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(57)【要約】
　光学機器（１１０）と、少なくとも１つのコネクタ（
１３０ａ～１３０ｄ）によって前記光学機器に結合する
少なくとも１つの支持プレート（１２０）とを備え、前
記コネクタが前記支持プレート（１２０）よりも剛性が
低く、前記少なくとも１つの支持プレート（１２０）が
前記光学機器（１１０）を取り囲み、前記光学機器（１
１０）と支持プレート（１２０）が７０ｍｍ2～１００
ｍｍ2の合計表面積を有する、アコモダティブ眼内レン
ズ（１００）（ＡＩＯＬ）。前記少なくとも１つの支持
プレート（１２０）は、前記光学機器（１１０）の周辺
に３６０°の連続境界を形成しうる。前記少なくとも１
つの支持プレート（１２０）は、その角度の全範囲にわ
たり１．０～３．５ｍｍの半径寸法における幅を有する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）であって、
　光学機器と、
　少なくとも１つのコネクタによって前記光学機器に連結した少なくとも１つの支持プレ
ートと、
を備え、
　前記コネクタが前記支持プレートよりも剛性が低く、
　前記少なくとも１つの支持プレートが前記光学機器を取り囲み、
　前記光学機器および支持プレートが、７０ｍｍ～１００ｍｍ2の合計表面積を有する、
アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、前記光学機器の周辺に３６０°の連続境界を形
成することを特徴とする請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、少なくとも２つの支持プレートを含むことを特
徴とする請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、少なくとも６０ｍｍ2の面積を有することを特
徴とする請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、その角度の全範囲にわたり、１．０～３．５ｍ
ｍの半径寸法における幅を有することを特徴とする請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのコネクタが、少なくとも２つのコネクタを含むことを特徴とする
請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、前記少なくとも１つのコネクタの任意の部分よ
り大きい厚さを有することを特徴とする請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの支持プレートが円錐形を有することを特徴とする請求項１記載の
ＡＩＯＬ。
【請求項９】
　前記ＡＩＯＬが、前記光学機器と前記少なくとも１つの支持プレートの間にヒンジを有
しないことを特徴とする請求項１記載のＡＩＯＬ。
【請求項１０】
　前記合計表面積が、７５ｍｍ2～１００ｍｍ2であることを特徴とする請求項１記載のＡ
ＩＯＬ。
【請求項１１】
　前記合計表面積が、８０ｍｍ2～１００ｍｍ2であることを特徴とする請求項１９記載の
ＡＩＯＬ。
【請求項１２】
　アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）を適用する方法であって、前記方法が、
　（Ａ）ＡＩＯＬを提供する工程であって、
　　（ｉ）光学機器と
　　（ｉｉ）少なくとも１つのコネクタによって前記光学機器に連結した少なくとも１つ
の支持プレートと、
を備え、
　前記コネクタが前記支持プレートよりも剛性が低く、
　前記少なくとも１つの支持プレートが前記光学機器を取り囲む、
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ＡＩＯＬ提供工程と、
　（Ｂ）前記レンズを眼内に移植する工程であって、
　前記少なくとも１つの支持プレートおよび前記光学機器が前記眼の水晶体の後嚢の６５
％～９５％を覆う、移植工程と、
を有してなる方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの支持プレートおよび前記光学機器が、前記眼の水晶体の後嚢の７
０％～９５％を覆うことを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの支持プレートおよび前記光学機器が、前記眼の水晶体の後嚢の７
５％～９５％を覆うことを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの支持プレートおよび前記光学機器が、前記眼の水晶体の後嚢の８
０％～９５％を覆うことを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、前記光学機器周辺に３６０°の連続境界を形成
することを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、その角度の全範囲にわたり、１．０～３．５ｍ
ｍの半径寸法における幅を有することを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのコネクタが、少なくとも２つのコネクタを含むことを特徴とする
請求項１２記載の方法。
【請求項１９】
　アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）であって、
　光学機器と、
　少なくとも１つのコネクタによって前記光学機器に連結した少なくとも１つの支持プレ
ートと、
を備え、
　前記コネクタが前記支持プレートよりも剛性が低く、
　前記少なくとも１つの支持プレートが前記光学機器を取り囲み、
　前記少なくとも１つの支持プレートが、その角度の全範囲にわたり１．０～３．５ｍｍ
の半径寸法における幅を有する、
アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、前記光学機器周辺に３６０°の連続境界を形成
することを特徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、少なくとも２つの支持プレートを含むことを特
徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、少なくとも６０ｍｍ2の面積を有することを特
徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２３】
　前記光学機器および支持プレートが、７０ｍｍ2～１００ｍｍ2の合計表面積を有するこ
とを特徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのコネクタが、少なくとも２つのコネクタを含むことを特徴とする
請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２５】
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　前記少なくとも１つの支持プレートが、前記少なくとも１つのコネクタの任意の部分よ
りも大きい厚さを有することを特徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの支持プレートが、円錐形を有することを特徴とする請求項１９記
載のＡＩＯＬ。
【請求項２７】
　前記ＡＩＯＬが、前記光学機器と前記少なくとも１つの支持プレートの間にヒンジを有
さないことを特徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【請求項２８】
　前記合計表面積が７５ｍｍ2～１００ｍｍ2であることを特徴とする請求項１９記載のＡ
ＩＯＬ。
【請求項２９】
　前記合計表面積が、８０ｍｍ2～１００ｍｍ2であることを特徴とする請求項１９記載の
ＡＩＯＬ。
【請求項３０】
　前記支持プレートにヒンジがないことを特徴とする請求項１９記載のＡＩＯＬ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は調節性眼内レンズ（ＡＩＯＬｓ）に関し、さらに詳細には、眼を取り囲む支持
プレートを有するＡＩＯＬｓに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、虹彩３０によって隔てられる、前房１２および後眼房１４を有するヒトの眼１
０の断面図を示している。後眼房１４の内側には、眼における天然の水晶体１７を支える
水晶体嚢１６が存在する。水晶体嚢は、嚢縁１６ｃで交わる水晶体前嚢１６ａおよび後嚢
１６ｂを備えている。光は角膜１８を通過して眼に入る。角膜および水晶体は、一緒に作
用して光を網膜２０の方へ導き、焦点に合わせる。網膜は、網膜が受容するイメージを読
影するために脳に伝える視神経２２に結合している。眼１０は視軸ＶＡを有する。
【０００３】
　天然の水晶体が損傷した眼（例えば、白内障による混濁）では、水晶体はもはや、入射
光を適切に焦点に合わせ、および／または網膜へと導くことができない。その結果、イメ
ージがぼやけるようになる。この状態を治療するための周知の外科技術として、嚢切開（
capsularhexis）（単に切開（rhexis）とも称される）として知られる水晶体嚢の円孔を
通じて、損傷した水晶体を摘出することが挙げられる。その後、切開部を通じて、眼内レ
ンズ（ＩＯＬ）として知られる人工水晶体を、空の水晶体嚢に挿入する。
【０００４】
　従来のＩＯＬｓは、典型的には固定焦点レンズである。このようなレンズの屈折力は、
通常、患者が遠視力用の固定焦点を有するように選択され、患者は、近見視力を得るため
には、眼鏡またはコンタクトレンズを必要とする。昨今では、可変焦点能力を有するＩＯ
Ｌｓを開発するため、広範囲の研究が行われている。このようなＩＯＬｓは、アコモダテ
ィブＩＯＬｓ（ＡＩＯＬＳ）として知られている。「ＡＩＯＬｓ」という用語は、単一元
素系および多元素系の両方のことを指す。
【０００５】
　単一元素ＡＩＯＬｓは、典型的には２つ以上の支持部を有し、それぞれが水晶体嚢内に
レンズを配置するためのプレートを備え、水晶体嚢と機械的に相互作用して調節性の運動
を達成する。例えば、支持部は、一般的には光学機器（optic）の側面から半径方向外向
きに延在し、光学機器に対して前方および後方に動かすことができる。
【０００６】
　一部の従来レンズの実施の形態では、プレート支持部は、隣接した光学機器にヒンジで
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連結され、光学機器および支持体の前方／後方の運動を可能にする。調節性の運動には、
それらの対応するヒンジにおける支持部の回転運動、および眼に対する光学機器の変形（
translation）が含まれ、したがって、光学機器および支持部は、調節性の運動を受ける
。他の従来の実施の形態では、プレート支持部は弾性的に可撓であり、光学機器に対する
支持部の前方／後方の運動には、支持部の全長にわたり、弾性的に可撓するか、または屈
曲することが含まれる。
【０００７】
　プレート支持部を有する従来のレンズは、脳によって制御される眼の毛様体筋の作用と
共に、嚢縁の圧縮、水晶体の後嚢の弾力性および硝子体腔１９における圧力を利用して構
成および配置され、手術後の近見視力の調節をもたらす。したがって、一部の眼のモデル
によれば、近接物体を見るときには、脳が毛様体筋を収縮し、それによって線維化した前
縁を弛緩し、レンズの前方への運動を生じさせるような方法で、すなわち、視軸に沿った
、近見視力位置へのレンズ光学機器の調節運動によって、硝子体腔の圧力を増大させる。
調節の量に応じて、レンズのたわみ調節は、筋肉が収縮し、それによって硝子体を水晶体
嚢との境界において前方へと膨らませるにつれて、最初は、硝子体への毛様体筋の後方へ
の運動に起因する硝子体の圧力の増大、引き伸ばされた水晶体の後嚢の前方への偏力（bi
as force）、および最終的にはレンズの前方への運動によって、生じる。その後、脳によ
って活性化された毛様体筋の緩和が、水晶体嚢および線維化した前嚢縁をその遠視位置の
方へ後方にレンズを戻させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の態様は、硝子体の運動が、実質的に、水晶体嚢の近くにある硝子体の境界全体
にわたって生じることを本出願人が観察した結果である。本出願人は、水晶体の後嚢の一
部（例えば、２つの正反対に向かい合う支持部）にのみ沿って水晶体の後嚢と接触する従
来のＡＩＯＬに関する、硝子体の圧力が増大すると、水晶体嚢がレンズの周囲に脱出して
しまい、それによって、ＡＩＯＬの調節性運動に寄与する能力のある硝子体のすべての運
動が利用できなくなるという課題を解決した。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、本発明のある態様は、支持部が実質的に水晶体の後嚢全体と接触するよう
に、支持プレートが光学機器の側面のすべて（すなわち、３６０°）を取り囲む、ＡＩＯ
Ｌの構造を対象とする。
【００１０】
　本発明のある態様は、光学機器と、少なくとも１つのコネクタによって光学機器に連結
した少なくとも１つの支持プレートと、を備えた、アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ
）を対象とする。コネクタは支持プレートよりも剛性が低く、少なくとも１つの支持プレ
ートは光学機器を取り囲む。光学機器および支持プレートは、７０ｍｍ～１００ｍｍ2の
合計表面積を有する。
【００１１】
　一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは光学機器の周辺に３６０°の
連続境界を形成する。少なくとも１つの支持プレートは少なくとも２つの支持プレートを
含みうる。一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは少なくとも６０ｍｍ
2の面積を有する。
【００１２】
　一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは、その角度の全範囲にわたり
、１．０～３．５ｍｍの半径寸法における幅を有する。少なくとも１つのコネクタは、少
なくとも２つのコネクタを含みうる。
【００１３】
　一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは、少なくとも１つのコネクタ



(6) JP 2010-528717 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

の任意の部分より大きい厚さを有する。一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プ
レートは、円錐形を形成する。一部の実施の形態では、ＡＩＯＬは、光学機器と少なくと
も１つの支持プレートの間にヒンジを有しない。
【００１４】
　一部の実施の形態では、合計表面積は７５ｍｍ2～１００ｍｍ2である。合計表面積は、
８０ｍｍ2～１００ｍｍ2であってもよい。
【００１５】
　本発明の別の態様は、アコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）を適用する方法を対象と
し、本方法は、
　（Ａ）ＡＩＯＬを提供する工程であって、
　　（ｉ）光学機器と
　　（ｉｉ）少なくとも１つのコネクタによって前記光学機器に連結した少なくとも１つ
の支持プレートと、
を備え、
　前記コネクタが前記支持プレートよりも剛性が低く、
　前記少なくとも１つの支持プレートが前記光学機器を取り囲む、
ＡＩＯＬを提供する工程と、
　（Ｂ）前記レンズを眼内に移植する工程であって、
　前記少なくとも１つの支持プレートおよび前記光学機器が前記眼の水晶体の後嚢の６５
％～９５％を覆うことを特徴とする工程と、
を有してなる。典型的には、水晶体の後嚢の寸法は１０～１３ｍｍの範囲である。
【００１６】
　一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートおよび光学機器は、眼の水晶体
の後嚢の７０％～９５％を覆う。一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレート
および光学機器は、眼の水晶体の後嚢の７５％～９５％を覆う。少なくとも１つの支持プ
レートおよび光学機器は、眼の水晶体の後嚢の８０％～９５％を覆う。一部の実施の形態
では、少なくとも１つの支持プレートは、光学機器の周辺に３６０°の連続境界を形成す
る。一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは、その角度の全範囲にわた
り、１．０～３．５ｍｍの半径寸法における幅を有する。一部の実施の形態では、少なく
とも１つのコネクタは少なくとも２つのコネクタを含む。
【００１７】
　本発明のさらに別の態様は、光学機器と、少なくとも１つのコネクタによって光学機器
に連結した少なくとも１つの支持プレートと、を備えた、アコモダティブ眼内レンズ（Ａ
ＩＯＬ）を対象とする。コネクタは支持プレートよりも剛性が低く、少なくとも１つの支
持プレートが光学機器を取り囲む。少なくとも１つの支持プレートは、その角度の全範囲
にわたり、１．０～３．５ｍｍの半径寸法における幅を有する。
【００１８】
　一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは光学機器の周辺に３６０°の
連続境界を形成する。少なくとも１つの支持プレートは、少なくとも２つの支持プレート
を含みうる。少なくとも１つの支持プレートは少なくとも６０ｍｍ2の面積を有しうる。
【００１９】
　一部の実施の形態では、光学機器および支持プレートは、７０ｍｍ2～１００ｍｍ2の合
計表面積を有する。少なくとも１つのコネクタは、少なくとも２つのコネクタを含みうる
。
【００２０】
　一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プレートは、少なくとも１つのコネクタ
の任意の部分より大きい厚さを有する。一部の実施の形態では、少なくとも１つの支持プ
レートは円錐形を形成する。一部の実施の形態では、ＡＩＯＬは、光学機器と少なくとも
１つの支持プレートの間にヒンジを有しない。
【００２１】
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　一部の実施の形態では、合計表面積は７５ｍｍ2～１００ｍｍ2である。合計表面積は、
８０ｍｍ2～１００ｍｍ2であってもよい。支持プレートには、ヒンジが存在しなくてもよ
い。
【００２２】
　実例となる、本発明の非限定的な実施の形態について、例示の目的で、付属する図面を
引用しながら説明する。同一の参照番号は、異なる形状における同一または同様の構成要
素を指定するために用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ヒトの眼の概略的な断面図。
【図２】本発明の態様に従ったレンズの実施の形態の一例の前面図。
【図３Ａ】図２のレンズの後面図。
【図３Ｂ】別のフィラメント構造の図。
【図４】図２の線Ａ－Ｂに沿ったレンズの断面図。
【図５】図２の線Ｃ－Ｄに沿ったレンズの断面図。
【図６】別のコネクタ構造を有する角レンズの別の実施の形態の上面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図２は、本発明の態様に従った、アコモダティブ眼内レンズ１００の実施の形態の一例
の前面図である。レンズ１００は、光学機器１１０および支持プレート１２０を備えてい
る。支持プレートは、少なくとも１つのコネクタ１３０ａ～１３０ｄによって光学機器に
連結している。
【００２５】
　本発明のある態様は、光学機器を取り囲む支持プレートを有するレンズを対象とする。
加えて、以下に詳細に説明するように、支持プレートおよび光学機器は、調節の際に従来
のレンズの周辺に生じる脱漏を低減または排除するのに十分な合計表面積を有する。
【００２６】
　下記のように、プレートと接触する硝子体部分に沿った膨張が制限され、それによって
、光学機器において生じる膨張が増大する。典型的には、レンズは、光学機器および支持
プレートが、それらを合わせると、実質的に、眼の水晶体の後嚢を覆うような大きさにな
るように選択される。コネクタ１３０ａ～１３０ｄは、典型的には、このような硝子体の
膨らみに応じて、支持プレートに対して光学機器を変形させるように構成される。
【００２７】
　本明細書では、光学機器に対する支持プレートの関係を説明するための「取り囲む」と
いう用語は、図２に示す面において３６０°隣接していることをいう。プレートが連続平
面を形成して、光軸ＯＡに関するすべての角度（θ）で光学機器と隣接し、設置されるべ
き水晶体嚢の直径と略等しい直径にわたり延在する（すなわち、プレートが水晶体の後嚢
を覆う）ことは、典型的には有利であることが認識されよう。しかしながら、下記に論じ
るように、このような構成からの多少の逸脱は許容され、または、望ましい場合がある。
【００２８】
　一部の実施の形態では、図２に示すように、プレートは３６０°の連続境界を形成し、
プレートに隣接した位置における硝子体の膨張を制限する能力を増大させる。一部のこの
ような実施の形態では、プレートは、３６０°にわたって剛体であるように構成される。
このような実施の形態では、プレートにおけるヒンジの使用を避けることが、典型的には
有利である（すなわち、プレートにはヒンジが存在しない）。
【００２９】
　図示した実施の形態では、プレートは３６０°の連続境界を形成しているが、プレート
に隣接した位置における硝子体の膨張を制限する能力、およびそれによる光学機器におけ
る膨張の増大は、プレートが連続境界を形成しなくても達成することができる。例えば、
プレート１２０の内縁からプレート１２０の外縁まで、またはその寸法の一部の長さで延
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在する１つ以上の隙間１２２（破線で示す）が備わっている可能性もありうる。したがっ
て、レンズの一部の実施の形態は、一緒に光学機器１１０を３６０°取り囲む、２つ、３
つ、またはそれ以上の支持プレートを有していてもよい。
【００３０】
　上述のように、支持プレートの直径は、光学機器によって覆われていない水晶体の後嚢
の一部を覆うか、実質的に覆うように選択され、レンズの周りの脱漏を抑制する。しかし
ながら、プレートおよび光学機器による水晶体の後嚢の完全な被覆からの多少の逸脱は許
容され、または、望ましい場合がある。例えば、例示された実施の形態では、外側境界は
ホタテガイの縁のように波を打っており（すなわち、プレートは凹面１７０ａ～１７Ｏｈ
を有し、直径が縮小された領域を提供する）、これは、本発明者が、異なる大きさの水晶
体嚢を有する患者の眼内への所定の大きさのレンズの設置を容易にするために望ましいこ
とを見出したものである。このような実施の形態では、レンズは、線Ｃ－Ｄに沿うよりも
線Ａ－Ｂに沿うほうが、水晶体の後嚢のより大きい部分を覆う。
【００３１】
　典型的な水晶体嚢の直径は、１０～１３ｍｍの範囲であり、平均約１１．５ミリメート
ルである（すなわち、約１０４ｍｍ2の面積）。光学機器が５ｍｍの直径を有すると仮定
すると（すなわち、約２０ｍｍ2の面積）、約８４ｍｍ2の水晶体の後嚢は光学機器によっ
て被覆されない。本出願人は、光学機器を取り囲む１つ以上の支持プレートの面積が少な
くとも６０ｍｍ2の合計面積を有する（面積の約７０％が光学機器によって被覆されない
）ことを提案し、一部の実施の形態では、少なくとも６５ｍｍ2を有する（面積の約８０
％が光学機器によって被覆されない）。
【００３２】
　一部の実施の形態では、光学機器および支持プレートを合わせて、平均的な眼の水晶体
の後嚢の少なくとも６５％を覆い（すなわち、光学機器および支持プレートは約７０ｍｍ
2の合計表面積を有する）、一部の実施の形態では、光学機器および支持プレートは、平
均的な眼の水晶体の後嚢の少なくとも７０％を覆い（すなわち、光学機器および支持プレ
ートは約７５ｍｍ2の合計表面積を有する）、一部の実施の形態では、光学機器および支
持プレートは、平均的な眼の水晶体の後嚢の少なくとも７５％を覆い（すなわち、光学機
器および支持プレートは、約８０ｍｍ2の合計表面積を有する）、一部の実施の形態では
、光学機器および支持プレートは、平均的な眼の水晶体の後嚢の少なくとも８０％を覆う
（すなわち、光学機器および支持プレートは約８５ｍｍ2の合計表面積を有する）ことが
理解されよう。典型的には、光学機器および支持プレートの合計表面積は、平均的な眼の
水晶体の後嚢の９５％未満であり（すなわち、光学機器および支持プレートは、約１００
ｍｍ2の合計表面積を有する）、異なる大きさの水晶体嚢を有する眼への適合を可能にす
る。したがって、光学機器および支持プレートは、７０ｍｍ2～１００ｍｍ2の合計表面積
を有する。一部の実施の形態では、光学機器および支持プレートは、７５ｍｍ2～１００
ｍｍ2の合計表面積を有する。一部の実施の形態では、光学機器および支持プレートは、
８０ｍｍ2～１００ｍｍ2の合計表面積を有する。一部の実施の形態では、光学機器および
支持プレートは、９０ｍｍ2～１００ｍｍ2の合計表面積を有する。
【００３３】
　水晶体の後嚢を覆う点で有効なプレートは、半径寸法における（すなわち、光軸ＯＡか
ら垂直に延在する方向に測定して）実在する幅を有することが典型的には有利であること
が理解されよう。一部の実施の形態では、支持プレートまたは各支持プレートは、支持プ
レートの角度の全範囲に（θの方向に）わたり、１ｍｍ～３．５ｍｍの半径寸法における
幅を有するように選択され、一部の実施の形態では、幅は、その角度の全範囲に（θの方
向に）わたり、少なくとも１．５～３．５ｍｍである。一部の実施の形態では、幅は、そ
の角度の全範囲に（θの方向に）わたり、少なくとも２．０～３．５ｍｍである。一部の
実施の形態では、幅は、その角度の全範囲に（θの方向に）わたり、少なくとも２．５～
３．５ｍｍである。１つまたはそれ以上の支持プレートの幅は、ある程度、光学機器の直
径に依存しうる。
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【００３４】
　図示する実施の形態では、レンズは、光学機器を支持プレートに連結するためのコネク
タ１３０ａ～１３０ｄを有する。それらは、支持プレートと比べて比較的可撓性であり、
それによって、プレートのたわみに応じて、光学機器の大きいたわみを可能にすることが
理解されよう。図示した実施の形態では４つのコネクタが存在するが、１つ以上のコネク
タを用いて光学機器を支持プレートに結合して差し支えない。
【００３５】
　図示する実施の形態では、支持プレートは、設置する水晶体嚢（例えば、周縁）におけ
る支持プレートの固定を補助するための、外周から延在するフィラメント１４０ａ～１４
０を有する。このような固定は、フィラメント全体に線維形成が生じた後に特に有効であ
りうる。さらには、比較的剛性の支持プレートの存在により、フィラメントは水晶体嚢拡
張リングとして機能し、したがって嚢と小帯の構造に完全性が加わり、小帯の損傷を補う
。例えば、フィラメントは、ポリイミドを含みうる。図示する実施の形態では、互いに９
０°離れて配置された４つのフィラメントが存在する。典型的には、４つ以上のフィラメ
ントがレンズの周辺に等間隔に配置される。
【００３６】
　光学機器および支持プレートは、折り畳み可能で、調節性運動を達成するように収縮す
るための弾性を有し、その原形に戻る、任意の適切な生体適合性の材料から作られうる。
例えば、光学機器および支持プレートは、シリコーンまたはＣｏｌｌａｍｅｒ（登録商標
）（コラーゲンおよびポリＨＥＭＡ系共重合体）でできていてもよい。
【００３７】
　一部の実施の形態では、支持プレート１２０がコネクタ１３０よりも剛性である場合に
有利である（すなわち、所定のモーメントアームにわたり支持プレートに印加される所定
の力は、支持プレートに特有のたわみを生じ、同一のモーメントアームにわたる同一の力
がコネクタのいずれか１つに印加される場合、コネクタのたわみは支持プレートのたわみ
よりも大きい）。調節過程の間に特定の硝子体圧力に晒される際には、このような実施の
形態では、プレートは相対的に静止し（嚢縁に隣接して延在するプレートに起因して）、
光学機器は動かされることが理解されよう。フィラメントを有する実施の形態では、フィ
ラメント全体にわたり線維形成が生じた後、フィラメントおよび支持プレートは水晶体嚢
内に剛性の構造を形成し、それによって調節の間に生じる硝子体の運動を促進し、主とし
て光学機器の運動を生じさせることが認識されよう。このような結果は、少なくとも一部
には、コネクタが比較的低剛性であることに起因する。
【００３８】
　毛様体筋の収縮によって所定量の硝子体液が失われることもまた理解されよう。プレー
トとコネクタの相対的剛性を適切に調節することによって、硝子体の前述の変位量の大部
分を光学機器の裏側で生じさせ、それによって光学機器の調節性運動を促進することが可
能である。一部の実施の形態では、レンズは比較的薄く（すなわち、光学機器の縁部は５
０～１５０μｍである）、それにより、コネクタが延在する際の光学機器の調節性の変形
に加えて、光学機器は光学機器の屈折力を変えるために変形することができる。
【００３９】
　一部の実施の形態では、プレートの剛性を増大させるために埋没物を加えてもよい。図
示する実施の形態では、プレートの剛性を増大させるために、リブ１８０ａ～１８０ｈが
加えられている。典型的には、リブ埋没物は、レンズ本体の残りの部分とは異なる材料の
ものである。例えば、図示する実施の形態では、リブは、支持フィラメントを形成するの
に用いられるものと同一材料であるポリイミド材料でできている。リブ１８０ａ～１８０
ｄの４つは対応するフィラメント１４０に取り付けられており、リブ１８０ｅ～１８０ｈ
の４つはフィラメントとは別になっている。一部の実施の形態では、リブはノッチで互い
に接続するように延在して差し支えなく、それによって１つのリブ骨格からレンズの周囲
全体に延在する。
【００４０】
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　一部の実施の形態では、プレートの剛性は、プレートの寸法を適切に選択することによ
り強化されうる。例えば、プレートはコネクタの少なくとも一部と比べて比較的大きい厚
みを有していてもよい。一部の実施の形態では、支持プレートは、少なくとも１つのコネ
クタの任意の部分より大きい厚さを有する。厚みの増大は、プレート全体に生じても、プ
レートの選択された部分に生じてもよい。例えば、プレートは１つ以上のリッジ１５０ａ
、１５０ｂを有していて構わない（図３Ａに示す）。一部の実施の形態では、リッジは高
さ０．１ｍｍ、幅０．１ｍｍである（リッジを半径方向に横断して測定）。リッジはレン
ズの後面に配置された鋭いエッジを備えて、後嚢混濁（ＰＣＯ）を防止してもよい。一部
の実施の形態では、１つ以上のリッジは支持プレートの周囲に３６０°延在し、それによ
ってＰＣＯからの３６０°の保護を提供する。一部の実施の形態では、従来の抗ＰＣＯ構
造（例えば、光学機器状の鋭いエッジ）が後面に備わっていて差し支えない。
【００４１】
　リッジの代替として、ＰＣＯから保護するために、鋭いエッジを備えた１つ以上のトラ
フが支持プレートの後面に備わっていてもよい。このような実施の形態では、支持プレー
トは、そのほかにプレートに適切な剛性を提供するように（例えば、上述のリブを用いて
）構成されることが有利であろう。一部の実施の形態では、レンズが水晶体嚢に位置する
場合には、レンズが湾曲した後部（posterior vault）を有することにより、光学機器を
硝子体のほうに偏らせると有利である。一部の実施の形態では、支持プレートは、光学機
器を後方に配置することによって光学機器の運動をさらに促進するため、より小さい直径
を有する円錐端に位置する光学機器を備えて、円錐形に成形される。
【００４２】
　プレートは比較的剛性になるように構成されうるが、プレートと光学機器は折り畳み可
能であって、それにより眼内へのレンズの挿入を容易にすることもまた、望ましい。ノッ
チ１６０ａ～１６０ｆをレンズ本体に提供し、ノッチの間の軸に沿って折り畳みやすくす
る。例えば、図示するレンズは、３重に折り畳み可能なように構成される。各側面は折り
畳むことができ（すなわち、ノッチ１６０ａと１６０ｂの間の軸、およびノッチ１６０ｅ
と１６０ｆの間の軸に沿って）、レンズを軸に対して半分に折り畳むことができ（すなわ
ち、ノッチ１６０ｃと１６０ｄの間の軸に沿って）、各折り畳みは向かい側にあるノッチ
を通って延在する軸に対して生じる。このような折り畳みを使用してＩＯＬ挿入器または
他の挿入器内へのレンズの装填を容易にして差し支えない。本発明の態様に従ったレンズ
の一部の実施の形態では、光学機器を支持プレートに接続するヒンジを有さないことが理
解されよう（すなわち、レンズには、支持プレートと光学機器の間にヒンジが存在しない
）。このような構成は、眼の水晶体嚢内に支持プレートが比較的固定されて配置される状
態を維持すると同時に、光学機器の調節運動を増強する。コネクタは、コネクタの屈伸に
よって生じる光学機器の変形を可能にする、繋ぎ止めるロープ（すなわち、ストラップ）
を形成する。コネクタを適切に構成することにより、硝子体の圧力に応じてコネクタの屈
伸が生じるように、張力に応じ、支持プレートと比べて、比較的低いバネ定数を有するコ
ネクタを作ることができる。本明細書では「ヒンジ」という用語は、単にヒンジ軸の周り
を回転可能な構造のことをいう。一部の実施の形態は、ストラップを備え、ヒンジを有し
ないが、本発明に従ったレンズの一部の実施の形態では、１つ以上のコネクタは１つ以上
のストラップおよび／またはヒンジを含んでいてもよいものと理解されたい。
【００４３】
　図示したレンズは４つのコネクタを有するが、１つ以上のコネクタが用いられうる。例
えば、単一のコネクタ（スカートとも称される）は、光学機器の周囲に３６０°延在して
差し支えなく、あるいはその一部分にだけ広がっていてもよい。他の実施の形態では、図
２に示すように、コネクタはストラップとして構成され、各ストラップは、光学機器の周
囲に、限られた距離で延在する幅を有する。一部の実施の形態では、レンズの非光学的部
分、例えばプレートおよびコネクタは、光の分散によって生じるグレアを防ぐために、つ
や消しされる。
【００４４】
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　図３Ｂは、別のフィラメント構造の図であり、隣接するフィラメント３８０ｃおよび３
８０ｆは、凹面３７０ｃを横断して互いの方へ延在する。フィラメントは任意の適切な形
状を有しうる。隣接するフィラメントのリブは、互いに接続していてもよい。例えば、リ
ブ３８０ｃ1および３８０ｆ1は、互いに連結して差し支えなく、リブ３８０ｃ2および３
８０ｆ2は互いに接続して差し支えない。
【００４５】
　上記説明は眼の水晶体嚢内に適合するサイズおよび形状で提供されているが、一部の実
施の形態では、レンズは眼窩溝に適合するサイズおよび形状であって構わない。眼窩溝に
設置されたレンズの調節能力は、一部には眼の寸法（すなわち、そのように配置されたレ
ンズと硝子体表面の間のスペース）に依存するであろうことが理解されよう。レンズ１０
０の寸法の例を、図４および５に関連して提供する。  
　Ｔ1 ＝　０．４５ｍｍ
　Ｔ2 ＝　０．６５ｍｍ
　Ｔ3 ＝　０．５５ｍｍ
　Ｔ4 ＝　０．２５ｍｍ
　Ｔ5 ＝　０．３５ｍｍ
　Ｔ6 ＝　０．２５ｍｍ
　Ｔ7 ＝　０．４５ｍｍ
　Ｔ8 ＝　０．２５ｍｍ
　Ｔ9 ＝　０．１０ｍｍ
　Ｄ1 ＝１０．７５ｍｍ
　Ｄ2 ＝　９．７５ｍｍ
　Ｄ3 ＝　５．０ｍｍ
　Ｌ1 ＝　０．３ｍｍ
　Ｌ2 ＝　０．５ｍｍ
【００４６】
　図６Ａ～６Ｃは、異なるコネクタの構成を有するＩＯＬのさらなる例の上面図である。
図６Ａでは、開口部６３２ａ～６３２ｄの間に長方形のコネクタ６３０ａ～６３０ｄを有
するレンズ６００が示されている。図６Ｂでは開口部の間に先細のコネクタ６４０ａ～６
４０ｄを有するレンズ６０２が示されている。図６Ｃでは、開口部の間に正接したコネク
タ６５０ａ～６５Ｏｄを有するレンズ６０４が示されている。各レンズは、上述のように
、４つのコネクタを有するように示されているが、任意の適切な数のコネクタを使用して
差し支えない。しかしながら、図６Ａ～６Ｃに示すようなコネクタの形状を有するレンズ
は少なくとも２つのコネクタを有するであろう。
【００４７】
　本発明の態様に従ったレンズは、適切な技術を用いて眼内に挿入されて差し支えない。
例えば、手術用鉗子を用いてもよい。あるいは、作動要素（例えばプランジャ）を備えた
挿入器を用いてもよい。レンズは半分に折り畳まれるか、あるいは、上述のように３つ折
り、または任意の他の適切な方法で折り畳まれて差し支えない。レンズが眼内に挿入され
る際にさらに折り畳まれるか圧縮されるように、挿入器のルーメンを傾斜させてもよい。
【００４８】
　本発明のある態様は、上記のように構成されたアコモダティブ眼内レンズ（ＡＩＯＬ）
の適用方法を対象とする。レンズは患者の眼内に移植される。レンズ、少なくとも１つの
支持プレートと光学機器が、患者の眼の水晶体の後嚢の６５％～９５％を覆うように選択
される。典型的には、水晶体の後嚢の直径は、１０～１３ｍｍの範囲であるが、被験者は
どのような大きさの眼であってもよい。一部の適用では、少なくとも１つの支持プレート
と光学機器が、患者の眼の水晶体の後嚢の７０％～９５％を覆って差し支えない。一部の
適用では、少なくとも１つの支持プレートおよび光学機器は、患者の眼の水晶体の後嚢の
７５％～９５％を覆っていて構わない。一部の適用では、少なくとも１つの支持プレート
および光学機器は、患者の眼の水晶体の後嚢の８０％～９５％を覆っていてもよい。
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【００４９】
　したがって、本発明の概念および多くの典型的な実施の形態について説明してきたが、
本発明は、さまざまな方法により実現されうることは当業者にとって明白であろう。また
、そのような人々にとって、変更および改善は容易に想起されるであろうことも明白であ
ろう。よって、実施の形態は、限定されることを意図しておらず、単に例証として提示さ
れるものである。本発明は、添付の特許請求の範囲およびその等価物に必要とされるよう
にのみ、限定される。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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