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眼球に押し込む（注射器に似た）テーパー付
きチューブに移行しました。現在では切開創
はますます小さくなり、レンズは 1.8 mm か
ら 2.8 mm の切開創を通して挿入されていま
す。

切開創の大きさは術後の視力異常と直接関係
しているため、ニューヨーク州ロチェスター
にある Bausch + Lomb 社のエンジニアたち
は、改良点を探し続けており、1 mm 切開と
いう意欲的な目標を設定しました。この目標
を達成するために、現在進行中の研究および
開発では、レンズの新素材、IOL 形状の改
善、挿入器具の設計改良に重点的に取り組ん
でおり、多種多様な物理現象を現実的にシ

ミュレートすることのできる有限要素解
析（FEA）が求められました。

測定できないものをシミュレーションで
可視化
Bausch + Lomb 社のエンジニアは、約 10 年
間にわたって生体医学用アプリケーションに
おいて Abaqus FEA を使用しています。最
初に利用されたのは角膜上におけるコンタク
トレンズの立体構造と変形をモデル化するた
めであり、光学特性を含むレンズ性能の評価
に役立ちました。その他の利用には、白内障
手術用ツールの改善と製造プロセスのモデル
化が含まれています。

Bausch + Lomb 社の設計エンジニア兼解析
担当者である Robert Stupplebeen 氏は次の
ように述べています。「当社では繰り返し行
われる設計プロセスで FEA を使用し、個々
の設計を解析することによって、あるいは設
計上の経験則を整備することによって、開発
期間を短縮しています」

通常、FEA モデルを作成するために、
Bausch + Lomb 社のチームでは SolidWorks 
で 3D CAD モデルを作成し、同ソフトウェア
のアソシアティブ・インタフェースを用いて
モデルを Abaqus にインポートしています。
そこから、シミュレーションは（Abaqus 
Integration Program のメンバーである 
Sigmadyne 社によって開発された）光学機械

医学界では、白内障が十分に解明され、その
治療法はすでに明らかになっています。80 才
までに 50 パーセント以上の米国人が白内障
を発症し、毎年 300 万人以上がその治療に眼
科手術を受けるようになるという事実を踏ま
えると、これには勇気づけられます。さらに
勇気づけられるのは眼科手術の実績です。成
功率は 95 パーセントであり、通常は視力が 
0.5（標準）～1.0（良い）の範囲内に回復しま
す。これらは、特に治療法が短期間にどれほ
ど進歩したかを鑑みれば、素晴らしい結果で
す。

近代的な白内障の手術は 1960 年代後半に初
めて行われました。眼球の病変した水晶体を
乳化させる超音波技術の開発、さらに適切な
代替レンズの生体適合材料であるポリメチル
メタクリレート（PMMA）の発見によってこ
の手術は可能になりました。しかし、最初の
人工眼内レンズ（IOL）は硬いものであった
ため、このレンズを挿入するために必要な切
開創は大きく（角膜の約半分を囲む範囲）、
縫合が必要であり、回復には長期間を要し、
手術の結果は安定していませんでした。

1990 年代前半に疎水性アクリルやシリコンな
どの変形可能な素材が PMMA に取って代わ
ると、挿入時にロール状にしたり、折り畳ん
だり、曲げたりすることができる新素材の特
性によって、切開創のサイズは劇的に小さく
なりました。IOL 素材の進化につれて、挿入
プロセスも進化し、ピンセットからレンズを
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Bausch + Lomb 社、 
Abaqus FEA により 
人工レンズの挿入改良を検討
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白内障手術で使用される一般的な代替レンズ（IOL）の形状。
アクリルレンズの標準的な寸法は、中央の厚さが 1 mm で
直径が 6 mm である。レンズは、平均 2.8 mm の角膜切
開創を通してレンズを眼球に送り込む挿入器具の先端部に
セットしておくことが必要である。
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的プリ/ポストプロセッサである SigFit や 総
合的な光学設計ソフトウェアパッケージである 
ZEMAX などのその他のプログラムとしばしば
連成されます。

Stupplebeen 氏は次のように述べています。
「新製品の設計プロジェクトを開始する場合、
十分な生体試験データを得ることは困難です。
ほぼすべての生体医学用製品またはプロセスの
開発では、仮定しなくてはならない点がたくさ
んあります」

白内障手術の場合、Bausch + Lomb 社の製品
開発チームは、試験によって確認することが可
能なモデル化上の 2 つの主要問題、すなわち 
IOL の埋め込みに必要な挿入力および挿入器具
から押し出される過程のレンズの形状について
重点的に取り組みます。しかし、レンズが挿入
器具にセットされているときのレンズの形状お
よび内部応力など、現実には測定することがで
きないものにも関心があります。

Stupplebeen 氏は次のように述べています。
「私たちは自分たちが知っている項目について
モデルを検証した後で、モデルが示す内容の残
りの部分を利用して、物理的挙動を一層深く理
解しようとしています。FEA を使用しなけれ
ば、これらすべてはまったく未知の事柄です」

Stupplebeen 氏は次のように述べています。「白
内障手術のシミュレーション設定要件は厳しい
ものです。この解析は、大変形、扱いにくい自
己接触、すべり接触、超弾性材料特性を伴う高
度に非線形なものです。これらすべてを 1 つの
モデルの中で扱うために、私たちは Abaqus/
Explicit を選択しました」

モデル: レンズ、挿入器具、切開創
眼科医の観点からすると、白内障の手術は比較
的簡単なものです。レンズを眼球内で安定させ
る 4 つの付属部分（支持部）を備えた円形のレ
ンズで構成される標準的な IOL を準備しま
す。レンズを挿入器具に取り付け、挿入器具の
チューブを粘弾性潤滑剤で満たします。角膜を
小さく切開し、超音波装置を用いて損傷した水
晶体を取り除きます。最後に、挿入器具を切開
部に入れてプランジャを押し込み、IOL を挿入
します。この手術は外来で実施され、一般的に
は 10 分未満で終了します。

しかし、エンジニアリングの観点からすると、
この手術は形状を考慮すれば非常に困難なもの
です。業界標準の精密レンズは、直径が 6 
mm、中央の厚さが 1 mm であり、4 つの支持
部を持ち、平均的な切開創のサイズは 2.8 mm 
です。

Stupplebeen 氏は次のように述べています。
「これはフリスビーを掃除機で吸い込もうとし

詳細は以下をご覧ください 
www.bausch.com 
www.simulia.com/cust_ref

ているようなものです。挿入するとき、レン
ズは 60 パーセントを超えるひずみを受ける可
能性があるのです」

レンズの挿入プロセスをシミュレートするた
めに、Bausch + Lomb 社のチームは、平均的
なレンズと挿入器具の寸法でアクリルレンズ
をモデル化し、以下のパラメータをモデルに
適用しました。それらは、超弾性の Neo 
Hooke 材料特性、低周波数振動を低減するた
めの Rayleigh 減衰、摩擦ゼロの一般接触（滑
らかな表面と潤滑剤のため）、接触貫通を低
減するための非線形な圧力-食い込み量の関
係、および解析時間を 1/ 10 に短縮するため
のマススケーリングです。

挿入器具のローディングエリアは R3D4 要素
を用いて剛体として扱い、モデル化しまし
た。一方、レンズ、プランジャ、および先端
部は C3D8R および C3D4 要素を用いてすべ
て変形可能として扱いました。レンズと挿入
器具のモデルは、密接な相互関係のために並

行して設計されたものであり、インクリメン
トが 10 万を超える約 25 万要素の非常に複
雑なものです。5 時間の解析を実行するため
に、Bausch + Lomb 社のチームは Windows 
HP Server 2008 を搭載した Cray CX1 を使
用しました。

レンズのひずみと挿入器具の力の検証
Abaqus を使用することで、チームは挿入器
具に加わる力対レンズが受ける変形を計算し
て、試験データと比較することが可能でし
た。解析結果は、試験とよく一致しました。
また、レンズが挿入器具の中を移動する際の
変形を可視化し、レンズ上のひずみを測定す
ることも可能でした。これらの最大ひずみの
測定値は、非常にまれな破壊モード（先端部
の割れ、レンズの裂け、レンズの引っかき
傷）とよく一致し、過去に実世界で破損が発
生したのと同じ位置で生じていることも分か
りました。

Stupplebeen 氏は次のように述べています。
「シミュレーション結果、実験および観察の
一致を鑑みて、この検証済みモデルは、破壊
モードの可能性の低減、挿入力の低減、およ
び次世代の IOL と挿入器具の開発のために
使用しています。外科医がより小さな切開創
に向けて努力するのにつれて、私たちはより
圧縮性の高い材料、より薄いレンズ、およ
び、もしくは新しい挿入器具の形状を開発し
なければなりません」

目に見えて分かる FEA のメリット
製品開発の方向性がどのようなものであって
も（Bausch + Lomb はすべての方向性を追
求）、Abaqus FEA は設計者およびエンジ
ニアが、何が有効で、何が有効でないかにつ
いて予測することを支援しています。白内障
手術の製品設計期間は一般的に 1 年半であ
り、臨床試験にもう 1 年かかるため、リアリ
スティックシミュレーションで試作を迅速化
することは、収益に対する莫大なメリットを
もたらします。

Stupplebeen 氏は次のように述べています。
「私たちは、シミュレーションに対する継続
的な投資から得られる大きな収益を認識して
います。間違いなく、開発期間の短縮、開発
コストの低減、および製品性能の向上に貢献
しています」

白内障手術シミュレーション中に挿入器具の中でプランジャ
によって IOL が押し込まれている状態のレンズのひずみを示
したもの。レンズのまれな亀裂は、プランジャが IOL に接触
する応力ポイントまたは後ろ側の支持部で生じることが観察
されている。

IOL が挿入器具の先端から出てくる際のレンズ上のひずみを
示したもの。応力が最も高い領域は、まれに生じるレンズの
引っかき傷の位置に一致した。値は 0～60% のひずみを表
わしている。

白内障手術中のレンズ（IOL）挿入をシミュレートするため
に使用した FEA モデルの断面図。IOL（緑色）がプランジャ

（紫色）によって押されており、眼球に送り込むための挿入器
具の先端（青色）に入れられようとしている。レンズ、先端
部、およびプランジャは変形可能な要素を用いてモデル化さ
れ、ローディングドア（茶色）とローディングエリア（深緑
色）は剛体要素を用いてモデル化されている。


