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●は じ め に

コンタクトレンズ（CL）は，屈折矯正手術に比べて比
較的侵襲性が低い視力矯正法であり，近年，十代から高
齢者までの患者に広く普及している．ソフト CL（SCL）
はハード CL に比べると素材自体が柔らかく，装用感に
優れるが，眼表面に対して少なからず機械的な影響を及
ぼすことがある．本稿では SCL と眼表面との間で生じ
る摩擦について概説する．

●球結膜とレンズエッジとの摩擦（球結膜染色）

SCL 装用眼の球結膜で観察される球結膜染色1）（図
1a）とは，SCL のエッジと球結膜で生じると考えられる
結膜上皮障害による染色像であり，SCL 装用者の半数
以上で発症すると報告2）されている．球結膜染色は，
SCL をはずした状態で，フルオレセイン染色下でコバ
ルトブルーフィルターとイエローフィルター（もしくは
ブルーフリーフィルター）の組み合わせ3），もしくはリ
サミングリーン染色4）で容易に観察できる．この球結膜
染色は，レンズエッジのこすれで生じると考えられ，
フィッティング5），レンズエッジ形状6），素材の柔らか
さ7）などの影響を受けると考えられる．

●上眼瞼縁とレンズ表面との摩擦（LWE）
SCL 装用眼の上眼瞼縁で観察できる Lid wiper epi-

theliopathy（LWE）8）（図 1b）は，SCL の表面と上眼瞼
縁で生じると考えられる上眼瞼縁結膜の上皮障害であ
り，約 3 割の SCL 装用者で発症することを Korb らが
報告している9）．また，SCL 装用者の LWE 発症とドラ
イアイ症状には関連があることも報告している9）．この
LWE は，SCL 表面と上眼瞼縁結膜とで瞬目時に生じる
摩擦が原因と考えられる．SCL 上には角膜上皮のよう
な膜型ムチンが存在しないため，SCL のレンズ表面は
涙液が安定しにくく，上眼瞼縁結膜との摩擦が生じやす
くなると考えられる．後述するように，SCL の摩擦を
測定する方法が近年開発され，いくつかの知見も得られ

（79）

ている．

● SCL表面の摩擦の測定方法
SCL のレンズ表面の摩擦を測定するために，Roba

ら10）は，眼表面に SCL が装用されている状態を模倣し
た測定方法を考案した．測定手順は次の通りである．①
試験レンズを半球状の樹脂製の治具に固定して，それを
人工涙液で満たす．②表面をムチン（牛顎下腺ムチン）
で被覆したプレートを，試験レンズ上で一定の荷重で横
方向に往復スライドさせる．③プレートにかかる応力を
マイクロトライボメーターで検出する（図 2）．各種
SCL の摩擦係数の測定結果10）を図 3 に示すが，SCL の
違いで摩擦係数が異なることがわかる．SCL の材質や
表面処理方法は製品ごとに異なり，Hofmann ら11）によ
り測定されたヒト角膜の摩擦係数の測定値 0.015±0.009
と同程度の SCL も存在する．また，Coles ら12）は，摩
擦係数と一日の終わりの快適性が逆相関することを報告
している．これは，摩擦係数が大きいと自覚症状も強く
なることを示している．

●お わ り に

SCL が眼表面に与える機械的な影響として，レンズ
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図 1　球結膜染色と lid wiper epitheliopathy（LWE）
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エッジと球結膜との関係，レンズ表面と上眼瞼縁との関
係について着目してそれらの摩擦について概説した．ま
た，レンズ表面の摩擦の測定法とその測定結果を紹介し
た．日常診療において球結膜染色や LWE のような眼表
面への機械的な影響が原因と考えられる CL の眼障害に
遭遇した場合，摩擦という視点をもち，治療や SCL 選
択をすることが望ましいと考える．
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図 2　摩擦係数の測定方法
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図 3　各種 SCLの摩擦係数の測定結果
 （文献 10 を改変引用）
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