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●特　　　徴

現在，ハードコンタクトレンズ（hard contact lens：
HCL）の主流となっているガス透過性ハードコンタクト
レンズ（rigid gas permeable contact lens：RGPCL）の
特徴は，ソフトコンタクトレンズ（soft contact lens：
SCL）に比べて，重篤な眼障害の発生頻度が少なく，眼
球への酸素供給量が多く，円錐角膜，強度角膜乱視など
の角膜乱視の矯正が可能であることである．角膜に傷が
できても，SCL ではバンデージ効果のため痛みを感じ
にくいが，HCL では痛みを感じ，結果として，傷が重
症化しにくい．HCL 装用下の酸素供給は主に瞬目によ
るレンズの動きに伴う涙液交換により行われ，SCL 装
用下の酸素供給は主に素材を通過する酸素による．その
ため SCL では，レンズ厚が厚くなるほど，酸素供給量
が低下するが，HCL ではレンズ度数が厚くなっても，
フィッティングが良好であれば，高いレベルの酸素供給
を確保できる．HCL は，角膜上でも，その形状が保持
されるため，眼鏡では矯正できない角膜乱視を矯正する
ことができる．その一方で，HCL には装用開始初期の
特有の異物感があり，毎日，一定時間以上装用しない
と，異物感は軽減しにくい．SCL に比べて，レンズが
小さく，目への接着性が弱いため，レンズがずれたり，
紛失することも多い．3 時 9 時の角結膜上皮障害，眼瞼
下垂など HCL 特有の合併症もある．

●素　　　材

HCL は，非ガス透過性ハードコンタクトレンズ
（polymethyl methacrylate contact lens：PMMACL）
と RGPCL に大別される．PMMACL が日本に登場した
のは 1951 年であり，60 年以上の歴史があるが，近年，
RGPCL の普及により，PMMACL の処方割合は HCL
の 1％未満となっている．RGPCL においては，次々と
酸素透過性の高い素材が開発され，素材の酸素透過性に
よ り 低 Dk（40 未 満）， 中 Dk（40 以 上，90 未 満）， 高
Dk（90 以上）の 3 種類に分類されている．日本では高

（00）

Dk の RGPCL が最も普及している（図 1）が，欧米では
中 Dk の RGPCL が最も普及している1）．これは日本の
酸素透過性を重視する考え方と欧米のレンズの汚れや
フィッティングを重視する考え方の相違によるものと考
える．

●装 用 期 間

一部，6 カ月交換，あるいは，1 年交換の HCL と販
売されているものもあるが，ほとんどの HCL は従来型
として販売されている．つまり，変形，傷，破損などの
レンズの劣化，あるいは度数の変化，角膜形状の変化な
ど装用者側の要因で交換し，定められた装用期間はな
い．一般的には RGPCL の寿命は 2〜3 年と考えられて
いる．酸素透過性が高い素材ほど，寿命は短い．逆に低
Dk 素材の RGPCL であれば，管理状態が良ければ，10
年近く使用できることもある．

●装 用 方 法

終日装用と連続装用である．終日装用は就寝前までに
は必ずコンタクトレンズ（contact lens：CL）をはずす
使用方法であり，連続装用は CL を就寝中もはずさずに
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図 1　日本におけるハードコンタクトレンズ素材別の処方割合
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連続して装用する使用方法をいう．これまでは，多くの
RGPCL が連続装用 CL としての認可を受けていたが，
実際には終日装用で使用されており，近年，新しく国の
認可を受けた RGPCL は，たとえ酸素透過性が高い素材
であっても，終日装用 CL として販売されていることが
多い．

●特殊な目的の HCL
HCL には乱視用，老視用，円錐角膜用，角膜移植術

後用，屈折矯正術後用，オルソケラトロジーレンズなど
の特殊目的の CL がある．

●乱　視　用

一般に乱視用の CL はトーリック CL と呼ばれる．
トーリック CL は，角膜上で CL の軸が適正な位置に安
定することが必要であり，そのためにレンズデザインに
工夫がなされている．乱視矯正と軸安定のためのレンズ
デザインにより，トーリック HCL は後面トーリック，
前面トーリック，両面トーリックにレンズデザインを分
けることができる．

●老　視　用

一般に老視用の CL は遠近両用，バイフォーカル，あ
るいはマルチフォーカル CL などと呼ばれる．交代視型
と同時視型があり，交代視型は目線の移動が必要である
が，像の鮮明度は良好である．

●円錐角膜用，角膜移植術後用，屈折矯正術後用

これら特殊目的でデザインされた HCL は，多段カー
ブ HCL である．処方目的に応じて，中央部，中間周辺
部，周辺部のそれぞれの部位で，HCL の後面カーブが
異なる値で設定されている．角膜形状にフィットするよ
うにレンズデザインが工夫されている．

●オルソケラトロジーレンズ

多段カーブ HCL で，HCL のもつオルソケラトロジー
（角膜扁平）効果により，近視を矯正するものである．
この近視矯正効果は可逆的なものである．効果を維持さ
せるためには，原則として retainer lens（維持レンズ）
の装用が必要となる．

●適　　　応（表 1）
CL の適応には，絶対的なものなく，状況に応じた判

断が必要となる．そのため，処方する医師は，処方前の
スクリーニング検査を確実に実施し，各種 CL の特徴を
理解し，患者の年齢，目の状態，希望する装用方法など
を加味した上で，CL の適応を見きわめ，適切な CL を
選択し，最適な状態で処方する．
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表 1　ガス透過性ハードコンタクトレンズの適応

良い適応
　1．円錐角膜，角膜不整乱視，強度角膜乱視などの角膜乱視
比較的良い適応
　1．強度近視
　2．装用時間が長い
　3．若年者（装用期間が長いことが予想される）
　4．週 7 日装用を予定している
　5．軽度のドライアイ
悪い適応
　1．過激なスポーツ（柔道，ラグビー，サッカーなど）
　2．マリンスポーツ（サーフィン，ダイビングなど）
あまり良くない適応
　1．occasional use
　2．スポーツ（テニス，野球，バスケットボールなど）
　3． ハードコンタクトレンズ特有の異物感の訴えが強い人，あ

るいは継続する人
　4．3 時 9 時の角結膜上皮障害，結膜充血の程度が強い人
　5．コンタクトレンズ装用による眼瞼下垂の人
　6．中高年のハードコンタクトレンズ未経験者
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