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●は じ め に

コンタクトレンズ（CL）は，ハード CL とソフト CL
（SCL）に大別される．現在主流となっている SCL は，
含水性ゲル素材でできているため，その柔らかさゆえに
装用感に優れる．SCL の弾性率（モジュラス）は柔らか
さの指標の一つであり，装用感のみならず，前眼部への
物理的な影響を考える場合においても重要である．本稿
では，SCL の弾性率の臨床的意義について概説すると
ともに，弾性率とは何か，そして各種 SCL の弾性率の
測定結果も紹介する．

●ソフトコンタクトレンズの弾性の臨床的意義

弾性率の高い SCL は，SCL を装着する際の取り扱い
を容易にさせる．なぜならば，弾性率が高いと，SCL
を指に乗せたときにレンズ形状（お椀のような形状）を
保持しやすいので，指との接地面積が小さくなり，指か
ら SCL が離れやすく，眼に装着しやすくなるからであ
る．一方で，弾性率が低いと，角結膜の形状に SCL が
フィットしやすくなり，装用感はよくなる．実際に，
SCL 装用時の装用感が弾性率と逆相関するという臨床
結果も報告されている1）．

また，SCL の弾性率が眼表面に与える物理的な影響
としては，epithelial splitting〔または superior epithe-
lial arcuate lesions（SEALs）ともよばれる〕2）および乳
頭性結膜炎〔CL により生じる乳頭性結膜炎を contact 
lens-related papillary conjunctivitis（CLPC）とよぶ〕3）

などの合併症が知られている（図 1）．SEALs とは，上
方の角膜輪部に沿った弓上の角膜上皮障害のことであ
り，輪部から角膜側へ 3 mm 程度の部位にみられる．
SEALs は弾性率の高い SCL で発症しやすく，おもに弾
性率の高い第一世代のシリコーンハイドロゲルレンズ

（SHCL）で発症しやすいことが報告されている4）．また，
SEALs は SCL の高い弾性率だけでなく，レンズデザイ
ンとも関係する．強度近視のような強いマイナス度数の
SCL は周辺が厚くなり，SEALs が発症しやすくなる．

（57）

CLPC とは，SCL 装用によって生じる上眼瞼結膜の乳頭
性結膜炎の総称であるが，とくに乳頭が 1.0 mm 以上の
ものを巨大乳頭性結膜炎（giant papillary conjunctivi-
tis：GPC）とよぶ．GPC は，CL に付着した汚れ（おも
に変性した蛋白質）による 免疫学的反応と物理的刺激
の関与が考えられている．CLPC は弾性率の高い第一世
代の SHCL で発症しやすいことが報告されており5），高
い弾性率の SCL は CLPC のリスクになりうると考えら
れる．

●ソフトコンタクトレンズの弾性率の測定

弾性率とは，18 世紀に Thomas Young が提唱した弾
性特性の指標であり，引張，圧縮，せん断などによる応
力負荷をかけることで得られる．SCL においては，一
般的に引張強度試験が採用されてきた．弾性率は，ひず
みに対する応力の比として計算でき，単位はメガパスカ
ル（MPa）で表示され，メーカーの製品カタログなどで
は「モジュラス」と記されている．応力は，試験サンプ
ルに加えられる力をその断面積で割って算出され，ひず
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図 1　 高い弾性率を有する SCLが眼表面に与える影響
（イメージ図）
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みは，試験サンプルが変形した量（サンプルの元の長さ
に対するサンプル長の変化率）を示す．図 2 に応力−ひ
ずみ曲線を示すが，この曲線における立ち上がりの線形
領域（B 点-C 点）の傾きが「弾性率」となる．SCL の柔
らかさの指標である弾性率は，臨床的に重要な指標であ
るにもかかわらず，統一された測定方法がなく，各製造
業者が独自の方法で測定しているため，異なる製造元の
製品の弾性率を単純に比較することはむずかしい．そこ
で，同一方法にて測定した各社製品の測定値を図 3 に示
した．この結果からわかるように，製品によって弾性率
が異なることがわかる．

●お わ り に

SCL を処方する医療従事者は，ときとしてフィッティ
ング不良や CL に起因する合併症に遭遇する．そのよう

な場合，対策を考えるうえで SCL の弾性率も念頭にお
くことが大切である．眼表面への物理的な刺激による合
併症や装用感を考慮すれば，弾性率の低い SCL を選ぶ
ことが望ましいという結論に至る．
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図 2　弾性率の応力－ひずみ曲線
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図 3　各社製品の弾性率の測定値
（Johnson and Johnson, Inc., 2017）


