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●は じ め に

コンタクトレンズ（CL）装用を安全に続けるうえで，
CL の装用感はもっとも重要な事項の一つである．装用
感がよくないということは，単なる異物感と捉えるので
はなく，CL が眼表面に対して何らかの機械的なストレ
スを与えていると考えるべきであり，臨床像との関連性
も考慮すべきである．装用感は，乾燥感などの自覚症状
を含めて快適性（comfort）と表現されており，CL 装用
時の眼不快感（CL discomfort：CLD）には最大限の注意
を払わなければならない．CLD は「CL と眼の環境との
適合性の低下により生じる CL 装用に関連した視機能異
常の有無を問わない一過性あるいは持続する眼の感覚の
異常であり，装用時間の減少あるいはレンズ装用の中止
を余儀なくされ得るもの」と定義され，CLD を自覚す
る割合は CL 装用者の半数近くであるとされる1）．

本稿では，CLD が問題となるタイミングと CLD の原
因について述べる．CLD の原因には，温度，湿度，風，
エアコンおよび VDT（visual display terminal）作業な
どの外部環境もあげられるが，レンズとオキュラーサー
フェイスの両面から，その対策も含めて述べる．

●タイミング

CLD が問題となるタイミングは，ソフト CL（SCL）
とハード CL（HCL）では特徴が異なる．SCL では，CL

（69）

関連ドライアイ（CL-related dry eye：CLRDE）に伴い，
夕方や夜などの一日の装用の終わり頃に生じやすく，ま
たレンズの汚れや CL 関連乳頭性結膜炎（CL-induced 
papillary conjunctivitis：CLPC）に伴い，定期交換レン
ズや頻回交換レンズでは使用終盤に顕著となる．一方，
HCL では，初装時が大きな問題となり，ドロップアウ
トのおもな原因となる．筆者らの研究では，HCL 初装
時の CLD は装用開始 1 週間で軽減した（図 1）．また，
初装時において CLD が自覚的に装用に支障なくなるま
での期間は，図 2 のように個人差はあるが平均 23.0±
22.1 日であった2）．いったん装用に慣れてしまえば HCL
と SCL の装用感に差異はないため，HCL 初装時の CLD
を克服することは臨床的に大きな意義がある．

●レ　ン　ズ

CL の装用感は，レンズの表面やエッジと角結膜の物
理的な摩擦に関係する．レンズの製品によって異なり3），
レンズの素材や表面処理によって摩擦係数が異なると思
われ，摩擦係数が小さいと快適性が向上する．レンズデ
ザインにおいても，ベースカーブ，直径，エッジおよび
べベルなどが CLD に影響を及ぼす．とくに HCL では，
レンズデザインやフィッティングが適切でない場合，異
物感や疼痛によるドロップアウトの原因となるため，最
適なデザインのレンズを選択し，必要に応じて適時変更
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図 2　 HCL初装時において CLDが自覚的に装用
に支障なくなるまでの期間

図 1　HCL初装時における CLDの経時的変化
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することが重要である．たとえば，レンズが上方偏位し
ている症例ではレンズ径を小さく，逆にレンズが下方偏
位している症例では，レンズ径を大きくしたほうが良好
なセンタリングが得られ，装用感が改善する．また，標
準サイズの直径の球面レンズと比較して，直径の大きな
非球面レンズのほうが初装時の CLD は軽減される4）．
とくに，円錐角膜のように HCL を用いなければ視覚補
正がむずかしい症例では，装用の継続が可能となるよう
に，非球面レンズや多段階カーブレンズなど，レンズデ
ザインの選択に注力する必要がある．それでも強い異物
感のため，装用の継続が困難な高度円錐角膜に対して
は，SCL の上から HCL を二重に装用する piggyback 
lens system（図 3）を用いる場合がある5）．この他，レ
ンズの傷，汚れ，変形，破損およびレンズケアも CLD
の原因となりうる．

●オキュラーサーフェイス

CL の装用は，ドライアイのリスクを高めると報告さ
れており6），CLRDE は CL 装用中止のおもな原因とな
る．CLRDE に対しては，①含水率が低い，②直径が小
さい，③表面の水濡れ性が良好である，④水分蒸発の少
ない，⑤エッジが摩擦の少ない滑らかな形状をもつとい
った特徴のレンズが適している．CLRDE は，SCL 装用
時にはsmile mark superficial punctate keratitis（SPK），
superior epithelial arcuate lesion（SEAL），lid wiper 
epitheliopathy（LWE）を，また HCL 装用時には 3 & 9 
O’clock staining を引き起こし，それぞれが CLD の原因
となる．これらに対しては，涙液量を増やし，涙液の菲
薄化を防ぐ目的で点眼加療を行い，また適切なレンズに
変更する必要がある．
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図 3　高度円錐角膜に対する piggyback lens system


