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26. ソフトコンタクトレンズ装用眼の
眼乾燥感のメカニズム

●は じ め に
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す影響については，今なお克服課題であり続けている．

「眼乾燥感」は，ソフトコンタクトレンズ（SCL）装用

SCL 装用眼では涙液層は，SCL 上の涙液層（pre-lens

眼のドロップアウトの原因になるが，SCL 装用眼の 80

tear ﬁlm：pre-LTF）と SCL 下 の 涙 液 層（post-lens

％以上に「眼乾燥感」が聴取されるとの報告もある ．

tear ﬁlm：post-LTF）に分けられるが，pre-LTF は，

したがって「眼乾燥感」は，SCL の装用者にとっても，

角膜上の涙液層に比べて 2 倍近く菲薄化速度が速く，破

その開発メーカーにとっても大きな問題といえる．

壊に至りやすいことが知られている3）．その理由として，

1）

眼表面は，涙液層と上皮層からなるため，眼表面に装

SCL 表面には，角膜のような再生されうる親水性構造

用される SCL が涙液層や上皮層に大きな影響をもつこ

（膜型ムチン）が存在しないため，その水濡れ性におの

とは容易に想像され，そのメカニズムは近年，徐々に明

ずと限界があることや，SCL 表面に涙液中の蛋白質や

らかにされつつある ．また，SCL で生じる「眼乾燥感」

脂質が付着することで水濡れ性がさらに低下することが

のメカニズムの解明は，その予防や治療に突破口を開く

あげられる．一方，SCL の周辺部が涙液メニスカスを

可能性があるため，SCL メーカーのみならず，点眼薬

占拠することで，本来のメニスカスが小さくなること

メーカーにとっても，大きな関心事の一つになり続けて

も，pre-LTF の菲薄化の大きな要因となっている．す

いる．そこで本稿では，SCL 装用眼の「眼乾燥感」の

なわち，角膜上の涙液層の液層の厚みは，下方の涙液メ

発症メカニズムについて簡潔に述べる．

ニスカスの曲率半径（R）と一次相関する4）ため，SCL

2）

装用により本来の R が小さくなると SCL 上の液層は菲
● SCL 装用が涙液層に及ぼす影響

薄化する（図 1）．SCL 装用眼の「眼乾燥感」第一の問

SCL は角膜表面を被覆するため，角膜上の涙液層の

題は，pre-LTF に破壊が生じやすいことであり，開瞼

みならず，角膜上皮細胞に対しても大きな影響をもちう

維持で破壊すると，SCL 表面の水濡れ性の低下を反映

る．第一に，SCL 装用による低酸素の問題があるが，

して一気に広がりやすい（図 2）
．

これはシリコーンハイドロゲルレンズの登場により大き
く改善された．しかし，SCL が角膜上の涙液層に及ぼ

SCL
角膜

R1

涙液層
の破壊
R2

下眼瞼

図1

ソフトコンタクトレンズ（SCL）の装用眼の涙液層の
破壊メカニズム
（左：SCL 装用前，右：SCL 装用 15 分後）
SCL が装用されると，本来の涙液メニスカス（曲率半径
R 1）は，小さくなり（R2），それに呼応して，SCL 上の涙液
層は菲薄化することで破壊が生じやすくなる（涙液減少型
ドライアイがあると破壊がさらに進みやすいことも容易に
理解できる）．
（文献 2 より引用改変）
（00）
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図2

ソフトコンタクトレンズ（SCL）の装用前（上段）と
SCL 装用後（下段）の涙液層の観察所見
（左上下：開瞼直後，右上下：開瞼維持 10 秒）
SCL 上の涙液層は菲薄化しているため，容易に破壊に至り，
しかも SCL の表面は水濡れ性が悪いため，破壊は短時間で
大きく広がる（☆）．
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ら皮膚粘膜移行部に至るまでの角膜との摩擦を生じやす
い眼瞼結膜上皮の肥厚部位）との摩擦や，SCL のエッジ
部と球結膜との摩擦が増加し，結膜上皮障害（それぞれ，
lid-wiper epitheliopathy，球結膜上皮障害）が生じうる
（図 3）
．既報6,7）のみならず，筆者らの検討2）でも，これ
らの上皮障害と「眼乾燥感」の関連が示されているが，
こうした結膜上皮障害は SCL をはずしてもしばらくは
残ると考えられるため，これが SCL をはずしても「眼
乾燥感」が継続する原因になっていると推察される．
図3

涙液減少型ドライアイに装着されたソフトコンタクトレン
ズ（SCL）をはずした直後のリサミングリーン染色所見
涙液減少型ドライアイにみられる本来の球結膜染色に加えて，
SCL 表面との摩擦による lid-wiper epitheliopathy や SCL のエッ
ジ部との摩擦による球結膜の上皮障害所見が明瞭に認められる．

● SCL 装用による涙液（層）の変化と「眼乾燥感」の時

●お わ り に
上記の SCL 装用眼の「眼乾燥感」のメカニズムに基
づけば，1）涙液メニスカスの R を低減させにくいレン
ズ，2）水濡れ性のよいレンズ，3）水分蒸発の少ないレ
ンズ，4）エッジ部の摩擦の少ないレンズといった SCL

間的関係

側の改良点がみえてくる．さらに pre-LTF の菲薄化に

筆者らの検討2）では SCL の装用開始 15 分後までに，

抗する点眼治療を考えることもできる．シリコーンハイ

R や pre-LTF の破壊時間は装用前の R や角膜上の涙液

ドロゲル CL は，低含水で，表面加工により水濡れ性が

層の破壊時間に比べて有意に小さくなる（図 1）
．しかし

向上し，
「眼乾燥感」の低減によりつながる可能性があ

この早い涙液（層）の変化に対して，
「眼乾燥感」に有意

り，その報告も散見される．今後，客観的な評価法の発

な増加が生じるには 3 時間程度の時間を要し，SCL をは

達とともに，何が SCL の乾燥感対策にベストかが明ら

ずすと R や破壊時間はすぐさま回復するのに対し，乾

かにされることだろう．

燥症状はすぐには回復しない ．つまり SCL 装用は，装
5）

用早期に涙液（層）を変化させ，徐々に「眼乾燥感」を
引き起こすが，すぐには回復しにくい不可逆性の変化を
眼表面上皮にもたらすことで，SCL をはずしても継続す
る「眼乾燥感」をもたらすのではないかと考えられる．
● SCL 装用が結膜上皮に及ぼす影響
SCL の装用が角膜には保護的に働くことは，ドライ
アイの高度な上皮障害が SCL 装用と人工涙液点眼で消
失しうることからもわかる．これは，水分を含む SCL
が角膜表面を被覆するため，SCL 下の角膜表面では，
涙液層の破壊と瞬目時の摩擦というドライアイの二大メ
カニズムが回避されるためと考えられる．しかし，SCL
装用眼では角膜の問題が結膜にシフトし，破壊しやすい
pre-LTF のもとで，SCL 表面と lid wiper6）
（異物溝か
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