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●特　　　徴

ソフトコンタクトレンズ（soft contact lens：SCL）の
最も大きな特徴は，ハードコンタクトレンズ（hard 
contact lens：HCL）に比べて，装用感がよいというこ
とである．とくに装用開始当初の装用感には大きな差が
ある．その他にも，充血が目立ちにくい，レンズがずれ
にくい，紛失が少ない，激しいスポーツでも装用可能で
あるなどのメリットがある．その反面，角膜に傷ができ
ても，そのバンデージ効果により，痛みが抑えられ，結
果として，重篤な眼合併症（角膜潰瘍，眼内炎）へと進
展することがある．眼への酸素供給のメカニズムも異な
る．HCL はおも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おもに素
材を通過する酸素による．そのため SCL では素材の酸
素透過性が高いことが安全に装用するための必要条件と

（71）

なる．また，強度近視用，遠視用，乱視用，遠近両用な
どのレンズでは，レンズ厚が厚くなるため酸素供給量が
低下する．素材だけではなく，レンズデザイン，度数に
より眼への酸素透過供給が大きく異なるのも SCL の大
きな特徴である．また，眼の表面での形状保持性が
HCL よりも劣り，円錐角膜などの角膜不正乱視，強度
角膜乱視が矯正できない．

●素　　　材

SCL には，大きく分けて 2 つの素材がある．ハイド
ロゲルと新素材であるシリコーンハイドロゲルである．
ハイドロゲルコンタクトレンズ（CL）の酸素透過性はレ
ンズ素材の含水性に依存され，含水性が高い素材ほど酸
素透過性は高くなる．しかし，水に依存した酸素透過性
には限界がある．一方，シリコーンは水とは比べものに
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表 1　日本で現在販売されているシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ

種類 デザイン レンズ名 発売日 発売元

頻回交換 SCL 球面 アキュビュー® オアシス® 2007 年 3 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）ビジョンケアカンパニー

頻回交換 SCL 球面 アキュビュー® アドバンス® 2007 年 3 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）ビジョンケアカンパニー

頻回交換 SCL 球面 2WEEK メニコンプレミオ 2007 年 8 月 （株）メニコン

頻回交換 SCL 乱視用 アキュビュー® オアシス® 乱視用 2008 年 3 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）ビジョンケアカンパニー

頻回交換 SCL 乱視用 エアオプティクス® 乱視用 2009 年 3 月 日本アルコン（株）
1 カ月交換 SCL 球面 HOYA エアリーワンマンス 2009 年 4 月 HOYA（株）アイケア事業部
頻回交換 SCL 乱視用 2WEEK メニコンプレミオトーリック 2009 年 8 月 （株）メニコン
頻回交換 SCL 遠近両用 エアオプティクス® アクア遠近両用 2009 年 10 月 日本アルコン（株）

1 日使い捨て SCL 球面 ワンデーアキュビュー® トゥルーアイTM 2010 年 4 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）ビジョンケアカンパニー

頻回交換 SCL 遠近両用 メダリストプレミアマルチフォーカル 2010 年 4 月 ボシュロム・ジャパン（株）
頻回交換 SCL 球面 エアオプティクス® アクア 2010 年 7 月 日本アルコン（株）
頻回交換 SCL 球面 バイオフィニティ® 2011 年 6 月 クーパービジョン・ジャパン（株）
頻回交換 SCL 球面 メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト 2012 年 6 月 ボシュロム・ジャパン（株）

頻回交換 SCL 乱視用 メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト
〈乱視用〉 2012 年 6 月 ボシュロム・ジャパン（株）

頻回交換 SCL 球面 エアオプティクス® EX アクア 2012 年 8 月 日本アルコン（株）
頻回交換 SCL 乱視用 バイオフィニティ® トーリック 2012 年 11 月 クーパービジョン・ジャパン（株）
頻回交換 SCL 球面 ロートモイストアイ® 2014 年 2 月 ロート製薬（株）
頻回交換 SCL 乱視用 ロートモイストアイ®（トーリック） 2014 年 2 月 ロート製薬（株）
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ならないほど高い酸素透過性をもつ．シリコーンとハイ
ドロゲルを融合させることにより，ハイドロゲル CL の
メリットをそのまま生かした非常に酸素透過性の高いシ
リコーンハイドロゲルコンタクトレンズ（SHCL）が開
発されるようになった（表 1）．SCL の市場はハイドロ
ゲル CL から SHCL に急速に移りつつある．現在は，
SHCL の主流は頻回交換 SHCL で，CL 使い捨て SHCL
は 1 種類しか日本で販売されていないが，海外ではすで
に 4 種類以上が販売されており，日本でも乱視用，遠近
両用，カラー CL を含め 1 日使い捨て SHCL を選択でき
る時代がくるのは，そう遠くはない．

●装 用 期 間

日本では，1990 年までは従来型 SCL のみが SCL と
して販売されていたが，1991 年に 1 週間連続装用使い
捨て SCL が登場，その後，1994 年に頻回（2 週間）交
換 SCL，1995 年に 1 日使い捨て SCL が登場した．現在
は，従来型 SCL，1 日使い捨て SCL，1 週間連続装用
SCL，頻回交換 SCL，定期（1〜6 カ月）交換 SCL が販
売されている．日本の CL の市場は大きくシフトし，1
日使い捨て SCL と頻回交換 SCL が現在の主流となって

おり，SCL 装用者が CL 装用者の 8 割強と考えられてい
る（図 1）．従来型 SCL の寿命は，一般的には 1〜2 年と
考えられている．

●装 用 方 法

RGPCL と同様，終日装用と連続装用がある．終日装
用は就寝前までには必ず CL をはずす使用方法，連続装
用は CL を就寝中もはずさずに連続して装用する使用方
法をいう．

●乱　視　用

一般に乱視用の CL はトーリック CL とよばれる．
トーリック CL は，角膜上でレンズの軸が適正な位置に
安定することが必要である．角膜上でのレンズ回転を抑
制し，軸を安定させるためのレンズデザインとして，プ
リズムバラスト，ダブルスラブオフ，後面トーリックの
3 つがある．

●老　視　用

日本では現在のところ，HCL と異なり，SCL は同時
視型のみが販売されている．度数の分布では，レンズの
中心部が遠見度数のものと近見度数のものがある．

●カラーコンタクトレンズ

整容用と美容用があり，整容用は虹彩付き SCL とも
よばれ，角膜白斑，無虹彩症などに処方されている．美
容用には，虹彩の色を変える虹彩着色タイプ，黒目を拡
大してみせるサークルタイプがある．
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図 1　 日本のコンタクトレンズ市場，コンタクトレンズの処方
割合，コンタクトレンズレンズの種類
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