ピンホール孔2038
aは円形であってよい。図11Bは、図11Aに示されているマスク2034aと同様のマスク2034b
の他の実施形態を示している。図11Aのマスク2034aの環状領域2036aは、環状領域2036aの
外周から内周に湾曲しており、一方、図11Bのマスク2034bの環状領域2036bは実質的に平
坦である。
【００６０】
　このマスクは、インプラント本体と一緒に作用して患者の視力を向上させるように設定
された寸法を有してよい。たとえば、マスクの厚さは、インプラント本体に対するマスク
の位置に応じて異なってよい。たとえば、マスクをインプラント本体内に埋め込む場合、
マスクは零よりも厚くかつインプラント本体よりも薄い厚さを有してよい。あるいは、マ
スクをインプラント本体の表面に結合する場合、マスクは、マスクによって眼内レンズが
厚くなることがないように望ましい不透明度を有するのに必要な厚さと同じ厚さを有する
ことが好ましいと考えられる。ある実施形態では、マスクは、零よりも厚く約0.5mmより
も薄い厚さを有する。一実施形態では、マスクは厚さが約0.25mmである。マスクは、移行
ゾーンの表面上またはその近くに位置する場合、移行ゾーンに類似する、または移行ゾー
ンと同じ形状を有してよい。
【００６１】
　マスクは、後述のように一定の厚さを有してよい。しかし、いくつかの実施形態では、
内周(孔2038の近く)と外周の間でマスクの厚さが一定でなくてもよい。図12は、内周から
外周にかけて徐々に薄くなるマスク2034kを示している。図13は、内周から外周にかけて
徐々に厚くなるマスク2034lを示している。他の断面形状も可能である。
【００６２】
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　環状領域2036は、少なくとも部分的に不透明であっても、完全に不透明であってもよい
。環状領域2036の不透明度によって、少なくとも一部または実質的にすべての光がマスク
2032を透過するのが防止される。環状領域2036の透明度は、いくつかの異なる方法のいず
れかで実現することができる。
【００６３】
　たとえば、一実施形態では、マスク2034を製造するのに使用される材料は本来不透明の
材料であってよい。あるいは、マスク2034を製造するのに使用される材料は、実質的に透
明であってよいが、領域2036が実質的にまたは完全に不透明になるようにまたは他の着色
剤によって処理されてよい。他の例では、マスク2034の表面を物理的に処理する、または
(エッチングなどによって)化学的に処理してマスク2034の屈折特性および透過特性を変更
し、光透過性を低くしてもよい。
【００６４】
　他の代替実施形態では、マスク2034の表面をマスク上に付着させた微粒子によって処理
してもよい。たとえば、マスク2034の表面にチタン、金、またはカーボンを付着させてマ
スク2034の表面を不透明にしてもよい。他の代替実施形態では、図14に概略的に示されて
いるように、微粒子をマスク2034の内部に封入してもよい。最後に、光透過率がそれぞれ
異なる領域を有するようにマスク2034をパターン化してもよい。
【００６５】
　他の実施形態では、それぞれの異なる光透過特性を有する材料で作られた共押出成形さ
れたロッドでマスクを形成してよい。次に、共押出成形されたロッドを切断して、本明細
書で説明するような複数のマスク用のディスクを形成することができる。
【００６６】
　他の実施形態は、マスクにおける光透過率を調節する様々な方法を使用する。たとえば
、マスクは、図14に示されているように、ゲルが充填されたディスクであってよい。ゲル
は、ハイドロゲルまたはコラーゲン、あるいはマスク材料に対する生体適合性を有し、マ
スクの内部に導入することのできる他の適切な材料であってよい。マスク内のゲルは、ゲ
ル内に浮遊させた微粒子2066を含むことができる。適切な微粒子は金微粒子、チタン微粒
子、およびカーボン微粒子であり、上述のように、マスクの表面に付着させてもよい。
【００６７】
　マスク2034の材料は任意のポリマー材料であってよい。マスク2034を眼内インプラント
に適用する場合、マスク2034の材料は生体適合性を有する必要がある。ゲルを使用する場
合、この材料はゲルを保持するのに適している。マスク2034用の適切な材料の例には、好
ましいポリメチルメタクリレート、またはハイドロゲルのような適切な他のポリマーもし
くはコポリマーなどが含まれる。もちろん、上記に指摘したように、ゲルが充填されてい
ない材料の場合、好ましい材料は、ダクロンメッシュのような繊維材料であってよい。
【００６８】
　図15および16は、マスク2034wが複数のナナイト(nanite)2068を備える一実施形態を示
している。「ナナイト」は、患者の眼に入射した光を選択的に透過させる、または遮断す
るように構成された小さな微粒子構造である。この粒子は、ナノテクノロジー用途で使用
される粒子に特有の非常に小さなサイズの粒子であってよい。図15および16に概略的に示
されているように、ナナイト2068をゲル中に浮遊させるか、場合によってはマスク2034w
の内部に挿入する。ナナイト2068は、様々な光環境に応答するように事前にプログラムさ
れてよい。
【００６９】
　したがって、図15に示されているように、強光環境では、ナナイト2068は、眼に入射し
た光の一部を実質的にかつ選択的に遮断するように向きを変えナナイト自体を位置付ける
。しかし、より多くの光が眼に入射することが望ましい弱光環境では、ナナイトは、図16
に示されているように、より多くの光を眼に入射させるように向きを変えるか、場合によ
ってはナナイト自体を位置付けることによって応答することができる。
【００７０】
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　ナノデバイスまたはナナイトは、実験室で成長させた結晶構造である。ナナイトは、光
のような様々な刺激を受容するように処理されてよい。ある実施形態の一態様によれば、
ナナイトにエネルギーを与えることができ、それによって、ナナイトは、弱光環境および
強光環境に応答して、上記で説明し図16に概略的に示されているように回転する。
【００７１】
　ナノスケールデバイスおよびシステムならびにその製造については、どちらも引用によ
って本明細書に全体的に組み込まれるSmith et al.、「Nanofabrication」、Physics Tod
ay、1990年2月、24～30頁およびCraghead、「Nanoelectromechaincal Systems」、Scienc
e、2000年11月24日、第290巻、1502～1505頁に記載されている。小さな粒子の特性を光学
用途向けに調整することが、やはり引用によって本明細書に全体的に組み込まれるChen e
t al.、「Diffractive Phase Elements Based on Two-Dimensional Artificial Dielectr
ics」、Optical Letters、1995年1月15日、第20巻、第2号、121～123頁で開示されている
。
【００７２】
　他の実施形態では、フォトクロミック材料をマスクとしてあるいはマスクに加えて使用
してもよい。明光条件の下では、フォトクロミック材料は暗くなり、それによって、マス
クを形成し近見視力を向上させる。弱光条件の下では、フォトクロミック材料が明るくな
り、より多くの光が網膜に到達することができる。ある実施形態では、弱光条件の下で、
フォトクロミック材料が明るくなって眼内インプラントの光学部材に光が当たる。
【００７３】
　マスクは様々な不透明度を有してよい。たとえば、マスクは、可視光線の実質的にすべ
ての可視光線を遮断しても、あるいは可視光線の一部を遮断してもよい。マスクの不透明
度は、マスクのそれぞれの領域で異なってもよい。ある実施形態では、マスクの外側縁部
および/または内側縁部の不透明度がマスクの中央領域よりも低い。それぞれの異なる領
域の不透明度は、急激に遷移しても、あるいは徐々に遷移してもよい。不透明度の遷移の
他の例は、引用によって本明細書に全体的に組み込まれる米国特許第5662706号、米国特
許第5905561号、および米国特許第5965330号に記載されている。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、マスク2034は、図17に示され、引用によって本明細書に全体
的に組み込まれる米国特許第4976732号に概略的に記載されている支持ストランド2072お
よび2074によって眼2010に取り付けられる、または固定される。
【００７５】
　他のマスクの詳細は、どちらも引用によって本明細書に全体的に組み込まれる、1990年
12月11日に発行された米国特許第4976732号および2004年5月26日に出願された米国特許出
願第10/854033号で開示されている。
【００７６】
　多焦点IOL、コンタクトレンズ、または角膜の治療に対する、本明細書に記載の孔(たと
えば、ピンホール孔)を有するマスクを含む実施形態の利点は、多焦点IOL、コンタクトレ
ンズ、および角膜治療の各手法がすべて、孔を通って入射する利用可能な光を2つ以上の
焦点に分割し、一方、マスク手法が単一の焦点(単焦点)を有することである。この制限に
よって、多焦点光学機器の設計者は、各焦点にどのくらいの量の光を向けるかを選択し、
あらゆる像に常に存在する焦点のずれた光の影響に対処しなければならない。無限遠(>6M
)および40cm(通常の読書距離)の重要な距離での視力を最大にするために、通常、中間距
離には光をほとんどまたはまったく合焦せず、その結果、これらの距離における視力は不
十分である。
【００７７】
　しかし、焦点深度を増大する孔を有すると、老眼患者の中間視力が著しく改善される。
実際、ピンホール孔による焦点ぼけは近距離よりも中間距離の方が程度が低い。このこと
は、孔を有する眼科デバイスの実施形態を2つの市販の多焦点IOLと比較した焦点ずれの関
数としての視力のプロットである図59を見ると分かる。多焦点IOLでは非常に近い距離(33
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cm、-3D)と1M(-1D)から40cm(-2.5D)までの範囲にわたって高い視力が得られるが、中間範
囲ではピンホール孔の方が多焦点光学部材よりも優れている。
【００７８】
　視力は、logMARで測定され、見ることのできる最小視覚または最小角距離の対数であり
、視距離には依存しない。logMARが0である場合、20/20、6/6、または遠見で小数視力1を
意味し、イエーガー1の近見視力と同等である。焦点ずれは、メートル単位の眼の焦点長
さの逆数であるジオプター単位で測定される。したがって、-1Dの焦点ずれは、眼が1/1=1
mで合焦されることを意味する。標準的な(米国およびヨーロッパ)読書距離は、40cm、す
なわち-2.5Dの焦点ずれ(1/0.4=2.5)である。
【００７９】
III.耐紫外線ポリマーマスク材料
　このマスクは、非常に高い表面積対体積比を有し、移植後に大量の日光にさらされるた
め、紫外線(UV)または他の光波長への曝露を含む、劣化に対する耐性が高い材料を含むこ
とが好ましい。UV放射による劣化に対する耐性を示す、本明細書に開示されたマスクを形
成する際に、UV吸収添加剤を含む、またはUV吸収モノマー(コモノマーを含む)で作られた
ポリマーを含む、UV吸収成分を含むポリマーを使用してよい。このようなポリマーの例に
は、開示が引用によって本明細書に全体的に組み込まれる、米国特許第4985559号および
米国特許第4528311号に記載されたポリマーが含まれるがそれらに限らない。好ましい実
施形態では、マスクは、UV放射に対する耐性を示す材料を含む。一実施形態では、マスク
は、UV放射を実質的に反射または透過するポリマー材料を含む。UV放射による劣化に対す
る耐性を示すマスクの他に、レンズ本体がUV吸収成分を含むことができ、あるいはレンズ
本体中のUV吸収成分がUV放射による劣化を防止することができるため、マスクはUV放射に
よる劣化に対する耐性を示さなくてよい。
【００８０】
　あるいは、マスクは、耐劣化作用をもたらす成分を含むことができるか、または劣化耐
性をもたらすコーティングを好ましくは少なくとも前面上に備えてよい。そのような成分
は、たとえば、1つまたは複数の耐劣化ポリマーを1つまたは複数の他のポリマーと混合す
ることによって含められてよい。このような混合物は、UV吸収材料のような、所望の特性
を有する添加剤をも含むことができる。一実施形態では、混合物は、約1～10wt.%、5～15
wt.%、および10～20wt.%を含む合計で約1～20%の1つまたは複数の耐劣化ポリマーを含む
ことが好ましい。他の実施形態では、混合物は、約80～90wt.%、85～95wt.%、および90～
100wt.%を含む合計で約80～100wt.%の1つまたは複数の耐劣化ポリマーを含むことが好ま
しい。他の実施形態では、混合物は、約50～60wt.%および40～50wt.%を含む合計で約40～
60wt.%の1つまたは複数の耐劣化ポリマーを含む、同等の割合の材料を有する。マスクは
、UV吸収添加剤またはモノマーを組み込んだ1つまたは複数のポリマーを含む、概ねUV透
過性またはUV反射性の1つまたは複数のポリマーを含む混合物を含む、様々な種類の耐劣
化ポリマーの混合物をも含むことができる。これらの混合物は、約1～10wt.%、5～15wt.%
、および10～20wt.%を含む合計で約1～20%の、概ねUV透過性の1つまたは複数のポリマー
と、約80～90wt.%、85～95wt.%、および90～100wt.%を含む合計で約80～100wt.%の、概ね
UV透過性の1つまたは複数のポリマーと、約50～60wt.%および40～50wt.%を含む合計で約4
0～60wt.%の、概ねUV透過性の1つまたは複数のポリマーとを含む。このポリマーまたはポ
リマー混合物は、不透明化剤、多陰イオン化合物、および/または創傷治癒修飾因子を含
むがそれらに限らない後述の他の材料と混合されてよい。これらの他の材料と混合される
とき、マスクを構成する材料中のポリマーまたはポリマー混合物の量は、約60重量%～90
重量%、約65重量%～85重量%、約70重量%～80重量%、および約90重量%～99重量%を含む約5
0%～99%であることが好ましい。
【００８１】
　好ましい耐劣化ポリマーにはハロゲン化ポリマーが含まれる。好ましいハロゲン化ポリ
マーには、高フッ素化ポリマーを含む、フッ素化ポリマー、すなわち、少なくとも1つの
カーボン-フッ素結合を有するポリマーが含まれる。本明細書で使用される語「高フッ素
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化」は、その通常の意味で使用される広義の語であり、カーボン-フッ素結合(C-F結合)の
数がカーボン-水素結合(C-H結合)の数に等しい、またはそれよりも多い少なくとも1つのC
-F結合を有するポリマーを含む。高フッ素化材料には、全フッ素置換材料または全フッ素
化材料、塩素のような他のハロゲン置換基を含む材料、および酸素または窒素含有官能基
を含む材料も含まれる。ポリマー材料の場合、結合の数は、モノマーを基準にする、また
はポリマーを形成する単位を繰り返すことによって数えることができ、コポリマーの場合
、(モルベースの)各モノマーの相対量によって数えることができる。
【００８２】
　好ましい高フッ素化ポリマーには、ポリテトラフルオロエチレン(PFTEまたはTeflon(登
録商標))、フッ化ポリビニリデン(PVDFまたはKynar(登録商標))、ポリ-1,1,2-トリフルオ
ロエチレン、およびペルフルオロアルコキシエチレン(PFA)が含まれるがそれらに限らな
い。他の高フッ素化ポリマーには、以下のモノマー単位、すなわち、テトラフルオロエチ
レン-(CF2-CF2)-;フッ化ビニリデン-(CF2-CH2)-;1,1,2-トリフルオロエチレン-(CF2-CHF)
-;ヘクサフルオロプロペン-(CF(CF3)-CF2)-;フッ化ビニル-(CH2-CHF)-(ホモポリマーは「
高フッ素化」されていない);-(O-CF2)-、-(O-CF2-CF2)-、-(O-CF(CF3)-CF2)-のような酸
素含有モノマー;-(CF2-CFCl)-などの塩素含有モノマーのうちの1つまたは複数を含むホモ
ポリマーまたはコポリマーが含まれるがそれらに限らない。好ましい実施形態によるマス
クで使用される高フッ素化ポリマーとしては、十分な程度のフッ素化を有する、フッ素化
ポリイミドおよびフッ素化アクリレートのような他のフッ素化ポリマーも考えられる。本
明細書で説明するホモポリマーおよびコポリマーは市販されており、かつ/あるいは市販
の材料からホモポリマーおよびコポリマーを調製する方法は広く公開されており、ポリマ
ー分野の当業者には公知である。
【００８３】
　高フッ素化ポリマーが好ましいが、1つまたは複数のカーボン-フッ素結合を有するが上
述のような「高フッ素化」ポリマーの定義の範囲には入らないポリマーを使用してもよい
。このようなポリマーは、上記のパラグラフ内の1つまたは複数のモノマーで形成された
コポリマーとエチレン、フッ化ビニル、またはその他のモノマーを含み、C-F結合よりも
多くのC-H結合を有するポリマー材料を形成する。フッ素化ポリイミドのような他のフッ
素化ポリマーを使用してもよい。いくつかの用途において単独であるいはフッ素化ポリマ
ーまたは高フッ素化ポリマーと組み合わせて使用することができる他の材料は、どちらも
引用によって本明細書に全体的に組み込まれる米国特許第4985559号および米国特許第452
8311号に記載されている。
【００８４】
　高フッ素化についての上記の定義は、いくつかの例によって最もよく示される。好まし
い1つの耐UVポリマー材料は、化学式-(CF2-CH2)n-で表される構造を有するフッ化ポリビ
ニリデン(PVDF)である。各反復単位は、2つのC-H結合と2つのC-F結合とを有する。C-F結
合の数がC-H結合の数に等しい、またはそれよりも多いので、PVDFホモポリマーは「高フ
ッ素化」ポリマーである。他の材料は、モル比が2:1のこの2つのモノマーで形成されたテ
トラフルオロエチレン/フッ化ビニルである。形成されるコポリマーがブロックコポリマ
ーであるか、ランダムコポリマーであるか、それとも任意の他の配列であるかにかかわら
ず、2:1テトラフルオロエチレン:フッ化ビニル組成から、各々が4つのC-F結合を有する2
つのテトラフルオロエチレン単位と、3つのC-H結合および1つのC-F結合を有する1つのフ
ッ化ビニル単位とを備える「反復単位」を推定することができる。C-F結合の数がC-H結合
の数に等しい、またはそれよりも多いので、このコポリマーは高フッ素化される。
【００８５】
　PVDFのようなある種の高フッ素化ポリマーは、非フッ素化ポリマーまたは低フッ素化ポ
リマーと比べて、比較的化学的に不活性であること、比較的UV透過性が高いことのような
、1つまたは複数の望ましい特性を有する。出願人は、理論にとらわれずに、比較的多数
のC-F結合を有する材料の望ましい特性の多くがフッ素の電気陰性度によるものであると
仮定する。



(26) JP 2013-501598 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

【００８６】
　好ましい実施形態では、マスクを形成する高フッ素化ポリマー材料の少なくとも一部は
、所望の不透明度をもたらす不透明化剤を含む。一実施形態では、不透明化剤は、たとえ
ば、透過孔との組み合わせで、本明細書で説明する被写界深度の改善を実現するのに十分
な不透明度をもたらす。一実施形態では、不透明化剤は材料を不透明にする。他の実施形
態では、不透明化剤は、約90%以上の入射光の透過を妨げる。一実施形態では、不透明化
剤は材料を不透明にする。他の実施形態では、不透明化剤は、約80%以上の入射光の透過
を妨げる。好ましい不透明化剤には、有機染料および/または顔料、好ましくは、アゾ染
料、ヘマトキシリンブラック、およびスーダンブラックのような黒色染料および/または
顔料;黒色酸化鉄およびイルメナイト、炭化ケイ素、ならびにカーボン(たとえば、カーボ
ンブラック、サブミクロン微粉化カーボン)などの金属酸化物を含む無機染料および/また
は顔料が含まれるがそれらに限らない。上記の材料は、単独で使用されても、あるいは1
つまたは複数の他の材料と組み合わされて使用されてもよい。不透明化剤は、マスクの1
つまたは複数の表面の、各表面の全体または一部に塗布されても、あるいはポリマー材料
と混合されるかまたは組み合わされてもよい(たとえば、ポリマー溶融相の間に混合する)
。前述の材料のうちのどれを使用してもよいが、カーボンは、多くの有機染料とは異なり
時間が経過しても薄れず、かつUV放射を吸収することによって材料のUV安定性も助けると
いう点で特に有用であることが分かっている。一実施形態では、カーボンをフッ化ポリビ
ニリデン(PVDF)、またはカーボンが、結果的に得られる組成の約12重量%、約13重量%、お
よび約14重量%を含む、約10重量%～約15重量%を含む、結果的に得られる組成の約2%～約2
0%を構成するように高フッ素化ポリマーを含む他のポリマー組成と混合してもよい。
【００８７】
　マスクの一部を黒くするか、暗くするか、または不透明にするように添加される顔料の
ようないくつかの不透明化剤は、マスクに、このような薬剤を含まないマスク材料よりも
高い程度に入射放射を吸収させることができる。顔料を保持する、または含むマトリック
スポリマーは吸収された放射によって劣化するため、薄く、かつ環境による劣化を受けや
すくする大きい表面積を有するマスクを、UV放射などによる劣化に対する耐性を示す材料
で作るか、あるいはマスクが概して、UV放射に対して透過性であるかまたはUV放射を吸収
しないことが好ましい。UV放射に対する透過性が高いPVDFのようなUV耐性および劣化耐性
の高い材料を使用すると、特定の不透明化剤を選択することによって生じるポリマーの損
傷が大幅に低減するため、不透明化剤の選択を融通に富んだものにすることができる。
【００８８】
　耐劣化構成についての前述の実施形態のいくつかの変形実施形態を考える。一変形実施
形態では、マスクは、UV劣化を受けない材料でほぼ排他的に作られる。たとえば、金属、
高フッ素化ポリマー、カーボン(たとえば、グラフェン、純カーボン)、または他の同様の
材料でマスクを作ってよい。金属を含むマスクの構成は、2004年12月1日に出願され、「M
ethod of Making an Ocular Implant」という名称を有する米国特許出願第11/000562号お
よび2005年4月14日に出願され、「Method of Making an Ocular Implant」という名称を
有する米国特許出願第11/107359号でより詳しく論じられており、どちらの米国特許出願
も引用によって本明細書に全体的に組み込まれる。この文脈では、「排他的に」は、いく
つかの非機能材料(たとえば、不純物)の存在、および前述のような不透明化剤を許容する
広義の語である。他の実施形態では、マスクは材料の組み合わせを含むことができる。た
とえば、一変形実施形態では、マスクは、主として移植可能な材料で形成され、耐UV材料
が被覆される。他の変形実施形態では、マスクは、通常の使用条件の下で、少なくとも約
5年、好ましくは少なくとも約10年、ある実現形態では少なくとも約20年にわたって医学
的に有効であるように劣化に関して十分な機能を維持するのに十分な濃度の1つまたは複
数のUV劣化抑制剤および/または1つまたは複数の耐UV劣化ポリマーを含む。
【００８９】
　図23は、高フッ素化ポリマーと不透明化剤とを含むマスクからマスクを有する眼内イン
プラントを製造する方法を示すフローチャートである。図23の方法は、高フッ素化ポリマ
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ーのマスクを製造する第1の方法3014と、第1の方法3014で作られたマスクを有する眼内イ
ンプラントを製造する第2の方法3026とを含む。
【００９０】
　ステップ3000で、熱を使用して、フッ化ポリビニリデン(PVDF)が完全に溶解するまでPV
DFペレットをジメチルアセトアミド(DMACまたはDMA)などの溶剤に溶解させることによっ
て、液体形態のポリマーを生成する。一実施形態では、PVDFが完全に溶解するようにこの
溶液を最低で12時間にわたって混合してもよい。ステップ3200で、高速せん断混合機を使
用してPVDF/DMAC溶液を染料またはカーボンブラックなどの不透明化剤と混合する。一実
施形態では、カーボンブラックは、結果的に得られる組成の13重量%を構成し、一方、PVD
Fは、結果的に得られる組成の87重量%を構成する。ステップ3300で、PVDF/カーボンブラ
ック溶液を任意に高速ミル、たとえばEiger高速ミルに導入し、溶液中の大きなカーボン
凝集物を粉砕する。PVDF/カーボンブラック溶液をもう一度ミルに導入してカーボン凝集
物をさらに粉砕する。ステップ3400で、結果的に得られた溶液をシリコンウェハに塗布し
てシリコンディスク上にポリマー膜を形成する。ここで、約55gのPVDF/カーボンブラック
溶液をシリコンウェハ上に塗布できるように分配バレルに注入する。シリコンディスクを
スピンキャストマシンのスピナ上に配置し、分配バレルを使用してPVDF/カーボンブラッ
ク溶液のビードをシリコンウェハに円形パターンとして塗布し、ディスクの中央の直径1
インチの部分には何も塗布せずにおく。スピナサイクルを作動させてPVDF/カーボンブラ
ック溶液をディスク上に分配し、厚さが10ミクロンで一様な膜を形成する。ポリマー膜を
シリコンウェハに付着させたりスプレーコーティングしたりしてもよい。次に、被覆され
たシリコンディスクをホットプレート上に配置してDMACを蒸発させる。ステップ3500で、
被覆されたシリコンウェハをエキシマレーザの下方に配置する。レーザ切断マスクをレー
ザに取り付け、レーザを作動させる。レーザ切断マスクを使用して、約150個のマスクパ
ターンをレーザ加工してPVDF/カーボンブラック膜を形成する。パンチ技術、電子ビーム
、エッチングなどを使用してマスクパターンを形成してもよい。材料の、シリコンディス
クの縁部から約5mm先まで延びる部分は使用されないように、マスクパターンを配置する
。レーザ加工の間、シリコンディスクに窒素ガスを浴びせて表
面を冷却してもよい。ステップ3600で、カミソリの刃を使用して、レーザ加工したマスク
をシリコンディスクから取り外す。任意のステップとして、レーザ加工したマスクを二次
成形型に入れることを含めてもよい。この型は、平押し金型、凸状型(convex mold)、凹
状型(concave mold)、またはより複雑な形状を有する型のような所望の任意の形状であっ
てよい。ある技術では、マスクを二次成形型の下半部に入れることができる。二次成形型
の上半部をマスク上に配置し、型を約160℃の炉に入れる。次に、型を加熱し焼成させて
マスクを形成する。型を約160℃で約2時間にわたって焼成させる。2時間後、炉温度を約3
0℃に低下させ、マスクを約2時間にわたって、あるいは炉温度が約40℃よりも低くなるま
で焼成させる。
【００９１】
　ステップ3016で、第1の方法3014で製造されたインレー(たとえば、マスク)を型枠に入
れる。一実施形態では、シリコーンまたは他のレンズ材料を型枠の内部およびインレーの
周りに注入する。ステップ3018で、シリコーンを硬化させてインプラント本体を形成する
。ステップ3020で、眼内インプラントを研磨し、ステップ3022で、インプラント本体を型
枠から抜き出す。ステップ3024で、インプラント本体に1つまたは複数のハプティックを
取り付けて(たとえば、接着して)眼内インプラントを形成する。3部分IOL構成ではステッ
プ3024を含めてよいが、他の構成には必要とされない。ある実施形態では、1つまたは複
数のハプティックは、注入プロセスの間にインプラント本体と一緒に形成される。たとえ
ば、インプラント本体を旋盤加工し、ハプティックを単一の部片からフライス加工するこ
とができる。続いて、眼内インプラントを検査することができる(たとえば、見た目、ジ
オプター、分解能)。
【００９２】
IV.可視回折パターンを縮小するように構成されたマスク
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　前述のマスクの多くは、患者の焦点深度を改善するのに使用することができる。様々な
追加的なマスク実施形態について以下に論じる。後述の実施形態のいくつかは、環状領域
によって遮断される光の量を変化させる、マスクの環状領域の内部に光透過穴を含む。マ
スクの内部の光透過穴は、患者の弱光視力を改善することができる。光透過穴のある実施
形態では、光透過穴は、本明細書で説明するマスクの視力改善効果に干渉する回折パター
ンを生成することができる。したがって、本明細書では、回折パターンを生成せず、また
他の点でもマスク実施形態の視力改善効果に干渉しないある種のマスクについて説明する
。
【００９３】
　図18～19は、老眼の患者の眼の焦点深度を増大するように構成されたマスク2100の一実
施形態を示している。マスク2100は、以下に異なるように説明することを除いて前述のマ
スクと同様である。マスク2100は、上述の材料を含む、本明細書で論じる材料で作ること
ができる。また、マスク2100を任意の適切なプロセスによって形成することができる。マ
スク2100は、IOLに適用されるように構成されている。
【００９４】
　一実施形態では、マスク2100は、前面2108と後面2112とを有する本体2104を含む。本体
2104は、連続気泡フォーム材料、膨張固体材料、および実質的に不透明の材料のうちの少
なくとも1つを含む任意の適切な材料で形成されてよい。一実施形態では、本体2104を形
成するのに使用できる材料は、含水量が比較的多い。他の実施形態では、本体2104を形成
するのに使用できる材料にはポリマー(たとえば、PMMA、PVDF、ポリプロピレン、ポリカ
ーボネート、PEEK、ポリエチレン、(たとえば、疎水性または親水性の)アクリルコポリマ
ー、ポリスチレン、PVC、ポリスルフォン)、ハイドロゲル、シリコーン、金属、合金、ま
たはカーボン(たとえば、グラフェン、純カーボン)が含まれる。
【００９５】
　一実施形態では、マスク2100は光透過穴構成2116を含む。光透過穴構成2116は複数の穴
2120を含むことができる。穴2120は、マスク2100の一部のみに示されているが、一実施形
態では本体2104全体にわたって配置されることが好ましい。一実施形態では、穴2120は、
図20Aに複数の位置2120'によって示されている六角形パターンに配置されている。後述の
ように、複数の位置を定め、後でマスク2100上に複数の穴2120を形成する際に使用するこ
とができる。マスク2100は、本体2104の外側縁部を形成する外周2124を有する。いくつか
の実施形態では、マスク2100は、外周2124によって少なくとも部分的に囲まれた孔2128と
、外周2124と孔2128との間に配置された光透過部2132とを含む。
【００９６】
　マスク2100は対称的であり、マスク軸2136に対して対称的であることが好ましい。一実
施形態では、マスク2100の外周2124は円形である。マスクは概して、直径が約3mmから約8
mmの範囲内であり、約3.5mmから約6mmの範囲内であることが多く、一実施形態では約6mm
未満である。他の実施形態では、マスクは円形であり、直径が4mmから6mmの範囲である。
他の実施形態では、マスク2100は円形であり、直径が4mm未満である。外周2124は、他の
実施形態では直径が約3.8mmである。いくつかの実施形態では、非対称的である、または
マスク軸に対して対称的ではないマスクが、眼の構造に対して選択された位置に配置また
は維持できることなどの利点をもたらす。
【００９７】
　マスク2100の本体2104をより薄い構成または従来の構成の特定の眼内レンズ構造に結合
されるように構成してよい。たとえば、マスク2100を湾曲を有する特定のIOLに結合する
場合、本体2104は、マスク軸2136に沿って、この湾曲に対応する量の湾曲を有してよい。
同様に、本体2104は、調節IOL移行ゾーンに対応する形状を有してよい。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、マスク2100は所望の量の光学パワーを有する。光学パワーは
、前面2108および後面2112の少なくとも一方を湾曲を有するように構成することによって
得ることができる。一実施形態では、前面2108および後面2112はそれぞれの異なる量の湾
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曲を有する。この実施形態では、マスク2100は、外周2124から孔2128までの厚さが一定で
ない。
【００９９】
　一実施形態では、本体2104の前面2108および後面の一方は実質的に平面である。ある平
面状実施形態では、この平面状表面に沿って測定される曲率の均一性が非常に低い、また
はまったくない。他の実施形態では、前面2108と後面2112の両方が実質的に平面状である
。概して、マスク2100の本体2104の厚さは、零よりも大きな値から約0.5mmまでの範囲内
であってよい。他の実施形態では、マスク2100の厚さ2138は約0.25mmである。実質的に平
面状のマスクは、非平面状マスクと比べていくつかの利点を有する。たとえば、実質的に
平面状のマスクは、特定の曲率に形成する必要のあるマスクよりも容易に製造することが
できる。特に、マスク2100に湾曲を生じさせるプロセスステップをなくすことができる。
【０１００】
　孔2128は、実質的にすべての入射光をマスク軸2136に沿って透過させるように構成され
る。非透過部分2132は、孔2128の少なくとも一部を囲み、入射光が孔2128に透過するのを
実質的に防止する。上記のマスクに関連して論じたように、孔2128は、本体2104の貫通穴
、すなわち本体2104の実質的な光透過(たとえば、透明)部分であってよい。マスク2100の
孔2128は概してマスク2100の外周2124内に形成される。孔2128は、上述のような適切な構
成のうちのいずれをとってもよい。
【０１０１】
　一実施形態では、孔2128は、実質的に円形であり、実質的にマスク2100の中央に位置し
ている。孔2128のサイズは、老眼の患者の眼の焦点深度を増大するのに有効な任意のサイ
ズであってよい。特に、孔2128のサイズは眼の内部のマスクの位置(たとえば、網膜から
の距離)に応じて決まる。たとえば、眼の眼内空間において、孔2128は、一実施形態では
円形であり、直径が約2mmよりも小さくてよい。他の実施形態では、孔の直径は約1.1mmか
ら約1.6mmの間である。他の実施形態では、孔2128は、円形であり、直径が約1.6mm以下で
ある。他の実施形態では、孔の直径は約　mmである。大部分の孔は、直径が約0.85mmから
約2.2mmの範囲内であり、約1.1mmから約1.7mmの範囲内であることが多い。
【０１０２】
　ある実施形態では、孔2128は、光学パワーおよび/または屈折特性を含む。たとえば、
孔2128は、光学部材を含むことができ、かつ光学パワー(たとえば、正の光学パワーまた
は負の光学パワー)を含むことができる。ある実施形態では、孔2128は、眼の屈折異常を
補正することができる。
【０１０３】
　非透過部分2132は、放射エネルギーがマスク2100を透過するのを妨げるように構成され
ている。たとえば、一実施形態では、非透過部分2132は、入射放射エネルギーのスペクト
ルの少なくとも一部の実質的にすべてが透過するのを妨げる。一実施形態では、非透過部
分2132は、実質的にすべての可視光線、たとえば、ヒトの眼に見える電磁スペクトル内の
放射エネルギーが透過するのを妨げる。非透過部分2132は、いくつかの実施形態では、ヒ
トに見える範囲外の放射エネルギーが透過するのを妨げる。
【０１０４】
　上述のように、光が非透過部分2132を透過するのを妨げると、網膜および窩に達するが
、網膜および窩に収束して鮮鋭な像を形成することのない光の量が少なくなる。上述のよ
うに、孔2128のサイズは、孔を透過した光が全体的に網膜または窩に収束するようなサイ
ズである。したがって、マスク2100のない場合よりも鮮鋭な像が眼に投影される。
【０１０５】
　一実施形態では、非透過部分2132は、入射光の少なくとも約90%が透過するのを妨げる
。他の実施形態では、非透過部分2132は、すべての入射光の少なくとも95%が透過するの
を妨げる。マスク2100の非透過部分2132は、実質的に不透明であり光が透過するのを妨げ
るように構成されてよい。本明細書では、語「不透明な」は、入射可視光線の約2%しか透
過させないことを示すものである。一実施形態では、本体2104の少なくとも一部は、そこ



(30) JP 2013-501598 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

に入射する光の99%よりも多くの光を透過させないように構成される。
【０１０６】
　上述のように、非透過部分2132は、入射光を吸収せずに光の透過を妨げるように構成さ
れてよい。たとえば、マスク2100は、反射性にするか、または2003年4月29日に発行され
、引用によって本明細書に全体的に組み込まれる米国特許第6554424号で論じられるよう
により複雑な方法で光と相互作用させることができる。
【０１０７】
　上述のように、マスク2100は、光透過穴も有し、いくつかの実施形態では複数の穴2120
を備える。複数の穴2120(または他の光透過構造)が存在すると、場合によってはより多く
の光をマスク2100を通過させることによって非透過部分2132における光の透過に影響を与
えることができる。一実施形態では、非透過部分2132は、98%以上の入射光を吸収して穴2
120が存在しないマスク2100を透過させないように構成される。複数の穴2120が存在する
と、より多くの光が非透過部分2132を透過することができ、したがって、非透過部分2132
に入射した光のうちで非透過部分2132を透過するのを妨げられるのは約95%だけになる。
穴2120は、より多くの光を非透過部分2132を透過させ網膜に到達させることによって眼の
焦点深度に対する孔2128の作用を低下させることができる。
【０１０８】
　上述のように、図18Aに示されているマスク2100の穴2120は、マスク2100上の任意の場
所に配置されてよい。後述の他のマスク実施形態では、実質的にすべての光透過穴をマス
クの1つまたは複数の領域に配置する。
【０１０９】
　図18Aの穴2120は、マスク2100の前面2108と後面2112との間の少なくとも一部にわたっ
て延びている。一実施形態では、各穴2120は、穴入口2160と穴出口2164とを含む。穴入口
2160は、マスク2100の前面2108に隣接して配置されている。穴出口2164は、マスク2100の
後面2112に隣接して配置されている。一実施形態では、各穴2120は、マスク2100の前面21
08と後面2112との間の距離全体にわたって延びている。
【０１１０】
　一実施形態では、穴2120は、直径が約0.002mmから約0.050mmの範囲である。ある実施形
態では、穴2120は直径が約0.005mm以上である。他の実施形態では、各穴は直径が約0.020
mmである。他の実施形態では、各穴は直径が約0.025mmである。他の実施形態では、各穴
は直径が約0.027mmである。他の実施形態では、各穴は直径が約0.020mmから約0.029mmの
範囲である。一実施形態では、複数の穴2120における穴の数としては、すべての穴2120の
穴入口2140の表面積の和がマスク2100の前面2108の表面積の約5%以上になるような数が選
択される。他の実施形態では、穴2120の数としては、すべての穴2120の穴出口2164の表面
積の和がマスク2100の後面2112の表面積の約5%以上になるような数が選択される。他の実
施形態では、穴2120の数としては、すべての穴2100の穴出口2164の表面積の和がマスク21
00の後面2112の表面積の約5%以上になるような数が選択され、かつすべての穴2120の穴入
口2140の表面積の和がマスク2100の前面2108の表面積の約5%以上になるような数が選択さ
れる。他の実施形態では、複数の穴2120は約1600個の微小穿孔を備えてよい。他の実施形
態では、複数の穴2120は約8400個の微小穿孔を備えてよい。
【０１１１】
　各穴2120は比較的一定の断面積を有してよい。一実施形態では、各穴2120の断面形状は
実質的に円形である。各穴2120は、前面2108と後面2112との間を延びる円筒形を有してよ
い。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では穴2120の相対位置が重要である。上述のように、マスク2100の
穴2120は六方密構造を有し、たとえば六角形パターンで配置される。特に、この実施形態
では、各穴2120は、隣接する穴2120から、本明細書では穴ピッチと呼ばれることもある実
質的に一定の距離だけ分離される。一実施形態では、穴ピッチは約0.045mmである。
【０１１３】
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　六角形パターンでは、対称中心線同士の間の角度は約43度である。任意の2つの隣接す
る穴同士の間の間隔は、概ね約30ミクロンから約100ミクロンの範囲内であり、一実施形
態では約43ミクロンである。穴直径は、概ね約2ミクロンから約100ミクロンの範囲内であ
り、一実施形態では約20ミクロンである。光透過率は、当業者が本明細書の開示を考慮す
ることによって理解されるように穴面積の和の関数である。
【０１１４】
　光透過穴構成2116が存在するために負の視覚的効果が生じる可能性がある。たとえば、
場合によっては、六方密構成の穴2120が患者に見える回折パターンを生成することがある
。たとえば、患者は、六角形パターンを有する穴2120によって中央光を囲む複数の点、た
とえば、6つの点を観測する可能性がある。
【０１１５】
　回折パターンおよび他の視覚的悪影響がマスクの視覚的な他の利点を抑制することがほ
とんどないような光透過穴の有利な構成を形成する様々な技術が可能である。一実施形態
では、回折効果が観測できる場合、光透過穴は、回折された光を像の全体にわたって一様
に拡散して観測可能な点をなくすように構成される。他の実施形態では、光透過穴は、回
折パターンを実質的になくす、または回折パターンを像の周辺に押し広げるパターンを使
用する。
【０１１６】
　図20B～20Cは、ある点を除いてマスク2100と実質的に同様のマスクに適用することので
きる穴2220'のパターンの2つの実施形態を示している。図20B～20Cの穴パターンの穴2220
'は、無作為の穴間隔または穴ピッチだけ互いに離して配置されている。後述の他の実施
形態では、無作為の間隔ではなく不均一な間隔を置いて配置されている。一実施形態では
、穴2220'は実質的に均一な形状(実質的に一定の断面積を有する円筒形軸)を有する。図2
0Cは、無作為の間隔を置いて配置され、穴の密度が図20Bよりも高い複数の穴2220'を示し
ている。一般に、マスク本体の、穴を有する割合が高いほど、マスクを透過できる光の量
が多くなる。穴領域の割合を高くする1つの方法は、穴の密度を高くすることである。穴
密度を高くすると、より小さな穴でも、より密度の低いより大きな穴によって実現される
のと同じ光透過率を実現することができる。
【０１１７】
　図21Aは、後述の違いを除いてマスク2100と実質的に同様の他のマスク2200aの一部を示
している。マスク2200aは、上述の材料を含む、本明細書で論じる材料で作られてよい。
マスク2200aは、本明細書で論じるような適切な任意のプロセスによって形成されるか、
またはそのようなプロセスの変形例を用いて形成されてよい。マスク2200aは、複数の穴2
220aを含む光透過穴構成2216aを有する。実質的な数の穴2220aが不均一なサイズを有して
いる。各穴2220aは断面形状が均一であってよい。穴2220aの断面形状は、一実施形態では
実質的に円形であってよい。各穴2220aは、円形であり、穴入口から穴出口まで同じ直径
を有するが、少なくとも1つの点、たとえば、サイズが不均一である。実質的な数の穴の
サイズが無作為の量だけ互いに異なることが好ましい場合がある。他の実施形態では、各
穴2220aは、サイズが不均一であり(たとえば、無作為)であり、不均一な(たとえば、無作
為の)間隔を置いて配置される。
【０１１８】
　図21Bは、後述の違いを除いてマスク2100と実質的に同様のマスク2200bの他の実施形態
を示している。マスク2200bは、本明細書で論じる材料で作られてよい。また、マスク220
0bは、本明細書で論じるような適切な任意のプロセスおよびそのようなプロセスの変形例
によって形成されてよい。マスク2200bは本体2204bを含む。マスク2200bは、ファセット
の向きが不均一な複数の穴2220bを含む光透過穴構成2216bを有する。特に、各穴2220bは
、マスク2200bの前面の所に配置することのできる穴入口を有する。穴入口のファセット
は、マスク2200bの本体2204bの、穴入口を囲む部分によって形成されている。ファセット
は、前面の所の穴入口の形状である。一実施形態では、大部分またはすべてのファセット
が、長軸と長軸に垂直な短軸とを有する細長い形状、たとえば長楕円形を有する。各ファ
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セットは、形状が実質的に均一であってよい。一実施形態では、各ファセットの向きが均
一ではない。たとえば、実質的な数のファセットが不均一な向きを有してもよい。一実施
形態では、実質的な数のファセットが無作為の向きを有する。いくつかの実施形態では、
各ファセットは、形状が不均一(たとえば、無作為)であり、かつ向きが不均一(たとえば
、無作為)である。
【０１１９】
　可視回折パターン、または場合によっては、上述のマスクのうちのどれかのような孔を
有するマスクによって実現することのできる視力改善を低下させるパターンを生成する傾
向を低減させる複数の穴の上記の態様のうちの1つまたは複数を含む、少なくとも1つの態
様を変形した他の実施形態を実現することができる。たとえば、一実施形態では、少なく
とも実質的な数の穴の穴サイズ、形状、および向きが、無作為に変更されてよく、あるい
は他の点で不均一であってよい。マスクは、複数の穴の穴サイズ、形状、向き、および間
隔が、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように変更されることを特徴と
してもよい。ある実施形態では、可視回折パターンを生成する穴の傾向は、第1の穴第1の
穴サイズ、形状、または間隔を有する複数の穴とサイズ、形状、または間隔とは異なる第
2の穴サイズ、形状、または間隔を有する少なくとも別の複数の穴とを有することによっ
て低減させられる。他の実施形態では、マスクは、複数の穴のうちの実質的な数の穴の穴
サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが、複数の穴のうちの少なくとも別の
実質的な数の穴の穴サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つと異なり、可視回
折パターンを生成する穴の傾向を低減させることを特徴とする。他の実施形態では、各穴
は不規則な位置に位置決めされる。たとえば、各穴は、光が穴を透過することによる可視
アーチファクトの発生を最低限に抑えるように不規則な位置に位置決めされる。
【０１２０】
　図22は、後述の違いを除いて前述のマスクのいずれかと実質的に同様のマスク2300の他
の実施形態を示している。マスク2300は、本明細書で論じる材料で作られてよい。また、
マスク2300は、本明細書で論じるような適切な任意のプロセスおよびそのようなプロセス
の変形例によって形成されてよい。マスク2300は本体2304を含む。本体2304は、外周領域
2305と、内周領域2306と、穴領域2307とを有する。穴領域2307は、外周領域2305と内周領
域2306との間に配置されている。本体2304は、孔(後述)が貫通穴ではない孔領域2328をも
含むことができる。マスク2300は、光透過穴構成2316も含む。一実施形態では、光透過穴
構成は複数の穴を含む。各穴(たとえば、すべての穴)の少なくとも実質的な部分が穴領域
2307に配置されている。上述のように、図を簡略化するために、光透過穴構成2316の一部
のみが示されている。しかし、穴構成が穴領域2307全体にわたって配置されてもよいこと
を理解されたい。
【０１２１】
　外周領域2305は、マスク2300の外周2324からマスク2300の選択された外周2325まで延び
てよい。マスク2300の選択された外周2325は、マスク2300の外周2324から選択された半径
方向距離の位置に配置されている。一実施形態では、マスク2300の選択された外周2325は
、マスク2300の外周2324から約0.05mmの位置に配置されている。
【０１２２】
　内周領域2306は、内周、たとえばマスク2300の孔2328に隣接する内周2326からマスク23
00の選択された内周2327まで延びている。マスク2300の選択された内周2327は、マスク23
00の内周2326から選択された半径方向距離の位置に配置されている。一実施形態では、マ
スク2300の選択された内周2327は、内周から約0.05mmの位置に配置されている。
【０１２３】
　マスク2300は、各位置に対応するマスク2300の複数の位置および構造を無作為に選択す
ることを含むプロセスによって製造されたマスクであってよい。以下に詳しく論じるよう
に、この方法は、選択された位置が1つまたは複数の基準を満たすかどうかを判定するこ
とをも含むことができる。たとえば、ある基準では、穴のすべて、少なくとも大部分、ま
たは少なくとも実質的な部分が内周領域2305または外周領域2306に対応する位置に形成さ
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れるのが禁止される。他の基準では、穴のすべて、少なくとも大部分、または少なくとも
実質的な部分が互いに近過ぎる位置に形成されるのが禁止される。たとえば、このような
基準を使用して、壁厚さ、たとえば、互いに隣接する穴同士の間の最も短い距離が、所定
の値以上になるようにすることができる。一実施形態では、壁厚さが約20ミクロンよりも
薄くなるのが防止される。
【０１２４】
　図22の実施形態の変形例では、外周領域2305がなくなり、穴領域2307が内周領域2306か
ら外周2324まで延びている。図50の実施形態の他の変形例では、内周領域がなくなり、穴
領域2307が外周領域2305から内周2326まで延びている。
【０１２５】
　前述のマスク実施形態のいずれでも、マスクの本体は、上述のように、回折のような負
の光学作用を実質的に妨げる材料として選択された材料で形成されてよい。様々な実施形
態では、マスクは、連続気泡フォーム材料、シリコーン、PVDF、PMMAのような熱硬化性ポ
リマーおよび熱弾性ポリマー、金属、テフロン（登録商標）、またはカーボンで形成され
てよい。他の実施形態では、マスクは膨張固体材料で形成されてよい。
【０１２６】
　上記に図20Bおよび20Cに関連して論じたように、有利なことに、様々な無作為パターン
の穴を設けてよい。実施形態によっては、ある点が不均一な規則的パターンを設ければ十
分である場合がある。穴の不均一な態様は、適切な任意の技術によって実現されてよい。
【０１２７】
　ある技術の第1のステップでは、複数の位置2220'を形成する。各位置2220'は、不均一
パターンまたは規則的パターンを構成することができる一連の座標である。各位置2220'
は、無作為に形成される、または機械的関係によって関係付けられてよい(たとえば、一
定の間隔または機械的に定めることのできる量だけ分離されてよい)。一実施形態では、
各位置として、一定のピッチまたは間隔だけ互いに分離された位置を選択することができ
、あるいは各位置を六方密構造にすることができる。
【０１２８】
　第2のステップでは、複数の位置2220'のうちの一部の位置を、マスクの性能特性を維持
するように修正する。この性能特性は、マスクの任意の性能特性であってよい。たとえば
、性能特性は、マスクの構造上の完全性に関する特性であってよい。複数の位置2220'を
無作為に選択する場合、一部の位置を修正するプロセスによって、マスクの穴の結果とし
て得られるパターンを「準無作為的」パターンにすることができる。
【０１２９】
　第1のステップで六方密構造のパターンの位置(図20Aの位置2120'など)を選択した場合
、第1のステップで選択した最初の位置に対して上記の一部の位置を移動させることがで
きる。一実施形態では、上記の一部の位置の各位置を穴間隔の一部に等しい量だけ移動さ
せる。たとえば、上記の一部の位置の各位置を穴間隔の4分の1に等しい量だけ移動させる
ことができる。上記の一部の位置を一定の量だけ移動させる場合、移動させる位置は、無
作為的または準無作為的に選択することが好ましい。他の実施形態では、上記の一部の位
置を無作為的または準無作為的に移動させる。
【０１３０】
　ある実施形態では、マスクの外周と外周から選択された半径方向距離、すなわち約0.05
mmだけ離れた位置との間を延びる外周領域を形成する。他の実施形態では、マスクの孔と
孔から選択された半径方向距離、すなわち、約0.05mmだけ離れた位置との間を延びる内周
領域を形成する。他の実施形態では、マスクの外周と選択された半径方向距離の位置との
間を延びる外周領域を形成し、マスクの孔と孔から選択された半径方向距離の位置との間
を延びる内周領域を形成する。ある技術では、内周領域または外周領域に形成された穴に
対応する位置を除外することによって上記の一部の位置を修正する。外周領域と内周領域
の少なくとも一方の各位置を除外することによって、これらの領域におけるマスクの強度
が向上する。内周領域および外周領域の強度が向上することによっていくつかの利点がも
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たらされる。たとえば、マスクを製造時により容易に取り扱うことができ、あるいはマス
クを丸める際に損傷せずにより容易に取り扱うことができる。他の実施形態では、マスク
は、穴を有さない外周領域および/または内周領域を含まない(たとえば、各穴は内周およ
び/または外周まで延びてよい)。
【０１３１】
　他の実施形態では、穴同士の離隔距離を下限値および/または上限値と比較することに
よって上記の一部の位置を修正する。たとえば、あらゆる位置に関して、2つの位置の間
の距離が最小値よりも短くなることがないようにすることが望ましい。いくつかの実施形
態では、このことは、隣接する穴同士の間の離隔距離に相当する壁厚さが最小値以上にな
るようにすることが重要である。上述のように、一実施形態では最小離隔距離値が約20ミ
クロンであり、それによって、壁厚さは約20ミクロン以上になる。
【０１３２】
　他の実施形態では、マスクの光学特性を維持するように上記の一部の位置を修正し、か
つ/あるいは位置のパターンを増大してよい。たとえば光学特性は不透明度であってよく
、マスクの非透過部分の透明度を維持するように上記の一部の位置を修正してよい。他の
実施形態では、本体の第1の領域内の穴の密度を本体の第2の領域内の穴の密度と等しくす
ることによって上記の一部の位置を修正してもよい。たとえば、マスクの非透過部分の第
1および第2の領域に対応する位置を識別することができる。一実施形態では、第1の領域
および第2の領域は、面積が実質的に等しい孤状領域(たとえば、楔形)である。位置の第1
の面密度(たとえば、1平方インチ当たりの位置数)が第1の領域に対応する位置について算
出され、位置の第2の面密度が第2の領域に対応する位置について算出される。一実施形態
では、第1の面密度と第2の面密度の比較に基づいて少なくとも1つの位置が第1または第2
の領域に追加される。他の実施形態では、第1の面密度と第2の面密度の比較に基づいて少
なくとも1つの位置が削除される。
【０１３３】
　第3のステップでは、マスクの本体の、修正されるか、増大されるか、または修正され
かつ増大された位置のパターンに対応する位置に穴を形成する。各穴は、少なくともいく
らかの光を可視回折パターンを生成せずにマスクを透過させるように構成される。
【０１３４】
V.他のマスク構成
　マスクは、上述の特徴を含む構成を含む様々な他の構成を有してよい。たとえば、光透
過穴の密度(たとえば、マスクの面積当たりの穴の面積)は、マスクのそれぞれの領域で異
なってよい。ある実施形態では、穴の密度がマスクの内周から外周に半径方向外側に高く
なっていく。ある実施形態では、穴の密度が半径方向外側にマスクの内周から外周に低く
なっていく。他の変形例も考えられる。たとえば、マスク4000の中央環状領域は、図24A
に示されているように、内側環状領域および外側環状領域よりも高い密度の穴を有してよ
い。他の例では、マスクの中央環状領域は、内側環状領域および外側環状領域よりも低い
密度の穴を有してよい。穴の密度は、マスクの、穴を有する表面積の割合である。穴の密
度は、たとえば、比較的大きな面積を有する比較的少数の穴または比較的小さな面積を有
する比較的多数の穴によって形成することができる。上述のように、各穴は、可視回折パ
ターンを低減させるように配置されてよい。
【０１３５】
　図24Aに示されているマスク4000の実施形態は、第IV節に記載されているような不規則
な穴パターンを有する。マスク4000は、マスク4000の内周の近くの内周領域と、マスク40
00の外周の近くの外周領域と、内周領域と外周領域との間の10個の環状バンドとを含む。
10個の環状バンドのうちの第1のバンドは内周領域に隣接し、第2のバンドは第1のバンド
に隣接しており、他のバンドについても同様である。第10のバンドは外周領域に隣接して
いる。各バンドは840個の穴を含み、内周領域および外周領域は穴をまったく含まず、幅
が50ミクロンである。各バンドは、Table IIIに示されているようなバンド幅、バンドに
対する光透過の割合、およびバンド内の各穴の穴直径を有する。10個のバンド内の各穴は
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、平均光透過率が5%である。バンドの数および特性ならびに各バンド内の穴の特性は変更
することができる。たとえば、各バンドを上述のような光透過特性を生成するように構成
してもよい。ある実施形態では、マスク4000は内周領域および/または外周領域を有さな
い。
【０１３６】
【表３】

【０１３７】
　中央環状領域から内側環状領域および/または外側環状領域までの穴の密度の遷移は、
半径方向への漸進的な遷移であっても、1つまたは複数の段階を含む遷移であってもよい
。ある領域から他の領域への穴の密度の変化は、穴の数を一定にして穴のサイズを一定で
なくするか、穴のサイズを一定にして穴の数を一定でなくするか、または穴の数と穴のサ
イズの両方を一定でなくするかによって実現することができる。中央環状領域から内側環
状領域および/または外側環状領域までの穴の密度の遷移に関する詳細は、引用によって
本明細書に全体的に組み込まれ、「CORNEAL INLAY WITH NUTRIENT TRANSPORT STRUCTURES
」という名称を有し、本出願と同じ日に出願され、Bruce Christie、Edward W. Peterslo
n、およびCorina van de Polによる米国特許仮出願第61/233802号の利益を主張する、同
時出願の国際特許出願第TBD(整理番号ACUFO.123VPC)に記載されている。
【０１３８】
　有利なことに、少なくともいくらかの光をマスクを透過させることによって、光をまっ
たくマスクを透過させない場合と比べて患者の弱光視力を改善することができる。実施形
態には、マスクの穴の総面密度が1%よりも高い実施形態、10%よりも低い実施形態、1%か
ら10%の間の実施形態、2%から5%の間の実施形態が含まれる。実施形態には、マスクにお
ける光透過率が1%よりも高い実施形態、10%よりも低い実施形態、1%から10%の間の実施形
態、2%から5%の間の実施形態が含まれる。ある実施形態では、マスクの中央環状領域は平
均光透過率が2%から5%の間であり、内側環状領域および外側環状領域は平均光透過率が1%
から2%の間である。ある実施形態では、内側環状領域は、マスクの内周とマスクの内周か
ら外周までの半径方向距離の約3分の1の位置との間の環状領域である。ある実施形態では
、外側環状領域は、マスクの外周とマスクの外周から内周までの半径方向距離の約3分の1
の位置との間の環状領域である。ある実施形態では、中央環状領域は、内側環状領域と外
側患者領域との間の環状領域である。
【０１３９】
　有利なことに、マスクがレンズ本体の後面と前面との間に位置する場合、マスクの穴は
、マスクとレンズ本体との間の界面の層間剥離を防止するのを助けることができる。層間
剥離は、眼内インプラントを折り畳む、または丸めて、患者に移植すべきチューブ内に配
置するときのような、眼内インプラントの取り扱い時に生じる可能性がある。レンズ本体
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が各穴を貫通して延び、それによって、マスクの各側のレンズ本体同士を結合する(たと
えば、材料の「ブリッジ」を形成する)ことができる。層間剥離は、マスクの機械的特性(
たとえば、弾性率)をレンズ本体に一致させることによって抑制することもできる。層間
剥離を抑制する他の方法は、レンズ本体とマスクとの間に結合部を形成する方法である。
たとえば、レンズ本体とマスクは架橋結合を有してよく、あるいはレンズ本体とマスクと
の間にファンデルワールス力を作用させてよい。
【０１４０】
　マスクの各穴は少なくとも2つの目的を有し、すなわち、各穴は、いくらかの光を透過
させ、かつインプラント本体の材料が穴を貫通して延びて、マスクを所定の位置に保持す
る材料の「ブリッジ」を形成する領域を形成する。ある実施形態では、マスクは、直径が
約7ミクロンよりも大きく(たとえば、断面積が約35μm2よりも大きく)、好ましくは直径
が約10ミクロンよりも大きい(たとえば、断面積が約75μm2よりも大きい)。ある実施形態
では、マスクは、直径が約7ミクロンよりも大きく(たとえば、断面積が約35μm2よりも大
きく)、好ましくは直径が約20ミクロンよりも小さい(たとえば、断面積が約320μm2より
も小さい)。他の実施形態では、マスクは、直径が約50ミクロンよりも小さい(たとえば、
断面積が約2000μm2よりも小さい)。直径が7ミクロンよりも小さい穴は、シリコーンやア
クリルなどのレンズ材料が進入し移動してブリッジを形成するのに十分な大きさではない
場合がある。しかし、レンズ材料の粘度は、材料が穴に進入してブリッジを形成すること
ができるかどうかに影響を及ぼし、かつ穴の最小断面積がインプラント本体の材料によっ
て決まる場合がある。インプラント本体の材料がある穴に入らない場合、その穴は、イン
プラントの視覚性能に干渉する恐れのある気泡を生成することがある。
【０１４１】
　近見像コントラスト(near image contrast)を最大にするようにマスクを透過する光の
総量を最小限に抑えることが望ましい場合がある。マスクの、「ブリッジ」用の穴を有す
る総面積を比較的小さくすることによって層間剥離を防止することができる。たとえば、
マスクの約3%の領域に、機械的強度を最大にすることと穴の光学作用を最低限に抑えるこ
ととの兼ね合わせを図ることのできる穴を含めてよい。ある実施形態では、マスクの前面
はマスク表面積を有し、マスクの光透過構造(たとえば、穴)は、マスクの前面上の総面積
がマスク表面積の約1%～約5%である。マスクの穴を透過する光の回折の影響を制限するに
は、穴をできるだけ小さくすればよい。各穴からのエアリーディスクは、穴サイズが小さ
くなるほど大きくなり、したがって、穴のパターンによって生成される複合回折パターン
も大きくなる。複合回折パターンは網膜のより広い部分にわたって光を拡散させ、回折さ
れた光の局所的な明るさを低下させ、回折アーチファクトを見えにくくする。穴のパター
ンによって生成される回折パターンは色成分を有する傾向もあり、したがって、回折ハロ
は色が半径方向に徐々に変化する傾向がある。穴のサイズを一定でなくすると、この作用
が複数の規模で生じ、ハロの色が混合する。これによって、ハロ内の色コントラストが低
下し、目立たなくなる。
【０１４２】
　ある実施形態では、マスクは、マスク全体にわたって無作為的または準無作為的に配置
された穴を含む。図24Bに示されているマスク4100は、光透過率が約3.02%である。図24B
のマスクは、10ミクロン、13ミクロン、16ミクロン、および19ミクロンを含む4つの穴直
径のうちの1つを有する穴を有する。各穴直径に関する穴の数は等しい。アルゴリズムを
使用して様々なサイズの穴をマスク環状部全体にわたる各位置に無作為的または準無作為
的に割り当てることができる。無作為化プログラム用の規則には、(1)穴同士の「衝突」
が生じないこと(たとえば、穴同士が互いに接触しないこと)、(2)マスクの内周縁部およ
び外周縁部に干渉する穴がないこと、および(3)各穴が、マスク環状部全体にわたって実
質的に一様な密度を生成するように配置されることを含めてよい。たとえば、無作為化プ
ログラム用の規則には、これらの規則のうちの1つまたは複数を含めてよい。図24Cおよび
24Dは、図24Bのマスクに使用したのと同様のパラメータを使用したマスク4200、4300用の
穴の位置決めの他の例を示している。
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【０１４３】
　マスクの外周の外径は一定でなくてよい。ある実施形態では、外径として、ある量の光
が眼の網膜に到達するのを選択的に可能にするような外径が選択される。眼の瞳孔は、様
々な照明条件においてサイズが変化する。弱光状況では、眼の瞳孔が大きくなり、より多
くの光を眼に入射させる。外径としては、光が比較的強い条件では光がマスクの外周の外
側へ透過することがなく、光が比較的弱い条件では少なくともいくらかの光がマスクの外
周の外側へ透過できるような外径が選択される。瞳孔サイズは患者間で異なることが多く
、したがって、特定の患者のサイズに対するマスクの外径を選択することができる。たと
えば、比較的小さな瞳孔を有する患者の場合、弱光では、より大きな瞳孔を有する患者よ
りも視力の問題が深刻である。瞳孔がより小さい患者の場合、より高い光透過率および/
またはより小さな外径を有するマスクは、網膜に到達する光を増大させ、弱光条件での視
力を改善する。逆に、瞳孔がより大きい患者の場合、より低い光透過率および/またはよ
り大きな外径を有するマスクは、低コントラストの近見視力を改善し、より多くの、焦点
のずれた光を遮断する。本出願のマスクを有するIOLによって、執刀医は、特定の患者に
マスクを有するIOLの特徴の適切な組み合わせを処方する際に融通に富んだ処方を行うこ
とができる。
【０１４４】
　ある実施形態では、マスクの孔の中心は、レンズ本体の中心に対して中心外れである。
孔の中心をレンズ本体の中心からずらすことによって、移植手術の間に、患者の眼の光学
中心が孔の中心に揃えることができるように眼内レンズを回転させることができる。患者
の眼の光学中心を孔の中心に揃えることによって、患者の視覚を改善することができる。
【０１４５】
VI.眼内インプラントを製造する方法
　眼内インプラント(または眼内レンズ)はいくつかの異なる方法で製造することができる
。ある実施形態では、ロッドの長さに沿った光学的に透明の内側領域と、ロッドの長さに
沿った光学的に透明の外側領域と、内側領域と外側領域との間のロッドの長さに沿った実
質的に光学的に不透明な中央領域とを含むロッドを形成してよい。ロッドの長さに平行な
軸に実質的に垂直な平面に沿った断面部分を切開して、内部にマスクを含むインプラント
本体(たとえば、レンズ本体)を形成することができる。ある実施形態では、光学的に透明
なロッドを形成することによってロッドを形成することができる。光学的に透明なロッド
の周りに不透明なシリンダを形成してもよい。その場合、不透明なシリンダの周りに光学
的に透明なシリンダを形成してよい。ある実施形態では、各シリンダは、鋳造または成形
によって形成される。
【０１４６】
　代替実施形態では、インプラント本体を形成することができ、次にインプラント本体の
後面および/または前面にマスクを取り付けることができる。たとえば、マスクは、接着
剤による付着(たとえば、接着)か、機械的な取り付け、スナップ嵌め、溶接(たとえば、
仮付け溶接、面溶接(area welding))、テープ留め、圧入、熱膨張嵌めまたは水和膨張嵌
め、表面張力による保持、帯電、磁気吸着、重合化、生体内架橋(たとえば、放射による
架橋)か、化学的手段などによって取り付けられてよい。図25Aは、インプラント本体8004
の前面に結合されたマスク8002を有する眼内インプラント8000の実施形態を示し、図25B
は、インプラント本体8014の後面に結合されたマスク8012を有する眼内インプラント8010
の実施形態を示している。
【０１４７】
　ある実施形態では、インプラント本体は、マスクを固定的に取り付けることのできる構
造を含む。たとえば、インプラント本体は、マスクが物理的に取り付けられるクリップま
たは他の構造を含むことができる。インプラント本体は、後面または前面上にくぼんだ部
分を含むことができる。くぼんだ部分を実質的に充填するマスクをインプラント本体のく
ぼんだ部分に配置することができる。くぼんだ部分の内周および/または外周は、1つまた
は複数の突起を含むことができる。内周および/または外周は、1つまたは複数のくぼみを
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も含むことができる。マスクをくぼんだ部分に挿入することによってこのマスクをインプ
ラント本体に取り付けることができ、1つまたは複数の突起が1つまたは複数のくぼみに進
入してマスクがインプラント本体から分離するのを妨げることができる。ある実施形態で
は、眼内インプラントを患者に挿入した後でマスクをインプラント本体に取り付ける。他
の実施形態では、眼内インプラントを患者に挿入する前にマスクをインプラント本体に取
り付けておく。たとえば、工場または手術室でマスクをインプラント本体に取り付けるこ
とができる。
【０１４８】
　他の実施形態では、マスクの周りにインプラント本体を形成することができる。たとえ
ば、マスクの周りにインプラント本体を射出成形することができる。図25Cは、インプラ
ント本体8024に埋め込まれたマスク8022を有する眼内インプラント8020の一実施形態を示
している。マスク8032、8042は、それぞれ図25Dおよび25Eに示されているように眼内イン
プラント8030、8040のインプラント本体8034、8044の前面または後面の近くに埋め込まれ
てもよい。図25Fに示されているように、マスク8052をインプラント本体8054の移行ゾー
ン8056の近くに位置させてもよい。マスクを移行ゾーン上または移行ゾーン表面に近接し
た位置に位置させるとき、マスクは必ずしも移行ゾーン8056を越えた位置まで延びる必要
はない。これは、移行ゾーンに衝突する、または移行ゾーンを通過した場合によっては大
きな角度の光がマスクによって遮断されるためである。マスク8062は、図25Gに示されて
いるように、インプラント本体8064の前面から後面まで延びてもよい。図25A～25Gのマス
クの位置はいずれも、本明細書で説明するインプラント本体および眼内インプラントのう
ちのどれに適用してもよい。
【０１４９】
　ある実施形態では、眼内インプラントは、マスクからインプラント本体の外面まで延び
て、マスクを有する眼内インプラントを製造する際に助けとなる1つまたは複数の支持部
材を含む。支持部材は、マスクを型穴内で型穴に対して所望の状態に揃えて懸垂させるこ
とができる。支持部材の接触部は、型穴の壁に物理的に接触してマスクを支持することが
できる。たとえば、支持部材を型に取り外し可能に結合して、マスクの周りにインプラン
ト本体が射出成形される間マスクを静止した状態に維持するが、インプラント本体が形成
された後取り外すことができる。支持部材をマスクに機械的に結合することができ、ある
いは支持部材とマスクが単一の部材であってもよい(たとえば、モノリシック構造)。
【０１５０】
　図26Aは、インプラント本体8102内に位置するマスク8104を含む眼内インプラント8100
の一実施形態を示している。眼内インプラント8100は、マスク8104に結合された1つまた
は複数の支持部材8106を含み、少なくともインプラント本体8102の外周8108まで延びてい
る。支持部材8106は、外周8108の表面まで延びていても、外周8108の表面を越えた位置ま
で延びていてもよい。
【０１５１】
　図26Bは、支持部材8116を含む眼内インプラント8110の第2の例を示している。支持部材
8116は、マスク8114に結合され、マスク8814から少なくともインプラント本体8112の後面
8113まで延びている。支持部材8116をマスク8114と後面8113との間に位置させることによ
って、支持部材8816を患者の視線から隠すことができる。
【０１５２】
　図26Cは、患者の視線から隠された支持部材8126の他の例を示している。マスク8124と
支持部材8126は、三角形または台形の断面形状を有するトロイドとして一体化されている
。トロイドの、インプラント本体8122の前面により近い部分は、トロイドの、インプラン
ト本体8122の後面により近い部分よりも半径方向内側および外側に遠くまで延びている。
マスク8124および支持部材8126の断面は、後方を向いた三角形または逆ピラミッド形の外
形を有している。有利なことに、この実施形態は、意図しない光の遮断を最小限に抑える
。
【０１５３】
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　支持構造は、マスクの周りにインプラント本体を形成した後で除去することのできるタ
ブをも含むことができる。図27Aは、タブを含む支持構造8202を有する眼内インプラント8
200の実施形態を示している。支持構造8202は、マスク8204からインプラント本体8206内
の位置まで延び、第1の断面積を有する第1の部分8208を有する。支持構造8202は、第1の
部分からインプラント本体8206の表面まで延び、第1の断面積よりも大きい第2の断面積を
有する第2の部分8209を有する。マスク8204の周りにインプラント本体8206を形成した後
、図27Bに示されているように第1の部分8208の所であるいは第1の部分8208の近くで支持
構造8202を折ることができる。第2の部分8209を除去してインプラント本体8206内にキャ
ビティ8207を残すことができる。キャビティ8207は、開放されたままにしてもあるいは充
填されてもよい。たとえば、インプラント8200の生体適合性を向上させることが望ましい
場合、マスク8204がインプラント本体8206内であるいはインプラント本体8206によって眼
から物理的または生物学的に分離されるようにキャビティ8207を充填してもよい。
【０１５４】
　図28Aは上面図であり、図28Bは、支持構造6702を有する眼内インプラント6700の実施形
態の断面図である。支持部材6702は、マスク6704からインプラント本体6708の外周6706ま
で延びている。支持部材6702は、マスク6704の周りにインプラント本体6708を射出成形す
る間型に取り外し可能に結合することのできる1つまたは複数の接触部6710を含むことが
できる。ある実施形態では、インプラント本体6708はマスク6704と支持部材6702の両方の
周りに射出成形される。支持部材6702は、接触部6710とマスク6704を結合するリンク部材
6712をも含むことができる。リンク部材6712は、リンク部材6712が、インプラント本体67
08を透過してマスク6704の外周の外側に達する光をほとんど遮断しないように、最小限の
前面および/または後面を有する。
【０１５５】
　支持構造6702は、支持構造6702が患者の視力に干渉する可能性が低いインプラント本体
6708の外周の近くによい大きい質量を含むことができる。たとえば、支持構造6702は、支
持を強化し、材料がマスクの周りを流れる成形プロセスの間マスク6704および支持構造67
02の各部の移動を制限する環状部またはリングをインプラント本体6708の外周の近くに有
してよい。材料が流れると、マスク6704および支持構造6702に対する力が生じることがあ
る。ある実施形態では、インプラント本体6708とハプティック6716は単一の部材であって
よい(たとえば、モノリシック構造)。
【０１５６】
　図28Aに示されているように、マスク6704、リンク部材6712、および/または支持構造67
02は、本明細書で説明するように、穴などの光透過構造6720を含むことができる。マスク
6704は、上述のように、光透過構造6720をほとんど有さない、内径に隣接する内周領域67
22と外径に隣接する外周領域6724とを含むことができる。光透過構造6720は、本明細書で
説明する実施形態のいずれに適用されてもよく、様々な穴間隔、サイズ、形状、および/
または向きのような本明細書で説明する光透過構造の様々な構成をこの実施形態またはマ
スクを含む任意の実施形態に適用してよい。
【０１５７】
　図29Aは上面図であり、図29Bは、図28Aおよび28Bの眼内インプラント6700に類似してい
るが異なる光学パワーを有する眼内インプラント6800の実施形態の断面図である。本明細
書で説明する眼内インプラントの特徴は、様々な光学パワーのインプラント本体と組み合
わされてよい。
【０１５８】
　図30Aは上面図であり、図29Bは、図28Aおよび28Bの眼内インプラント6700に類似した眼
内インプラント6900の他の実施形態の断面図である。マスク6904の外周は、移行ゾーン69
14を大きな入射角度(たとえば、表面に対する法線と入射光の間の角度)で透過してインプ
ラント本体6908の前面に達する光を遮断することのできる移行ゾーン(たとえば、第2の部
分)6914の外周を越えた位置まで延びている。
【０１５９】
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　図31A～34Bは、様々な構成の支持部材7002、7102、7202、7302を有する眼内インプラン
ト7000、7100、7200、7300の他の実施形態である。たとえば、図31A～32Bの眼内インプラ
ント7000、7100は、マスク7004、7104の第1の部分から接触部7010、7110に至り、マスク7
004、7104の第2の部分に戻るリンク部材7012、7112を有する支持部材7002、7102を有する
。図34A～34Bの眼内インプラント7200、7300は図28A～28Bの眼内インプラント6700と同様
であるが、リンク部材7212、7312は、マスク7204、7304と接触部7210、7310を直線経路で
連結するわけではない。リンク部材7212、7312は、マスク7204、7304と接触部7210、7310
を曲線経路マスク波形経路によって連結している。曲線経路または波形経路は、患者が観
測することのできるリンク部材7212、7312の視覚効果を低減させることができる。
【０１６０】
　支持部材は、眼内インプラントのハプティックと一体化されてよい。ハプティックと支
持部材は結合されても、あるいは単一の部材であってもよい(たとえば、モノリシック構
造)。ある実施形態では、マスク、支持部材、およびハプティックはすべて結合される。
たとえば、マスク、支持部材、およびハプティックは単一の部材であってよい(たとえば
、モノリシック構造)。マスク、支持部材、および/またはハプティックは同じ材料を含む
ことができる。また、マスク、支持部材、および/またはハプティックは、インプラント
本体と同じ材料を含むことができるが、マスク、支持部材、および/またはハプティック
は、不透明性を示すように染料または他の顔料を含む、または組み込んでよい。あるいは
、マスク、支持部材、および/またはハプティックは、インプラント本体と異なるがイン
プラント本体の材料に適合する材料を含むことができる。図35Aは上面図であり、図35Bは
、マスク7404およびハプティック7416に結合された支持構造7402を有する眼内インプラン
ト7400の実施形態の断面図である。支持構造7402は、マスク7404から離れる方向にインプ
ラント本体7408の外面まで延びている。ハプティック7416は、支持構造7402およびインプ
ラント本体7408から離れる方向へ延びている。ハプティック7416は、型との接触部を形成
し、マスク7404の周りにインプラント本体7408が射出成形されている間マスク7404を保持
することができる。マスク7404、支持構造7402、およびハプティック7416は、単一の部材
であっても、あるいはインプラント本体7408の形成時にマスクに加えられる力に抗するよ
うに構成されるように結合されてもよい。ある実施形態では、ハプティック、支持部材、
およびマスクは実質的に平面である。
【０１６１】
　図36Aは上面図であり、図36Bは、図35A～35Bの眼内インプラント7400と同様の眼内イン
プラント7500の実施形態の断面図である。しかし、マスク7504は、インプラント本体7508
の前面7518の近くに位置するように構成され、インプラント本体7508の前面7518の輪郭に
倣う。マスク7504が前面7518に近いほど、移行ゾーン7514を透過して前面に大きな入射角
で入射した光のうちで後面7520を透過することができ、患者には可視アーチファクトとし
て観測できる光が少なくなる。移行ゾーンが後面上にある実施形態では、マスクを後面の
近くに位置させてよい。支持部材7502もインプラント本体7508の前面7518の近くに位置す
るように構成されてよい。
【０１６２】
　ある実施形態では、マスクはインプラント本体上に印刷される。マスクは、インプラン
ト本体の後面および/または前面上に印刷されてよい。印刷されるマスクは、インプラン
ト本体の表面に隣接してよく、あるいはインプラント本体に入り込んでよい(ステイン、
タトゥーなど)。印刷の選択肢には、オフセット印刷、木版印刷、インクジェット印刷な
どを含めてよい。マスクを熱伝達または箔押しによってインプラント本体に貼り付けても
よい。マスクをサブサーフェスレーザエングレービング(sub-surface laser engraving)
によって表面上またはインプラント本体内にレーザエッチングしてもよい。印刷されたマ
スクは、インプラント本体に固定する、または付着させることができる。ある実施形態で
は、インプラント本体を患者に挿入した後でインプラント本体上にマスクを印刷する。他
の実施形態では、インプラント本体を患者に挿入する前にインプラント本体上にマスクを
印刷しておく。たとえば、マスクは、工場または手術室でインプラント本体上に印刷され
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てよい。
【０１６３】
　図37A～37Dは、移行ゾーン8304を有するインプラント本体8300の前面(または後面)上に
マスク8308を形成する他の方法を示している。図37Aは、移行ゾーン8304もマスク8308も
ないインプラント本体8300を示している。図37Bに示されているように、インプラント本
体8300の前面に環状部のようなキャビティ8302を(たとえば機械的、化学的に)形成するこ
とができる。キャビティ8302は移行ゾーン8304を形成することができる。図37Cに示され
ているように、キャビティ8304には、移行ゾーン8304が実質的に覆われるように少なくと
も部分的に不透明材料8306を充填することができる。図37Dに示されているように、(たと
えば機械的、化学的に)中央領域8310を形成することができる。中央領域8310が形成され
たときに不透明材料8306の一部を除去し、一方、移行ゾーン8304を実質的に覆う不透明材
料8306の層を残してマスク8308を形成することができる。
【０１６４】
　図38A～38Eは、インプラント本体8400内にマスク8408を形成する方法を示している。図
38Aは、インプラント本体8400を示し、図38Bは、前面に形成されたキャビティ8402を有す
るインプラント本体8400を示している。図38Cに示されているように、キャビティ8402内
にマスク8408を位置させることができ、図38Dに示されているように、キャビティ8402に
インプラント本体材料8406を少なくとも部分的に充填してマスク8408をインプラント本体
8400に埋め込むことができる。図38Eは、中央領域8410および移行ゾーン8404を形成する
ようにインプラント本体材料の一部が除去されたインプラント本体8400を示している。
【０１６５】
　図39A～39Dは、移行ゾーン8504を有するインプラント本体8500の前面上にマスク8508を
形成する他の方法を示している。図39Aは、移行ゾーン8504もマスク8508もないインプラ
ント本体8500を示している。図39Bに示されているように、インプラント本体8500の前面
に環状部のようなキャビティ8502を形成することができる。図39Cに示されているように
、キャビティ8502に不透明材料8506を少なくとも部分的に充填することができる。図39D
に示されているように、中央領域8510を形成することができる。中央領域8510が形成され
たときに不透明材料8506の一部を除去することができ、かつ不透明材料8506は、移行ゾー
ン8504およびマスク8508を形成することができる。
【０１６６】
　ある実施形態では、インプラント本体の材料を選択的に不透明または反射性にすること
によってインプラント本体内またはインプラント本体上にマスクを形成する。たとえば、
ブラックシリコーン、カーボン粉テフロン、カーボンを含むPVDFなどの材料を使用してよ
い。マスクに含めることのできる材料の他の例は、米国特許出願第2006/0265058号に記載
されている。インプラント本体は、ある条件にさらされたときに透明から不透明に変わる
か(たとえば、フォトクロミック材料)あるいは反射性に変わる材料であってよい。インプ
ラント本体の分子構造をたとえば光学的、化学的、電気的に変更することができる。たと
えば、空隙、屈折率を変更した領域、表面ファセットなどを形成するようにインプラント
本体の構造を変更してもよい。ある実施形態では、インプラント本体内またはインプラン
ト本体上の染料を光または電気によって活性化して材料を透明から不透明または反射性に
変更することができる。ある実施形態では、インプラント本体を患者に挿入した後でマス
クを形成する。他の実施形態では、インプラント本体を患者に挿入する前にマスクを形成
しておく。たとえば、マスクは工場または手術室で形成されてよい。
【０１６７】
　ある実施形態では、インプラント本体は、光学パワーを生成する輪郭を含む後面および
/または前面を有する。インプラント本体の表面の輪郭もいくつかの方法によって形成す
ることができる。たとえば、インプラント本体をある形状に成形してもよい。他の例では
、インプラント本体の表面をフライス加工して輪郭を形成してもよい。
【０１６８】
　インプラント本体にハプティックを形成してもよく、あるいはハプティックをその後イ
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ンプラント本体に取り付けてもよい。たとえば、ハプティックをインプラント本体上に鋳
造または成形して単一部材構成を得てもよい。また、ハプティックをインプラント本体に
機械的に取り付けてもよい。たとえば、インプラント本体に穴を掘削し、ハプティックを
挿入してもよい。ハプティックを接着剤またはにかわを使用することによって取り付けて
もよい。ある実施形態では、眼内インプラントはインプラント本体を有さない。眼内イン
プラントがインプラント本体を有さない場合、ハプティックをマスクに取り付けてよい。
【０１６９】
　マスクを型の型穴内に位置させて調整するいくつかの方法もある。たとえば、単一の型
を使用することができ、一方、マスクを型穴に対して正確に位置させ、最終的にインプラ
ント本体に対して正確に位置させるように型穴内の位置を調整することができる。図40は
、位置決めセンサ9010と、マスク位置決め装置9020と、制御システム9030とを含むマスク
位置決めシステム9000の実施形態を示している。制御システム9030は、マスク位置決めイ
ンタフェース9036と電気的に連絡するフィードバック制御装置9034と電気的に連絡するセ
ンサインタフェース9032をも含むことができる。マスク位置決め装置9020は、マスク9040
をインプラント本体9050内に位置させることができる。
【０１７０】
　位置決めセンサ9010を使用して型穴内のマスクの位置を測定することができる。たとえ
ば、ホール効果センサは磁界を検出することができ、このセンサの出力電圧は、磁界の変
化に応答して変化することができる。磁界が一定である場合、磁界の発生源までの距離を
正確に算出することができる。反磁性浮上および誘導浮上が磁気マスクと一緒に使用でき
る選択肢である。カメラ、超音波検出器、容量近接センサ、およびレーザ干渉計を使用し
てマスクの位置を測定してもよい。
【０１７１】
　数種類のマスク位置決め装置9020および方法を使用してマスクを型穴内に移動させ位置
決めすることができる。たとえば、ナノワイヤのようなワイヤをマスクおよびマスクを囲
むフレームのようなフレームに結合することができる。図41は、周囲のフレーム9106に対
して0度、90度、180度、および270度のマスク9104上の位置でマスク9104上の4つの領域に
結合された4本のナノワイヤ9102を含むマスク位置決め装置9100の実施形態を示している
。この場合、フレーム9106を移動させてマスク9104を、たとえば機械的アクチュエータお
よび/またはサーボ9018に対して位置決めすることができる。ナノワイヤは電着によって
形成されてもよい。ある実施形態では、マスクとナノワイヤを電着してモノリシック構造
を形成する。マスクの質量は小さくてよいので、ナノワイヤのような小形のワイヤで十分
にマスクを液体ポリマー内で自由に移動させることができ、ポリマーが凝固または硬化し
た後でワイヤをインプラント本体から容易に切断する、またはせん断することができる。
ナノワイヤの1つの利点は、小形であり、眼内インプラントの光学性能を最低限に抑える
ことである。ある実施形態では、ワイヤ自体もマスクを移動させることができ、それによ
って外部アクチュエータが不要になる。このようなワイヤは、加熱時に変形してマスクを
移動させることができるニチノールなどの形状記憶合金を含む。ニチノールワイヤは、た
とえば直径が約0.003インチであってよい。
【０１７２】
　反磁性浮上を使用してマスクを位置決めしてもよい。反磁性体は、原子が永久磁石双極
子モーメントを有さない物質である。反磁性体に外部の磁界が印加されると、印加された
磁界と逆方向に弱い磁気双極子モーメントが誘導される。熱分解黒鉛は、強い反磁性を有
し、比重が約2.1であり、したがって、容易に浮上する。反磁性浮上は、磁界を発生する
物質に反磁性体を近接させることによって生じる。反磁性体は、磁界を発生する物質に反
発する。磁性を有さない大部分の物質は弱い反磁性を有する。この斥力は重力に打ち勝つ
ほど強くない場合がある。反磁性浮上を生じさせるには、反磁性体と磁性体の両方によっ
て重力に打ち勝つ複合斥力を発生させる。磁界は永久磁石から発生させても、あるいは電
磁石から発生させてもよい。マスク9202は、図42に示されているように、磁界9204によっ
て浮上することのできる反磁性体であってよい。磁界は、マスクを型穴内に位置させるよ
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うに操作することができる。たとえば、磁界は、マスクを浮上させつつ拘束するように設
定されてよい。多重磁界(たとえば、磁石)を使用して磁界の特性および形状を調節するこ
とができる。図43Aおよび43Bは、マスク9306、9312を拘束することのできる第1の磁界930
2、9308および第2の磁界9304、9310の例の上面図である。第1の磁界9302、9308は第2の磁
界9304、9310と逆の磁界を有する。ある実施形態では、マスクは永久磁界を含む。マスク
が永久磁界を有する場合、マスクと磁界の間により強い力を発生させることができる可能
性がある。
【０１７３】
　音響浮揚を使用することによってマスクを浮上させてもよい。音響放射圧は、液体ポリ
マー内に強い音波を発生させてマスクを移動させることができる。マスクに静電界を印加
して重力と釣り合わせることによって静電浮上を使用してもよい。図44に示されているよ
うに、マスク9404の周りに高圧電極9402を配置することができる。たとえば、2つの電極9
402をマスク9404のそれぞれの側の、互いに垂直な3つの軸の各軸上に配置し、合計で6つ
の電極を構成することができる。これらの電極は、高圧発生装置コントローラ9406と電気
的に連絡することができる。
【０１７４】
　マスクは、電力なしで状態(たとえば、不透明または透明)を維持することのできる双安
定性ディスプレイ(たとえば、コレステリック液晶ディスプレイ(ChLCD))によって形成さ
れてよい。図45は、双安定性ディスプレイ9502を示している。電力を使用して画素9504の
状態を不透明または透明に変更することができる。不透明な画素はマスクを形成すること
ができる。したがって、マスクの内径、外径、および孔を調整することができる。
【０１７５】
VII.ハプティックを含む眼内インプラント
　前房眼内レンズは一般に、比較的硬い熱可塑性物質であるポリメチルメタクリレート(P
MMA)で作られている。前房内のインプラントの安定性を維持するにはある程度の剛性が必
要であると考えられていた。たとえば、眼内レンズの所望の安定性を実現するためにハプ
ティックに補強部材を付加してもよい(たとえば、米国特許第6228115号(Hoffmannら)を参
照されたい)。しかし、PMMA眼内レンズの圧縮力は安定性に必要な圧縮力よりもかなり強
い。シリコーン、ハイドロゲル、およびソフトアクリルのような軟質材料で眼内レンズを
構成することも可能である。これらのより柔らかい材料を用いた場合、前房内のインプラ
ントの安定性にはいくらか疑問があるが、ある圧縮力および接触領域を使用すると軟質材
料で作られた眼内インプラントは安定する。
【０１７６】
　たとえば、市販のBaush & Lomb NuVia Model MA 20は、工業標準圧縮試験のISO/DIS 11
979-3による測定時に1mmの圧縮を受けたときに約2.7mNの力応答を示す。図46～47に示さ
れている眼内インプラントは、市販のAlcon Model SA30EL後房レンズと同様のソフトアク
リル材料で作られたときには1mmの圧縮を受けたときに約0.5mNの力応答を示すことができ
る。Alcon Model SA30ELのような後房IOLに存在する幅の広いハプティック接触領域は一
般に、前房に移植するには適していない。というのは、このような構成は、前房組織に対
するハプティック接触点の並進移動を生じさせ、患者に慢性的な刺激を与えるとともに癒
着部が形成される可能性がある。ハプティックの周りにカルスが形成されると、遅発緑内
障が発症する恐れもある。有利なことに、前房に接触するハプティックを有する眼内イン
プラントは、4つの位置しか傾斜しておらず、ハプティックの広がりと光学直径との比が
、1.5未満、好ましくは5.5mmの光学部材の場合の約1.3のときに、過度の角接触なしに十
分な安定性を実現することが好ましい。
【０１７７】
　図46および47に示されているように、眼内インプラント5010は、インプラント本体5014
内またはインプラント本体5014上にマスク5020を有する眼内本体5014を含むことができる
。インプラント本体5014はレンズ本体を含むことができる。たとえば、レンズ本体は、本
明細書で説明する任意のレンズ本体を含むことができる。また、眼内インプラント5010は
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、有水晶体の患者にも無水晶体の患者にも移植することができる。
【０１７８】
　ある実施形態では、眼内インプラント5010は、開示が引用によって全体的に本明細書に
組み込まれる米国特許第5290892号、第5403901号、第5433746号、第5674960号、第586103
1号、および第5693095号に記載されているようなソフトアクリルを含む単一の部材に埋め
込まれる、または保持されたマスク5020を含む。このような材料では、眼内インプラント
5010を3.5mm以下の手術切開創に収まるように丸める、または折り畳んで眼の前房に移植
することができる。眼内インプラント5010を軟質シリコーンまたはハイドロゲル材料で作
ることもできる。ある実施形態では、眼内インプラント5010は、ハプティック5016および
ランプ5018によってインプラント本体5014に接合された互いに向かい合う2対のフットプ
レートを含む。インプラント本体5014は、任意の適切な直径を有してよいが、好ましくは
5.0mmから6.0mmの間である。フットプレート5012同士はハプティック5016によって、好ま
しくはインプラント本体5014の直径の1.5倍未満であり、最も好ましくはインプラント本
体5014の直径の約1.3倍である距離Sだけ分離される。フットプレート5012およびハプティ
ック5016は、厚さが、十分な圧縮力を実現し、一方、眼内インプラント5010の軸方向の湾
曲を最小限に抑える0.20mmおよび0.30mmから、フットプレート5012およびハプティック50
16が1mm圧縮されたときの1.5mm未満、好ましくは1.0mm未満までであることが好ましい。
上述のように、ハプティック5016およびフットプレート5012の圧縮力は、眼内インプラン
ト5010を十分に安定させる圧縮力であってよいが、患者に対する刺激または瞳孔の楕円状
変形を生じさせるほど強くすることはできない。眼内インプラント5010は、工業標準試験
ISO/DIS11979-3に従って1mm圧縮されたときに好ましくは約0.5mN未満であり、より好まし
くは約0.3mN未満の力応答を示す。
【０１７９】
　マスク5020は、ヒトの眼の焦点深さを改善する孔5022を有する。ある実施形態では、孔
5022はピーホール孔である。マスク5020は、図48Aに示されているように、インプラント
本体5014の前後寸法全体にわたって延びてよい。マスクは、完成したレンズの前後厚さの
約85%または95%以下であり、そのため、レンズ本体の材料がマスクを覆って密封し、連続
した外面を形成することが好ましい。
【０１８０】
　図46のインプラントおよび後述の他のインプラントは、積層または当技術分野で公知の
他の技術によって製造されてよい。たとえば、マスクを型穴に入れ、その後、流動状態か
ら固体状態への変化を生じさせてマスクを密封するモノマー、ポリマー、または他のレン
ズ前駆物質を導入することができる。
【０１８１】
　マスク5021、5023は、それぞれ図48Bおよび48Cに示されているように、インプラント本
体5011、5013の前面または後面上に位置させるか、あるいは前面または後面に近接または
隣接するように位置させることができる。ある実施形態では、マスクはインプラント本体
の表面から間隔を置いて配置される。たとえば、マスク5025は、図48Dに示されているよ
うに、実質的に中心部5024、たとえばインプラント本体5015の前面と後面との中間に位置
させることができる。ある実施形態では、マスク5027は、図48Eに示されているように、
インプラント本体5017の中心部5024と後面の間に位置している。ある実施形態は、インプ
ラント本体5017の中心部5024と後面との中間、3分の1、または3分の2の所に位置するマス
ク5027を含む。ある他の実施形態では、マスク5029は、図48Fに示されているように、イ
ンプラント本体5019の中心部5024と前面の間に位置している。ある実施形態は、インプラ
ント本体5019の中心部5024と前面との中間、3分の1、または3分の2の所に位置するマスク
5029を含む。
【０１８２】
VIII.マスクを有する眼内インプラント
　患者の眼の焦点深度を増大することなどによって、患者の視力を改善する眼内インプラ
ントは、様々な種類の構造を含むことができる。図49A～49Cは、インプラント本体6002を



(45) JP 2013-501598 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

含む眼内インプラント6000の実施形態を示している。インプラント本体6002は、マスク60
06と、マスク6006に囲まれた孔6008と、マスク6006の周りの外側穴領域6010とを含むこと
ができる。外側穴領域6010は、その周りにインプラント本体6002の外側部分6012を有して
よい。
【０１８３】
　眼内インプラント6000は、眼内インプラント6000が眼の内部で移動または回転するのを
妨げる1つまたは複数のハプティック6004を含むことができる。ハプティック6004は、患
者インプラント6000が眼に移植される位置に応じて様々な形状およびサイズを有してよい
。たとえば、図49A～49Cに示されているハプティック6004と図50A～50Cに示されているハ
プティック6104とは異なるハプティックを有する。図49～50に示されているハプティック
6004、6104は概して、溝固定眼内インプラント6000、6100に適しているが、眼内インプラ
ント6000、6100は様々なハプティック(たとえば、上述のハプティック)を相互に入れ替え
ることができ、眼の内部の任意の適切な位置(たとえば、前房および後房)に移植すること
ができる。
【０１８４】
　図49Aおよび49Bに示されているように、外側穴領域6010は、孔6008の周りに環状部を形
成する5つの外側穴6014を含む。外側穴領域6010は、1つまたは複数の連結部6016を含むこ
とができる。連結部6016は、インプラント本体6002のマスク6006と外側部分6012を連結ま
たはリンクしている。ある実施形態では、マスク6006、連結部6016、および外側部分6012
は単一の一体部材である。ある実施形態では、この単一の一体部材もハプティック6004を
含む。外側穴6014は、型押し、切断、焼成、エッチングなどによってこの単一の一体部材
に形成することができる。
【０１８５】
　ある実施形態では、インプラント本体の少なくとも一部は不透明である。本明細書では
、語「不透明」は、入射可視光線の約2%以下の透過率を示すものである。一実施形態では
、インプラント本体6002の少なくとも一部は、そこに入射する光の99%よりも多くの光を
透過しないように構成される。ある実施形態では、マスク6006の少なくとも一部は不透明
である。ある他の実施形態では、マスク6006の少なくとも一部は、入射可視光線の2%から
5%の間の光を透過させるように構成される。ある実施形態では、マスク6006は、入射可視
光線の95%以下の光を透過させる。ある実施形態では、眼内インプラント6000は単一の一
体型不透明部材である。
【０１８６】
　孔6008のサイズは、老眼の患者の眼の焦点深度を増大するのに有効な任意のサイズであ
ってよい。たとえば、孔6008は円形であってよい。一実施形態では、孔6008は、直径が約
2mm以下である。他の実施形態では、孔の直径は約1.6mmから約2.0mmの間である。他の実
施形態では、孔6008は、直径が約1.6mm以下である。他の実施形態では、孔の直径は約1.4
mmである。ある実施形態では、孔の直径は約0.85mmから約2.2mmの間である。他の実施形
態では、孔の直径は約1.1mmから約1.7mmの間である。
【０１８７】
　ある実施形態では、眼内インプラント6000の外側穴領域6010は弱光視力を改善すること
ができる。眼の瞳孔が拡張すると、最終的に光線が眼内インプラント6000の外側穴領域60
10に入射して透過する。光線が眼内インプラント6000の外側穴領域6010を透過するほど外
側眼の瞳孔が大きい場合、さらなる光線が網膜に当たる。
【０１８８】
　外側穴領域6010は様々な形状およびサイズであってよい。図51～54は、眼内インプラン
トの様々な実施形態を示している。図51A～51Eは、マスク6006をインプラント本体6002の
外側部分6012に連結する連結部6016の数と外側穴6014の数が異なることを除いて図49A～4
9Cの眼内インプラント6000と同様の眼内インプラントを示している。図51A、51B、51C、5
1D、および51Eは、それぞれ、1つの連結部6216aと外側穴領域6010a内の1つの外側穴6214a
、2つの連結部6216bと外側穴領域6010b内の2つの外側穴6214b、3つの連結部6216cと外側
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穴領域6010c内の3つの外側穴6214c、4つの連結部6216dと外側穴領域6010d内の4つの外側
穴6214d、6つの連結部6216eと外側穴領域6010e内の6つの外側穴6214eを含む眼内インプラ
ント6200a、6200b、6200c、6200d、6200eを示している。
【０１８９】
　眼内インプラント6000は、任意の数の連結部6016を有してよい。各実施形態は、少なく
とも1つの連結部、少なくとも2つの連結部、少なくとも3つの連結部、少なくとも4つの連
結部、少なくとも5つの連結部、少なくとも6つの連結部、10個未満の連結部、6個未満の
連結部、1個から10個の間の連結部を有する眼内インプラントを含む。
【０１９０】
　同様に、眼内インプラント6000は、任意の数の外側穴6014を有してよい。各実施形態は
、少なくとも1つの外側領域穴、少なくとも2つの外側領域穴、少なくとも3つの外側領域
穴、少なくとも4つの外側領域穴、少なくとも5つの外側領域穴、少なくとも6つの外側領
域穴、10個未満の外側領域穴、6個未満の外側領域穴、1個から10個の間の外側領域穴を有
する眼内インプラントを含む。
【０１９１】
　ある実施形態では、少なくとも1つの外側穴のうちの外側穴の長さに垂直な断面積は少
なくとも約1mm2である。ある実施形態では、少なくとも2つの外側穴のうちの外側穴の長
さに垂直な断面積は、少なくとも2つの外側穴の各々について少なくとも約1mm2である。
ある実施形態では、外側穴領域のインプラント本体の面積は少なくとも約5mm2または少な
くとも約10mm2である。
【０１９２】
　孔6008の外周6018(たとえば、マスク6006の内周6018)とマスク6006の外周6020との間の
距離も一定でなくてよい。たとえば、孔6008の外周6018とマスク6006の外周6020との間の
距離を、特定の患者と、眼の内部の、眼内インプラント6000の位置とに応じて調整してよ
い。各実施形態では、孔6008の外周6018とマスク6006の外周6020との間の距離が、約1.1m
m、約0.8mmから約1.4mmの間の距離、約0.4mmから約2.5mmの間の距離、零よりも長い距離
、約0.4mmよりも長い距離、約0.8mmよりも長い距離である。
【０１９３】
　ある実施形態では、孔6008および/または外側穴領域6010は光学パワーおよび/または屈
折特性を含む。たとえば、孔6008および/または外側穴領域6010は、光学部材を含むこと
ができ、光学パワーを有してよい(たとえば、正または負の光学パワー)。ある実施形態で
は、孔6008および/または外側穴領域6010は眼の屈折異常を補正することができる。
【０１９４】
　外側穴領域6010の内周6020(たとえば、マスク6006の外周6020)と外側穴領域6010の外周
6022との間の距離は様々なサイズを有してよい。各実施形態では、外側穴領域6010の内周
6020と外側穴領域6010の外周6022との間の距離が、約0.85mm、約0.7mmよりも長い距離、
約0.4mmよりも長い距離、零よりも長い距離、約0.6mmから約1.0mmの間の距離、約0.2mmか
ら約1.5mmの間の距離である。図52は、外側穴領域6310の外周6322がインプラント本体630
2の外周6324の近くまで延びる眼内インプラント6300の実施形態を示している。たとえば
、外側穴領域6310の外周6322とインプラント本体6302の外周6324との間の距離は0.5mm未
満または0.1mm未満であってよい。
【０１９５】
　ある実施形態では、外側穴領域6010は、入射可視光線透過率が少なくとも90%または少
なくとも95%である。ある実施形態では、外側穴領域6010は、少なくとも90%または少なく
とも95%の外側穴6014を含む。ある実施形態では、外側穴領域6010は、10%以下または5%以
下の連結部6016を含む。
【０１９６】
　外側穴領域6010は不規則な環状を有してよい。図53A～53Cは、環状の変形例を示してい
る。図53Aに示されているように、外側穴領域6410aは、それぞれの異なるサイズの外側穴
6414aを有する。外側穴領域6410aの内周6420aと外側穴領域6410aの外周6422aとの間の距
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離は、外側穴領域6410aの周りで環状に変化してよい。外側穴領域6410aの外周6422aとイ
ンプラント本体6402aの外周6424aとの間の距離も、外側穴領域6410aの周りで環状に変化
してよい。
【０１９７】
　ある実施形態では、連結部6016は、図49Bに示されているように、インプラント本体600
2の中心から実質的に半径方向外側に延びている。図53Bは、連結部6416bがインプラント
本体6402bの中心から半径方向外側に延びる実施形態を示している。たとえば、各連結部6
416bの長さは互いに実質的に平行であってよい。
【０１９８】
　ある実施形態では、外側穴領域6010は、図49～51に示されているように、実質的に円環
状である。図53Cに示されているように、外側穴領域6410cは実質的に円環状である。ある
実施形態では、外側穴領域6410cは環状の多角形である。
【０１９９】
　ある実施形態では、外側穴領域6010は、図49～53に示されているように、実質的に連続
した環状であってよい。図54に示されているように、外側穴領域6500は、部分的な環状を
有してよい。ある実施形態では、外側穴領域6010は、マスク6506および/または孔6508を
少なくとも部分的に囲む。
【０２００】
　ある実施形態では、孔6008は、図49～53に示されているように、実質的にマスク6006に
心合わせされている。孔6608、6708は、図55および56に示されているように、マスク6606
、6706に対して中心がずれていてもよい。図55は、孔6608がインプラント本体6602に実質
的に心合わせされ、外側穴領域6610の中心がインプラント本体6602に対してずれている(
たとえば、外側穴領域6610は、インプラント本体6602の一方の縁部に、インプラント本体
6602の反対側の縁部よりも近い)実施形態を示している。図56は、外側穴領域6710がイン
プラント本体6702に実質的に心合わせされ、孔6708の中心が外側穴領域6710に対してずれ
ている実施形態を示している。孔6008は、実質的に円形であっても、あるいは上述の任意
の形状であってもよい。
【０２０１】
　眼内インプラント6000は様々な厚さ(たとえば、後面と前面との間の距離)を有してよい
。たとえば、眼内インプラント6000の厚さは約0.2mm、約0.5mm未満、約0.3mm未満、また
は約0.2mm未満であってよい。
【０２０２】
　外側穴6014は、開放された穴であってよく、あるいは実質的に透明な材料が充填されて
もよい。たとえば、インプラント本体6002に外側穴6014を形成することができ、実質的に
透明な材料を使用して外側穴6014を充填することができる。
【０２０３】
　眼内インプラント6000のマスク6006は上述の変形例のいずれかであってよい。ある実施
形態では、マスク6006は光透過穴を含む。たとえば、図24Aに示されているマスク4000の
構成は、図57に示されているように眼内インプラント6800で使用されるマスク6806の構成
であってよい。
【０２０４】
　図58は、光透過穴6932を含むマスク領域6930を有する眼内インプラント6900の他の実施
形態を示している。ある実施形態では、眼内インプラント6900は少なくとも1つの領域で
不透明である。たとえば、マスク領域6930が不透明であってよい。各光透過穴6932は、マ
スク6930の1つまたは複数の部分においてサイズ、密度(たとえば、単位面積当たりの穴の
数)、および/または表面積(たとえば、マスク領域6930の全表面積に対する光透過穴6932
の表面積の割合)が一定でなくてよい。たとえば、光透過穴6932のサイズ、密度、および/
または表面積は、マスク領域6930の内周6918からインプラント本体6902の外周6924まで半
径方向に増大または減少してよい。光透過穴6932のサイズおよび/または密度の遷移は、
漸進的な遷移であっても、あるいは1つまたは複数の段階を有してもよい。図58の実施形
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態に示されているように、光透過穴6932のサイズが孔6918から半径方向に徐々に大きくな
り、一方、単位面積当たりの光透過穴の数が少なくなる。ある実施形態では、光透過穴69
32は不規則な間隔を有する、または不規則なパターンを有する。
【０２０５】
　上記に様々な実施形態について説明した。本発明についてこれらの特定の実施形態を参
照して説明したが、これらの説明は例示的なものであり、制限的なものではない。当業者
には、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の真の趣旨および範囲から逸脱せずに様
々な修正例および適用例が考えられよう。
【符号の説明】
【０２０６】
　　100　眼内レンズ
　　102　レンズ本体
　　104　ハプティック
　　110　後面
　　112　前面
　　114　第2の部分
　　116　第1の部分
　　118　第3の部分
　　130　外側領域
　　132　中央領域
　　200　眼内レンズ
　　202　レンズ本体
　　206　中央領域厚さ
　　208　マスク
　　210　後面
　　212　前面
　　216　第1の部分
　　220　第2の部分
　　222　第1の部分
　　224　第3の部分
　　310　後面
　　312　前面
　　314　第2の部分
　　316　第1の部分
　　320　第2の部分
　　322　第1の部分
　　400　眼内レンズ
　　408a　第1のマスク
　　408b　第2のマスク
　　410　後面
　　412　前面
　　420a　第2の部分
　　420b　第4の部分
　　424a　第3の部分
　　424b　第5の部分
　　500　眼内レンズ
　　508　マスク
　　520a　第2の部分
　　520b　第4の部分
　　524a　第3の部分
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　　600　眼内レンズ
　　608　マスク
　　612　前面
　　620　第2の部分
　　700　眼内レンズ
　　708　マスク
　　710　後面
　　712　前面
　　720　第2の部分
　　730　外側領域
　　732　中央領域
　　850　光線
　　860　光線
　　870　共通の点
　　950　光線
　　952　眼
　　954　水晶体嚢
　　956　網膜
　　1000　眼内レンズ
　　1002　レンズ本体
　　1006　中央領域断面厚さ
　　2032　マスク
　　2034　マスク
　　2034a　マスク
　　2034k　マスク
　　2034l　マスク
　　2036　環状領域
　　2036a　環状領域
　　2038a　ピンホール孔
　　2039a　中央軸
　　2066　微粒子
　　2068　ナナイト
　　2100　マスク
　　2104　本体
　　2108　前面
　　2112　後面
　　2116　光透過穴構成
　　2120　穴
　　2120'　位置
　　2124　外周
　　2128　孔
　　2132　非透過部分
　　2136　マスク軸
　　2140　穴入口
　　2160　穴入口
　　2164　穴出口
　　2200a　マスク
　　2200b　マスク
　　2204b　本体
　　2220a　穴
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　　2220b　穴
　　2220'　穴
　　2300　マスク
　　2304　本体
　　2305　外周領域
　　2306　内周領域
　　2307　穴領域
　　2316　光透過穴構成
　　2324　外周
　　2325　選択された外周
　　2326　内周
　　2327　選択された内周
　　2328　孔領域
　　4000　マスク
　　5010　眼内インプラント
　　5011　インプラント本体
　　5012　フットプレート
　　5013　インプラント本体
　　5014　インプラント本体
　　5015　インプラント本体
　　5016　ハプティック
　　5017　インプラント本体
　　5018　ランプ
　　5019　インプラント本体
　　5020　マスク
　　5021　マスク
　　5022　孔
　　5023　マスク
　　5024　中央部
　　5025　マスク
　　5027　マスク
　　5029　マスク
　　6000　眼内インプラント
　　6002　インプラント本体
　　6004　ハプティック
　　6006　マスク
　　6008　孔
　　6010　外側穴領域
　　6010a　外側穴領域
　　6010b　外側穴領域
　　6010c　外側穴領域
　　6012　外側部分
　　6014　外側穴
　　6015　外側穴
　　6016　連結部
　　6018　外周
　　6020　外周
　　6022　外周
　　6200a　眼内インプラント
　　6214a　外側穴
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　　6214b　外側穴
　　6214c　外側穴
　　6214d　外側穴
　　6214e　外側穴
　　6216a　連結部
　　6216b　連結部
　　6216c　連結部
　　6216d　連結部
　　6216e　連結部
　　6220b　眼内インプラント
　　6200c　眼内インプラント
　　6220d　眼内インプラント
　　6220e　眼内インプラント
　　6300　眼内インプラント
　　6302　インプラント本体
　　6310　外側穴領域
　　6322　外周
　　6324　外周
　　6410a　外側穴領域
　　6410c　外側穴領域
　　6414a　外側穴
　　6416b　連結部
　　6422a　外周
　　6424a　外周
　　6506　マスク
　　6602　インプラント本体
　　6606　マスク
　　6610　外側穴領域
　　6702　インプラント本体
　　6706　マスク
　　6708　孔
　　6710　外側穴領域
　　6700　眼内インプラント
　　6702　支持部材
　　6704　マスク
　　6706　外周
　　6708　インプラント本体
　　6710　接触部
　　6712　リンク部材
　　6716　ハプティック
　　6720　光透過構造
　　6722　内周領域
　　6724　外周領域
　　6800　眼内インプラント
　　6900　眼内インプラント
　　6904　マスク
　　6908　インプラント本体
　　6914　移行ゾーン
　　6918　内周
　　6924　外周
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　　6930　マスク領域
　　6932　光透過穴
　　7000　眼内インプラント
　　7002　支持部材
　　7004　マスク
　　7012　リンク部材
　　7100　眼内インプラント
　　7104　マスク
　　7102　支持部材
　　7112　リンク部材
　　7200　眼内インプラント
　　7204　マスク
　　7210　接触部
　　7212　リンク部材
　　7300　眼内インプラント
　　7304　マスク
　　7310　接触部
　　7312　リンク部材
　　7400　眼内インプラント
　　7402　支持構造
　　7404　マスク
　　7408　インプラント本体
　　7416　ハプティック
　　7504　マスク
　　7508　インプラント本体
　　7514　移行ゾーン
　　7518　前面
　　8000　眼内インプラント
　　8002　マスク
　　8010　眼内インプラント
　　8012　マスク
　　8014　インプラント本体
　　8020　眼内インプラント
　　8022　マスク
　　8024　インプラント本体
　　8032　マスク
　　8034　インプラント本体
　　8042　マスク
　　8044　インプラント本体
　　8052　マスク
　　8054　インプラント本体
　　8056　移行ゾーン
　　8062　マスク
　　8064　インプラント本体
　　8100　眼内インプラント
　　8102　インプラント本体
　　8104　マスク
　　8106　支持部材
　　8108　外周
　　8110　眼内インプラント
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　　8113　後面
　　8114　マスク
　　8116　支持部材
　　8122　インプラント本体
　　8124　マスク
　　8126　支持部材
　　8200　眼内インプラント
　　8202　支持構造
　　8204　マスク
　　8206　インプラント本体
　　8207　キャビティ
　　8209　第2の部分
　　8300　インプラント本体
　　8302　キャビティ
　　8304　移行ゾーン
　　8306　不透明材料
　　8308　マスク
　　8310　中央領域
　　8400　インプラント本体
　　8402　キャビティ
　　8406　インプラント本体材料
　　8408　マスク
　　8410　中央領域
　　8500　インプラント本体
　　8502　キャビティ
　　8504　移行ゾーン
　　8506　不透明材料
　　8508　マスク
　　8510　中央領域
　　9000　マスク位置決めシステム
　　9010　位置決めセンサ
　　9020　マスク位置決め装置
　　9030　制御システム
　　9032　センサインタフェース
　　9034　フィードバック制御装置
　　9036　マスク位置決めインタフェース
　　9040　マスク
　　9050　インプラント本体
　　9100　マスク位置決め装置
　　9104　マスク
　　9106　フレーム
　　9108　サーボ
　　9302　第1の磁界
　　9304　第2の磁界
　　9306　マスク
　　9308　第1の磁界
　　9310　第2の磁界
　　9312　マスク
　　9402　高圧電極
　　9404　マスク
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　　9502　双安定性ディスプレイ
　　9504　画素
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月11日(2012.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体材料を備えるインプラント本体と、
　前記インプラント本体内に位置する孔を有するマスクとを備え、前記マスクは、前記マ
スクの後面と前面の間を延びる複数の穴を備え、
　前記本体材料は、前記マスクの複数の穴を貫通して延び、さらに、前記複数の穴は、可
視回折パターンを生成する前記穴の傾向を低減させるように前記複数の穴の穴サイズ、形
状、向き、および間隔のうちの少なくとも1つが変更されることを特徴とする眼内インプ
ラント。
【請求項２】
　前記複数の穴は不規則な位置に位置する、請求項1に記載の眼内インプラント。
【請求項３】
　複数の前記穴は、第1の穴サイズ、形状、または間隔を有し、少なくとも他の複数の穴
は、前記第1の穴サイズ、形状、または間隔と異なる第2の穴サイズ、形状、または間隔を
有する、請求項1に記載の眼内インプラント。
【請求項４】
　第1の複数の前記穴は、第1の穴サイズを有し、第2の複数の前記穴は、前記第1の穴サイ
ズと異なる第2の穴サイズを有し、第3の複数の穴は、前記第1の穴サイズおよび前記第2の
穴サイズと異なる第3の穴サイズを有する、請求項1に記載の眼内インプラント。
【請求項５】
　前記孔は、直径が約0.85mmから約1.8mmである、請求項1に記載の眼内インプラント。
【請求項６】
　前記マスクは、外径が約3mmから約5mmである、請求項1に記載の眼内インプラント。
【請求項７】
　前記マスクは患者の焦点深度を増大する、請求項1に記載の眼内インプラント。
【請求項８】
　前記前面は実質的に平坦であり、かつ前記後面は実質的に平坦である、請求項1に記載
の眼内インプラント。
【請求項９】
　前記眼内インプラントが眼の内部に移植された後で前記眼内インプラントを支持するよ
うに前記インプラント本体に取り付けられた少なくとも1つのハプティックをさらに備え
る、請求項1に記載の眼内デバイス。
【請求項１０】
　レンズ本体の光軸に沿って前記レンズ本体の厚さを薄くするように構成された移行ゾー
ンを含む表面を備えるレンズ本体と、
　前記移行ゾーンを通過する光によって生じる光学収差の実質的な部分を遮断するように
構成されたマスクとを備える眼内デバイス。
【請求項１１】
　前記表面は、前記レンズ本体の後面である、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項１２】
　前記表面は、前記レンズ本体の前面である、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項１３】
　前記表面の内側部分は凸状であり、前記移行ゾーンは凹状であり、前記表面の外側部分



(72) JP 2013-501598 A 2013.1.17

は凸状であり、前記移行ゾーンは前記内側部分および前記外側部分に隣接する、請求項10
に記載の眼内デバイス。
【請求項１４】
　前記表面の内側部分および外側部分は正の光学パワーを有し、前記移行ゾーンは前記内
側部分および前記外側部分に隣接する、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項１５】
　前記表面の内側部分および外側部分は負の光学パワーを有し、前記移行ゾーンは前記内
側部分および前記外側部分に隣接する、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項１６】
　前記表面は、内側部分と外側部分とを備え、前記内側部分の外周は前記移行ゾーンの内
周に囲まれる、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項１７】
　前記移行ゾーンの外周は前記外側部分の内周に囲まれる、請求項16に記載の眼内デバイ
ス。
【請求項１８】
　前記表面は、内側部分と外側部分とを備え、内側部分の領域における前記レンズ本体の
最大厚さは、前記移行ゾーンの領域における前記レンズ本体の最大厚さよりも薄い、請求
項10に記載の眼内デバイス。
【請求項１９】
　前記マスクは前記表面に取り付けられる、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項２０】
　前記マスクは前記レンズ本体の前記表面と第2の表面との間に位置する、請求項10に記
載の眼内デバイス。
【請求項２１】
　前記マスクは、孔と前記孔に隣接する不透明領域とを備える、請求項10に記載の眼内デ
バイス。
【請求項２２】
　前記孔は、直径が約0.85mmから約1.8mmである、請求項21に記載の眼内デバイス。
【請求項２３】
　前記マスクは、外径が約3mmから約5mmである、請求項22に記載の眼内デバイス。
【請求項２４】
　前記マスクは、患者の焦点深度を増大する、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項２５】
　前記眼内デバイスが眼に移植された後で移動するのを妨げるように前記レンズ本体に取
り付けられたハプティックをさらに備える、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項２６】
　前記マスクは、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の穴
サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数の
穴を備える、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項２７】
　前記マスクに結合され、前記マスクから前記レンズ本体の外面まで延びる支持部材をさ
らに備える、請求項10に記載の眼内デバイス。
【請求項２８】
　前記マスクは、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の穴
サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数の
穴を備える、請求項27に記載の眼内デバイス。
【請求項２９】
　前記支持部材は、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の
穴サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数
の穴を備える、請求項28に記載の眼内デバイス。
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【請求項３０】
　前記マスクに結合されたハプティックをさらに備える、請求項10に記載の眼内デバイス
。
【請求項３１】
　第1の表面および第2の表面を備え、前記第1の表面が、第1の部分、第2の部分、および
第3の部分を備え、レンズ本体の光軸が前記第1の部分を通過し、前記第2の部分が前記第1
の部分と前記第3の部分との間に位置するレンズ本体と、
　前記第2の表面と前記第1の表面の前記第2の部分との間に位置するマスクとを備え、
　前記第2の部分に隣接する前記第1の部分から前記光軸に垂直でありかつ前記第2の表面
に接する平面までの距離が第1の距離を含み、前記第2の部分に隣接する前記第3の部分か
ら前記光軸に垂直でありかつ前記第2の表面に接する平面までの距離が第1の距離よりも長
い第2の距離を含む眼内デバイス。
【請求項３２】
　患者の視力を改善する方法であって、
　移行ゾーンを含む表面を備えるレンズ本体を備え、前記移行ゾーンが、前記レンズ本体
の光軸に沿って前記レンズ本体の厚さを薄くするように構成された眼内デバイスを用意す
るステップであって、前記眼内デバイスは、前記移行ゾーンを通過する光によって生じる
光学収差の実質的な部分を遮断するように構成されたマスクをさらに備える、ステップと
、
　前記眼内デバイスを眼の眼内空間に挿入するステップとを含む方法。
【請求項３３】
　後面および前面を含む外面を備えるインプラント本体と、
　前記インプラント本体の前記後面と前記前面との間に位置する不透明マスクであって、
前記マスクは孔を備える、不透明マスクと、
　前記マスクに結合され、前記マスクから前記インプラント本体の前記外面まで延びる支
持部材とを備える眼内インプラント。
【請求項３４】
　前記支持部材は、前記マスクから前記インプラント本体の前記後面まで延びる、請求項
33に記載の眼内インプラント。
【請求項３５】
　前記マスクに隣接する前記支持部材の第1の部分は、前記マスクに平行な第1の断面積を
有し、前記後面に隣接する前記支持部材の第2の部分は、前記マスクに平行であり、前記
第1の断面積よりも小さい第2の断面積を有する、請求項34の眼内インプラント。
【請求項３６】
　前記支持部材は、前記眼内インプラントから除去可能に構成される、請求項33に記載の
眼内インプラント。
【請求項３７】
　前記支持部材は、可視回折パターンを生成する穴の傾向を低減させるように複数の穴の
穴サイズ、形状、向き、および間隔の少なくとも1つが変更されることを特徴とする複数
の穴を備える、請求項33に記載の眼内インプラント。
【請求項３８】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔および前記マスクに結合された少なくとも1つの支持部材を備える不透明マスクを用
意するステップと、
　前記少なくとも1つの支持部材が型チャンバに結合され、それによって前記マスクが移
動に抗するように前記マスクを前記型チャンバ内に位置させるステップと、
　レンズ材料を前記型チャンバに流し込み、それによって前記マスクの少なくとも一部を
前記レンズ材料内に埋め込むステップとを含む方法。
【請求項３９】
　前記レンズ材料を注入した後で前記少なくとも1つの支持部材の少なくとも一部を除去
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するステップをさらに含む、請求項38に記載の方法。
【請求項４０】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔を備える不透明マスクを型チャンバの表面に結合するステップと、
　レンズ材料を前記型チャンバに流し込んで前記マスクに結合された光学部材を形成する
ステップとを含む方法。
【請求項４１】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　光学部材の表面の一部を除去して孔領域の周りに環状のキャビティを形成するステップ
と、
　前記キャビティに不透明材料を少なくとも部分的に充填するステップと、
　前記孔領域の少なくとも一部および前記光学部材の中央領域を除去して前記レンズの前
記孔領域の厚さを薄くするステップとを含み、
　前記不透明材料の少なくとも一部が前記光学部材の前記表面上に残って不透明マスクを
形成する方法。
【請求項４２】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔領域の周りに環状のキャビティを含む光学部材を用意するステップと、
　前記キャビティに不透明材料を少なくとも部分的に充填するステップと、
　前記孔領域の少なくとも一部および前記光学部材の中央領域を除去して前記光学部材の
前記孔領域の厚さを薄くするステップとを含み、
　前記不透明材料の少なくとも一部は、前記光学部材の表面上に残って不透明マスクを形
成する方法。
【請求項４３】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　孔を含む不透明マスクを、型穴と物理的に接触しないように前記型穴内に位置させるス
テップと、
　インプラント本体材料を前記型穴に注入して前記マスクの周りにインプラント本体を形
成するステップとを含む方法。
【請求項４４】
　前記マスクは、磁界によって位置決めされる、請求項43に記載の方法。
【請求項４５】
　前記マスクは、前記マスクから前記型穴の外側のフレームまで延びるワイヤによって位
置決めされる、請求項43に記載の方法。
【請求項４６】
　患者の眼の溝領域に移植されるように構成されたインプラント本体を備え、前記インプ
ラント本体が、
　マスクを形成する不透明領域に少なくとも部分的に囲まれた孔と、
　前記マスクの外周の実質的に外側に位置し、少なくとも1つの外側穴および少なくとも1
つの連結部を備え、前記外側穴領域の入射可視光線透過率が少なくとも90%である外側穴
領域と、
　前記少なくとも1つの連結部によって前記マスクに取り付けられた外側領域とを備える
、眼内インプラント。
【請求項４７】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　患者の眼の溝領域に移植されるように構成されたインプラント本体を用意するステップ
と、
　前記インプラント本体の一部を除去することによって前記インプラント本体の孔を形成
するステップと、
　前記インプラント本体の外縁部と前記孔に隣接する不透明マスク領域との間に少なくと
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も1つの開口部を形成するステップとを含む方法。
【請求項４８】
　眼内インプラントを製造する方法であって、
　ロッドを用意するステップであって、前記ロッドが、
　第1の端部および第2の端部、
　長手方向において前記第1の端部と前記第2の端部との間に位置する光学的に透明な内側
領域、
　長手方向において前記第1の端部と前記第2の端部との間に位置する実質的に透明な外側
領域、ならびに
　長手方向において前記第1の端部と前記第2の端部との間に位置し、前記光学的に透明な
内側領域と前記実質的に透明な外側領域との間に配置された実質的に不透明な領域を備え
る、ステップと、
　第1の表面および第2の表面を有する前記眼内インプラントを形成するように前記ロッド
を横方向に切断するステップとを含む方法。
【請求項４９】
　前記第1の表面が実質的に平坦でありかつ前記第2の表面が実質的に平坦である前記眼内
インプラントを形成するように前記ロッドを横方向に切断するステップをさらに含む、請
求項48に記載の方法。
【請求項５０】
　前記第1の表面が凸状でありかつ前記第2の表面が凹状である前記眼内インプラントを形
成するように前記ロッドを横方向に切断するステップをさらに含む、請求項48に記載の方
法。
【請求項５１】
　前記第1の表面の第1の部分が、凸状であり、前記光学的に透明な内側領域に対応し、前
記第1の表面の第2の部分が、凹状であり、前記実質的に不透明な領域に対応する前記眼内
インプラントを形成するように前記ロッドを横方向に切断するステップをさらに含む、請
求項48に記載の方法。
【請求項５２】
　前記第1の表面の第3の部分が、凸状であり、前記実質的に透明な外側領域に対応する眼
内インプラントを形成するように前記ロッドを横方向に切断するステップをさらに含む、
請求項51に記載の方法。
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