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症例供覧

日常臨床におけるアレルケア®の
最適な使用方法とは

症例報告座談会

世界初*の抗アレルギー薬含有コンタクトレンズである「ワンデー アキュビュー®
セラビジョン® アレルケア®」が日本で承認され、本年から全国的に臨床使用が開始さ
れる。花粉飛散時期を前に、アレルケア®を患者さんに快適に使用いただくための適
正使用について正しくご理解いただきたい。
　そこで、本座談会では、アレルギー性結膜炎およびコンタクトレンズのエキスパート
の先生方をお招きし、アレルケア®の位置付けを確認するとともに、限定的に数例の患
者さんに先行して日常診療下で使用した実際の症例に基づき、最適な使用方法につ
いて話し合っていただいた。
＊ Johnson & Johnson, Inc.は抗アレルギー薬を配合したコンタクトレンズを世界で初めて上市しました。



　今回の座談会の内容が、今後、日常診療で眼科医の先生方がアレルケア®を処方される上で

の参考になり、結果として、アレルギー性結膜炎の既往の患者さんが快適にコンタクトレンズの

使用を継続できることにつながる一助となればと考えています。　

アレルケア®の使い方の大原則として、本品の「眼科医による適応判断」に関する具
体的な留意点を確認し、本コンタクトレンズの位置付けを確認する。

日本でのアレルケア®使用症例報告をご供覧いただき、そこから見出されるアレル
ケア®処方対象となる患者選択基準として考えるポイントや、処方すべきでない症
例の所見などを列挙する。

医師の処方が必須である薬剤含有コンタクトレンズの処方に際し、今までのコンタ
クトレンズ以上に、患者さんとのコミュニケーションが大切になる。そこで、これから
の花粉症の時期にアレルケア®を使用するにあたっての説明も含めて、それぞれの
場面におけるコミュニケーションのポイントなどについてディスカッションする。
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東京女子医科大学病院 眼科 高村 悦子先生
　ワンデータイプのコンタクトレンズに抗アレル

ギー薬であるケトチフェンが配合された「ワンデー 

アキュビュー® セラビジョン® アレルケア®」（以

下、アレルケア®）が登場し、我々眼科医の間でも

話題になるとともにその有用性に期待が高まって

います。一方で、日本人での安全性や有効性につ

いての報告を求める声や、具体的にどのような患

者にいつ頃から処方すべきかわからないといった戸惑いの声も聞こえてきます。

　そうした中、今回の座談会は、限定的に先行して臨床使用の経験があるエキスパートの先生

方から症例をご供覧いただくことを中心に、主に以下の３点をディスカッションすることを目的に

開催されました。



眼のかゆみを自覚するコンタクトレンズ装用者の現状

高村 アレルケア®についてのディスカッショ
ンへと進める前に、「眼のかゆみを自覚する
コンタクトレンズ装用者の現状」について確
認しておきたいと思います。こちらの調査結
果（図1）では、週4日以上コンタクトレンズを
装用している方のうち、約2人に1人は眼のア
レルギーの症状に悩まされているという結果
が示されています。また、アレルギーシーズ
ン中もコンタクトレンズを日常的に使い続け
たい人は、75%に上るというデータもありま
す。さらに、約8割の眼アレルギー患者さん
は、眼のかゆみの対処法として点眼薬を用い
ているものの、そのうち半数の患者さんは
OTC薬を使用していることが調査で示され
ています。この結果からは、「眼アレルギー患
者さんは眼科医から離れてしまっている」と
いう現状が見えてくるかと思いますが、この
現状について、土至田先生、いかがお考えで
しょうか。

土至田 はい、データを拝見するまでは、約半数の患者さ
んがOTC薬に頼っているという
ことを認識しておらず、セルフケ
アつまり自分でかゆみに対処さ
れている方が予想以上に多いこ
とを目の当たりにし驚いていま
す。我々眼科医としては、定期的

に受診いただければ、アレルギーなどの症状が見られた
場合には、早期から何らかの対応を行うことが可能で
す。しかしながら、受診せずに自分で解決させるべく
OTC薬を使用している頻度が高いことが示されており、
もう少し患者さんには眼科に気軽に来ていただく必要が
あるのだろうと感じています。眼科医として、もっと間口を
広げて気楽に受診いただける体制を普及させなければ
ならないと、このデータを見て痛感しております。

福島 私は、最近、コンタクトレンズを使用している患者
さんを診る機会が多いのですが、アレルギーの症状が

あってもコンタクトレンズを使
い続けたいという人が本当に多
いことを痛感しております。ま
た、そのような方々が、コンタク
トレンズを装用したままで点眼
して良いかどうかなど、コンタク
トレンズの使用にあたって色々
と悩まれているという点が、非常に気にかかっています。

高村 おっしゃる通りですね。アレルギーの症状があれ
ばコンタクトレンズの使用をやめましょうと指導すること
は簡単ですが、このデータを見ると、アレルギーシーズ
ン中もコンタクトレンズを使用し続けたい方は多いのだ
と実感いたしました。このような眼科医とアレルギー患
者さんの考え方の相違が眼科医離れにつながっている
可能性もあるかもしれません。

アレルギーシーズン中もコンタクトレンズを
日常的に使い続けたい人は75%
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Introduction

図1 コンタクトレンズ装用者が抱える眼のかゆみ

眼アレルギーの患者は、
眼のかゆみの主な解決策として
点眼薬を治療の第一選択としており、
50%がOTC点眼薬で対応している＊3

※市場調査の割合を2015年の15-59歳の日本人人口に当てはめて算出
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*1：アレルギー市場機会の精緻化に関する調査 第1段階。ジョンソン・エンド・ジョンソン調べ（2019）｠
 対象：15-59歳男女10,000人／調査方法：インターネット調査｠

*2：コンタクトレンズ使用実態調査。ジョンソン・エンド・ジョンソン調べ（2018）
 対象：15-64歳の男女10,526人／調査方法：インターネット調査

*3：アレルギー市場機会の精緻化に関する調査。ジョンソン・エンド・ジョンソン調べ（2019）
 眼のアレルギー症状を持ち、1日交換タイプ、2週間交換タイプのコンタクトレンズを週4日以上装用する、
 15-59歳の男女コンタクトレンズ使用者2,779人を対象としたインターネット調査。

アレルギーシーズン中も
コンタクトレンズを使い続けたい人は75%*3

OTC 点眼薬
50%

処方点眼薬
50%



抗アレルギー薬含有コンタクトレンズ 
ワンデー アキュビュー® セラビジョン® アレルケア® とは

眼科医が理解しておくべき
アレルケア®の「使用目的又は効果」

アレルケア®の概要と適正使用にあたって

高村 さて、アレルケア®は、コンタクトレンズ装用者の「ア
レルギーシーズン中もコンタクトレンズを使用し続けたい」
という悩みを解決・改善することができるのでしょうか？
添付文書ではアレルケア®は視力補正することを主た

る目的とした医療機器であり、「アレルギー性結膜炎を治
療するものではない」と警告されています。このような点
も踏まえて、アレルケア®の位置付けを確認していきたい
と思います。
　アレルケア®はコンセプトとして、アレルギーシーズン中
もコンタクトレンズを使い続けたいと願う患者さんのため
に、視力補正をしながらアレルギーシーズン中も快適に
使用できるコンタクトレンズを開発することを目指して登
場しました。日本では医療機器として視力補正が主とな
り、アレルギーによる眼のかゆみなどによる「コンタクトレ
ンズ中断の可能性を低減する」ものとして導入されまし
た。承認時のアレルケア®の使用目的等について、もう少
し詳しく堀先生にお話を伺いたいと思います。

堀 日本では、点眼薬が承認される際は医薬品としてです
が、このアレルケア®は医療機器として承認されています。

世界で初めて1)抗アレルギー薬
が配合されたコンタクトレンズの
ため、我々眼科医も患者さんも
初めてでわからないことが多く
あります。今後、有効性はもちろ
ん安全性などのエビデンスを皆で共有していく必要があ
り、適正使用は非常に重要になると考えています。そのた
めには、我々眼科医が患者さんに処方するにあたって、使
用目的や効果などをしっかり理解しておくことが大前提と
なります。
アレルケア®の使用目的又は効果は「視力補正及びアレ

ルギー性結膜炎を有する患者におけるコンタクトレンズ装
用時の眼のアレルギー症状の緩和」です。我々医師は「緩
和」というと、症状を治す「治療」をイメージし、ともすれば
「起きてしまった症状を抑えるコンタクトレンズ」という誤解
を与える懸念が生じ、日本眼科アレルギー学会でも議論が
なされました。議論の結果、日本眼科アレルギー学会から、
「花粉症結膜炎患者における花粉飛散期のコンタクトレン
ズ装用について」として、通知が出されています（図3）。こ
こでは、アレルケア®も含めて、花粉飛散期はコンタクトレン
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1) Johnson & Johnson, Inc.は抗アレルギー薬を配合したコンタクトレンズを世界で初めて上市しました。
2) B Pall et al.; Cornea 38(6), 713-7, 2019; JJV Data on File, 2021. 
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図2 ワンデー アキュビュー® セラビジョン® アレルケア®の製品特性

• 1991年に国内承認
• 視力補正における
  安全性と有効性について
   30年以上の実績

エタフィルコンＡ
1日使い捨てコンタクトレンズ ケトチフェンフマル酸塩 レンズ１枚あたりに

一定の薬量（0.019mg）を含有
【使用目的又は効果】
視力補正及びアレルギー性結膜炎を
有する患者におけるコンタクトレンズ装用時の
眼のアレルギー症状の緩和
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本製品はアレルギー性結膜炎を治療するものではありません。
必ず眼科医の指示に基づきご販売ください。

単回使用視力補正用色付薬剤含有コンタクトレンズ

• 効果および安全性の評価が
  確立している抗アレルギー薬
• 1991年に点眼薬が医療用医
  薬品として承認
• 2007年以降、点眼薬が
  一般用医薬品として発売
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・エタフィルコンAと抗アレルギー薬であ
るケトチフェンフマル酸塩を組み合わせ
た、1日交換終日装用薬剤含有ソフトコ
ンタクトレンズ
・アレルケア®1枚に含まれるケトチフェン
フマル酸塩の量は、ザジテン点眼液を1
日4回点眼した際の約10分の1に相当
・装用後、5時間にわたりコンタクトレンズ
から涙液層にケトチフェンが放出される
・米国において13の臨床試験を実施。そ
の内、CAC（抗原誘発）試験で、アレルケ
ア®はプラセボと比較しかゆみについて
臨床的に有意な結果が得られた2)



適正使用のために知っておきたい
「眼科医による適応判断」の留意点
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ズの装用を中止する原則が確認され、また、アレルケア®の
治療目的の使用は控えるよう注意されています。来る花粉
症シーズンは初めて本コンタクトレンズを使用する患者さん
がほとんどのため、通知の内容を肝に銘じ、患者さんへの
注意喚起を忘れずに処方する必要があると考えています。

高村 堀先生、ありがとうございます。眼科医の間で知
識を共有しながら、「使用目的又は効果」を念頭に適
正使用ができればと思います。

高村 それでは続いて、処方するにあたって、「眼科医に
よる適応判断」の留意点を福島先生にご解説いただき
たいと思います。

福島 アレルケア®の適正使用推進のために、医家向け
情報提供文書内の「眼科医による適応判断」に留意点
が追記されました（図4）。ここに書いてあるように、「眼
のアレルギー症状が認められる前から装用を開始し、
症状が発現した場合、本品の装用を中止する」という点
がポイントとなります。また、もう１点の留意点である
「アレルギー性結膜炎の症状によりコンタクトレンズの
装用ができなくなったことがある患者」については、花
粉性結膜炎患者のように、「コンタクトレンズによってア
レルギー性結膜炎の症状が悪化したことのある患者さ
ん」を意味しており、「コンタクトレンズ装用ができない
くらい重度のアレルギー性結膜炎の症状が出た患者さ
んが処方対象である」ということを意味しているのでは
ないという点が特に重要なのではないかと考えておりま
す。
　個人的には、最近の診療において、コンタク
トレンズは誰のためか、それは、患者さんのた
めのコンタクトレンズであると実感しています。
したがって、患者さんができるだけコンタクトレ
ンズを快適に使用し続けることができるよう
に、一方で、日本眼科アレルギー学会の通知に
準じてアレルケア®を治療目的で使用するので
はない、その辺りのバランスを模索できればと
思っております。

高村 そうですね。「適応判断における留意点」
については、「最初から巨大乳頭結膜炎
（Giant Papillary Conjunctivitis: GPC）の

ような重度の状態の既往がある患者さんが処方対象で
ある」という意味ではないことが追記されたと解釈してお
ります。したがって、福島先生がおっしゃったように、患者
さんが可能な限りコンタクトレンズを使用できるように、
経過を診ながら適正使用をし
ていくことが重要ですね。
　ここまでのお話をまとめる
と、アレルケア®の主機能は
視力補正であり、含有されて
いるケトチフェンによる治療
が目的ではないということが
前提となります。また、来るアレルギーのシーズン中も眼
の状態をより良く保ちながらコンタクトレンズを快適に継
続できるように目指すコンタクトレンズという位置付けに
なります。使用にあたっては、アレルギー症状が認められ
る前から使用を開始すること、症状発現が認められた場
合には使用中止し点眼治療に移行する、これが適正な使
用法であるということを覚えておきましょう。

図3 日本眼科アレルギー学会ホームページ掲載のお知らせ

図4  ワンデー アキュビュー® セラビジョン® アレルケア® を 
　　 正しくご処方・管理いただくために　

日本眼科アレルギー学会ホームページ(News)
URL：http://www.joasg.com（2021年12月2日閲覧）

花粉性結膜炎患者における
花粉飛散期のコンタクトレンズ装用について 

花粉性結膜炎の既往があるコンタクトレンズ装用者が、花粉飛散期
に花粉性結膜炎の自覚症状・他覚所見を呈したときは、原則としてコ
ンタクトレンズ装用を中止し、抗アレルギー点眼液による治療を推奨
する。抗アレルギー薬含有コンタクトレンズも同様であり、治療目的の
積極的な使用は慎むべきである。 

ワンデー アキュビュー® セラビジョン® アレルケア®　フィッティングマニュアルより
URL：https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiDetail/ResultDataSetPDF/340216_30300BZX00068000_A_03_01

【留意点】
• 本品は、基礎疾患としてアレルギー性結膜炎を有する患者さんで、眼のアレルギー症状が認められる前から
装用を開始します。眼のアレルギー症状が発現した場合、本品の装用を中止します。

•「アレルギー性結膜炎の症状によりコンタクトレンズの装用ができなくなったことがある患者」とは、
コンタクトレンズ装用によりアレルギー性結膜炎の症状が悪化したことのある患者を意味しています。

眼科医による適応判断
コンタクトレンズ装用が可能な程度のアレルギー性結膜炎患者における視力補正、及びアレルギー性結膜炎
に関連した眼のアレルギー症状の緩和
• コンタクトレンズ装用者で視力補正が必要な患者のうち、以下に当てはまる患者を適応とします。

アレルギー性結膜炎による眼のかゆみ等を起こしたことがある患者
アレルギー性結膜炎の症状により、コンタクトレンズ装用ができなくなったことがある患者

• 本製品は海外臨床試験にてレンズ装用時に散瞳が見られたという報告があります。含有する抗ヒスタミン薬の
抗コリン作用によると考えられるため、浅前房などの眼圧上昇の素因のある患者などには本製品を処方する
際に注意が必要です。

• 本製品添付文書の【警告】【禁忌・禁止】欄に記載の症状のある患者には、使用しないでください。
• 妊娠または授乳中注1）の患者には、本品の有益性が危険性を上回ると判断される場合に使用します。
　　注1）本品がケトチフェンを含むことによる



初診（2004年＝40歳）時、
最も症状の強かった時の上眼瞼写真

右 左

順天堂大学医学部附属静岡病院 眼科 先任准教授 土至田 宏先生

症例提示 ～日本においてアレルケア®を処方した患者さん～
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　57歳女性のソフトコンタクトレンズユーザーです。この患者さん
は、初診が2004年で、以来17年間、毎年秋になるとアレルギー症
状により上眼瞼に乳頭増殖が見られ、そのためにコンタクトレンズ
が上方にズレてしまうという主訴があります。これは、最も症状が
強かったときの写真で、解像度の問題でGPCの所見が見にくいか
もしれないですが、特に右眼では、充血が結構目立って乳頭増殖も
認められます（写真1）。
　この患者さんは、しっかりと定期検査に来院されており、コミュ
ニケーションが良好にとれています。通常かゆみのない時期は、2
週間タイプの頻回交換型ソフトコンタクトレンズを装用し、毎年、
かゆくなるシーズン前の9月ぐらいに、ワンデータイプに交換するた
めに来院されます。本来は、アレルギー性結膜疾患診療ガイドライ
ンにおいても示されている通り、花粉飛散時期には可能な限りコン
タクトレンズの装用を中止し眼鏡に切り替えることが結膜炎を悪化
させない観点からも有用ですが、現実的には、アレルギーシーズン
中もコンタクトレンズを使い続けたい方は非常に多く、この患者さ
んも同様でしたので、アレルギーシーズンのみワンデータイプに切
り替えて、防腐剤フリーの抗アレルギー点眼薬を使用することで対
処しておりました。
　今年も、秋のシーズンに備えて9月初旬に来院された際に、アレ
ルケア®のレンズ特性を説明したところ、使用してみたいということ
でトライアルを始めました。トライアルレンズのデータはご覧のとお
りです（臨床経過）。トライアル4日後にまた来院していただき、問
題なく経過良好とのことでしたので1カ月分を処方しました。この
後は、前回の処方後1カ月半後に来院されました。アレルケア®の装
用中は特に症状の出現がなく問題なかったものの、アレルケア®を
使い切ってしまい、その後、すぐ来院できなかったため、普段装用さ
れていた2週間タイプのソフトコンタクトレンズを2週間使用したと
ころ、かゆみが出現し、抗アレルギー点眼薬を使用していたとのこ
とでした。再診された際には、点眼薬を使用していたためか瘙痒感
は消失していました。再度、アレルケア®を希望されたため処方し、
その後は症状が出ず落ち着いています。

すべての症例が同様の結果を示すわけではありません。

高村 それでは、ここからは、実際にアレルケア®を先行
して使用された先生方から症例を発表いただき、具体
的にどのようなケースに本コンタクトレンズが適している

Topics 2-1

のか、またどのようなケースで苦労したかなどについて、
お話を聞かせていただきます。土至田先生、よろしくお
願いします。

毎年秋に症状が出現し、乳頭増殖のためにコンタクトレンズがずれるという主訴の患者さん＊

Case Report  1

＊小野眼科クリニック（静岡県）での症例です。

写真1

写真2

・昨年の処方：samfilcon A（1日交換型）

・今年の処方：1日交換型ソフトコンタクトレンズ
　　　　　　処方を希望

・CL矯正視力
RV=(0.9x SCL)
LV=(0.9x SCL)

(8.60/-5.5D/14.2)
(8.60/-6.0D/14.2)

・処方レンズデータ

・トライアルCL矯正視力
RV=(0.9x SCL)
LV=(0.9x SCL) 

(9.00/-5.5D/14.2)
(9.00/-6.0D/14.2)

・レンズデータ

アレルケア®開始後再診時の上眼瞼写真

右 左

臨床経過
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すべての症例が同様の結果を示すわけではありません。

　症例1は、喘息やアトピー性皮膚炎、蕁麻疹などアレ
ルギー疾患の既往がある28歳女性で、初診の患者さん
です。直近5年間は、narafilcon Aを使用されていて、
検診は4年前に受けたのが最後とのことでした。時々か
ゆくなるが、最近は育児休暇をとっていたのでコンタク
トレンズの使用頻度は少なく問題なかったものの、近日

高村 土至田先生、ありがとうございました。私の意見と
しては、患者さんが協力的で、かつ、経過がすごくはっき
りしているので、アレルケア®適正使用の見本のような
症例に感じました。

土至田 はい。この患者さん
とは、非常にコミュニケー
ションが良好で、毎年9月に
なるとアレルギーの症状に
備えて来院していただける

のでうまくいったケースだと思います。かゆくなってから
の対処では遅いと思うので、そういった点からも患者さ
んとの日頃からのコミュニケーションは非常に重要だと
思います。

高村 そうですね。土至田先生とのコミュニケーションに
よって、うまくいった症例をご紹介いただきました。

さくら眼科 院長 松久 充子先生Case Report 2

症例1 通年性アレルギー性結膜炎の患者さん　

写真3 写真4

中に就労開始するため週5日は使用したいとのことで9
月30日に来院されました。　　　
　軽度の近視でベースカーブも通常の処方ができる範
囲でした。本人は普段はかゆみの自覚症状がなく、コン
タクトレンズを装用している際に、異物感や少しゴロゴ
ロ感がある程度の自覚症状でした。今年は、静岡は秋
の花粉症が例年よりも非常に多い状況で結膜の濾胞
があって、若干充血があるような、ないようなといった
程度の所見でした（写真3）。アレルケア®について説明
し、トライアルで問題なければ、その後1カ月使用する
と同意を得ました。
　初回装用時には、装用後10分ほどクールな感じがし
たとの感想がありました。所用のため次の来院が遅くな
りましたが、1日9時間使っても装用中のゴロゴロ感も
瘙痒感もなく乾きも感じないということでした。右眼の
結膜ですが、初診時よりも濾胞が少し減っており充血の
所見もありませんでした（写真4）。この症例は通年性の
ため、冬、それから春についても、もう少し経過を診て
いきましょうとお話しし、使用を継続されています。

視力　右0.05（1.2×－3.25Ｄ）　ＢＣ778
左0.08（1.2×－2.75Ｄ）　ＢＣ772

初診時（アレルケア®開始前）
2021.9.30

アレルケア®開始後
2021.10.26

こちらも写真が見にくいかもしれませんが、最初にお
示しした2004年のGPCが少し出ている時と比べます
と、充血は軽度で、明らかな乳頭増殖の所見がなく、アレ
ルギー症状を抑えられているように見えます（写真2）。

少なくともかゆみの症状は出ていない状態が続いてお
ります。



症例2 春・秋の両方に症状が出る患者さん
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　症例2は、14歳男児ですが、小学校6年当時、
不同視で片眼だけコンタクトレンズを使用すると
ころからスタートしました。幼少期よりスギ花粉
症の罹患があり、春と秋のアレルギーシーズン
は、野球の試合の時だけコンタクトレンズにした

高村 松久先生、ありがとうございました。花粉が1年中
飛ぶ静岡県では、様々な経験ができると思います。通年
性でもうまく時期をみながらトライアルしてみると良いで
すね。写真だけ見ていると充血が改善したり、結膜の所
見が良くなっていたりすると感じますので、点眼薬なし
でアレルケア®を継続できれば大変良いことだと思いま
す。先生方、何かご意見ありますか？

堀 松久先生の症例を拝見し、アレルケア®の可能性を
感じました。このように経過が良い患者さんでは、1カ月
処方ですか？それとも、もう少し長期処方できるのでは
ないかと感じておられるでしょうか？

松久 初回は、1カ月以内に必ず再診して欲しいのがまず
一つ、症例2の場合は、1月に必ず来院するとのことで、
再診の際には2，3カ月分を処方しました。 また、症例1
は、点眼薬を何も処方していないので、かゆみを感じた
ら必ず来院するように、とその点をお約束しています。

猪俣  今後、アレルケア®を使う際
に、それまで装用していたコンタク
トレンズと素材が変わるケースもあ
ると思います。今回の症例2のよう
に、シリコーンハイドロゲルから変

わるケースでは、乾きが出てしまったようですが、そう
いった方々が今後増えてくるにあたって、どのような対

応をとっていくべきだとお考えでしょうか？

松久  症例2は、乾きの自覚
症状があったため、乾いた
時のために人工涙液を処方
しました。かゆくなったら本
コンタクトレンズで治ると思
わないことと、今まで通り無
理をしないで外すこと、抗アレルギー点眼薬を追加した
いくらいのかゆみがある場合は、一旦コンタクトレンズを
休む必要があるということを指導しています。

猪俣 ありがとうございます。もちろんアレルギー症状が
出ないことを期待して使用されると思いますが、乾きの
症状が出る場合もあるので、その際は眼科受診してくだ
さいとか、人工涙液を使うようにといった説明が必要に
なるのかもしれないですね。特に、ドライアイの既往があ
るような患者さんでは、そういった点も事前に注意して
おく必要があると感じました。

高村 色々な問題が出てくるかもしれませんが、対処法や
使い方を皆さんで情報を共有しながら、アレルケア®のよ
り良い使い方を育てていって欲しいと思います。それで
は、次に、鈴木先生の症例をご紹介いただきます。

写真5 写真6

り、オロパタジンの点眼薬を使用したりすることで対処して
きております。使用していたのはワンデータイプのシリコーン
ハイドロゲルのコンタクトレンズで、野球がある日は1日12
時間使用していました。春よりも秋の方が症状が軽く、秋は
コンタクトレンズを外すほどではなく、10月7日に受診した際
も時々かゆみを感じるものの抗アレルギー点眼薬の使用に
より軽微な充血のみでコンタクトレンズも継続できる状態
です（写真5）。
　保護者にも了解を得て、アレルケア®を装用してみることに
なりました。10月22日に再診したところ、全く瘙痒感がなく、
抗アレルギー点眼薬が必要ない程度だったとのことでした。
また、来院時に充血も見られませんでした（写真6）。装用直
後に10～20秒間軽度にしみる感じがするが問題なく、また、
乾きを感じるということでしたが、もう少し使用してみたいと
のことで継続しております。特に、春のアレルギーシーズンの
方が症状が重いため、この患者さんは1月下旬からの経過を
しっかりと診ていく必要があると感じています。

すべての症例が同様の結果を示すわけではありません。

視力　右0.04（1.2×－5．00Ｄ）　ＢＣ７９９
左0.2　（1.2×－1．25Ｄ）　ＢＣ７９８

アレルケア®開始前
2021.10.7　

アレルケア®開始後
2021.10.22



夏に症状が出るアレルギー性結膜炎患者さんの症状が出る前からのアレルケア®使用開始

Case Report 3

0808

高村 鈴木先生、ありがとうございました。理想的に使用さ
れた状況だと思います。使用目的又は効果にある「緩和」と
いう言葉は理解しづらくもありますので、鈴木先生がおっ
しゃった「コントロール」という表現法は、わかりやすく良い
ですね。また、QOL調査票をうまく使っていただくことで、
症状がないということがはっきりわかったケースでした。

堀 鈴木先生は、コンタクトレンズの汚れなどをよくご覧に

すべての症例が同様の結果を示すわけではありません。

なっていると思いますが、グループⅣだから、汚れがつき
やすいということはありますか？一例ですので、わかりにく
いかもしれませんが、見解があればご教示ください。

鈴木 コンタクトレンズ装用時の眼不快感(Contac t  
Lens Discomfort: CLD) との関連も注意したいと考
えていたため、この症例でも汚れについて確認しました。
しかし、アレルギーでコンタクトレンズが汚れる方は、ア

いしづち眼科 理事長 鈴木 崇先生

写真9

　土至田先生の症例と同様、アレルギー症状の出る時期が毎年決
まっている患者さんで、症状が出る前にアレルケア®を処方した症例
です。41歳女性で、ワンデータイプのソフトコンタクトレンズを使用し
ており、毎年7月から8月にかけて必ずかゆみが出るため、夏に一度は
来院されます。その時に乳頭増殖と充血の所見が認められました（写
真7）。この方には、毎年このような状況になった場合に、コンタクトレ
ンズの中止を指示して、当院では抗アレルギー点眼薬、フルオロメトロ
ン点眼を使用し、よくなったらコンタクトレンズの装用を再開すること
を、もう4～5年繰り返しています。乳頭増殖のような症状が認められ
ない場合にも、抗アレルギー点眼薬でアレルギーの症状を予防してい
たのですが、時々点眼を忘れてしまって症状が出てくるとのことでし
た。夏は点眼の有無にかかわらず症状が出るため、アレルケア®の説
明をしたところ、使用してみたいと希望されました。
　初回処方時の状況ですが、過去の乳頭増殖の残存のようなものが
若干ありますが、明らかな充血所見もなかったため（写真8）、他覚所
見として症状なしと判断し、フィッティングも良好でしたので、アレル
ケア®を処方しました。
アレルギー性結膜疾患 QOL 調査票（JACQLQ）の目の症状の部分

だけ、すなわち、最近1～2週間での目のかゆみ、目の異物感、充血、涙、
目やになどの症状についてスコアで評価してもらったところ、処方時は
自覚症状がありませんでした。アレルケア®処方後に同じ調査を行った
ところ、全て症状なしと回答されました。また、アレルケア®使用中は、抗
アレルギー点眼薬を使用していないとのことでした(写真9)。
この患者さんは、「この時期に今までで一番症状がなく、こんなに

快適なコンタクトレンズは初めてです」という感想を述べられ、それ
を裏付けることとして、手持ちのアレルケア®が切れるのが怖くて、約
3週間で来院されました。その後は3カ月処方をしました。充血もな
く、抗アレルギー点眼薬での治療をせずとも眼のアレルギーの状態
をコントロールすることができた良好な症例です。結果として、アレ
ルケア®はアレルギーをコントロールできるコンタクトレンズだと実感
しました。

２０XX/7/18　左眼

アレルケア®処方時検査の前眼部所見

アレルケア®処方1か月後の前眼部所見

アレルケア®処方経過のイメージ

視力 右眼＝   （1.2X　S-3.5D)
左眼＝　（1.2X　S-3.5D)

写真7

写真8

アレルギー
症状・所見

コンタクト
レンズ装用

いつもなら症状が
増えてくる時期

アレルケア®装用で症状が
コントロールされた状態

アレルケア®装用

夏



症例1 ハードコンタクトレンズ装用でアレルギー性結膜炎の症状悪化を繰り返す症例

Case Report 4

0909

ツカザキ病院 眼科 部長 福島 敦樹先生

レルギーの炎症で汚れることが多いのですが、この方は、
汚れが少なかった印象があります。これは、アレルケア®で
アレルギーの炎症を抑えたからコンタクトレンズの汚れが
少なくなったのではないかと推論しています。

松久 近年、主流となっていたシリコーンハイドロゲルなど
の硬い素材から、エタフィルコンAという柔らかい素材に戻
すことで、装用感は良くなる方のほうが多いと思います。汚
れについては、眼脂がつきやすかった現在のシリコーンハ
イドロゲル、蛋白がつきやすいエタフィルコンAという違い
や、抗ヒスタミン薬のケトチフェンによって、涙液量への影
響は多少あるかもしれないといった点を念頭に置いておく
必要があると思います。

鈴木 実は当院で、もう一
例、シリコーンハイドロゲ
ルのコンタクトレンズを
使っていた患者さんにアレ
ルケア®のトライアルを
行ったところ、ゴロゴロ感
があり、使用を継続できなかった症例があります。したがっ
て、装用感との兼ね合いというのは、今後の課題の一つにな
る可能性があると思います。素材変更によるCLDについても
考慮していく必要があるのではと個人的には考えています。

高村 なるほど。素材という課題も一つあるのですね。それ
では、次に、福島先生の症例をご紹介いただきます。

写真10 写真11 写真12

　症例１は、46歳女性、ハードコンタクトレンズの装用
者で、流涙と目やにが出る症状で近医を受診し点眼薬
を処方されたが改善しないため来院されました。初診時
は写真10の所見でした。基礎疾患としてアトピー性皮
膚炎もあり、タクロリムス軟膏などいろいろな薬剤を使
用されていましたが、眼の所見では、結膜増殖性変化は
強くないタイプであると判断しました。上眼瞼結膜が肥
厚して充血が強く乳頭増殖もあり、アトピー性角結膜炎
であると考えられます。まず治療を開始し、フルオロメ
トロン4回とエピナスチン2回を処方し、3週間後に改善
してきたためステロイドを中止した際に、本人からどうし
てもコンタクトレンズを使いたいとの要望があったた
め、ハードコンタクトレンズの装用を再開しました。2日
間装用し、目やにが出たものの使用し続け、悪化したこ
とで7月7日に再診されました。ジクアホソルナトリウム
とエピナスチンで経過観察し、コンタクトレンズの装用
も中止していただきました。7月13日に受診した際、やは
り不自由でたまにコンタクトレンズを使用すると、充血

や涙が出るとの主訴があったため、アレルケア®のトライ
アルについて説明
し、処方しました。
処方時の所見を写
真11に示します。
　その後、上眼瞼
結膜の症状をコン
トロールでき（写真12）、流涙、充血、眼脂が抑えられま
した。ただし、ハードコンタクトレンズの方が見やすいと
の見解が本人からあり、しっかりした視界が必要なとき
はハードコンタクトレンズを使い、その他の日にはアレ
ルケア®を使う使い分けでの継続処方しました。
　この患者さんに、JACQLQでの調査を行ったところ、
アレルケア®を始めた頃はQOLスコアが13点でしたが、
8月25日には6点と改善しており、満足度が非常に高い
ことがわかります。ただ、その改善の要因として、ハード
コンタクトレンズの機械的刺激がなくなった点も関係し
ていたのではないかと推察しています。

すべての症例が同様の結果を示すわけではありません。

ツカザキ病院眼科初診 2021.6.1 アレルケア®トライアル開始 2021.7.13 アレルケア®開始後 2021.8.2 



症例3 ドライアイをステロイドでコントロールしているSAC臨床診断群の患者

症例2 継続的なステロイド処方を中止しアレルケア®を開始した症例

1010

　症例2は、58歳女性で45年前からソフトコンタクトレン
ズを使用しており、40年前にハードコンタクトレンズに変
更していましたが、2～3年前からソフトコンタクトレンズ
を使用している患者さんです。2018年から当院の別の医
師が、アレルギー性結膜炎、ドライアイと診断し、エピナ
スチン、ジクアホソルナトリウムで治療しておりました。基
礎疾患として、アレルギーマーチがあり、皮膚科で軟膏等

症例3は、41歳女性、春と秋にアレルギーがある患者さ
んで、2014年よりマイボーム腺機能不全（Meibomian 
Gland Dysfunction: MGD）関連ドライアイとして当院
でフルオロメトロン、人工涙液、ホットパックで治療をさ
れておりました。アレルギー検査を行ったところ、すべて

高村  福島先生、ありがとうございました。見事にコント
ロールされているケースが多いですね。

堀 いわゆる春季カタルなどではない、福島先生にご紹介
いただいたようなアトピー性角結膜炎の患者さんは、日常
臨床でも結構多いと思います。そういった患者さんにアレ
ルケア®が適している印象を受けましたが、実際の感触と
してはいかがでしょうか。

福島 はい、そのように思います。ステロイドを処方されてい
るけれども、実際には不要な場合もあるかもしれません。一
旦、ステロイドを中止し、悪化が見られなければ、アレルケ
ア®の積極的適応になるのではないかと感じました。

高村 色々なケースにアレルケア®を使用できること、また、
きちんと自覚症状・他覚所見を見て処方することで、その
後も症状が落ち着いたままコントロールできるケースが多
いことがわかってきたと思います。

写真13 写真14

写真15 写真16

を処方されており、喘息の既往もあ
ります。2019年の採血では、ハウス
ダスト・ダニ・スギ・ヒノキ・カビな
ど、様々な抗原で陽性でした。ここ
数カ月はフルオロメトロンおよびオ
フロキサシン眼軟膏が1回処方され
ておりました。
　9月に私の外来を受診した際に、
フルオロメトロンを中止し経過を
みたところ、充血と腫脹はあまりな
く、結膜炎の症状もそれほど酷く

なく、コンタクトレンズ装用可能と判断し（写真13）、ア
レルケア®のトライアルを開始しました。
アレルケア®開始5日後の写真は（写真14）、腫脹も充血
も改善され、コントロールされています。
　この患者さんもJACQLQでのQOLスコアを調査しま
したが、アレルケア®開始前は7点でしたが開始後に1点
となり、患者満足度の高さが窺えます。

陰性でした。しかし、症状所見より
季節性アレルギー性結膜炎臨床
診断群と診断しました。
　アレルケア®開始前ですが、上眼
瞼結膜の充血、下眼瞼結膜の充血
は1～２＋ぐらいあり、下眼瞼に乳
頭増殖が認められますが（写真
15）、コンタクトレンズ装用可能な
範囲と判断し、アレルケア®を開始
しました。アレルケア®開始約1カ月
後ですが、眼瞼結膜の充血は改善

しており(写真16)、患者さんからも「これ使って最高で
す」とのコメントを得られ、満足いただいております。た
だし、乾燥感も訴えていました。その場合は、人工涙液
を出すようにしています。

アレルケア®開始5日後アレルケア®開始前

アレルケア®開始前 2021年9月24日 アレルケア®開始後 2021年10月29日

すべての症例が同様の結果を示すわけではありません。
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アレルケア®の使用を検討したが
処方に至らなかった症例

ツカザキ病院 眼科 部長 福島 敦樹先生

高村 次に、アレルケア®の使用検討をしたが、様々な要因で処方に至らなかった症例についてもご紹介いただければと
思います。福島先生お願いします。

Topics 2-2

症例2 度数がアレルケア®の規格に合わずに使用を断念した症例

症例1 アレルケア®の適応外となった結膜の炎症が強い症例

Case Report 5

　症例2は、私は直接診察しておらず、他院で検討してい
ただいた患者さんです。人間ドックで視力低下を指摘され

写真17

写真18

写真19 写真20

　まず１例目は、47歳女性で、1カ月タイプ
のソフトコンタクトレンズを若い頃から使用
されていた患者さんで、2014年に角膜潰瘍
を発症しそれ以来、当院の眼科で治療を
行っております。抗菌点眼薬で角膜潰瘍を
改善して、以後、角膜外来、ドライアイの外来
で経過を診ておりました。2021年9月17日
に眼痛と霧視の主訴があり、乳頭増殖と充
血を認めフルオロメトロン点眼4回とオフロ
キサシン眼軟膏2回を処方された際に、アレ

ルケア®の適応判断のために外来にいらっしゃいました。アレルギー
検査では、スギ・ヒノキ・ハウスダストの陽性が確認され、現在は、アト
ピーの皮膚炎はありませんが、小児喘息アトピー体質と診断されたこ
とがあるそうです。
　私が最初に診察した際の写真ですが(写真17,18)、眼球結膜充血
は、1+以下ぐらいでそれほど強くありませんが、下眼瞼結膜の腫脹が
強く濾胞も認められました。乳頭増殖が顕著で3＋で巨大乳頭はあり
ませんが、融合した大きめの乳頭が認められました。この患者さんは、
ステロイドを4回使用した上でこの状態のため、フルオロメトロン点眼
の中止は難しく、アレルケア®の処方は現時点では断念し、充血などの
症状が落ち着いて、フルオロメトロン点眼を中止することができるよう
になったら再検討することとなりました。

メガネとソフトコンタクト
レンズ処方希望で、他院
を再診されました。充血
と乾燥感があったため、
ドライアイ治療薬を使用
しておりました。
　ドライアイの症状が改

善したのち（写真19）、アレルケア®をトライアルしたも
のの2週間後に来院された際に、近見が不自由とのこと

2021年9月21日　

2021年7月9日 2021年7月21日

2021年9月21日
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高村 ありがとうございました。適応患者さんであっても、
コンタクトレンズの度数の問題で処方できないケースがあ
ることもわかりました。そのほか、何かアレルケア®の処方
が困難なケースはありますか？

土至田 私は、価格がネックになり、お勧めしても使用を断
られたケースがあります。セルフケアをしている場合には、
現在使用しているコンタクトレンズより高い価格であれ
ば、これまでどおりのコンタクトレンズとOTC薬の点眼薬
を使用しますとおっしゃる方もいらっしゃいました。期間限
定で少し価格を下げたところ、5例に処方することができ
ました。したがって、価格も一つ大きな課題になると感じ
ています。

松久 私も、今4例に処方していますが、これは、期間限定
で少し価格を下げたから集まったという経緯です。

高村 なるほど。コンタクトレンズは、眼科で処方して眼科
医がきちんと検査しながら使って
いく前提ですが、価格など他のこと
で離れてしまうというのは残念で
すね。OTC薬は価格も様々です
し、眼科医離れの現状も鑑みると、
様々な要素のバランスをとっていく
というのも大事ですね。

高村 先行して処方経験のあるエキスパートの先生方か
ら、症例をご供覧いただきましたので、ここでアレルケア®
の処方判断についてまとめておきます。
　まず、花粉症の場合などは、患者さん自身も症状の有無
についてよくお分かりだと思いますが、自覚症状・他覚所
見がないことが大前提となります。もしアレルギー症状や
アトピー性角結膜炎などの症状があっても、しっかりと治
療して治まり、その状態が続いているようなケース、かつ、
その後も定期検査ができる患者さんであれば処方できる
可能性もあるように思います。また、本日ご提示いただい
た症例では、最初ほとんど気にならないぐらいの軽い充血
や浮腫は、アレルケア®を使用後、良好な経過がみられ、少
なくとも悪化が認められなかったのは良かった点だと思い
ます。アレルケア®がうまく眼アレルギー症状をコントロー
ルできていたと考えます。

アレルケア®の処方を
困難にする医学的でない理由とは？

症例提示から見えてくる
アレルケア®処方判断のポイント

　また、コンタクトレンズの素材が変わることで、乾燥感や
装用感の悪さが出てくるといった懸念も挙げられました。
ただし、アレルギーの炎症が微妙にでも継続されていると
コンタクトレンズの表面に分泌物、眼脂などが増えて装用
感を悪くする場合もありますので、その辺りも注意しておく
必要があるといえます。
　さらに、アレルケア®は、アレルギーをしっかりと治療で
きる先生方に処方していただくことも重要だと思います。
堀先生が最初におっしゃったように、これからの花粉症
シーズンは初めて多くの症例に処方できるかもしれませ
ん。その臨床経験を元に、これからの花粉症シーズンの対
策や使い始めるタイミング、どのような症例に適応かと
いったことが、もう少しわかってくるのではないかと期待し
ています。

で-0.25Dを希望されましたが、アレルケア®の規格外
のため断念しました。トライアルした際には、少なくと
も充血の状態の悪化は認められませんでした（写真
20）。
　患者さんに勧めるにあたって、今回のように視力に合

うコンタクトレンズがなかったり、遠近タイプやトーリッ
クなどのご要望をいただくこともあります。今後は、症状
だけでなく、このような規格の問題で処方に至らない
ケースも出てくるのではないかと思います。



患者さんとのコミュニケーションの重要性

土至田 患者さんの多くは、かゆくなってから来院されま
ので、まず治療を優先することとなります。原則的に、ア
レルギー性結膜疾患は炎症がある場合には、コンタクト
レンズを中止することになりますが、アレルギーの治療薬
を使いながらコンタクトレンズも装用したいという方が圧
倒的に多いと実感しています。そうすると、かゆくなって
からでは、例えばこのアレルケア®を使用することができ
ません。本日ご紹介のあった症例報告の患者さんは、定
期的に通院されており、コミュニケーションが良好な方
や、患者さんご自身が、自分の特性、例えばいつも秋にな
ると症状が出ることを認識されている方が多かったよう
に思います。このような患者さんには、春の花粉症シーズ
ンもアレルケア®を提供できると思いますが、大多数のか
ゆくなってから来院される方には、炎症があるうちはコン
タクトレンズの装用は休止して、眼鏡の装用を推奨するこ
とが原則となります。つまり、季節前からの対処の重要性
を患者さんに理解いただくことが、まず一つすごく苦労す
る点です。

高村 我々眼科医が思っていることを患者さんに理解して
いただくのは結構大変です。私たちの気持ちが先走っ
て、たくさん説明しても伝わっていないこともあるかと思
います。患者さんの思いを汲み取りながら、うまく説明し
てあげることが大事です。
　松久先生、お薬の服薬状況など、そういった面からは

いかがですか。

松久 点眼薬だけでなく内服薬を併
用している方が、眼症状も軽減する
と考えていますので、他科で抗アレ
ルギー薬の内服薬が処方されてい
ることは歓迎しています。今は、抗

アレルギー薬の中には、眠気が出ない薬もありますので、
それを服用して落ち着くなら良いと思います＊。
　また、私たち眼科医は、眼や点眼薬に注意しがちです
が、内服薬までおくすり手帳をチェックすることが重要だ
と考えています。

高村 確かに眼科医は点眼のことばかりを注意しがちで
すけれども、アレルギーは全身疾患で他科にかかってい
る患者さんも多くいますので、内服についても注意を傾け
ることが求められますね。

堀 冒頭にもお話ししましたが、
今のところアレルケア®は世の中
で春の花粉症シーズンに装用し
た人がいないものです。今日の
お話の一連の流れで、すごく良
いコンタクトレンズであることは
分かりましたが、やはり花粉症の時期は少し特殊な時期に
なるため、患者さんには症状が出たらコンタクトレンズの装
用を中止して再診するなどの注意事項をしつこいぐらいに
説明をしておくことが重要だと思います。また、花粉症は、
眼科だけでなく、耳鼻咽喉科や小児科、内科の先生も診ら
れるので、他科の先生方に対しても、アレルケア®に対する
誤った情報が伝わらないようにすることも、我々眼科医に
求められているのではないかと考えています。

高村 そうですね。本当に、この花粉症だけをとっても眼科
だけの問題ではなく、患者さんに他科の先生からアレル
ケア®の話が出る場面があるかもしれません。そういう意
味ではしっかりとしたインフォメーションを広げていく必
要があると思います。
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高村 アレルケア®を患者さんに理解していただいて、正
しく使っていただくためには、これまで以上に患者さん
とのコミュニケーションが重要になると思います。
まず、今後のコミュニケーションについてお話しいた

だく前に、これまで、花粉症の時期にアレルギー性結膜
炎の患者さんのコンタクトレンズ装用について、臨床現
場で苦慮した点などについてお話ししていただければと
思いますが、土至田先生はいかがでしょうか。

Topics.3

アレルギー性結膜炎患者さんの
コンタクトレンズ装用で苦慮する点とは

＊抗アレルギー内服薬で、アレルギー性結膜炎の適応を取得した薬剤は
　ありません。　



高村 それでは、アレルケア®について患者さんに説明する
場合に、具体的にどのようなコミュニケーションを取る必
要があるかを含めてアレルケア®のインフォメーションの
方法をお話しいただければと思います。
　例えば、東京では花粉飛散開始日は、バレンタインデー
の頃ですが、アレルケア®を使用する場合は、いつ頃から
患者さんに来院していただくのが良いとお考えでしょうか。

鈴木 先程も少しお話し
ましたが、患者さんの中
には、アレルケア®とそ
れまで装用していたコ
ンタクトレンズの素材
が異なるなどの要因で
装用感が悪いと感じる方もいると思います。したがって、
花粉症の既往歴のある方で、アレルケア®の適応となると
考えられる患者さんには、花粉症シーズンに先行して例え
ば11、12月頃から事前にトライアルを一度しておくと良い
のではと思っています。

高村 患者さんとのコミュニケーションで、他に重要と考
えられる点はございますか？

猪俣 アレルケア®で重要になる
のは、アレルギー性結膜疾患の
発症予防や再発予防、重症化
抑制ができれば非常に良いと
考えております。まず一つは、コ
ンタクトレンズユーザーの方に

対しては、症状が出る花粉症シーズンより前に、この時期だ
けでもコンタクトレンズの種類を変えることを我々眼科医

高村 患者さんが、アレルギーシーズンやアレルギー体質
を乗り切って、より快適にコンタクトレンズを使い続けら
れるようにするためには、アレルケア®をどのようなケース
に使うのが適切か、どのようなケースでコントロールでき
たかを眼科医同士で共有すること、そして患者さんが何
に困っているのか、どう使いたいのかということも含め
て、眼科医と目の前の患者さんとのコミュニケーションを
大事にすることが求められます。

から提案してあげることが大切だと思っています。
　また、これから起きる症状を抑制または回避することを
考慮すると、コンタクトレンズを処方するタイミングでしっ
かりと問診をすることが非常に重要で、その際に、例えば
アレルギー素因や、これまで花粉症もしくはアレルギー性
結膜炎の既往があった方に対しては、アレルケア®の使用
の可能性についても患者さんと相談するのが大切だと考
えています。

高村 今まで以上に、アレルギーのこともしっかりと問診し
ていくことが重要で、コンタクトレンズでもコントロールで
きる可能性があることを患者さんにしっかり伝えること
で、眼科医離れの現状を打開することにつながるのでは
と思います。

土至田 その通りだと思います。他に、アレルギー疾患で
は他科を受診しているケースも多くあり、他科から、抗ア
レルギー点眼薬が処方される可能性もあります。アレルケ
ア®を使用しながら他の科から処方された点眼薬を併用
されてしまう恐れもあるので、この点も問診でしっかりと
確認する必要があると思います。

高村 患者さんにアレルケア®を処方する際には、「他の科
から目薬が出ていませんか？」と確認をすることが重要で
すね。また、他の科で、医師や薬剤師から何か薬を使用し
ていますか？と聞かれた際には、ケトチフェン含有のコン
タクトレンズを使用していますと言っていただくように指
導する必要もあります。我々眼科医が患者さんに説明す
ることは非常に重要ですし、一方で、メーカー側からも
我々眼科医にそういった重要な注意事項をきちんと説明
していただく必要もありますね。
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来る花粉飛散時期に向けての

眼科医が育てるコンタクトレンズ

患者さんとのコミュニケーションのポイント

　アレルケア®は、最適な使用方法を眼科医同士が共有
しながら発達させていく「眼科医が育てるコンタクトレン
ズ」だと言えます。同時に眼科医が患者さんとともに育て
ていくコンタクトレンズであり、今までのコンタクトレンズ
とは違った立ち位置だと考えています。
　皆さん、本日は、本当に有意義なディスカッションをあ
りがとうございました。



東京女子医科大学病院 眼科 高村 悦子先生

Closing Message

　アレルケア®は、眼科医と患者さんが向き合うことで適切な診断を行い、使い方についても一緒に決めてい
くことが求められるコンタクトレンズといえます。
　現時点では、日常診療下でのアレルケア®の使用例数が多いとはいえないため、使用にあたっては添付文
書や医家向け情報提供文書にある、注意事項を遵守することが重要です。基本的には、アレルギー症状が
認められる前から使用を開始し、症状が発現したら中止します。
　今後、アレルケア®の使用経験や臨床データが増え、情報量が多くなることで、眼科医にとっても患者さん
にとっても、ますますアレルケア®の使い方が明確になると考えます。それは、アレルギーシーズン中も快適に
コンタクトレンズを使用し続けたい患者さんの願いを叶えることにつながるのではないでしょうか。

●コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医による検査・処方をお願いします。
　特に異常を感じなくても定期検査は必ず受けるようにご指導ください。
●患者さんがコンタクトレンズを使用する前に、必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用するようご指導ください。

販売名：ワンデー アキュビュー セラビジョンK　承認番号：30300BZX00068000

PAS329
®登録商標 ©J&J KK 2022

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケア カンパニー
東京都千代田区西神田3丁目5番2号

製品に関する問い合わせ先

■製品仕様

※装用感、見え方には個人差があります。*1: ×10-11(cm2/sec)・(mLO2/mL・mmHg)　測定条件35℃    *2: ×10-9(cm・mLO2/sec・mL・mmHg)　測定条件35℃     *3: Johnson & Johnson 
VISION CARE, INC.データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係につ
いては、臨床試験において確認されておりません。

材質

構成モノマー

ソフトコンタクトレンズ分類

含水率

ベースカーブ(BC)

直径(DIA)

中心厚(CT・ -3.00Dの場合)

酸素透過係数*1(Dk値)

2-HEMA、MAAおよびメタクリレート系架橋剤

etafilcon A

グループIV

59%

9.0mm

14.2mm

0.084mm

28.0

酸素透過率*2(Dk/L値・ -3.00Dの場合)

製作範囲

レンズマーク

着色剤

紫外線吸収剤

紫外線吸収率*3(頂点屈折力-1.00Dの場合)

保存液の主成分

薬剤成分

塩化ナトリウム、緩衝剤(ホウ酸系)

33.3

-0.50D ～ -6.00D(0.25Dステップ)　-6.50D ～ -12.00D(0.50Dステップ)

表裏マーク“123”

アントラキノン系着色剤

ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤

UV-A波吸収率：約81%以上　UV-B波吸収率：約97%以上
ISO 18369-1に規定されるUV吸収コンタクトレンズ(クラス2)に適合

レンズ1枚あたり0.019mgのケトチフェンを含有する
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