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●は じ め に
加齢により調節力が低下したコンタクトレンズ（CL）

装用者に対して CL を処方する場合，老視の自覚症状が
出現している患者には，近方の見え方を補助するための
対応が必要になる．また，老視年齢になって初めて CL
を使用することを希望している患者には，最初から老視
を考慮に入れた対応が必要になる．いずれの場合にも
CL での老視への対応の方法を知らなければ，遠方視と
近方視の両立を考えると CL の使用を止めさせ，遠近両
用眼鏡などで対応する方法を取らざるを得なくなる．し
かし本来，日常生活で眼鏡を使用しない生活を希望して
いる患者へは，生活の質を変化させないために，可能な
限り CL で対応する方法を選択すべきである．

CL での老視への対応法は，CL と眼鏡を併用する方
法，CL の球面度数を中間距離に設定する方法，CL に
よるモノビジョン法，遠近両用 CL を使用する方法の 4
つが考えられる（表 1）．本稿ではソフトコンタクトレン
ズ（SCL）を処方する場合を想定して，この 4 つの方法
による CL 既装用者と CL 未経験者に対する SCL での老
視への対応について概説する．

● SCLと眼鏡の併用
SCL と眼鏡を併用する方法には，遠方視用に球面度

数を適正に設定した SCL 装用上に近方視用に近用眼鏡
を処方する方法と，近方視に不自由がないように球面度
数を遠方適正度数よりもプラス側に設定した SCL 装用
上に遠方視用に遠用眼鏡を処方する方法の 2 つがある．
患者の生活状況に応じて利便性が高いと思われる方法を
選択する．

どちらの方法も，遠近両用 SCL の規格にある球面度
数内で屈折を矯正しきれない強度屈折異常や中等度以上

（55）

の乱視眼では，見え方の質を維持できるため有用であ
る．しかし，一般的な球面 SCL で対応できる患者にと
っては，眼鏡の併用は面倒で煩わしく不便であり，とく
に SCL 既装用者にとっては受け入れたくない方法だと
思われる．

● SCLの球面度数を中間距離に設定
SCL の球面度数を中間距離に設定する方法は，調節

力の不足分を補うために球面度数を遠方適正度数よりも
プラス側に設定することで，近視では低矯正となり，遠
視では過矯正となり，遠方の見え方がやや不良となるこ
とと引き換えに，日常生活にあまり不便のない近方の見
え方が得られるようにする方法である．

鮮明な遠方視や近方視を必要としない生活状況にある
場合や，CL 装用経験の長い高齢者が CL 装用を継続し
ている場合には，慣れに期間を要さず有用な方法であ
る．しかし，遠方，近方とも見え方は不十分であり，初
期老視での満足度は低い方法である．

● SCLによるモノビジョン法
SCL によるモノビジョン法には，モノビジョン法，

モディファイド・モノビジョン法，モディファイド・モ
ディファイド・モノビジョン法の 3 つの方法がある（表
2）．基本となるモノビジョン法は，両眼に単焦点 SCL
を使用し，通常は遠方視での優位眼（図 1）の球面度数
を遠方視用に適正に設定し，非優位眼の球面度数を近方
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表 1　コンタクトレンズでの老視への対応法

1．コンタクトレンズと眼鏡（近用または遠用）の併用
2．コンタクトレンズの球面度数を中間距離に設定
3． コンタクトレンズによるモノビジョン法（優位眼を遠用，

非優位眼を近用に設定）
4．遠近両用コンタクトレンズの使用

表 2　モノビジョン法の種類

種　類 優位眼 非優位眼

モノビジョン法
単焦点 CL

（遠方適正矯正度数）

単焦点 CL
（遠方適正度数＋
プラス球面度数）

モディファイド・
モノビジョン法

単焦点 CL
（遠方適正矯正度数）

遠近両用 CL
（遠方適正矯正度数）

モディファイド・
モディファイド・
モノビジョン法

遠近両用 CL
（遠方適正矯正度数）

遠近両用 CL
（遠方適正度数＋
プラス球面度数）
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視に不自由がないように遠方適正度数よりもプラス側に
設定して処方する方法である．モディファイド・モノビ
ジョン法は単焦点 SCL と遠近両用 SCL を使用し，通常
は優位眼に使用する単焦点 SCL（トーリック SCL も含
む）の球面度数を遠方視用に適正に設定し，非優位眼に
遠近両用 SCL を適正度数で処方する方法である．モディ
ファイド・モディファイド・モノビジョン法は両眼に遠
近両用 SCL を使用し，通常は優位眼の球面度数を適正
に設定し，非優位眼の球面度数は加入度数不足を補うた
めに，より近方視に適するようにプラス側に設定して処
方する方法である．これらのモノビジョン法では両眼視
機能の保持のために，非優位眼の球面度数のプラス側へ
の設定を＋1.50D 以内に抑える必要がある．

順応できた CL 装用者にとっては有用な方法である．
しかし，適応の判断がむずかしく，適応となったとして
も両眼視機能のある程度の低下には妥協が必要となる．

●遠近両用 SCLの使用
遠近両用 SCL の使用は，調節力の不足分を補うため

に近方視用に加入度数が設定された遠近両用 SCL を両
眼に処方する方法である．遠近両用 SCL には 1 日交換
SCL，頻回交換 SCL，定期交換 SCL，従来型 SCL があ
る．現在入手可能な製品は，焦点の構造から二重焦点型
と累進屈折力型，光学部のデザインから同心円型と非球
面型，中心光学部から中心遠用型と中心近用型に分けら
れている（表 3）．遠近両用 SCL は製品によって見え方
に特徴があるため，適応となった患者の遠方と近方の見
え方の重視度に応じて適当と考えられる製品を選択する
必要がある．遠近両用 SCL だけで対応がむずかしい場
合には前述したモノビジョン法を応用する．

処方が成功した患者では非常に有用な方法である．し
かし，遠近両用 SCL の光学的な特性から高加入度数で
は遠方視が不良になるため，残存する調節力に応じた適
正な加入度数と球面度数の設定がむずかしく，処方成功
率を上げるには習熟を要する．
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表 3　遠近両用コンタクトレンズの分類

機能 焦点 光学部形状 中心光学部 種類

交代視型 二重焦点
セグメント型※

遠用 HCL
同心円型

同時視型

二重焦点
同心円型

遠用

SCL近用

回折型※ 近用

累進屈折力 非球面型
遠用

HCL

SCL

近用 SCL

HCL：ハードコンタクトレンズ，SCL：ソフトコンタクトレンズ．
※ 現在は製品として入手できない．

図 1　 遠方視での優位眼の確認法（Hole︲in︲card test：のぞき
穴法）

a：両手で作った穴（またはカードに開けた穴）から両眼で目
標を注視させる．b：遮蔽によって目標が見えなくなった側を
優位眼と判定する．

a b

◎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。
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＊：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
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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。
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