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は じ め に
今までは 1D 程度の乱視でも，球面ソフトコンタクト

レンズ（SCL）だけで矯正視力が 1.0 あれば，そのまま
球面 SCL を処方することが広く行われていた．しかし，
それでは実用視力の低下や眼精疲労につながるので，積
極的に乱視用 SCL を処方していくことをお勧めしたい．

●乱視用 SCLの基本
乱視用 SCL は経線方向によりパワーの異なる SCL で

ある．基本的には内面にトーリック面（楕円球面）を使
用するので，トーリック SCL ともよばれる（以下，トー
リック SCL）．角膜上で 30°回転すると，乱視矯正効果
がなくなることを覚えておいてほしい．

回転の制御方法により，2 つのタイプに分けられる．
プリズムバラストタイプ（図 1）は SCL の下方にプリズ
ム様に厚い部分があり，そこが重さにより下方に位置す
ることにより回転制御される．ダブルスラブオフタイプ

（図 2）は， SCL の中央が帯状に厚くなっており， その部
分が瞼縁と当たることで，正しい位置に回転していくよ
うになっている．それぞれに長所と短所がある（表 1）．

●レンズや症例の選び方
SCL による乱視矯正には，矯正が容易な症例とむず

かしい症例がある．まず容易な症例からチャレンジし，
慣れてからむずかしい症例にトライすることを勧める．

＜容易な症例＞
・直乱視で 1D～2.5D，全乱視＝角膜乱視
＜少しむずかしい症例＞
・倒乱視で 1D～2.5D
・直乱視で 2.5D 以内，全乱視≠角膜乱視
・斜乱視
＜むずかしく，専門家に紹介すべきもの＞
・不正乱視
・3D 以上の乱視
使用するレンズは，なるべく両方のタイプから各 1 種

類，1 日使い捨てタイプと 2 週間交換タイプの計 4 種類
あればベストと思われる．1 日使い捨てタイプだけでは

（71）

コスト的に厳しい患者さんが多く，2 週間交換タイプだ
けではアレルギーなどの条件が悪くなる場合に装用でき
ないことが多いからである．
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図 1　プリズムバラストタイプ
下方が厚く重力で安定する．

図 2　ダブルスラブオフタイプ
上下を眼瞼に挟まれて安定する．

表 1　2タイプの特徴

プリズムバラスト ダブルスラブオフ

乱視軸の安定 ◎ ○

装用感
○

下方に異物感
◎

回ると異物感

矯正視力
◎

ハードには負ける
○

厚み
○

メーカーにより差
◎

メーカーにより差
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●初心者の陥りやすいワナについて
トーリック SCL の処方において，初心者の陥りやす

いワナがある．以下のような場合は深追いは禁物であ
る．

①軸ずれがあり，その上から追加矯正をしてもらい，
なんとか合わせようとする：合成乱視を計算するのは非
常に繁雑なので，20°と 160°でトライしても無理なら諦
めよう．

②ダブルスラブオフタイプで軸ずれが強い時：プリズ
ムバラストのレンズでトライしてみる．それでも SCL
の軸ずれを起こす場合や軸が不安定な場合は，ソフト系
は無理で HCL の処方になる．しかし，倒乱視，斜乱視
はハード系でもむずかしいことがある．

● トーリック SCL装用者で視力が出ないときのトラブ
ルシューティング
このようにしてトーリック SCL を処方しても，視力

が思うように出ない場合がある．眼疾患や眼障害がある
場合を除けば，一番多い問題は屈折によるものである．

1. S面の低矯正・過矯正
S 面の値の変動は SCL での視力低下の一番の原因で

ある．若年者（25 歳以下）では近視化が多く，老視年代
（40 歳以上）では遠視化が多くなる．いずれの場合でも
常に Red/Green でチェックが必要である．Green は明
らかな過矯正なので避けることが望ましい．過矯正は眼
精疲労の原因になるからである．

1～2 週間低矯正にしていると，それまで毛様体筋に
かかっていた緊張が取れ，本来の度数に戻るので，見え
るようになるまで時間がかかることを説明しておく．

2. C面の問題
まず，矯正すべき乱視を矯正していないことが多い．

トーリック SCL を処方してあげると視力の質が変わる
ことを経験する．

○症例：41 歳，女性

長年，球面 SCL を使用している．1 日の装用時間は 6
～7 時間で，とくに問題を感じていなかった．車の運転
をすることがあるとのことであった．

定期検診にて平成 23 年 6 月 16 日再診時
RV＝0.1p（1.2×sph−3.25D＝C−0.75D Ax120）
LV＝0.08（1.2×sph−3.25D＝C−0.75D Ax30）
アキュビュー® アドバンス
RV＝1.0×870/−2.50/14.0
LV＝1.0p×870/−2.75/14.0
車の運転をするので，一度乱視レンズだとどれ位の視

力になるかを見るように医師からの指示があった．
アキュビュー® オアシス乱視用テスト
RV＝1.2×860/sph−2.50/cyl−0.75 Ax120（R＞G）
LV＝1.2×860/sph−2.75/cyl−0.75 Ax20（R＞G）
トライアルレンズを 1 組さしあげて，調子をみていた

だくことにした．
2 カ月後の再診時（平成 23 年 8 月 23 日），夜の運転

はかなり楽になったとのことで，値段の差はあるが，ア
キュビュー® オアシス乱視用にしたいとのことだった．

RV＝1.5×860/sph−2.50/cyl−0.75 Ax120（R＜G），
LV＝1.5×860/sph−2.75/cyl−0.75 Ax20（R＜G）
0.25D ずつ両眼とも最終処方は落として
RV＝1.5×860/sph−2.50/cyl−0.75 Ax120（R＞G），
LV＝1.5×860/sph−2.75/cyl−0.75 Ax20（R＞G）
最終診察時（平成 24 年 11 月 6 日）
RV＝1.5×処方 SCL（R≧G）
LV＝1.5×処方 SCL（R≧G）
夕方ダブって見えていたのが楽になって，装用時間は

8 時間くらいまで延びたとのこと．夜の信号機も何個も
先まで見えて，疲れ方が全然違うので，高くても今のほ
うが良い！ という意見をいただいた．

乱視レンズとバイフォーカルレンズは，それを処方し
て成功したクリニックから患者さんが逃げにくいといわ
れているので，皆さん，積極的にトーリック SCL の処
方にチャレンジを！

◎コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医による検査・処方をお願いします。特に異常を感じなくても定期検査は必ず受けるようにご指導ください。
◎患者さんがコンタクトレンズを使用する前に、必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用するようにご指導ください。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー 〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号
販売名：ワンデー アキュビュー モイスト／ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト  承認番号：21600BZY00408000／22300BZX00126000[効能・効果：視力補正、虹彩又は瞳孔の外観（色、模様、形）を変えること]　 ®登録商標  ©J&J KK 2015

＊：装用感には個人差があります。  
シリーズ1日中続く快適な装用感

＊

をめざして。

今年、ワンデー アキュビュー® モイスト® は
発売10周年を迎えました。

〈 遠近両用 〉

〈 近視・遠視用 〉 〈 サークルレンズ 〉

〈 乱視用 〉

ZS946


