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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部を貫通する少なくとも１つのアプリケータ開口部を有する移植片アプリケータと、
　内部を貫通する少なくとも１つの支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、
　前記移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて、角膜移植片を
収容するように構成された移植片入れ子を形成し、
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部および少なくとも１つの支持体開口部が、前
記角膜移植片と前記少なくとも１つのアプリケータ開口部内に配置された液体との間の力
が前記角膜移植片と前記少なくとも１つの支持体開口部内に配置された液体との間の力よ
りも大きくなるように構成され、力が大きいほど、前記支持体よりも前記角膜移植片に対
する高い親和性を前記アプリケータに与える、角膜移植片アプリケータ装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部が、角膜表面よりも前記角膜移植片に対する
低い親和性を前記アプリケータに与えるように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　アプリケータ開口部の数が支持体開口部の数よりも大きい、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記移植片入れ子内に位置決めされたときに前記角膜移植片に重なるアプリケータ開口
部の数が、前記角膜移植片に重なる支持体開口部の数よりも大きい、請求項３に記載の装
置。
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【請求項５】
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部のサイズが、前記少なくとも１つの支持体開
口部のサイズよりも小さい、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記移植片アプリケータが、前記少なくとも１つのアプリケータ開口部が貫通する平坦
な第１の表面を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記移植片支持体が、前記少なくとも１つの支持体開口部が貫通する平坦な第１の表面
を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部の面積の合計に対する前記少なくとも１つの
アプリケータ開口部の周長の合計の比が、前記少なくとも１つの支持体開口部の面積の合
計に対する前記少なくとも１つの支持体開口部の周長の合計の比よりも大きく、比が大き
いほど、支持体よりも角膜移植片に対する高い親和性を前記アプリケータに与える、請求
項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部および前記少なくとも１つの支持体開口部が
、六角形の構成を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有し、前記移
植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有し、前記複数のアプリケータ開口
部が前記複数の支持体開口部よりも小さい、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有し、前記移
植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有し、前記角膜移植片が入れ子内に
配置されたときに角膜移植片に重なる前記複数のアプリケータ開口部の数が、前記角膜移
植片に重なる前記複数の支持体開口部の数よりも大きい、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　角膜移植片が親水性材料から作製される、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数の開口部を有し、前記移植片支持体が
、内部を貫通する複数の開口部を有し、前記複数のアプリケータ開口部の配置により、前
記支持体よりも前記角膜移植片に対する高い親和性を前記アプリケータに与える、請求項
１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001］本出願は、参照により本明細書に組み込まれている以下の仮出願、２０１１年
１０月２１日出願の米国第６１／５５０，１８５号、２０１２年８月３日出願の米国第６
１／６７９，４８２号、および２０１２年３月５日出願の米国第６１／６０６，６７４号
の優先権を主張する。
参照による組込み
　[0002］本明細書に記載されたすべての刊行物および特許出願は、それぞれの個々の刊
行物または特許出願が参照により組み込まれるように詳細かつ個々に示される場合と同程
度に、参照により本明細書に組み込まれている。
【背景技術】
【０００２】
　[0003］角膜アンレーおよび角膜インレー等の角膜移植片は、小さい精巧な医療デバイ
スであり得、移植片に損傷を与えないように、移植片の保管および／または取扱いは慎重
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に行われるべきである。加えて、角膜移植片は透明でもあり得るため、サイズが小さいこ
とに加えて、肉眼で見ることが困難であり得る。
【０００３】
　[0004］移植片に損傷を与えることなく、小さい精巧な角膜移植片を容易に取扱いおよ
び位置決め可能な装置および方法が必要である。
　[0005］加えて、本明細書に記載の包装ツールおよびアセンブリは、一般に、角膜移植
片が内部に保持されたアプリケータ装置を囲って損傷から保護する機能、流体溜めとして
作用し、角膜移植片に流体を供給して、保管中に角膜移植片を水和状態に維持する機能、
および角膜移植片アプリケータを包装材料から取り出すときに、過剰な流体を除去するか
または逃がす機能の３つの機能のうちの１つまたは複数を提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0006］本開示の一態様は、内部を貫通する１つまたは複数のアプリケータ開口部を有
する移植片アプリケータと、内部を貫通する１つまたは複数の支持体開口部を有する移植
片支持体とを備え、移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて移
植片入れ子を形成し、移植片入れ子が角膜移植片を収容するように構成され、１つまたは
複数のアプリケータ開口部の面積の合計に対する１つまたは複数のアプリケータ開口部の
周長の合計の比が、１つまたは複数の支持体開口部の面積の合計に対する１つまたは複数
の支持体開口部の周長の合計の比よりも大きく、比が大きいほど、支持体よりも角膜移植
片に対する高い親和性をアプリケータに与える、角膜移植片アプリケータ装置である。
【０００５】
　[0007］一部の実施形態では、角膜組織が移植片アプリケータよりも角膜移植片に対す
る高い親和性を有するように移植片アプリケータが構成される。
　[0008］一部の実施形態では、移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケ
ータ開口部を有する。複数のアプリケータ開口部が、複数のアプリケータ開口部にわたる
同一の最大直線寸法を有することができる。
【０００６】
　[0009］一部の実施形態では、移植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を
有する。複数の支持体開口部が、支持体開口部にわたる同一の第２の最大直線寸法を有す
ることができる。
【０００７】
　[00010]一部の実施形態では、移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケ
ータ開口部を有し、移植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する。複数
のアプリケータ開口部が、複数のアプリケータ開口部にわたる同一の最大直線寸法を有す
ることができ、複数の支持体開口部が、支持体開口部にわたる同一の第２の最大直線寸法
を有する。角膜移植片が入れ子内に配置されたときに角膜移植片に重なる複数のアプリケ
ータ開口部の数は、角膜移植片に重なる複数の支持体開口部の数よりも大きくなり得る。
流体が角膜移植片入れ子内に保持され得、表面張力によって角膜移植片に重なるある数の
複数のアプリケータ開口部内に流体が配置され、表面張力によって角膜移植片に重なるあ
る数の複数の支持体開口部内に流体が配置され、角膜移植片に重なるアプリケータ開口部
内に配置された流体の体積が、角膜移植片に重なる支持体開口部内に配置された流体の体
積よりも大きい。角膜移植片に重なる支持体開口部の少なくとも１つが、開口部全体にわ
たって延びる流体を有する必要はない。
【０００８】
　[00011]一部の実施形態では、角膜移植片アプリケータが、角膜移植片アプリケータに
わたる第１の最大直線寸法を有し、移植片支持体が、移植片支持体にわたる第２の最大直
線寸法を有し、第２の最大直線寸法が第１の最大直線寸法よりも大きい。
【０００９】
　[00012]一部の実施形態では、移植片支持体の外縁が、移植片アプリケータの外縁より
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もさらに半径方向に延びる。
　[00013]一部の実施形態では、移植片支持体が、入れ子の一部を形成する平坦な移植片
支持体表面を有する。移植片支持体の内部に、角膜移植片を収容するように構成された凹
部が形成されていてもよい。
【００１０】
　[00014]一部の実施形態では、移植片アプリケータが、入れ子の一部を形成する平面を
有する。
　[00015]一部の実施形態では、移植片アプリケータが第１の最大厚さを有し、移植片支
持体が第２の最大厚さを有し、第２の厚さが第１の厚さよりも大きい。第２の厚さは第１
の厚さの約２倍であり得る。
【００１１】
　[00016]一部の実施形態では、１つまたは複数のアプリケータ開口部が六角形の構成を
有する。
　[00017]一部の実施形態では、１つまたは複数の支持体開口部が六角形の構成を有する
。
【００１２】
　[00018]一部の実施形態では、角膜移植片が親水性材料から作製される。
　[00019]本開示の一態様は、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する移植片
アプリケータと、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、複
数のアプリケータ開口部の数が複数の支持体開口部の数よりも大きく、移植片アプリケー
タおよび移植片支持体が互いに対して配置されて移植片入れ子を形成し、角膜移植片が複
数のアプリケータ開口部および複数の支持体開口部に隣接して配置されるように、角膜移
植片入れ子が角膜移植片を収容するように構成される、角膜移植片アプリケータ装置であ
る。
【００１３】
　[00020]一部の実施形態では、アプリケータ開口部の数が大きいほど、支持体よりも角
膜移植片に対する高い親和性をアプリケータに与える。
　[00021]一部の実施形態では、角膜組織がアプリケータよりも角膜移植片に対する高い
親和性を有するように、アプリケータが構成される。
【００１４】
　[00022]一部の実施形態では、入れ子内に位置決めされたときに角膜移植片に重なる複
数のアプリケータ開口部の数が、移植片が入れ子内に位置決めされたときに角膜移植片に
重なる複数の支持体開口部の数よりも大きい。
【００１５】
　[00023]一部の実施形態では、複数のアプリケータ開口部が六角形の構成を有する。
　[00024]一部の実施形態では、複数の支持体開口部が六角形の構成を有する。
　[00025]一部の実施形態では、角膜移植片が親水性材料から作製される。
【００１６】
　[00026]本開示の一態様は、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する角膜移
植片アプリケータであって、複数のアプリケータ開口部が六角形の構成を有する角膜移植
片アプリケータと、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する角膜移植片支持体であっ
て、複数の支持体開口部が六角形の構成を有する角膜移植片支持体とを備え、角膜移植片
支持体が角膜移植片アプリケータに対して配置されて、間に角膜移植片入れ子を形成する
、角膜移植片アプリケータ装置である。
【００１７】
　[00027]一部の実施形態では、支持体よりも角膜移植片に対する高い親和性をアプリケ
ータに与えるように、複数のアプリケータ開口部がサイズ決めされる。
　[00028]一部の実施形態では、角膜組織がアプリケータよりも角膜移植片に対する高い
親和性を有するように、アプリケータ開口部がサイズ決めされる。
【００１８】
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　[00029]一部の実施形態では、装置が、複数のアプリケータ開口部および複数の支持体
開口部に隣接する入れ子内に配置された角膜移植片をさらに備える。
　[00030]一部の実施形態では、複数の六角形のアプリケータ開口部の対向する辺の間の
直線寸法が、複数の六角形の支持体開口部の対向する辺の間の直線寸法よりも小さい。
【００１９】
　[00031]一部の実施形態では、角膜移植片が親水性材料から作製される。
　[00032]本開示の一態様は、内部を貫通する少なくとも１つのアプリケータ開口部を有
する移植片アプリケータと、内部を貫通する少なくとも１つの支持体開口部を有する移植
片支持体とを備え、移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて、
角膜移植片を収容するように構成された移植片入れ子を形成し、少なくとも１つのアプリ
ケータ開口部および少なくとも１つの支持体開口部が、角膜移植片と少なくとも１つのア
プリケータ開口部内に配置された液体との間の力が角膜移植片と少なくとも１つの支持体
開口部内に配置された液体との間の力よりも大きくなるように構成され、力が大きいほど
、支持体よりも角膜移植片に対する高い親和性をアプリケータに与える角膜移植片アプリ
ケータ装置である。
【００２０】
　[00033]一部の実施形態では、少なくとも１つのアプリケータ開口部が、角膜表面より
も角膜移植片に対する低い親和性をアプリケータに与えるように構成される。
　[00034]一部の実施形態では、アプリケータ開口部の数が支持体開口部の数よりも大き
い。移植片入れ子内に位置決めされたときに角膜移植片に重なるアプリケータ開口部の数
が、角膜移植片に重なる支持体開口部の数より大きくてもよい。
【００２１】
　[00035]一部の実施形態では、少なくとも１つのアプリケータ開口部のサイズが、少な
くとも１つの支持体開口部のサイズよりも小さい。
　[00036]一部の実施形態では、移植片アプリケータが、少なくとも１つのアプリケータ
開口部が貫通する平坦な第１の表面を有する。
【００２２】
　[00037]一部の実施形態では、移植片支持体が、少なくとも１つの支持体開口部が貫通
する平坦な第１の表面を有する。
　[00038]一部の実施形態では、少なくとも１つのアプリケータ開口部の面積の合計に対
する少なくとも１つのアプリケータ開口部の周長の合計の比が、少なくとも１つの支持体
開口部の面積の合計に対する少なくとも１つの支持体開口部の周長の合計の比よりも大き
く、比が大きいほど、支持体よりも角膜移植片に対する高い親和性をアプリケータに与え
る。
【００２３】
　[00039]一部の実施形態では、少なくとも１つのアプリケータ開口部および少なくとも
１つの支持体開口部が、六角形の構成を有する。
　[00040]一部の実施形態では、移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケ
ータ開口部を有し、移植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有し、複数の
アプリケータ開口部が複数の支持体開口部よりも小さい。
【００２４】
　[00041]一部の実施形態では、移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケ
ータ開口部を有し、移植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有し、角膜移
植片が入れ子内に配置されたときに角膜移植片に重なる複数のアプリケータ開口部の数が
、角膜移植片に重なる複数の支持体開口部の数よりも大きい。
【００２５】
　[00042]一部の実施形態では、角膜移植片が親水性材料から作製される。
　[00043]本開示の一態様は、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する移植片
アプリケータと、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、移
植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて、角膜移植片を収容する
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ように構成された移植片入れ子を形成し、複数のアプリケータ開口部の配置により、支持
体よりも角膜移植片に対する高い親和性をアプリケータに与える、角膜移植片アプリケー
タ装置である。
【００２６】
　[00044]一部の実施形態では、複数のアプリケータ開口部の配置により、角膜表面より
も角膜移植片に対する低い親和性をアプリケータに与える。
　[00045]一部の実施形態では、アプリケータ開口部の数が、支持体開口部の数よりも大
きい。移植片入れ子内に位置決めされたときに角膜移植片に重なるアプリケータ開口部の
数は、角膜移植片に重なる支持体開口部の数より大きくてもよい。
【００２７】
　[00046]一部の実施形態では、複数のアプリケータ開口部のサイズが複数の支持体開口
部のサイズよりも小さい。
　[00047]一部の実施形態では、移植片アプリケータが、複数のアプリケータ開口部が貫
通する平坦な第１の表面を有する。
【００２８】
　[00048]一部の実施形態では、移植片支持体が、複数の支持体開口部が貫通する平坦な
第１の表面を有する。
　[00049]一部の実施形態では、複数のアプリケータ開口部の面積の合計に対する複数の
アプリケータ開口部の周長の合計の比が、複数の支持体開口部の面積の合計に対する複数
の支持体開口部の周長の合計の比よりも大きく、比が大きいほど、支持体よりも角膜移植
片に対する高い親和性をアプリケータに与える。
【００２９】
　[00050]一部の実施形態では、複数のアプリケータ開口部および複数の支持体開口部が
、六角形の構成を有する。
　[00051]一部の実施形態では、複数のアプリケータ開口部が複数の支持体開口部よりも
小さい。
【００３０】
　[00052]一部の実施形態では、角膜移植片が入れ子内に配置されるときに角膜移植片に
重なる複数のアプリケータ開口部の数が、角膜移植片に重なる複数の支持体開口部の数よ
りも大きい。
【００３１】
　[00053]一部の実施形態では、角膜移植片が親水性材料から作製される。
　[00054]本開示の一態様は、角膜移植片送達装置を内部で受けて安定させるように構成
されたポケットを形成する本体を備える、角膜移植片水和制御装置である。
【００３２】
　[00055]一部の実施形態では、本体が、第１の水和制御要素と、第１の水和制御要素に
対して配置されてポケットを形成する第２の水和制御要素とを備える。第１および第２の
水和制御要素は、巻き上げられた材料の部分を含むことができる。第１および第２の水和
制御要素は、材料の一体部分から巻き上げられた材料の部分を含むことができる。材料の
一体部分の一部は、逆転防止装置を形成することができる。第１および第２の水和制御要
素は、概して円筒形であってもよい。第１および第２の水和制御要素は互いに係合するこ
とができる。
【００３３】
　[00056]一部の実施形態では、装置が、本体に固定された第１の変形可能な基部をさら
に備え、第１の変形可能な基部が、変形して第１の水和制御要素および第２の水和制御要
素の間の距離を調節するように構成され、第１および第２の水和制御要素がポケットの少
なくとも一部を形成する。装置は、第１の水和制御要素内に配置された第１のコアと、第
２の水和要素内に配置された第２のコアとをさらに備えることができ、第１の変形可能な
基部が第１および第２のコアに固定されて、基部を第１および第２の水和制御要素に固定
する。装置は、第１および第２のコアに次ぐ第２の変形可能な基部をさらに備えることが
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できる。第１の変形可能な基部が、第１および第２のコアのそれぞれの第１の端部に固定
され得、第２の変形可能な基部が、第１および第２のコアのそれぞれの第２の端部に固定
される。第１の変形可能な基部は、変形可能な基部が変形して第１および第２の水和制御
要素の間の距離を調節可能にするリビングヒンジを備えることができる。
【００３４】
　[00057]一部の実施形態では、ポケットが、第１および第２の水和制御要素によって形
成された、全体的に楔形を有する。
　[00058]一部の実施形態では、本体がポリエステル材料から形成される。
【００３５】
　[00059]一部の実施形態では、装置がポケットから取り出されるときに、ポケット内に
配置された装置から流体を逃がすように、本体が構成される。
　[00060]本開示の一態様は、角膜移植片が保持される移植片部分を備えた角膜移植片ア
プリケータ装置と、移植片部分を内部で受けて安定させるように構成されたポケットを備
えた水和制御部材とを備えた、角膜移植片アプリケータのための包装アセンブリである。
【００３６】
　[00061]一部の実施形態では、角膜移植片が保持される移植片部分がほぼ平坦である。
　[00062]一部の実施形態では、角膜移植片が、ほぼ無応力構成で角膜移植片アプリケー
タ装置の移植片部分に保持される。
【００３７】
　[00063]一部の実施形態では、水和制御部材が、第１の水和制御要素と第２の水和制御
要素とを備え、第１および第２の水和制御要素がポケットの少なくとも一部を形成する。
第１および第２の水和制御要素は全体的に円筒形である。
【００３８】
　[00064]一部の実施形態では、水和制御部材が、角膜移植片アプリケータ装置がポケッ
ト内で遠くへ前進しすぎるのを防止するように構成された逆転防止装置をさらに備える。
　[00065]一部の実施形態では、第１および第２の水和制御要素が、互いから離れて角膜
移植片アプリケータ装置を収容するように構成される。
【００３９】
　[00066]本開示の一態様は、角膜移植片が装置の部分内に配置される、角膜移植片アプ
リケータ装置を設けるステップと、装置の部分を水和制御部材に対して移動させながら、
移植片が配置された装置の部分を水和制御部材に係合させることにより、過剰な流体を装
置の部分からはぎ取るステップとを含む、角膜移植片アプリケータ装置から過剰な保管液
体を除去する方法である。
【００４０】
　[00067]一部の実施形態では、装置の部分が、少なくとも１つの開口部がそれぞれ形成
された、角膜入れ子を形成する第１および第２の表面を有し、はぎ取りステップが、第１
および第２の表面から過剰な流体を除去するステップを含む。
【００４１】
　[00068]一部の実施形態では、はぎ取りステップが、装置の部分を第１および第２の水
和制御要素に対して移動させながら、装置の部分を第１および第２の水和制御要素に係合
させるステップを含む。
【００４２】
　[00069]本開示の一態様は、角膜移植片が位置決めされる第１の部分を角膜移植片アプ
リケータ装置に設けるステップと、第１の部分が水和制御部材に係合するまで、水和制御
部材により形成されたポケット内に装置の第１の部分を位置決めするステップとを含む、
角膜移植片アプリケータ装置を保管する方法である。
【００４３】
　[00070]一部の実施形態では、位置決めステップが、水和制御部材と角膜移植片との間
に流体連通を生じさせる。
　[00071]一部の実施形態では、位置決めステップが、第１の部分が２つの水和制御要素
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に係合するまで、２つの水和制御要素により形成されたポケット内へ第１の部分を前進さ
せるステップを含む。位置決めステップは、第１の装置表面を第１の水和制御要素に係合
させて位置決めするステップと、第２の装置表面を第２の水和制御要素に係合させて位置
決めするステップとを含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】[00072]例示的な凝集力を示す図である。
【図２】[00073]例示的な付着力を示す図である。
【図３】[00074]ループ内に懸濁された液体を示す図である。
【図４】[00075]例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図５】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図６】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図７】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図８】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図９】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１０】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１１Ａ】[00076]例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１１Ｂ】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１１Ｃ】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１１Ｄ】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１２】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１３】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１４】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１５】例示的な中位本体および極小本体を示す図である。
【図１６】[00077]例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１７Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１７Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１７Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１８】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図１９】例示的な角膜移植片アプリケータ装置を示す図である。
【図２０Ａ】[00078]例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２０Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２０Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２０Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｅ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｆ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｇ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｈ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２１Ｉ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２２Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２２Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２２Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２３Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２３Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２３Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２３Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
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【図２４Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２４Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２４Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２４Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２４Ｅ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２５Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２５Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２５Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２５Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２６Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２６Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２６Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２６Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２７Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２７Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２７Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２７Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２７Ｅ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２８Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２８Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２８Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２８Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２９Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２９Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２９Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図２９Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３０Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３０Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３０Ｃ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３０Ｄ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３１Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３１Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３２Ａ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３２Ｂ】例示的な角膜移植片アプリケータ装置の部品を示す図である。
【図３３Ａ】[00079]水和制御部材のポケット内および包装トレイ内に位置決めされた例
示的な角膜移植片アプリケータ装置の部分を示す図である。
【図３３Ｂ】水和制御部材のポケット内および包装トレイ内に位置決めされた例示的な角
膜移植片アプリケータ装置の部分を示す図である。
【図３４】[00080]例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３５】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３６Ａ】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３６Ｂ】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３７Ａ】[00081]水和制御部材のポケット内および包装トレイ内に位置決めされた例
示的な角膜移植片アプリケータ装置の部分を示す図である。
【図３７Ｂ】水和制御部材のポケット内および包装トレイ内に位置決めされた例示的な角
膜移植片アプリケータ装置の部分を示す図である。
【図３８Ａ】[00082]例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３８Ｂ】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３９Ａ】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図３９Ｂ】例示的な水和制御部材を示す図である。
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【図４０Ａ】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図４０Ｂ】例示的な水和制御部材を示す図である。
【図４１Ａ】[00083]例示的な包装装置を示す図である。
【図４１Ｂ】例示的な包装装置を示す図である。
【図４１Ｃ】例示的な包装装置を示す図である。
【図４１Ｄ】例示的な包装装置を示す図である。
【図４１Ｅ】例示的な包装装置を示す図である。
【図４２】[00084]例示的な角膜移植片位置決めループを示す図である。
【図４３】[00085]例示的な角膜移植片を示す図である。
【図４４Ａ】[00086]例示的なループを示す図である。
【図４４Ｂ】例示的なループを示す図である。
【図４４Ｃ】例示的なループを示す図である。
【図４４Ｄ】例示的なループを示す図である。
【図４５】[00087]ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である
。
【図４６ａ】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図４６ｂ】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図４７】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図４８】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図４９】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図５０】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図５１】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図５２】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図５３】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【図５４】ループ構造を備えた例示的な角膜移植片位置決め部材を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　[00088]本開示は、角膜インレー等の角膜移植片の包装、保管、位置決め、および送達
の１つまたは複数のための装置に関する。たとえば、限定されないが、角膜アンレー、角
膜インレー、角膜移植物、およびコンタクトレンズの移動および位置決めに、本明細書の
装置を使用することができる。
【００４６】
　[00089]本開示は、少なくとも部分的に液体の表面張力に依拠して、角膜移植片の位置
決めおよび／または移動を制御する装置および使用方法を含む。装置を、角膜移植片の保
管、包装、移動、または送達に使用することができる。角膜移植片が少なくとも部分的に
ヒドロゲル等の親水性材料から作製されているときに、これらの手法を使用することがで
きる。
【００４７】
　[00090]表面張力は、液体本体の表面を外力に抵抗可能にする液体の性質である。表面
張力により、小さいピンおよびある昆虫等の水よりも高密度の物体が液体の表面に浮くこ
とができる。表面張力は、液体の分子の凝集力によって生じる。凝集力は、２つの同様の
分子間の引力である。図１に示すように、液体の本体内の平均的な分子は、近接する分子
からの凝集力がその分子にすべての方向に作用するので、その分子に作用する全体的な凝
集力を持たない。しかしながら、表面上の分子のみは、それを内側に引く凝集力を受ける
。非常に小さい液滴については、すべての表面分子にかかる内向きの力によって、液滴が
全体的に球形になる。
【００４８】
　[00091]一方、付着力は異なる分子間に見られるものである。一部の材料の組合せにつ
いて、これらの力は液体の分子の凝集力よりも大きくなり得る。このような強い付着力が
、液体の表面の（図２に示す）メニスカスと呼ばれる上方「湾曲」の原因となり、ここで
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は、容器の縁部周りの液体が、液体と容器との付着力によって表面の残りの部分よりも高
く引かれる。付着力は、水の表面を引き上げ、液体の本体を引き下げる重力と平衡にある
。
【００４９】
　[00092]図３に示すようにループ内に懸濁する液体の場合、ループからの付着力が液体
の上面および底面の両方に作用し、凝集力が上面および下面にわたって作用する。これら
の力は、重力が凝集力および付着力に打ち勝つほど液体の体積が大きくなるまで、ループ
内に液体を保持するのに十分なものである。
【００５０】
　[00093]固体、メッシュ、または他のこのような表面の場合、付着力および凝集力が同
様に作用する。材料の種類、流体の種類、表面形状を含む多くの要因が、付着力および凝
集力の強度に影響する。
【００５１】
　[00094]以下の実施形態で保管および使用可能な例示的な角膜移植片は、参照により本
明細書に組み込まれている、２００６年１０月３０日出願の米国特許出願公開第２００７
／０２０３５７７号、２００７年４月２０日出願の米国特許出願公開第２００８／０２６
２６１０号、および２０１０年９月８日出願の米国特許出願公開第２０１１／０２１８６
２３号に記載された角膜インレーである。一部の実施形態では、「小径」（すなわち約１
ｍｍ以上約３ｍｍ以下）の角膜インレーが、主に流体であり得るヒドロゲルから作製され
る。このこと、およびインレーのサイズが小さいことにより、インレーは流体と幾分同様
に動作する。以下の開示は、角膜移植片のこのような特徴、および流体と種々の表面形状
との付着力を利用する。本明細書の開示は角膜インレーに焦点を合わせているが、同様の
特性を呈する任意の角膜移植片を、本明細書に記載したように使用することができる。た
とえば、少なくとも一部が親水性を有する角膜アンレーを、本明細書に記載したように使
用してもよい。
【００５２】
　[00095]本明細書の装置は、流体または流体状特性を有する物体（たとえば、親水性角
膜移植片）に対する本体の「親和性」に依拠する。本明細書で使用するように、流体また
は流体状物体に対する本体の「親和性」は、本体と流体または流体状物体との正味付着力
の強度と、流体または流体状物体内の正味凝集力の強度との差によって影響される。ほぼ
一定の流体または流体状物体（たとえば、親水性角膜インレー）がある本明細書の実施形
態では、流体または流体状物体に対する２つの本体の相対的親和性が、本体と流体または
流体状物体との正味付着力の相対強度によって、少なくとも部分的に決定される。たとえ
ば、流体状物体が親水性の角膜移植片である実施形態では、第１の本体が、第１の本体と
移植片との正味付着力が第２の本体と移植片との正味付着力よりも大きいときに、第２の
本体よりも移植片に対する高い親和性を有することができる。
【００５３】
　[00096]角膜移植片は、最も高い正味力（付着力および凝集力の合計）により、本体に
付着されたままとなる。
　[00097]本明細書で「中位本体」と呼ぶ第１の本体は、本明細書で「極小本体」と呼ぶ
第２の本体よりも流体または流体状物体に対する親和性が高い。これに関連して本明細書
で使用されるように、「本体」を、装置、部品、構造、または構造を有するものを示す他
の同様の用語と同義で使用することができる。しかしながら、眼は中位本体よりも流体ま
たは流体状物体に対する親和性が高い。異なる相対的親和性を使用して、ユーザが手や他
の道具でインレーに触れる必要なく、インレーを取り扱い、インレーが１つの表面から別
の表面へ移動するときにインレーの移動を制御することができる。相対的親和性に影響す
る要因として、材料の種類、流体の種類、および表面積を含む表面形状の１つまたは複数
がある。
【００５４】
　[00098]本明細書で使用するように、角膜インレー（たとえば、流体状物体）は、中位
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本体よりも眼の角膜床に対する高い「親和性」を有し、同時に、インレーは極小本体より
も中位本体に対する高い親和性を有する。眼は、中位本体および極小本体よりもインレー
に対する高い親和性を有するものと説明することができる。同様に、中位本体は、極小本
体よりもインレーに対する高い親和性を有するものと説明することができる。すなわち、
２つの本体間の親和性を、いずれかの本体に対して説明することができる。すなわち、た
とえば、中位本体は、極小本体よりもインレーに対する高い親和性を有し、したがって、
インレーは、極小本体よりも中位本体に優先的に付着する。
【００５５】
　[00099]一部の実施形態では、保管流体がたとえば水または生理的食塩水である。水分
子は高い極性を持つため、他の材料との引力を提供する。
　[000100]各本体とインレーとの親和性の相対比較を、角膜組織＞中位本体＞極小本体と
表すことができる。中位本体および極小本体は、限定されないが、メッシュ、膜、および
／または異なる表面仕上げもしくは外形の材料を含む多くの形状をとることができる。
【００５６】
　[000101]極小本体と中位本体との親和性の差により、インレーが中位本体に優先的に付
着されたままとなる。インレーは、より強い付着力に晒されるまで、中位本体に付着され
続ける。したがって、極小本体および中位本体は、中位本体とインレーとの付着力が極小
本体とインレーとの付着力よりも大きいものである限り、任意の適切な材料であってよい
。中位本体は、極小本体よりもインレーに対する高い親和性を有し、材料の付着特性は、
このような親和性に影響する要因となる。
【００５７】
　[000102]図４～図１１Ｄは、中位本体および極小本体を備えた装置の例示的な実施形態
であり、ここでは、装置が、極小本体を角膜移植片および中位本体から分離させるために
使用される作動機構も備える。装置を使用して、角膜移植片を保管し、角膜移植片を送達
するように準備し、かつ／または角膜移植片を眼の上または眼内に送達することができる
。図４および図５（それぞれ側面図および側断面図）は、遠位部分１１４に固定されたハ
ンドル１１２を備えた装置１００を示す。アクチュエータ１１６は、ハンドル１１２およ
び遠位部分１１４に配置され、ハンドル１１２および遠位部分１１４は、アクチュエータ
１１６が内部を貫通するように構成される。ばね１２６が、アクチュエータ１１６を、図
４および図５に示すように静止または非作動構成に維持する。アクチュエータ１１６は、
遠位部分１１４におけるより小さいサイズの遠位チャネルに配置された、小さいサイズの
遠位部１２８を有する。
【００５８】
　[000103]装置１００の遠位端は、中位本体１２２に固定された第１の部分１１８を有す
る。第２の部分１２０は極小本体１２４に固定され、また、ピン１３４周りの第１の部分
１１８に着脱可能に固定される。角膜移植片（明確にするため図４および図５には図示せ
ず）は、中位本体および極小本体によって形成された入れ子内で、中位本体および極小本
体の間に配置される。第２の部分１２０は、ピン１３４周りの第１の部分１１８に対して
回転するように構成される。図６（側断面図）は、アクチュエータ１１６が押し下げられ
た後の装置を示す。アクチュエータ１１６が押されると、ばね１２６が圧縮され、遠位部
１２８が遠位部分１１４のチャネルを通って前方または遠位に移動する。遠位部１２８の
遠位端は第２の部分１２０に接触し、ピン１３４周りで回転するときに第２の部分１２０
を下方へ押す。角膜移植片が極小本体１２４よりも中位本体１２２に対する高い親和性を
有するので、第２の部分１２０および極小本体１２４が第１の部分１１８および中位本体
１２２から離れて回転するときに、角膜移植片は中位本体１２２に付着したままとなる。
第２の部分１２０の湾曲部分がピン１３４から外れると、第２の部分１２０が第１の部分
１１８から、したがって装置１００から外れて、角膜移植片を送達すように準備する（ま
たは、一部の実施形態では、角膜移植片が別個の送達装置を使用して送達される）。
【００５９】
　[000104]図７は、装置１００の遠位領域の斜視図である。第１の部分１１８が第２の部
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分１２０に、図７に示す閉鎖構成に偏倚されたクリップ１３２で固定される。アクチュエ
ータ１１６からの作動力が加わると、クリップ１３２は開放構成になり、第２の部分１２
０および極小本体１２４を第１の部分１１８から離して回転させることができる。
【００６０】
　[000105]図８は、装置の遠位部分の側断面図である。図９は、アクチュエータ１１６が
作動された後、第２の部分１２０が第１の部分１１８から離れて回転している、図８の側
断面図である。角膜移植片１４０は、中位本体のより高い親和性によって中位本体１２２
に付着したままとなる。図１０は、第２の部分１２０が第１の部分１１８から完全に切り
離された後の側面図である。その後、アクチュエータ１１６は解放されて、遠位部１２８
を遠位部分１１４に後退させる。角膜移植片１４０を送達する準備ができ、前述したよう
に送達することができる。一部の実施形態では、角膜移植片は間質角膜組織に対して位置
決めされ、インレーが中位本体よりも角膜組織に対する高い親和性を有するので、インレ
ーは中位本体から切り離されて角膜組織に付着する。
【００６１】
　[000106]図１１Ａ～図１１Ｄは、図４～図１０のアセンブリに組込み可能な極小本体お
よび中位本体の例示的な実施形態である。極小本体２２４は、内部に凹部２２５が形成さ
れ、中位本体および極小本体が互いに近付くときに、インレーが保持される入れ子を形成
するようになっている（図１１Ｄ参照）。凹部は全体が円形の構成（極小本体２２４の全
体構成と同様）を有するが、他の構成も適切であり得る。凹部２２５は、凹部内に角膜移
植片を収容するように構成される。また凹部２２５は、輸送または保管中にインレー１４
０（図１１Ｂ～図１１Ｄ）が極小本体および中位本体間で圧縮されることを防止するよう
にサイズ決めされる（図１１Ｄ参照）。したがって、角膜移植片は、ほぼ無応力または非
変形構成で維持される。インレーが画定された曲率を有するので、輸送および／または保
管中にインレーが歪められないようにすることが好ましいとされ得、凹部（したがって入
れ子）はインレーの歪みの防止を助けるようにサイズ決めされ得る。加えて、一部のイン
レーの流体的性質のため、凹部無しでは２つの平行な表面間でインレーを横方向に拘束す
ることが困難となり得る。極小本体に形成された凹部により、過剰な力をインレーに加え
ることなく、容易な閉込めが可能になる。中位本体および極小本体により形成された入れ
子は、保管区画として作用しながら、インレーに対する圧縮および／または損傷を防止す
る。
【００６２】
　[000107]図１１Ｂ～図１１Ｄに見られるように、凹部のサイズは、インレーのサイズよ
りも大きい。特に、本実施形態では、凹部の直径（「ｄｒ」）はインレーの直径（「ｄｉ
」）よりも大きい。加えて、中位本体の直径（「ｄＭ」）は、極小本体に形成された凹部
の直径（「ｄｒ」）よりも大きい（図１１Ｄ参照）。極小本体の直径（「ｄｍ」）は、中
位本体の直径（「ｄＭ」）よりも大きい。
【００６３】
　[000108]凹部の深さは、インレーの材料厚さよりも大きいが、無応力構成における角膜
移植片の高さよりもわずかに小さいことが好ましい。これにより、角膜移植片の少なくと
も一部が、中位本体および極小本体に接触して確実に維持される。角膜移植片の少なくと
も一部が中位本体に接触していない場合、角膜移植片は、中位本体および極小本体が互い
から離れるときに、中位本体ではなく極小本体に付着されたままとなり得る。例示的な実
施形態では、角膜移植片の材料厚さが約３８．１ミクロンであり、無応力構成における移
植片の全高が約１５２．４ミクロンであり、凹部の深さが約６３．５ミクロン以上約１１
４．３ミクロン以下である。
【００６４】
　[000109]図４～図１０の実施形態と同様に、中位本体２２２は第１の部分２１８に固定
され、極小本体２２４は第２の部分２２０に固定される。システムは図４～図１０の実施
形態と同様の方法で使用される。
【００６５】
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　[000110]本明細書に示すシステムの一部の例示的な実施形態（たとえば、図４～図１１
Ｄに示すもの）では、中位本体がステンレス鋼である。一部の実施形態では、中位本体が
約０．１ｍｍの厚さであり得る。図示するように、中位本体の複数の開口部は、全体が六
角形の構成を有する。一部の例示的な実施形態では、六角形の第１の辺から、少なくとも
相当数の六角形の第１の辺に平行な第２の辺までの寸法（すなわち、六角形の辺心距離の
２倍）が、約０．３５ｍｍである。一部の実施形態では、この寸法が約０．０２ｍｍ以上
約０．１２ｍｍ以下であり得る。六角形間の距離（すなわち、第１の六角形の第１の辺か
ら第２の六角形の第１の辺までの距離。辺は互いに平行で、六角形は互いに直接隣接する
）は、約０．０５ｍｍであるが、この距離は約０．０１ｍｍ以上約０．２５ｍｍ以下であ
ってもよい。中位本体の直径は約３ｍｍであり得るが、一部の実施形態では、約０．２５
ｍｍ以上約１３ｍｍ以下である。上記の数値制限は例示的なものにすぎず、限定すること
を意図するものではない。
【００６６】
　[000111]本明細書に示すシステムの一部の例示的な実施形態（たとえば、図４～図１１
Ｄに示すもの）では、極小本体がステンレス鋼で、凹部を除いて約０．２ｍｍの厚さであ
る。図示するように、極小本体の開口部は、それぞれ全体が六角形の構成を有する。一部
の例示的な実施形態では、六角形の第１の辺から、少なくとも相当数の六角形の第１の辺
に平行な第２の辺までの寸法（すなわち、六角形の辺心距離の２倍）が、約１ｍｍである
。一部の実施形態では、この寸法が約０．１ｍｍ以上約３ｍｍ以下であってもよい。六角
形間の距離（すなわち、第１の六角形の第１の辺から第２の六角形の第１の辺までの距離
。辺は互いに平行で、六角形は互いに直接隣接する）は約０．２ｍｍであり得るが、この
距離は約０．０２ｍｍ以上約０．１２ｍｍ以下であってもよい。極小本体の直径は約６．
５ｍｍであり得るが、一部の実施形態では、約３ｍｍ以上約１３ｍｍ以下である。上記の
数値制限は、限定することを意図するものではない。
【００６７】
　[000112]一部の実施形態では、極小本体の直径が、中位本体の直径の少なくとも約２倍
である。一部の実施形態では、極小本体の直径は、中位本体の直径の少なくとも約１．５
倍である。一部の実施形態では、極小本体の複数の六角形のサイズは、中位本体の複数の
六角形のサイズの少なくとも約２倍である。一部の実施形態では、これらは少なくとも約
３倍または少なくとも約４倍であってもよい。
【００６８】
　[000113]図１２～図１５は、メッシュ本体および角膜インレーの相対サイズおよび寸法
を示す追加の図である。本実施形態ではインレーが約２ｍｍの直径を有する。図１２は、
極小メッシュ本体２２４、極小メッシュ本体に形成された凹部２２５、インレー１４０の
周囲、およびインレーが凹部２２５に位置決めされたときにインレーに重なる極小本体２
２４の表面積２４０（斜線で示す）の上面図である。この特定の実施形態では、インレー
に重なる極小本体２２４の表面積２４０は約０．９ｍｍ２である。極小本体に重なるイン
レーの周長は約９ｍｍである。図１３は、極小メッシュ本体２２４、インレー１４０の周
囲、およびインレーが凹部内にあるときにインレーに重なる開口部２４４（３つの開口部
２４４のみに符号が付されている）の表面積２４２（斜線で示す）を示す。この特定の実
施形態では、表面積２４２が約２ｍｍ２である。
【００６９】
　[000114]図１４は、中位メッシュ本体２２２と、その上に配置されたインレー１４０の
周囲とを示す。中位本体２２２の表面積２５０は、インレーが入れ子内に位置決めされた
ときにインレーに重なり、その少なくとも一部がインレーに接触する、中位本体の表面積
である。この特定の実施形態では、表面積が約０．７５ｍｍ２である。インレーの周長は
約２６ｍｍである。図１５は、中位本体２２２、インレー１４０の周囲、およびインレー
に重なる開口部２５２（３つの開口部２５２のみに符号が付されている）の表面積２５４
（斜線で示す）を示す。表面積２５４は約２．３ｍｍ２である。
【００７０】
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　[000115]一部の実施形態では、中位本体および極小本体はそれぞれ、本体を貫通する１
つまたは複数の開口部もしくは開口を有する。中位開口面積（または複数の開口の場合、
開口面積の合計）に対する中位開口周長（または複数の開口の場合、開口周長の合計）の
比は、極小開口面積（または複数の開口の場合、開口面積の合計）に対する極小開口周長
（または複数の開口の場合、開口周長の合計）の比よりも大きい。必ずしも特定の理論に
制約されることを望まないが、比が大きいほど、極小本体よりも中位本体から角膜移植片
に大きい力が加えられるため、極小本体よりも角膜移植片に対する高い親和性を中位本体
に与える。中位本体および極小本体が互いに対して離れると、移植片に加わるより大きい
力によって、移植片が極小本体ではなく中位本体に付着されたままとなる。
【００７１】
　[000116]例としてのみ、図１２～図１５に示す実施形態では、移植片に重なる中位本体
の開口の周長の合計が約２．６１６ｃｍ（１．０３インチ）に決定され、移植片に重なる
開口面積の合計が約０．００７７４２ｃｍ２（０．００１２平方インチ）に決定された。
この特定の中位本体についての面積に対する周長の比は、約３３８ｃｍ－１（８５８イン
チ－１）であった。移植片に重なる極小本体の開口の周長の合計は、約０．９２７１ｃｍ
（０．３６５インチ）に決定され、移植片に重なる開口面積の合計は約０．００９０３２
ｃｍ２（０．００１４平方インチ）に決定された。この特定の中位本体についての面積に
対する周長の比は約１０２ｃｍ－１（２６０インチ－１）であった。したがって、比は、
極小本体よりも中位本体について大きくなる。
【００７２】
　[000117]図１６は、例示的な角膜移植片保管および位置決め装置の部分分解図である。
位置決め装置３１０は、一般にハンドルアセンブリ３１２を備え、ハンドルアセンブリ３
１２は、中位本体と、極小本体を含む支持アセンブリ３１４と、支持アセンブリ３１４を
ハンドルアセンブリ３１２に対して作動または移動させるように構成されたアクチュエー
タアセンブリ３１６とを備える。中位本体についてのインレーの親和性がより高いため、
支持アセンブリ３１４が作動されると、インレーは中位本体に付着する。
【００７３】
　[000118]アクチュエータアセンブリ３１６は、ボタン３２１に連結されたプッシュロッ
ド３２０と、ばね３２２とを備える。ハンドルアセンブリ３１２は、中位本体を備えた遠
位部分３２６に連結されたハンドル３２４を備える。ばね３２２の遠位端はハンドル３１
２内の内部チャネル内に固定され、ばね３２２の近位端はボタン３２１の遠位端に固定さ
れる。プッシュロッド３２０は、ばね３２２の内部管腔内に配置されるように構成される
。図１７Ａ～図１７Ｃにより詳細に示すように、プッシュロッド３２０の遠位端は、合わ
せ釘３１８を受けるように構成された、内部を貫通する孔３２８を有する。図１７Ａに示
すように、プッシュロッド３２０がハンドルアセンブリ３１２内で遠位に前進し、ハンド
ルアセンブリ３１２の遠位端から外に延びると、合わせ釘３１８が孔３２８を通って前進
する。合わせ釘３１８はプッシュロッド３２０がハンドルアセンブリ３１２内で近位に後
退することを防止するが、図１７Ｃに示すように、合わせ釘３１８はまた、ハンドルアセ
ンブリ３１２に対して支持アセンブリ３１４を定位置に固定するために、係合する表面を
基部アセンブリ３１４に与える。装置はロッド３３０も備えており、このロッド３３０は
、支持アセンブリ３１４をハンドルアセンブリ３１２に対して定位置に固定するのを助け
る（図１７Ｃ参照）が、アクチュエータが作動されたときに支持アセンブリ３１４がロッ
ド３３０の周りを回転できるようにする。合わせ釘３１８は支持アセンブリの作動にも関
与する。ボタン３２１を作動させると、プッシュロッド３２０、およびそれに伴って合わ
せ釘３１８がハンドルアセンブリ３１２内で遠位に前進する。これにより、合わせ釘３１
８が概ね遠位に向けられた力を支持アセンブリ３１４に加え、合わせ釘３１８が支持アセ
ンブリ３１４を押し下げる。この力が加わると、支持アセンブリ３１４がロッド３３０の
周りを回転し始め、極小本体メッシュ３３８が中位メッシュ本体３３４から離れる。支持
アセンブリ３１４をさらに回転すると、支持アセンブリ３１４がロッド３３０から解放さ
れ、支持アセンブリ３１４がハンドルアセンブリ３１２から完全に切り離される。切り離
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されると、角膜移植片は中位本体３３４に付着したままとなり、角膜組織内または角膜組
織上への送達等、使用する準備ができる。極小メッシュ本体が移動されると、ユーザはボ
タン３２１を解放することができ、ばね３２２がアクチュエータ３１６を、ハンドルアセ
ンブリ３１２に対して静止位置または非作動位置に戻す。
【００７４】
　[000119]ロッド３３０を組み込むことにより、支持アセンブリ３１４がハンドルアセン
ブリ３１２に対して一方向にのみ回転し、トルクを与えることを防止する。
　[000120]図１８は、図１４に示すハンドルアセンブリ３１２の部分分解図である（アク
チュエータおよび基部アセンブリは図示せず）。アセンブリ３１２は、ハンドル３２４、
遠位先端部分３４２、合わせ釘３１８、アプリケータ基部３３６、およびアプリケータ３
３４を備える。ハンドル３２４は遠位先端部分３４２に固定され、遠位先端部分３４２の
遠位端はアプリケータ基部３３６の孔内に配置される。アプリケータ３３４はアプリケー
タ基部３３６に固定される。図１９は、図１８の組立図である。
【００７５】
　[000121]図２０Ａ～図２０Ｄは、アプリケータ基部３３６、アプリケータ３３４、およ
びロッド３３０のアセンブリの代替図である。図２０Ａは、分解斜視底面図である。図２
０Ｂは、ロッド３３０がアプリケータ基部３３６内にどのように配置されているかを示す
斜視上面図である。図２０Ｃは、アプリケータ基部３３６に固定されたアプリケータ３３
４と、アプリケータ３３４をアプリケータ基部３３６に固定するための複数の取付点３５
０とを示す底面図である。図２０Ｄは、アプリケータ基部３３６に固定されたアプリケー
タ３３４と、アプリケータ基部３３６内に配置されたロッド３３０とを示す正面図である
。アプリケータ３３４およびアプリケータ基部３３６は、任意の適切な技術によって共に
固定され得る。一実施形態では、アプリケータ３３４が、抵抗溶接またはレーザ溶接等に
より、基部３３６に溶接される。アプリケータ３３４は中位メッシュ本体を備える。
【００７６】
　[000122]図２１Ａ～図２１Ｉは、前述したアプリケータ基部３３６の特定の実施形態の
様々な図である。アクチュエータが貫通する内部孔が、図２１Ｄの側断面図に見られる。
図に示す寸法は、この特定の実施形態に対して例示的なものにすぎず、限定するものでは
ない。
【００７７】
　[000123]図２２Ａ～図２２Ｃは、前述した、メッシュ寸法を含むアプリケータ３３４の
例示的な寸法を示す。たとえば、移植片が極小本体よりも中位本体に優先的に付着するこ
とに寄与するメッシュの寸法が示される。図２２Ａは上面図である。図２２Ｂは側面図で
ある。図２２Ｃは図２２Ａの部分Ａの詳細図である。
【００７８】
　[000124]図２３Ａ～図２３Ｄは、移植片支持体３３８に固定された支持体基部３４０を
備えた、図１７の支持体アセンブリ３１４を示す。支持体基部３４０および移植片支持体
３３８は、前述したアプリケータ基部およびアプリケータと同様に互いに固定される。図
２３Ａは分解図であり、図２３Ｂは組立図である。図２３Ｃは上面図である。図２３Ｄは
、凹部側壁３５６および凹部基部表面３５８により画定された凹部３６０を示す、アプリ
ケータ３３８の図２３Ａの詳細図Ｃである。移植片は、極小本体の取外し前に極小および
中位メッシュ間に位置決めされるように凹部内に配置されるよう構成されサイズ決めされ
る。
【００７９】
　[000125]図２４Ａ～図２４Ｅは、支持基部３４０の正面図、側断面図、側面図、および
上面図である。
　[000126]図２５Ａ～図２５Ｄは支持部３３８を示す。図２５Ｂは図２５Ａに示す断面Ａ
－Ａを示す。図２５Ｃは図２５Ｂの詳細Ｂを示し、図２５Ｄは図２５Ａの詳細Ｃを示す。
凹部３６０が支持部３３８の上部に形成される。図２５Ｂおよび図２５Ｃに示すように、
メッシュ開口３６４が本体３６２により画定される。図示した寸法は例示的なものであり
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、限定することを意図するものではない。極小本体のメッシュ開口は中位本体のメッシュ
開口よりも大きく、これは、この特定の実施形態において移植片が中位本体に優先的に付
着する要因の１つとなる。
【００８０】
　[000127]一般に、極小メッシュ本体の凹部は、使用前に中位および極小本体間の入れ子
内に位置決めされるとき、力または相当量の力が、角膜移植片に加わることを防止するよ
うにサイズ決めされるべきである。
【００８１】
　[000128]メッシュ開口および凹部は、化学エッチング、レーザ切断、マイクロ水ジェッ
ト切断等の任意の適切な技術によって作成され得る。場合によっては、化学エッチングが
よりきれいな断面を提供し、本体の製造後処理をそれほど必要としない。メッシュ開口を
一方側からのみ形成することができ、または一部の実施形態では、開口厚さの半分が一方
側から形成され、開口の他方の半分が他方側から形成される。一部の実施形態では、凹部
が一方側からエッチングされ、メッシュ開口が他方側に形成される。これらの技術の任意
の組合せまたは変形を使用することができる。一部の実施形態では、凹部がプランジ放電
加工（「ＥＤＭ」）により形成される。
【００８２】
　[000129]一般に、角膜移植片に作用する正味力は、極小メッシュ本体よりも中位メッシ
ュ本体からの方が大きい。水の極性は、角膜移植片が親水性材料から形成されるときの重
要な要因となる。このような場合に、移植片が水のような特性を有し、それ自体水のよう
に動作するためである。メッシュの寸法、メッシュの構成、メッシュ本体、および他の要
因を修正して相対的親和性を変更してもよい。
【００８３】
　[000130]前述したように、極小メッシュ本体の直径は中位メッシュ本体の直径よりも大
きい（両方が、全体的に円形構成を有するものとして示される）。極小本体の直径は、大
きいため、緩衝器のように作用し、アクチュエータの作動前の保管および使用中に装置の
遠位領域全体を保護する。前述した特定の例では、極小本体の厚さが中位本体の厚さの約
２倍である。
【００８４】
　[000131]中位本体の直径は凹部よりも大きく、極小本体の直径は中位本体の直径よりも
大きい。一部の実施形態では、角膜移植片を角膜内に位置決めするときに、医師が瞳孔の
視覚化を可能にするのに役立ち得る。たとえば、これは、１～３ｍｍの直径の角膜インレ
ー等の、瞳孔の直径よりも小さい直径を有するインレーを角膜に移植するときに望ましい
とされ得る。これらの適用について、中位メッシュ本体は、瞳孔の視覚化を妨げないよう
にサイズ決めされ得る。具体的には、中位メッシュ本体部分は、移植片を角膜組織に送達
する間に医師が瞳孔を見ることができるようにサイズ決めされる。この制約から始まり、
次に他の部品のサイズを判定することができる。
【００８５】
　[000132]本明細書における「直径」の使用は、メッシュ本体の外面が完全な円形である
ことまたは円とみなされる形であることを提示するものではない。２つのメッシュ部分は
、極小メッシュ部分の幅および長さが中位メッシュ部分の幅および長さよりも大きい正方
形または矩形であってもよい。
【００８６】
　[000133]上記実施形態において、中位本体に対する移植片の親和性は、主に極小本体に
対する中位メッシュ本体のサイズおよび構成に起因するものであると説明されているが、
所与の本体に対する移植片の親和性を確立し制御する多くの方法がある。一部の実施形態
では、極小本体とは異なる中位本体を使用してこれを達成することができる。一部の実施
形態では、中位本体および極小本体の１つまたは複数の表面に仕上げを施すことができる
。優先的な付着を制御するために、仕上げが中位本体と極小本体とで異なっていてもよい
。一部の実施形態では、中位本体が極小本体よりも良好な仕上げを有する。一部の実施形
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態では、極小本体がマット仕上げを有する。
【００８７】
　[000134]本明細書に記載の装置の１つまたは複数の部品は、ステンレス鋼またはチタン
であり得る。たとえば、アプリケータ基部３６およびアプリケータ３４はいずれもステン
レス鋼であってもよく、一方がチタンで他方がステンレス鋼であってもよく、または両方
がチタンであってもよい。
【００８８】
　[000135]図２６Ａ～図２６Ｄは、前述したハンドルアセンブリの遠位先端３４２を示す
。図２６Ａは、近位端から遠位端へ見た図、図２６Ｂは遠位端から近位端へ見た図、図２
６Ｃは側断面図、および図２６Ｄは正面図である。遠位先端はハンドルに固定され、その
遠位端はアプリケータ基部３３６に配置される。
【００８９】
　[000136]図２７Ａ～図２７Ｅは、図１６のアクチュエータアセンブリ３１６を詳細に示
す。アクチュエータは、ボタン３２１、プッシュロッド３２０、およびプッシュロッド３
２０の遠位端の孔３２８を備える。図２７Ａは分解図、図２７Ｂは組立図、図２７Ｃは図
２７Ｅに示す断面Ａ－Ａの側断面図、および図２７Ｄは図２７Ｃに示す部分Ｂの詳細図で
ある。
【００９０】
　[000137]図２８Ａ～図２８Ｄはボタン３２１の詳細図である。図２９Ａ～図２９Ｄは、
孔３２８を含むプッシュロッド３２０の詳細図である。
　[000138]図３０Ａ～図３０Ｄはハンドル３２４の詳細図である。図３１Ａおよび図３１
Ｂはばね３２２の詳細図である。図３２Ａおよび図３２Ｂは合わせ釘１８の詳細図である
。
【００９１】
　[000139]角膜移植片が中位本体および極小本体間で装置に装填されると、移植片をすぐ
に使用することができ、または移植片を任意の適切な期間、包装内で保管することができ
る。角膜移植片がヒドロゲル材料から作製されているときには、保管中に移植片を十分な
水和状態に維持することが重要である。
【００９２】
　[000140]以下の開示は、保管中に角膜移植片を十分な水和状態に維持するように構成さ
れた包装ツールおよびアセンブリを説明する。より詳細に以下で述べるように、以下の実
施形態は、移植片アプリケータ装置の、移植片が配置された部分から過剰な流体を除去す
ることもできる。過剰な流体を除去することにより、極小本体が取り外されたときに、角
膜移植片が中位本体に確実に付着するのを助ける。
【００９３】
　[000141]本明細書に記載の包装ツールおよびアセンブリは、一般に、１）角膜移植片が
内部に保持されたアプリケータ装置を囲って損傷から保護する機能、２）流体溜めとして
作用し、角膜移植片に流体を供給して、保管中に角膜移植片を水和状態に維持する機能、
および３）角膜移植片アプリケータを包装材料から取り出すときに過剰な流体を除去する
かまたは逃がす機能の３つの重要な機能のうちの１つまたは複数を提供する。
【００９４】
　[000142]図３３Ａ（側面図）および図３３Ｂ（上面図）は、内部に角膜移植片アプリケ
ータ装置４０２が配置された例示的な包装アセンブリ４００を示す。アセンブリ４００は
、ハウジングまたはトレイ４０４、および蓋４０６を備える。ハウジング４０４は、アプ
リケータ装置４０２の遠位端（角膜移植片が配置される）および水和制御部材４０８を収
容するように構成された遠位溜めまたはウェル４２０を備える。水和制御部材４０８は溜
め４２０内に配置され、角膜移植片が配置された装置４０２の部分と相互作用するように
溜め４２０内に位置決めされる。本実施形態では、水和制御部材４２０は、ヒドロゲル材
料が充填された多孔バッグである。ヒドロゲル材料は液体溜めのように作用し、流体分子
が細孔を通過できるように細孔がサイズ決めされる。バッグは、折り目４１４で折り畳ま
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れ、３つのバッグ部分４１２を形成する。バッグ部分の２つは、角膜移植片が配置された
装置４０２の部分を受けるように構成された通路またはポケットを形成する。特に、本実
施形態では、装置４０２が図１６の装置である。中位メッシュおよび極小メッシュ（内部
に移植片を有する）が、図示したように、バッグ部分の２つの間に形成された通路内に位
置決めされる。中位メッシュおよび極小メッシュは、バッグの２つの部分に係合する。２
つの部分は通路を形成し、この通路内に、比較的薄い中位／極小本体アセンブリを配置す
ることができる。装置４０２の遠位端が水和制御部材４２０の通路内に位置決めされると
、角膜移植片は、中位および極小メッシュ本体の開口部ならびにバッグの細孔によって、
バッグ内のヒドロゲル材料と流体連通する。バッグ内のヒドロゲル材料（または他の親水
性材料）は、包装内での保管中に角膜移植片を水和状態に維持する。使用時に、装置４０
２が多孔バッグの２つの部分によって形成された通路から取り出されると、バッグ部分が
、中位本体および極小本体に付着する過剰な保管流体を逃がす。これにより、角膜組織上
に置かれる移植片を準備するときに、非常に多くの保管流体が中位および極小本体に付着
したままになることを防止する。
【００９５】
　[000143]一般に、水和制御要素は、保管中に角膜移植片を水和状態に維持するのを助け
る。これは、移植片がヒドロゲル等の親水性材料から少なくとも部分的に作製されている
ときに、特に関連する。水和制御要素は、一般に、中位および極小メッシュ本体の開口部
を介して角膜移植片と流体連通する流体溜めのように作用する。
【００９６】
　[000144]図３４は、ヒドロゲル材料が充填された多孔バッグの形状の水和制御部材を示
す。図３５は、ガラスビーズが充填された多孔バッグの形状の水和制御部材を示す。多孔
バッグ内のガラスビーズにより、図３４のバッグ内のヒドロゲル材料と同様の、移植片に
対する水和を提供する。
【００９７】
　[000145]多孔バッグは、中位および極小本体内の入れ子と平衡またはほぼ平衡を維持す
るように構成される。これにより、保管中に移植片を水和状態に維持するのに十分な流体
を移植片に供給する。バッグは、ポリエステル材料または任意の他の適切な材料であり得
る。一部の実施形態では、バッグがポリエーテルエーテルケトン（「ＰＥＥＫ」）である
。バッグの細孔サイズは、バッグから粒子が漏れるのを防止し、かつ角膜移植片の水和を
制御するようにサイズ決めされる。一部の実施形態では、バッグメッシュのサイズが、約
１０ミクロン以上約５０ミクロン以下である。一部の実施形態では、細孔サイズが約３０
ミクロンである。ヒドロゲルをバッグ内で使用する場合、ヒドロゲル材料は医療グレード
のものでも非医療グレードのものでもよい。
【００９８】
　[000146]代替実施形態では、水和制御部材が、ポケットまたは通路を間に形成する材料
のロールである、２つの水和制御要素を備える。図３６Ａおよび図３６Ｂは、ポケットを
間に形成するポリエステルメッシュ材料の２つのロールを備えた例示的な水和制御部材を
示す。２つのロールは、第１および第２の水和制御要素である。２つのロールにより形成
されたポケットは、角膜移植片を収容する部分角膜移植片アプリケータ装置を受けるよう
に構成される。本実施形態では、２つのロールが、スクロール状に巻き上げられた１枚の
材料から形成されて、第１および第２の水和制御要素を形成する。
【００９９】
　[000147]図３７Ａおよび図３７Ｂは、水和制御部材４４８が図３６Ａおよび図３６Ｂの
材料（たとえば、ポリエステル材料）の２つのロールを備えた、包装アセンブリ４４０を
示す。角膜移植片アプリケータ装置４４２は、図１６に示す装置である。包装４４０は、
トレイ４４４および蓋４４６を備える。トレイ４４４は、装置４４２の遠位端が位置決め
された溜め４５４を備える。水和制御部材４４８の２つのロール状の水和制御要素は、間
にポケットまたは通路を形成する。ポケットは、中位および極小本体を内部で受けて安定
させるように構成される。本実施形態では、材料の２つのロールが互いに接触し、ポケッ
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トは、２つのロール部分の外面によって画定された全体が楔形の構成である。装置４４２
の遠位端がポケット内へ前進すると、装置の遠位端がロールをわずかに押し離す。２つの
ロールが角膜移植片（入れ子内に配置される）の両側に配置され、極小本体および中位本
体にそれぞれ接触する位置まで、装置の遠位端が前進する。したがって、ロール要素は、
中位および極小本体の開口部を介して角膜移植片に流体連通する。
【０１００】
　[000148]また、水和制御部材は、装置の遠位端がポケット内に配置されたときに、中位
および極小本体（および入れ子内に配置された移植片）を安定させる。装置がポケット内
へ前進すると、水和制御部材が包装内の中位および極小本体に係合してこれらを安定させ
る。これにより、遠位端が包装内でぶつかって、場合によって損傷を受けることを防止す
る。本明細書で使用する「安定させる」は、装置の遠位端が、水和制御部材がない場合よ
りも安定することを意味する。遠位端は、安定させるために完全に静止させる必要はない
が、遠位端が水和制御部材に対して移動しないことが一般に好ましい。
【０１０１】
　[000149]代替実施形態では、第１および第２の水和制御要素が、巻き上げられた材料で
はなく、円筒形の中実材料である。２つの要素はトレイ内に固定されていても、基部部材
に固定されていてもよい。
【０１０２】
　[000150]水和制御部材の利点の１つは、装置がポケットから取り出されるときに、中位
および極小本体から過剰な流体を逃がすか、またははぎ取るように、水和制御部材が構成
されることである。これは、一部には、２つの水和制御要素が、ポケットから取り出され
るときに、中位および極小本体に接触するためである。水和制御要素は、遠位端がポケッ
トから取り出されるときに、ある意味では２つのスクイージーのように作用して過剰な流
体をはぎ取る。過剰な流体をはぎ取るときに、水和制御要素は必ずしも過剰な流体を吸収
せず、単に流体を中位および極小本体からはぎ取るだけである。これは、水和制御要素が
流体でほぼ飽和されている場合でも、水和制御要素が過剰な流体を中位および極小本体か
ら除去することができるため、有利となり得る。一部の特定の実施形態では、約０．５マ
イクロリットル以上約１．５マイクロリットル以下が、逃がしステップ後の中位本体およ
び極小本体に関連する最適な流体量であることがわかっている。この流体量は、除去プロ
セス中に流体を逃がすことによって部分的に制御される。また、インレー内に残る流体量
は、中位メッシュ本体の厚さ（公称約０．１ｍｍ）およびメッシュの開口部パターンに応
じて決まる。
【０１０３】
　[000151]バッグが水和制御部材の一部である実施形態では、水和装置が折り畳まれたり
、または任意の特定の構成内に形成されたりする必要はない。たとえば、装置の遠位端が
水和制御部材にほぼ接触した状態が維持されるように、バッグを単に変形させることがで
きる。加えて、水和制御部材を装置の遠位端の一側のみに係合しても、装置は引き続き安
定し、引き続き過剰な流体を除去することができる。
【０１０４】
　[000152]図３８Ａ～図４０Ｂは、水和制御部材の代替実施形態を示す。水和制御部材５
００は、第１の水和制御要素５０２、第２の水和制御要素５０４、コア５０６、および２
つの変形可能な基部５０８を備える。図３８Ａは分解図であり、図３８Ｂは組立図である
。
【０１０５】
　[000153]水和制御要素５０２、５０４は、１枚の材料５０３をコア５０６の周りに巻き
上げて、スクロールと同様の２つのロール部分を形成することよって形成される。スクロ
ールを形成するために、図４０Ａに示すように、材料５０３の端部５０１がコア５０６の
スリットを通過した後、図４０Ｂに示すように、コア５０６の周りに巻き戻される。その
後、コア５０６が材料５０３上で巻き上げられ、材料がコア５０６の周りに巻かれる。２
つのコア５０６が、係合するまで反対方向に巻き上げられる。水和要素５０２、５０４が
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ほぼ同量の材料５０３を有するように、２つのコア５０６が巻き上げられる。巻上げ後の
材料およびコアが、図３８Ａの中心分解図に示される。ポケット５０５が水和制御要素５
０２、５０４の表面により形成される。
【０１０６】
　[000154]一部の実施形態では、コアはＰＥＥＫであるが、ポリエステル材料等の任意の
他の適切な材料であってもよい。
　[000155]水和制御要素を形成する材料は、好ましくは、水吸上げ特性を有する。このよ
うな特性により、過剰な流体を装置から除去するのを助ける。例示的な適切な材料として
、ポリエステル織布材料がある。また、水和制御要素の吸上げ特性により、包装されてい
るときにインレーが確実に水和されるのを助ける。水和制御要素に接触する包装内の自由
な水（すなわち、凝縮水）が吸い上げられ、中位および／または極小本体の開口部を介し
て移植片に流体連通することによって、角膜移植片に利用できるようにする。これは、た
とえば、包装アセンブリが蒸気滅菌サイクルを受ける場合、サイクル終了時に包装内に凝
縮水がある可能性があるため、非常に有利となり得る。
【０１０７】
　[000156]また、水和制御部材５００は、コア５０６の端部に固定された２つの変形可能
な基部５０８を備える。基部５０８はそれぞれ、コア５０６の端部を受けるように構成さ
れた、内部を貫通する２つの孔を有する。基部５０８は、アプリケータの遠位端がポケッ
トを通って前進したときにわずかに変形可能なように、ばね様特性を有する。本実施形態
では、基部５０８が、基部５０８のわずかな変形を可能にするリビングヒンジ５１０を備
える。アプリケータがポケット５０５内へ前進すると、リビングヒンジによって全体がＣ
字状の基部５０８がわずかに開き、移植片アプリケータ装置を収容する。このわずかに変
形した構成では、水和制御要素５０２、５０４がそれぞれ中位および極小メッシュ本体を
押し、ポケット内でアプリケータ装置を安定させるのを助ける。
【０１０８】
　[000157]基部５０８がコア５０６のより大きな分離に対応可能である場合、より大きな
変形をもたらすように基部５０８を修正することができる。たとえば、基部５０８は、リ
ビングヒンジ５１０よりも大きく移動させることのできる、２つの材料から形成されたヒ
ンジを備えることができる。基部５０８を、ニチノール等の超弾性特性を有する材料から
形成することもできる。
【０１０９】
　[000158]コア５０６が基部５０８に固定されると、水和制御部材５００を包装内に配置
することができ、装置の遠位端をポケット内へ前進させることができる。
　[000159]水和制御要素５０２、５０４がこのように１枚の材料から形成されるときに、
材料５０３の長さに沿ってほぼ中心にある逆転防止装置５１２が形成される。逆転防止装
置はポケットの後部に位置し、装置の遠位端がポケット内で遠くへ前進しすぎるのを防止
する。本実施形態では、水和制御要素が互いに係合する箇所よりも遠位にインレーが位置
決めされるように、アプリケータがポケット内へ前進し、装置がポケットから取り出され
るときに、過剰な流体をアプリケータ装置の遠位端から適切に逃がすことができるように
する。２つの水和制御要素が接する箇所に角膜移植片を配置することもでき、または逆転
防止装置の近くに配置することができる。
【０１１０】
　[000160]あるいは、水和制御部材５００を単に一時水和装置として使用して、包装容器
内に位置決めする必要がないようにしてもよい。たとえば、ユーザが単に、移植片を水和
状態に維持するように、移植片アプリケータ装置の遠位端を水和制御部材のポケット内に
配置して維持してもよい。
【０１１１】
　[000161]一部の実施形態では、トレイが、保管中に移植片アプリケータ装置を係合およ
び安定させてトレイ内での移動を防止するか最小限にするように構成されたスナップ機構
を備える。スナップ機構を、トレイの遠位部分、トレイの近位部分、またはその両方に配
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置することができる。遠位部分では、スナップ機構が装置の遠位部分を掴んで固定する。
近位領域にある場合、スナップ機構は装置の近位領域を固定するように構成される。トレ
イ内に形成され、装置の遠位部分にしっかりと係合するように構成された例示的な遠位ス
ナップ機構が、図３３Ｂに要素４１８、４１９として示される。例示的な近位スナップ機
構４１３が、装置の近位部分を安定させるように構成される。遠位部分では、スナップ機
構が直面する抵抗が、近位部分に配置されて装置の近位部分を掴む場合に直面する抵抗よ
り弱くてもよい。本実施形態では、トレイは近位スナップ機構４１３を備えることができ
るが、遠位スナップ機構を備えていない。包装が近位スナップ機構のみを備えた実施形態
では、装置が包装から取り出されるときに装置が周りを枢動する位置を、スナップ機構が
提供することができる。遠位スナップ機構ではなく近位スナップ機構が備えられたときの
この種の運動の例示的な利点は、中位および極小本体の切離しの危険を少なくしつつ移植
片入れ子を備えた装置の遠位端をポケットから取り出すことができ、角膜入れ子をポケッ
トから取り出すときに過剰な流体をより良好に逃がす。またこの種の相対運動は、取出し
ステップ中に中位または極小本体に損傷を与える可能性を低下させる。
【０１１２】
　[000162]図４１Ａ～図４１Ｅは、ロック５５６を備えた例示的な包装トレイ５５２（蓋
は図示せず）の実施形態、および角膜移植片アプリケータ５５４を包装トレイから取り出
す方法を示す。ロック５５６は、トレイ５５２内、特に装置のハンドル部分で装置５５４
を安定させるのを助ける。図４１Ａでは、蓋がすでに取り外されている。図４１Ｂでは、
ロック５５６の側部が２つの矢印方向に押し下げられ、ロックが装置５５４から持ち上げ
られる。ロックがトレイ内でロッキング要素を解放すると、図４１Ｃおよび図４１Ｄに示
すように、ロック５５６がトレイから完全に切り離される。ロックが取り外されると、図
４１Ｅに示すように、装置５５４がトレイ５５２から取り外される。水和制御部材は図４
１Ａ～図４１Ｅには示されていないが、本明細書に記載の水和制御部材のいずれかが、ト
レイのウェルまたは溜めに含まれていてもよい。ロックおよびトレイを、別個の部品では
なく一体構造となるように作製してもよい。
【０１１３】
　[000163]移植片が数年間を含む任意の期間、包装内に保管されるため、トレイの蓋およ
びハウジングは、浸出可能な材料を含まないことが好ましい。加えて、トレイを含む包装
材料は、滅菌のために加圧滅菌可能であるべきである。トレイを、熱成形、射出成形する
ことができ、または他の適切な方法により形成することができる。一つの特定の実施形態
では、トレイはＣＯＣ６０１５等のＴＯＰＡＳ（登録商標）ＣＯＣ材料である。トレイを
、ポリプロピレンまたは他のプラスチック材料から形成することもできる。
【０１１４】
　[000164]前述したように、装置の１つまたは複数の部品を種々の材料から作製すること
ができる。たとえば、１つまたは複数の部品がステンレス鋼であってもよく、１つまたは
複数の部品がチタンであってもよい。チタンはステンレス鋼よりも耐食性が高いため、材
料が水に晒されたときに、より良好な材料となり得る。ステンレス鋼部品を使用するとき
に、より耐食性を高めるように、１つまたは複数の処理をステンレス鋼に施すことができ
る。一部の実施形態では部品が不動態化されるが、一部の実施形態では部品が窒化ジルコ
ニウムコーティングで被覆される。一部の実施形態では、部品が不動態化され、かつ窒化
ジルコニウムで被覆される。特定の実施形態では、１つまたは複数の部品が３１６Ｌステ
ンレス鋼である。窒化ジルコニウムコーティングを使用して、部品をより硬くして、部品
をより硬質化し保護性を高めることができる。たとえば、チタンを材料として使用した場
合でも、窒化ジルコニウムコーティングを施すことができる。一部の実施形態では、中位
および／または極小メッシュ本体、または装置の他の部品がプラスチック材料であっても
よい。これにより、装置または装置の部分を使い捨てにする場合に、装置をより安価に製
造することができる。
【０１１５】
　[000165]一部の実施形態では、組み立てられた包装（トレイ、蓋、および内部に配置さ
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れたアプリケータ装置）を滅菌する必要がある。一部の実施形態では、包装を加圧滅菌に
よって滅菌する。角膜移植片内の水、水和制御部材に関連する水のため、加圧滅菌によっ
て、密閉されたトレイ内に蒸気を生じさせる。加圧滅菌後の内圧は、３５０ｋＰａ以上に
なり得る。トレイは内圧上昇に耐えることができるようにすべきであり、蓋とトレイとの
密閉は内圧上昇に耐えることができるようにする必要がある。蓋とトレイとの密閉が破れ
ると、包装の内部が滅菌環境ではなくなる。
【０１１６】
　[000166]加えて、前述したように、極小メッシュ本体の相対サイズにより、包装および
取出し中に中位メッシュ本体が保護される。これは、極小メッシュの直径が中位本体の直
径よりも大きく、極小メッシュ本体が中位本体よりも厚いためである。本明細書の実施形
態の一部では、極小本体が中位本体の厚さの約２倍である（凹部が形成されている部分を
除く）。
【０１１７】
　[000167]一部の実施形態では、図１６のハンドル３２４等のハンドルが、射出成形され
たプラスチックハンドルである。医師の触感を向上させるために、刻みパターンを有する
ことが望ましいとされ得る。しかしながら、一部の刻みパターンは、清浄にすることが難
しい。加えて、保管中に、包装材料上でパターンが摩耗し得る。一部の実施形態では、ハ
ンドルが、平滑さを高める１つまたは複数の螺旋パターンを有し、包装材料上での摩耗を
少なくする。
【０１１８】
　[000168]本明細書に記載の保管および／または位置決め装置を使用して、１９９８年１
２月２３日出願の米国特許第６，１０２，９４６号、２００５年４月１５日出願の第１１
／１０６，９８３号、２００４年４月３０日出願の第１０／８３７，４０２号、２００６
年１０月３０日出願の第１１／５５４，５４４号、２００６年２月２４日出願の仮出願第
６０／７７６，４５８号、２００９年４月３日出願の第１２／４１８，３２５号、２００
７年４月２０日出願の第１１／７３８，３４９号、２０１０年９月８日出願の第１２／８
７７，７９９号に記載された例示的なインレー等の角膜インレーを保管および／または位
置決めすることができる。
【０１１９】
　[000169]極小本体が中位本体に対して移動すると、流体と移植片との間の付着力及び流
体と中位本体との間の付着力によって、ある量の流体が角膜移植片および中位本体に付着
したままとなる。これは、一般に、中位および極小本体の分離後に残される流体量と呼ば
れる。一部の特定の実施形態では、約０．５マイクロリットル以上約１．５マイクロリッ
トル以下が、残される流体の最適量であることがわかっている。この量は限定することを
意図するものではない。前述したように、中位本体に対する極小本体の枢動により、残る
流体の量が確実に望ましい量になるのを助ける。
【０１２０】
　[000170]以下の開示は、角膜移植片または他の親水性移植片を１つの位置から別の位置
へ移動させるための装置および方法を一般に説明する。装置および方法は、表面張力の性
質を利用してインレーを制御する。装置を使用して、１つの表面または材料から移植片を
持ち上げて、第２の表面または材料に移植片を置くことができる。上記の一部の実施形態
では、角膜移植片が極小メッシュ本体の凹部に位置決めされる。以下の開示は、角膜移植
片を上記装置の極小メッシュ本体の凹部内に置く例示的な装置および方法を説明する。
【０１２１】
　[000171]図４２に関して上記したように、ループ内に懸濁した液体の場合、付着力が上
面および底面の両方に作用し、凝集力が上面および底面の両方を通して作用する。これら
の力は、液体の体積が、重力が付着力に打ち勝つような体積になるまで、液体をループ内
に保持するのに十分なものである。
【０１２２】
　[000172]角膜移植片がヒドロゲルから作製されるとき、角膜移植片は主に液体であるた
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め、液体とほぼ同様に動作する。図４２は、流体６０４および角膜移植片６００がループ
内に拘束されるループ形状の取扱いツール６０２を示す。移植片６００がこのようにルー
プ内に拘束されるときに、ループに接続されたハンドルを掴むことによって、移植片を１
つの位置から別の位置へ移動させることができる。一部の実施形態では、移植片が最初に
ループとともに持ち上げられた後、ループ内から極小本体の凹部に置かれる。
【０１２３】
　[000173]図４２の実施形態のように、流体の液滴内に角膜移植片を拘束する複数の利点
がある。第１に、移植片に作用する力は半径方向であり、移植片をほぼ非変形構成に維持
する。第２に、図４３に示すように、一部の角膜移植片について、半径方向表面積６０６
が移植片の底面（たとえば、後面）の面積６０８よりも十分に小さいため、底面が別の表
面（たとえば、角膜組織）に接触して配置されると、この別の表面に底面が優先的に付着
する。一部の特定の実施形態では、角膜移植片が、約２ｍｍの直径と約１４ミクロンの縁
部厚さとを有する角膜インレーである。この特定の実施形態では、この特定のインレーの
寸法によって、半径方向表面積が底部表面積の約１／１３であることが決まる。
【０１２４】
　[000174]円形のループ（図４２に示すような）が滴の形成には好ましくあり得るが、必
須ではない。本開示の範囲から逸脱することなく、任意の数の包み、角度、形状、ワイヤ
、サイズ、または構成を使用することができる。図４４Ａ～図４４Ｄは、ループの代替構
成を示す。図４４Ａでは、ループがハンドルに対してある角度で偏位している。図４４Ｂ
は、ループが材料の二重ループであるループを示す。図４４Ｃは、正方形構成（矩形でも
よい）のループを示す。図４４Ｄは、ループを形成する材料が近位に延びてハンドルを形
成するループを示す。
【０１２５】
　[000175]図４５は、角膜移植片を取り扱うように構成された、ループ６１４を制御する
ように設計されたハンドルの実施形態を示す。角膜移植片は、ループ６１４内に保持され
た流体の体積により制御され得る。このハンドルによって、ユーザは、ループ内の流体の
体積を容易に制御することができる。図４５に示す実施形態では、２つの別個のボタン６
１０、６１２がある。ボタンの一方はプランジャに接続されたばねを引き、他方のボタン
はばねを解放する。両方のボタンは解放後にそれらの位置を保持するので、ユーザは角膜
移植片を位置決めしようとしながらボタンを定位置に保持しなくてよい。
【０１２６】
　[000176]図４６ａおよび図４６ｂは、この二重アクチュエータ設計の例示的な実施形態
を示すが、本開示の範囲を逸脱することなく、他のボタン構成を使用することができる。
ボタン６１６が押し下げられると、ばね６１８が引かれ、ばね６２０はボタン６２２をラ
ッチ６２４に係合させる。ボタン６１６は、引かれたときにループ６２６側へ押されるよ
うにプランジャ６１７に接続される。これで装置は、角膜移植片を持ち上げる準備が整う
。
【０１２７】
　[000177]ループが角膜上に（ループ内の移植片とともに）位置決めされると、ボタン６
２２が押され、ラッチ６２４がばね６１８を解放することにより、プランジャ６２１をル
ープ６２６から離して押し戻す。これにより、空気がループ上に移動して、角膜移植片を
囲む過剰な流体を吸い込む。移植片がループから確実に解放されるようにするため、プラ
ンジャ６２１は、移植片をループ内で保持するのに必要なものよりも多い、流体の過剰分
を吸い上げるように構成される。
【０１２８】
　[000178]ループを任意の数のハンドル構成に取り付けて、角膜移植片の制御をより良好
に可能にすることができる。たとえば、ループ内に保持された流体の量を正確に制御する
ように構成されたハンドルが、複数の理由で有利である。ループ内の流体の量は、角膜移
植片のユーザ制御を提供する。角膜移植片を角膜等の面に配置するために、ユーザはより
大きい滴を表面近くに保持して、移植片とともに流体を表面上に逃がすことができ、また
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はユーザは、必要な表面張力を生じさせるのに十分な流体がなくなるまで流体をループか
ら引き離して、移植片を角膜表面上に優先的に結合させることができる。希望に応じて、
領域を流体であふれさせることによって、移植片を持ち上げて、移植片を上部に浮かせ、
そこで移植片をループ内で再回収することができる。手順中に過剰な流体を除去できると
、角膜表面が乾燥するのにかかる時間が短くなる点で有利である。移植片が角膜上に配置
されたら、角膜の表面を乾燥させて、手順期間に移植片が移動するのを防止することが望
ましい。眼は特に敏感であり、この手順をできるだけ迅速に行うことが望ましい。過剰な
流体が最小限であれば、表面はより迅速に乾燥し、手順時間が最小限になる。
【０１２９】
　[000179]図４７は、ループ６３２に連結された追加の例示的なハンドル６３０を示す。
内部に流体を含むループ６３２は、角膜移植片を内部に維持するように構成される。ルー
プ内の流体の制御は、種々の適切な方法で達成され得る。以下の例の複数において、ルー
プはルアー分配針の縁部に配置される。しかしながら、ループを制御された流体路内に配
置する任意の構成を使用してもよい。
【０１３０】
　[000180]図４８は、制御ネック６３６を形成する圧縮性の管状要素を利用するシステム
の例を示す。ハンドルは、ルアー６３８も備える。シリンジ６３４を使用して、溜めに流
体が予め充填される。ユーザが制御ネック６３６を押し下げると、ハンドル内の体積が減
少し、流体が先端を通って押されてループ６４０に入る。制御ネック６３６が解放される
と、流体を吸い込んで溜めに戻す真空が生じる。
【０１３１】
　[000181]図４９は、図４８の実施形態とほぼ同様に作用する変形形態を示す。ユーザが
制御ネックを手で押す代わりに、スライド６４４が中間位置に設定される。これにより、
ユーザは内部管への圧力を解放して、流体を引き込む圧力差を生じさせ、または圧力を上
昇させて流体を変位させ、流体を先端から押し出すことができる。ばねにより、解放時に
スライドを中間位置に戻す。装置は、シリンジ６４２、ルアー６４６、およびループ６４
８を備える。
【０１３２】
　[000182]図５０は、ループ６５０を備えた一般的なハンドル設計に照明要素６５２を加
えた実施形態である。照明要素は、装置の遠位端のＬＥＤであってもよく、または装置の
長さに沿って延びる光ファイバであってもよい。
【０１３３】
　[000183]角膜移植片をループ内に保管可能であると有利となり得る。一部の角膜移植片
は、角膜上に特定の向きで配置されることが好ましく、輸送および保管の間中、水和状態
に維持されなければならない。これらの実施形態では、向きを維持するために移植片をル
ープ内に予め装填して、水和を保つパッケージ内に包装することができる。図５１は、水
和を保ちながら、包装されたルアー先端６５８を収容するバイアル６５４の例を示す。流
体６５６もバイアル６５４内にある。移植片は、バイアル６５４内の保護パッケージ６６
０内で保護される。
【０１３４】
　[000184]一部の実施形態では、予め装填されたループが、流体が内部を通過して移植片
まで流れて移植片を水和状態に維持できるようにする小さいホルダ内に包装される。図５
２は、カバー６６７が矢印方向に戻って摺動して、予め装填されたインレーが適切な向き
に配置されたループ６６８を見せる実施形態を示す。移植片６６４の上部のメッシュ６７
２および底部のメッシュ６７０は、より大きい表面積がメッシュに晒されるにもかかわら
ず、移植片がループに優先的に付着するように構成される。内部を貫通する開口部を有す
るメッシュによっても、移植片を、包装されている間に水和状態に保つことができ、移植
片を水和パッケージから取り出すときに過剰な流体を排出するのを助ける。本実施形態は
、ルアー６６５も含む。
【０１３５】



(26) JP 5944005 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

　[000185]図５３は、移植片をループと別個に保管することのできるシステムを示す。図
５２に示すものと同一のメッシュ構成であるメッシュ６７４間から、移植片６７６を容易
に取り出すことができる。
【０１３６】
　[000186]図５４は、移植片６８０を内部に有する予め装填されたループ６８２がクラン
プ６８４内に配置されたシステムを示す。このクランプ６８４は、輸送および保管中に移
植片を定位置に保持するように構成される。使用時に、流体制御ハンドル（図示せず）が
ルアー６７８に取り付けられる。その後、移植片をループ内で定位置に保持したまま、ア
センブリ全体がクランプから迅速に取り外される。
【０１３７】
　[000187]また、本明細書に記載のループ装置のいずれかを使用して、角膜移植片を任意
の種類の表面上へ位置決めすることができ、または任意の種類の表面から移動させること
ができる。ループによって、必要とされ得るどのような種類の位置決めまたは取扱いも容
易となり得る。一部の実施形態では、ループを使用して、角膜移植片を角膜表面上に位置
決めする。一部の実施形態では、ループを使用して、角膜移植片を送達装置表面上に位置
決めし、送達装置を使用して、角膜移植片を角膜内または角膜上に位置決めする。たとえ
ば、ループを使用して角膜移植片を取り扱い、角膜移植片を前述した極小本体の凹部内に
位置決めすることができる。一部の実施形態では、ループを使用して、角膜移植片を保管
または送達装置表面から別の表面上へ移動させる。
【０１３８】
　[000188]本明細書の実施形態は、中位本体および極小本体の両方を説明している。しか
しながら、一部の実施形態では、装置またはその使用方法が、極小本体を備える必要がな
い。極小本体がないと、角膜移植片は、中位および極小本体によって画定された角膜入れ
子内に位置決めされない。したがって、移植片を中位本体内に包装する必要がない。たと
えば、移植片を別個の包装で包装することができる。これらの実施形態では、中位本体が
、前述したように、移植片に対する優先的な付着を利用して、角膜移植片をその包装から
回収し、または持ち上げることができる。これにより、角膜移植片をどのように包装する
必要があるかについての制限をなくすことができる。たとえば、移植片を、バイアル内で
保管媒体に浮遊させて保管することができる。移植片を角膜組織上に位置決めする準備が
できると、ハンドルに連結可能な中位本体が、角膜移植片を開口に隣接した位置へすくい
上げること等によって、保管媒体内で移植片に隣接して位置決めされる。その優先的な付
着適応により、角膜移植片は中位本体に優先的に付着する。移植片は、中位本体に付着す
ると、中位本体の適応に依拠して移植片が中位本体ではなく角膜組織に優先的に付着でき
るようにすることにより、前述したように角膜上に置かれる準備ができる。
　以下に本明細書が開示する形態のいくつかを記載しておく。
［形態１］
　内部を貫通する１つまたは複数のアプリケータ開口部を有する移植片アプリケータと、
　内部を貫通する１つまたは複数の支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、
　前記移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて移植片入れ子を
形成し、前記移植片入れ子が角膜移植片を収容するように構成され、
　前記１つまたは複数のアプリケータ開口部の面積の合計に対する前記１つまたは複数の
アプリケータ開口部の周長の合計の比が、前記１つまたは複数の支持体開口部の面積の合
計に対する前記１つまたは複数の支持体開口部の周長の合計の比よりも大きく、比が大き
いほど、支持体よりも角膜移植片に対する高い親和性をアプリケータに与える、角膜移植
片アプリケータ装置。
［形態２］
　前記移植片アプリケータが、角膜組織が前記移植片アプリケータよりも前記角膜移植片
に対する高い親和性を有するように構成される、形態１に記載の装置。
［形態３］
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する、形態
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１に記載の装置。
［形態４］
　前記複数のアプリケータ開口部が、前記複数のアプリケータ開口部にわたる同一の最大
直線寸法を有する、形態３に記載の装置。
［形態５］
　前記移植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する、形態１に記載の装
置。
［形態６］
　前記複数の支持体開口部が、前記支持体開口部にわたる同一の第２の最大直線寸法を有
する、形態５に記載の装置。
［形態７］
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有し、前記移
植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する、形態１に記載の装置。
［形態８］
　前記複数のアプリケータ開口部が、前記複数のアプリケータ開口部にわたる同一の最大
直線寸法を有し、前記複数の支持体開口部が、前記支持体開口部にわたる同一の第２の最
大直線寸法を有する、形態７に記載の装置。
［形態９］
　前記角膜移植片が前記入れ子内に配置されたときに前記角膜移植片に重なる前記複数の
アプリケータ開口部の数が、前記角膜移植片に重なる前記複数の支持体開口部の数よりも
大きい、形態７に記載の装置。
［形態１０］
　流体が前記角膜移植片入れ子内に保持され、表面張力によって前記角膜移植片に重なる
ある数の前記複数のアプリケータ開口部内に前記流体が配置され、表面張力によって前記
角膜移植片に重なるある数の前記複数の支持体開口部内に前記流体が配置され、前記角膜
移植片に重なる前記アプリケータ開口部内に配置された流体の体積が、前記角膜移植片に
重なる前記支持体開口部内に配置された流体の体積よりも大きい、形態７に記載の装置。
［形態１１］
　前記角膜移植片に重なる前記支持体開口部の少なくとも１つが、前記開口部全体にわた
って延びる流体を有していない、形態１０に記載の装置。
［形態１２］
　前記角膜移植片アプリケータが、前記角膜移植片アプリケータにわたる第１の最大直線
寸法を有し、前記移植片支持体が、前記移植片支持体にわたる第２の最大直線寸法を有し
、前記第２の最大直線寸法が前記第１の最大直線寸法よりも大きい、形態１に記載の装置
。
［形態１３］
　前記移植片支持体の外縁が、前記移植片アプリケータの外縁よりもさらに半径方向に延
びる、形態１に記載の装置。
［形態１４］
　前記移植片支持体が、前記入れ子の一部を形成する平坦な移植片支持体表面を有する、
形態１に記載の装置。
［形態１５］
　前記移植片支持体の内部に、前記角膜移植片を収容するように構成された凹部が形成さ
れる、形態１４に記載の装置。
［形態１６］
　前記移植片アプリケータが、前記入れ子の一部を形成する平面を有する、形態１に記載
の装置。
［形態１７］
　前記移植片アプリケータが第１の最大厚さを有し、前記移植片支持体が第２の最大厚さ
を有し、前記第２の厚さが前記第１の厚さよりも大きい、形態１に記載の装置。
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［形態１８］
　前記第２の厚さが前記第１の厚さの約２倍である、形態１７に記載の装置。
［形態１９］
　前記１つまたは複数のアプリケータ開口部が六角形の構成を有する、形態１に記載の装
置。
［形態２０］
　前記１つまたは複数の支持体開口部が六角形の構成を有する、形態１に記載の装置。
［形態２１］
　前記角膜移植片が親水性材料から作製される、形態１に記載の装置。
［形態２２］
　内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する移植片アプリケータと、
　内部を貫通する複数の支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、
　前記複数のアプリケータ開口部の数が前記複数の支持体開口部の数よりも大きく、
　前記移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて角膜移植片入れ
子を形成し、角膜移植片が前記複数のアプリケータ開口部および前記複数の支持体開口部
に隣接して配置されるように、前記角膜移植片入れ子が前記角膜移植片を収容するように
構成される、角膜移植片アプリケータ装置。
［形態２３］
　前記アプリケータ開口部の数が大きいほど、前記支持体よりも前記角膜移植片に対する
高い親和性をアプリケータに与える、形態２２に記載の装置。
［形態２４］
　角膜組織が前記アプリケータよりも前記角膜移植片に対する高い親和性を有するように
、前記アプリケータが構成される、形態２２に記載の装置。
［形態２５］
　前記入れ子内に位置決めされたときに前記角膜移植片に重なる前記複数のアプリケータ
開口部の数が、前記移植片が前記入れ子内に位置決めされたときに前記角膜移植片に重な
る前記複数の支持体開口部の数よりも大きい、形態２２に記載の装置。
［形態２６］
　前記複数のアプリケータ開口部が六角形の構成を有する、形態２２に記載の装置。
［形態２７］
　前記複数の支持体開口部が六角形の構成を有する、形態２２に記載の装置。
［形態２８］
　前記角膜移植片が親水性材料から作製される、形態２２に記載の装置。
［形態２９］
　六角形の構成を持つ、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する角膜移植片ア
プリケータと、
　六角形の構成を持つ、内部を貫通する複数の支持体開口部を有する角膜移植片支持体と
を備え、
　前記角膜移植片支持体が前記角膜移植片アプリケータに対して配置されて、間に角膜移
植片入れ子を形成する、角膜移植片アプリケータ装置。
［形態３０］
　前記支持体よりも前記角膜移植片に対する高い親和性を前記アプリケータに与えるよう
に、前記複数のアプリケータ開口部がサイズ決めされる、形態２９に記載の装置。
［形態３１］
　角膜組織が前記アプリケータよりも前記角膜移植片に対する高い親和性を有するように
、前記アプリケータ開口部がサイズ決めされる、形態２９に記載の装置。
［形態３２］
　前記複数のアプリケータ開口部および前記複数の支持体開口部に隣接する前記入れ子内
に配置された角膜移植片をさらに備える、形態２９に記載の装置。
［形態３３］
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　前記複数の六角形のアプリケータ開口部の対向する辺の間の直線寸法が、前記複数の六
角形の支持体開口部の対向する辺の間の直線寸法よりも小さい、形態２９に記載の装置。
［形態３４］
　前記角膜移植片が親水性材料から作製される、形態２９に記載の装置。
［形態３５］
　内部を貫通する少なくとも１つのアプリケータ開口部を有する移植片アプリケータと、
　内部を貫通する少なくとも１つの支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、
　前記移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて、角膜移植片を
収容するように構成された移植片入れ子を形成し、
　前記少なくともアプリケータ開口部および少なくとも１つの支持体開口部が、前記角膜
移植片と前記少なくとも１つのアプリケータ開口部内に配置された液体との間の力が前記
角膜移植片と前記少なくとも１つの支持体開口部内に配置された液体との間の力よりも大
きくなるように構成され、力が大きいほど、前記支持体よりも前記角膜移植片に対する高
い親和性を前記アプリケータに与える、角膜移植片アプリケータ装置。
［形態３６］
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部が、角膜表面よりも前記角膜移植片に対する
低い親和性を前記アプリケータに与えるように構成される、形態３５に記載の装置。
［形態３７］
　アプリケータ開口部の数が支持体開口部の数よりも大きい、形態３５に記載の装置。
［形態３８］
　前記移植片入れ子内に位置決めされたときに前記角膜移植片に重なるアプリケータ開口
部の数が、前記角膜移植片に重なる支持体開口部の数よりも大きい、形態３７に記載の装
置。
［形態３９］
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部のサイズが、前記少なくとも１つの支持体開
口部のサイズよりも小さい、形態３５に記載の装置。
［形態４０］
　前記移植片アプリケータが、前記少なくとも１つのアプリケータ開口部が貫通する平坦
な第１の表面を有する、形態３５に記載の装置。
［形態４１］
　前記移植片支持体が、前記少なくとも１つの支持体開口部が貫通する平坦な第１の表面
を有する、形態３５に記載の装置。
［形態４２］
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部の面積の合計に対する前記少なくとも１つの
アプリケータ開口部の周長の合計の比が、前記少なくとも１つの支持体開口部の面積の合
計に対する前記少なくとも１つの支持体開口部の周長の合計の比よりも大きく、比が大き
いほど、支持体よりも角膜移植片に対する高い親和性を前記アプリケータに与える、形態
３５に記載の装置。
［形態４３］
　前記少なくとも１つのアプリケータ開口部および前記少なくとも１つの支持体開口部が
、六角形の構成を有する、形態３５に記載の装置。
［形態４４］
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有し、前記移
植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有し、前記複数のアプリケータ開口
部が前記複数の支持体開口部よりも小さい、形態３５に記載の装置。
［形態４５］
　前記移植片アプリケータが、内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有し、前記移
植片支持体が、内部を貫通する複数の支持体開口部を有し、前記角膜移植片が入れ子内に
配置されたときに角膜移植片に重なる前記複数のアプリケータ開口部の数が、前記角膜移
植片に重なる前記複数の支持体開口部の数よりも大きい、形態３５に記載の装置。
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［形態４６］
　角膜移植片が親水性材料から作製される、形態３５に記載の装置。
［形態４７］
　内部を貫通する複数のアプリケータ開口部を有する移植片アプリケータと、
　内部を貫通する複数の支持体開口部を有する移植片支持体とを備え、
　前記移植片アプリケータおよび移植片支持体が互いに対して配置されて、角膜移植片を
収容するように構成された移植片入れ子を形成し、
　前記複数のアプリケータ開口部の配置により、前記支持体よりも前記角膜移植片に対す
る高い親和性を前記アプリケータに与える、角膜移植片アプリケータ装置。
［形態４８］
　前記複数のアプリケータ開口部の配置により、角膜表面よりも前記角膜移植片に対する
低い親和性を前記アプリケータに与える、形態４７に記載の装置。
［形態４９］
　アプリケータ開口部の数が、支持体開口部の数よりも大きい、形態４７に記載の装置。
［形態５０］
　前記移植片入れ子内に位置決めされたときに前記角膜移植片に重なるアプリケータ開口
部の数が、前記角膜移植片に重なる支持体開口部の数よりも大きい、形態４９に記載の装
置。
［形態５１］
　前記複数のアプリケータ開口部のサイズが前記複数の支持体開口部のサイズよりも小さ
い、形態４７に記載の装置。
［形態５２］
　前記移植片アプリケータが、前記複数のアプリケータ開口部が貫通する平坦な第１の表
面を有する、形態４７に記載の装置。
［形態５３］
　前記移植片支持体が、前記複数の支持体開口部が貫通する平坦な第１の表面を有する、
形態４７に記載の装置。
［形態５４］
　前記複数のアプリケータ開口部の面積の合計に対する前記複数のアプリケータ開口部の
周長の合計の比が、前記複数の支持体開口部の面積の合計に対する前記複数の支持体開口
部の周長の合計の比よりも大きく、比が大きいほど、支持体よりも角膜移植片に対する高
い親和性を前記アプリケータに与える、形態４７に記載の装置。
［形態５５］
　前記複数のアプリケータ開口部および前記複数の支持体開口部が、六角形の構成を有す
る、形態４７に記載の装置。
［形態５６］
　前記複数のアプリケータ開口部が前記複数の支持体開口部よりも小さい、形態４７に記
載の装置。
［形態５７］
　前記角膜移植片が前記入れ子内に配置されるときに前記角膜移植片に重なる前記複数の
アプリケータ開口部の数が、前記角膜移植片に重なる前記複数の支持体開口部の数よりも
大きい、形態４７に記載の装置。
［形態５８］
　前記角膜移植片が親水性材料から作製される、形態４７に記載の装置。
［形態５９］
　角膜移植片送達装置を内部で受けて安定させるように構成されたポケットを形成する本
体を備える、角膜移植片水和制御装置。
［形態６０］
　前記本体が、第１の水和制御要素と、前記第１の水和制御要素に対して配置されて前記
ポケットを形成する第２の水和制御要素とを備える、形態５９に記載の装置。
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［形態６１］
　前記第１および第２の水和制御要素が、巻き上げられた材料の部分を含む、形態６０に
記載の装置。
［形態６２］
　前記第１および第２の水和制御要素が、材料の一体部分から巻き上げられた材料の部分
を含む、形態６０に記載の装置。
［形態６３］
　材料の前記一体部分の一部が、逆転防止装置を形成する、形態６２に記載の装置。
［形態６４］
　前記第１および第２の水和制御要素が、概して円筒形である、形態６０に記載の装置。
［形態６５］
　前記第１および第２の水和制御要素が互いに係合する、形態６０に記載の装置。
［形態６６］
　前記本体に固定された第１の変形可能な基部をさらに備え、前記第１の変形可能な基部
が、変形して第１の水和制御要素および第２の水和制御要素の間の距離を調節するように
構成され、前記第１および第２の水和制御要素が前記ポケットの少なくとも一部を形成す
る、形態５９に記載の装置。
［形態６７］
　前記第１の水和制御要素内に配置された第１のコアと、前記第２の水和要素内に配置さ
れた第２のコアとをさらに備え、前記第１の変形可能な基部が前記第１および第２のコア
に固定されて、前記基部を前記第１および第２の水和制御要素に固定する、形態６６に記
載の装置。
［形態６８］
　前記第１および第２のコアに次ぐ第２の変形可能な基部をさらに備える、形態６７に記
載の装置。
［形態６９］
　前記第１の変形可能な基部が、前記第１および第２のコアのそれぞれの第１の端部に固
定され、前記第２の変形可能な基部が、前記第１および第２のコアのそれぞれの第２の端
部に固定される、形態６８に記載の装置。
［形態７０］
　前記第１の変形可能な基部が、前記変形可能な基部が変形して前記第１および第２の水
和制御要素の間の前記距離を調節可能にするリビングヒンジを備える、形態６６に記載の
装置。
［形態７１］
　前記ポケットが、第１および第２の水和制御要素によって形成された、全体的に楔形を
有する、形態５９に記載の装置。
［形態７２］
　前記本体がポリエステル材料から形成される、形態５９に記載の装置。
［形態７３］
　装置が前記ポケットから取り出されるときに、前記ポケット内に配置された前記装置か
ら流体を逃がすように、前記本体が構成される、形態５９に記載の装置。
［形態７４］
　角膜移植片が保持される移植片部分を備えた角膜移植片アプリケータ装置と、
　前記移植片部分を内部で受けて安定させるように構成されたポケットを備えた水和制御
部材とを備えた、角膜移植片アプリケータのための包装アセンブリ。
［形態７５］
　前記角膜移植片が保持される前記移植片部分がほぼ平坦である、形態７４に記載のアセ
ンブリ。
［形態７６］
　前記角膜移植片が、ほぼ無応力構成で前記角膜移植片アプリケータ装置の前記移植片部
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［形態７８］
　前記水和制御部材が、第１の水和制御要素と第２の水和制御要素とを備え、前記第１お
よび第２の水和制御要素が前記ポケットの少なくとも一部を形成する、形態７４に記載の
アセンブリ。
［形態７９］
　前記第１および第２の水和制御要素が、概して円筒形である、形態７８に記載のアセン
ブリ。
［形態８０］
　前記水和制御部材が、前記角膜移植片アプリケータ装置が前記ポケット内で遠くへ前進
しすぎるのを防止するように構成された逆転防止装置をさらに備える、形態７８に記載の
アセンブリ。
［形態８１］
　前記第１および第２の水和制御要素が、互いから離れて前記角膜移植片アプリケータ装
置を収容するように構成される、形態７８に記載のアセンブリ。
［形態８２］
　角膜移植片が装置の部分内に配置される、角膜移植片アプリケータ装置を準備するステ
ップと、
　前記移植片が配置された前記装置の部分を水和制御部材に対して移動させながら、前記
装置の部分を前記水和制御部材に係合させることにより、過剰な流体を前記装置の部分か
らはぎ取るステップとを含む、角膜移植片アプリケータ装置から過剰な保管液体を除去す
る方法。
［形態８３］
　前記装置の部分が、少なくとも１つの開口部がそれぞれ形成された、角膜入れ子を形成
する第１および第２の表面を有し、前記はぎ取りステップが、前記第１および第２の表面
から過剰な流体を除去するステップを含む、形態８２に記載の方法。
［形態８４］
　前記はぎ取りステップが、前記装置の部分を前記第１および第２の水和制御要素に対し
て移動させながら、前記装置の部分を第１および第２の水和制御要素に係合させるステッ
プを含む、形態８２に記載の方法。
［形態８５］
　角膜移植片が位置決めされる第１の部分を角膜移植片アプリケータ装置に設けるステッ
プと、
　前記第１の部分が水和制御部材に係合するまで、前記水和制御部材により形成されたポ
ケット内に前記装置の前記第１の部分を位置決めするステップとを含む、角膜移植片アプ
リケータ装置を保管する方法。
［形態８６］
　前記位置決めステップが、前記水和制御部材と前記角膜移植片との間に流体連通を生じ
させる、形態８５に記載の方法。
［形態８７］
　前記位置決めステップが、前記第１の部分が２つの水和制御要素に係合するまで、前記
２つの水和制御要素により形成されたポケット内へ前記第１の部分を前進させるステップ
を含む、形態８５に記載の方法。
［形態８８］
　前記位置決めステップが、第１の装置表面を第１の水和制御要素に係合させて位置決め
するステップと、第２の装置表面を第２の水和制御要素に係合させて位置決めするステッ
プとを含む、形態８７に記載の方法。
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