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コンタクトレンズの 話

１

１ . コンタクトレンズを安全
・快 適 に 装 が８ー９ｍｍと小さく、角膜（直径１０ . ５
コンタクトレンズを安全・
用するために
用す
ｍｍ）の上にのるようになっています。
コンタクトレンズは、近視、乱視等の屈
折異常を矯正する手段として眼鏡と同じく ソ
なくてはならない用具で、日本のコンタク フ
トレンズ装用者は１，０００万人近くにな ト
ります。コンタクトレンズは眼鏡と違い、
角 レ
膜という眼のもっとも大切な組織上にのせ
るものですから、不注意な取り扱いによっ
て角膜に傷害をおこし、その後混濁が残っ
てよく見えなくなったり、また最悪の場合
は感染をおこして失明するという例が報告
されています。眼は我々の近代生活にとっ
て、もっとも基本的な感覚器官ですから、
コ
ンタクトレンズによって、眼に傷害を起こ
さないよう万全の注意が必要です。コンタ
クトレンズを正しく取り扱うことは、コン
タクトレンズと眼とのかかわり合いについ
て、十分で正しい知識を持つことによって
初めて可能になります。この話のシリーズ
では、皆様にコンタクトレンズを長期間、
安
全に、そして快適に装用していただきたい
と願って、コンタクトレンズに関わる眼の
生理、今のコンタクトレンズが長年の試行
錯誤を経て今日まで発展してきた経緯等に
ついてお話をします。

ン
ズ
は
下
図のように角膜より大きくて１３ー１４ｍ
ｍの直径があり、角膜をすっぽりとおおう
ように出来ています。いずれの図もレンズ
は透明でわかりにくいので、見えやすいよ
うに着色してあります。

ハードレンズとソフトレンズは材質が違
うだけでなく、眼の上にのせたときの眼と
のかかわり合いの生理も違っています。ま
２ . コンタクトレンズの種類
た、コンタクトレンズは常に清潔に保ち、消
現在のコンタクトレンズには水を含まな
毒をしてから眼に装用する必要があります
い堅い高分子材料で出来ているハードコン
が、その方法も２つのレンズの間に違いが
タクトレンズ（ハードレンズ）と水を含む
あります。眼の方の状態によって、ハードレ
高分子物質で出来たソフトコンタクトレン
ンズの方がよい場合、ソフトレンズの方が
ズ（ソフトレンズ）の２種類があります。
よい
（裏へ続く）
ハードレンズは右上の図にあるように直径

場合があるといった違いもあります。コン
コンタクトレンズでは左下の図にあるよ
タクトレンズに直接関わる眼の組織は角膜、
うに、レンズは眼の上にのっているので、眼
涙液、結膜等ですが、これらの組織の状態
を自由に動かして
はコンタクトレンズによって影響を受け、
も、メガネのような
炎症を起こしたり、傷害を受けたりするこ
光学的変化がありま
とがありますので、これらの組織について
せんし、視野が制限
もお話をする予定です。
されるということも
３ . メガネとコンタクトレンズ
ありません。スポー
屈折異常の矯正にはメガネが第一選択で
ツ選手等で、視線を
したが、コンタクトレンズの進歩により、
急に変化させなけれ
今ではメガネと並んで重要な矯正手段にな
ばならないとき等、
りました。しかし、メガネにはその利点、コ
レンズがずれないよ
ンタクトレンズにも利点があり、そのいず
うにする工夫が必要
れもそれぞれ欠点を持っています。
で、最近そのような
メガネの利点は、かけたりはずしたりす
コンタクトレンズででてきました。
るのが非常に手軽で便利、そのうえ枠を選
眼鏡は眼の前焦点即ち眼前１２ｍｍにか
ぶことによりファッション性がありがあり、
なかなかよいものです。最近のメガネは高 けることになっています。このときは右図
品質の硝子を使い薄くてよいものになりま 上のように正しい大きさの像が眼底に結ぶ
した。そのほか合成樹脂（プラスチック）製 のですが、眼
のメガネも軽くて安全なのでスポーツ等に 鏡 が ず れ た
正
ままかけて
広く使われるようになりました。
しかし近視・乱視がある程度以上強く い る 人 を よ 眼
く見かけま の
なると、メガネではどうしても克服できな
す。右図中段 前
い光学的な問題があります。その幾つかを
焦
大
はレンズが 点
お話しします。
眼に近くな
メガネレンズには光
ると眼底像
学中心があり、これを
が大きくな
眼がまっすぐ向いてい
小
り、眼から遠
る方向（右図、黒線）に
ざかると小
一致させることになっ
さくなるこ
ています。しかし眼は
とを図で示してあります。ですから眼鏡が
色々の方向を向きます
ずれると左右眼の像の大きさが異なり、両
ので、横や上を向いた
眼視が困難で、眼がとても疲れることにな
とき、レンズの周辺を通る光（青、赤の線）
ります。コンタクトレンズではこのような
がレンズのプリズム作用で曲げられて眼に
問題がありません。
入ります。メガネの度が弱いときはあまり
コンタクトレンズは光学的には良い点が
問題になりませんが、４Ｄ（ジオプトリー）
程度以上の近視ではこのために眼が疲れま 多いのですが、よいことずくめではなく、多
す。またメガネの枠のために視界が制限さ くの問題がありますので次号以下にこれを
お話しします。 （以下次号に続く）
れるということもあります。
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１ . ハードコンタクトレンズの生い立ち
今から１００年前、不正乱視の角膜をガ
ラスの球面で覆って見えるようにしたのが、
コンタクトレンズの始まりです。かけた瞬
間はよく見えましたが、１ー２時間もする
と、右下図のように、角
膜が濁って見えなくな
りました。このレンズを
何とか利用しようと多
くの人が改良を加え、眼
３ . 酸素がないと角膜が濁るわけ
の鋳型をつくってぴっ
角膜は眼のレンズですから透明でなけれ
たり眼に合わせたりし
ばなりません。また、人体の一部ですから、
ましたが、結局この角膜
多くの細胞からできており、角膜の後の眼
混濁の原因も分からず、
の中の水様液（上左図参照）から、ブドウ糖、
問題も解決することが
アミノ酸等の栄養素を取り込んで、新陳代
できないまま、世界は第
謝をし、そのエネルギーを使って角膜を透
２次大戦に突入し、約５０年がすぎてしま
明に保っています。この新陳代謝には酸素
いました。
が不可欠で、酸素がなくなると角膜を透明
２ . 角膜呼吸の発見とコンタクトレンズ に保つエネルギーを作り出すことができな
角膜が大気中から酸素を吸って呼吸をし くなるのです。この事実は１９５５年頃か
ていることを発見したのは日本の金沢大学 ら１９６０年頃までに分かってきました。
の先生で昭和１０年（１９３５）のことでし ４ . 角膜コンタクトレンズの発明
た。この重大な発見は戦争のため、あまり知
第２次大戦の終わりごろ、アメリカで合
られないまま時が過ぎてしまいました。１ 成樹脂が発明され、これを使って、思い切っ
９５２年（昭和２７年） になってから、 て小さい（直径７ー９ｍｍ）、角膜の上にだ
ニューヨークのコロンビア大学で、コンタ けのせるコンタクトレンズが製作されまし
クトレンズで角膜が濁るのは、レンズが酸 た。当時はまだ角膜の呼吸のことは知られ
素を遮断して角膜の呼吸を阻害するためだ ていませんでしたが、角膜全体を覆った古
と云うことが証明されました。右上の左図 いレンズと違って何とかかけられるように
は角膜が大気中から涙液層を経由し酸素を なりました。これは今日のハードコンタク
呼吸して生きている図で、右図はコンタク トレンズの始まりで、裏頁の上の図のよう
トレンズのため酸素が角膜に到達できず、 に角膜上の涙液層に吸着されて、角膜中央
角膜混濁がおきていることを示しています。
（裏へ続く）

におこるレンズの動きを示してあります。
レンズの内面カーブがうまく角膜の湾曲に
合っていると、スムーズにレンズが動き、こ
の間にレンズの下に新しい涙が入り込みま
す。レンズのカーブをうまく角膜に合わせ
るのは「フィッテイング」と呼ばれ、コンタ
クトレンズ処方の技術ですので別の機会に
お話します。
７ . コンタクトレンズの動きと酸素供給
大気中には約２０％の酸素が含まれ、人
はそれを肺から吸収し、血液を介して体中
角膜・結膜の表面はいつも涙で濡れてい に酸素を送り込み、ブドウ糖等の栄養素を
ます。この涙液の層は約１０００分の７ｍ 使って新陳代謝をし、できた炭酸ガスを肺
ｍという非常に薄い層ですが、いつも一定 から外に排出して生きています。角膜は直
の厚さに保たれ、角膜の上を滑らかな光学 接外界から酸素を吸収し新陳代謝をし、で
面にして、眼を健康に保つ重要な働きをし きた炭酸ガスは直接大気中に排出します。
ています。右上図では角膜・結膜上に涙液層 この酸素供給はコンタクトレンズにさえぎ
があり、その上に角膜の表面の湾曲（曲率） られるので、レンズが動いて、涙の中の酸素
にうまく一致したハードレンズをおくと、 をいつもレンズ下に供給していなければ駄
レンズと角膜の間に涙が入り、涙の表面張 目なのです。瞬きの間隔が１、２、４、８秒
力という力でハードレンズの下がやや陰圧 であったときにコンタクトレンズ下の酸素
になってレンズが角膜に吸い付けられてい 濃度がどうなるかを示したのが下の図です。
るのです。ハードレンズが角膜の上にのっ １秒ごとに瞬くと、レンズ下の酸素は大気
て落ちないのはそのためですが、レンズは 中 の 約 ３ 分 の
２、２秒毎で約
瞬きによって横滑りをします。
２分の１、４秒
６ . 瞬きとハードコンタクトレンズ
人は無意識に、約５秒に１回の割合で瞬 毎 で 約 ３ 分 の
いています。眼をつむる時、上眼瞼がコンタ １になります。
眠って眼をつ
むった状態で
の角膜上の酸
素濃度は大気
中の約３分の
１ですから、４
秒ごとに瞬け
クトレンズの上を覆
ば眠ったとき
い、眼を開くときレン
と同じで、酸素供給からすると安全圏です。
ズを上に引き上げま
部に止まることのできるレ
ンズになりました。なぜこ
の小さいコンタクトレンズ
は角膜混濁をおこさない
で、かけられたのでしょう
か。これは瞬きとともにレ
ンズが角膜上を動き回るか
らだと云うことが分かって
きました。
５ . ハードレンズが角
膜上を動き回れるわけ

す。眼が開くとレンズ
は自分の重さで角膜
上を滑り下りてきて、角膜中央部に固定し
ます。上右、上左、右図の順に瞬きのたび

（以下次号に続く）
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ハードコンタクトレンズの改良
１ . ハードコンタクトレンズの改良
：そ ベベルといって中心から周辺に向かって湾
ハードコンタクトレンズの改良：
曲を少しづつ変えて滑らかに周辺部に移行
の１
ハードコンタクトレンズ（ハードレンズ） し、前面の湾曲につながるよ
が角膜の上で動き回われるのが成功のもと うに工夫されています。ハー 涙液層
であると分かると、ハードレンズをさらに ドレンズ製作の初期の頃には
改良して、角膜とうまく合わせられるよう この湾曲の移行をどうするか コ
な工夫が試みられました。まず角膜の湾曲 という研究が盛んで、現在の ン
とうまく合致して、具合よく涙の上にのる ものに到達したわけです。こ タ
ようにするため、ハードレンズの内面の うすると右図のように、角膜 ク
角
カーブに工夫がこらされました。それが下 の上にレンズがよく合致し、ト
膜
の図です。
レンズがうまく涙液層の上に レ
のり、涙液の表面張力によっ ン
光学部
てレンズが角膜に吸い付けら ズ
外面
れ、
角膜中心で安定します。
さ
ベベル
ベースカーブ
らに、瞬きによってよく動き
内面
回り、瞬きの度毎にレンズ下に新しい涙液
まず、オートレフラクトメータ（下図）で
が入り込み角膜を守ってくれることになり
角膜の湾曲（曲率）を測定し、ハードレンズ
ます。
のベースカー
下左図ではレンズのベースカーブが角膜
ブという中心
の曲率より強い場合、下右図は逆に弱い場
内側の湾曲を
合です。下左図の場合はレンズのフィッテ
角膜の湾曲と
イングがタイトであるといい、角膜上での
合わせます。こ
レンズの動きが悪くなり、
れはコンタク
角膜の酸素不足の原因にな
ト レ ン ズ の
ります。下左はフラットと
「フィッテイング」といわれる技術です。人
言い、レンズが角膜に吸い
により、角膜の曲率は異なり、また、縦方向
付けられる力が弱く、レン
と横方向でも少し違っているので、どの方
ズが動き回って、はずれる
向にも丁度よい様に合わせ、レンズの下に
原因になります。私どもは
うまく涙の層ができるようにします。
レンズが上図のように丁度
ベースカーブだけがレンズ周辺まで続い
よくフィットするように試
ているとレンズの下にうまく涙が入らず、
みるわけです。
（裏へ続く）
レンズの動きが悪いので、レンズ周辺部は

２ . ハードコンタクトレンズの改良
：そ
ハードコンタクトレンズの改良：
の２
初期のハードコンタクトレンズはポリメ
チルメタアクリル（PMMA)と云う合成樹脂で
出来ていました。このレンズは全く酸素を
透過しません。 従って、瞬きによるレンズ
の動きが重要な鍵をにぎっていました。し
かし、いつもレンズが理想的に動いてくれ
るとは限りませんので、酸素欠乏による障
害がしばしばおこりました。これを解決す
るためには、レンズが酸素を透過すればよ
いと言う考えで、酸素を透過する材料の開
発が試みられました。シリコン樹脂は酸素
を透しますが、それ自身は水になじまない
ので、PMMA とシリコンを適当に混ぜた材料
でコンタクトレンズをつくることができる
ようになりました。これが現在の「酸素透過
性ハードコンタクトレンズ」です。眼を開い
ている間は、このレンズを通して酸素が角
膜に到達するので、従来の PMMA レンズより
は安全であるということで、盛んに用いら
れるようになりました。

回瞬いていることが分かります。これは、前
号でお話した角膜への酸素供給という点か
ら見ると、非常に好ましい瞬目間隔です。レ
ンズ自体が全く酸素を透過しない PMMA で
作った従来型のレンズでもこの程度瞬きを
していると、角膜上の酸素濃度は大気中の
約３分の１程度で、眼をつむって寝ている
状態の酸素濃度とほぼ同じですから、まず
安全です。最近の酸素透過性ハードレンズ

３ . ハードコンタクトレンズと瞬き
我々は無意識に瞬いていますが、これは、
眼を開いている限り、外からの刺激から眼
を守る涙の層をいつも正常に作りなおして でもこの程度の瞬きをしていますので、さ
いる必要があるからです。これについては らに安全になったと云うことができます。
次号で詳しくお話するとして、今回はコン ４ . 瞬き不十分による障害
ハードレンズを装用すればいつも瞬きが
タクトレンズを装用する事によって瞬きが
増えるかというと、必ずしもそうではあり
どう変わるかについてお話します。
ません。また瞬きも不十分で、前号で述べた
右上の図はある人が何秒間隔で瞬くかを
ような良いレンズの動きが見られない人も
調べたものですが、上半分の図はコンタク
います。このような場合にはレンズは角膜
トレンズを装用する前の自然の室内での状
の下の方に固定して動かなくなるので、そ
態です。 瞬きの間隔には非常に変化があ
の下の角膜に障害がおきます。従来型レン
り、短いときには２秒、長いと８秒くらいの
ズでも、酸素透過性レンズでも同じです。パ
間隔で瞬いていますが、もっとも多いのは
ソコンの画面などを注視していると、こう
６秒前後の間隔です。
いう現象がおきやすくなりますので、ハー
さて、コンタクトレンズを装用した後で、
ドレンズを装用している人は十分な瞬きを
瞬きの間隔を計ったのが下半分の図です。
するように注意しましょう。
（以下次号に続く）
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ソフトコンタクトレンズの発展
：そ の １
ソフトコンタクトレンズの発展：
２．
ソフトレンズの形と使用法
．ソフトレンズの形と使用法
１ ． ソフトコンタクトレンズの出現
下左図はソフトレンズを装用した眼の写
１９６０年代にチェコ共和国の科学者ビ
ヒ タ ー レ が 、「 ヘ マ 」（ H E M A , 真で、下右図はソフトレンズ（SCL）と涙液
Hydroxyethylmethacrylate)という透明で水 層、角膜との関係を示す模型図です。ハード
を含む柔らかい高分子材料を発明し、これ レンズは角膜より小さいレンズを作って初
をコンタクトレンズに加工することに成功 めて成功しましたが、ソフトレンズは柔ら
しました。アメリカの会社がこの技術の特
許を買い、１９７０年頃、新しい種類のコン
タクトレンズ製造を始めました。これが、ソ
フトコンタクトレンズ（ソフトレンズ）の始
まりです。当時のハードレンズは酸素を透
過しなかったので、水を含み、酸素を透し、
かいので、小さいとすぐ
そのうえ初めての装用者にも異物感のない
角膜からはずれますので、
心地よいソフトレンズの出現は、夢のレン
角膜をすっぽりと覆い白
ズが現れたと云う希望を持たせました。
目（眼球結膜）まで達する
しかし、しばらくするうちに、このレンズ
大きいものでなければ安
にも多くの問題があることがわかってきま
定しません。そこで、図のように直径が１３
した。まずレンズの消毒が大変面倒で、黴菌
−１４．５ｍｍと大きく作られています。ま
がつきやすいこと、レンズに涙の成分が吸
た、ハードレンズほど、厳格ではありません
着して変質し炎症を起こす可能性があるこ
が、レンズ内面の彎曲（ベースカーブ）を角
と、酸素の透過性が予期したほどではない
膜の彎曲に合わせなければなりません。
ので角膜の酸素欠乏問題が解決されなかっ
ハードレンズの場合と同じく、これをレン
たこと、等でした。また、アメリカの厚生省
「 フ ィ ッ テ イ ン グ 」といい、レンズ処
ズの「
はソフトレンズを医薬品と位置ずけ、慎重
方の技術です。良いレンズは瞬きにより適
な開発研究と臨床試験を要求しました。し
当に動き、ポンプのような動きをして、レン
かし、ソフトレンズの装用感は優れていた
ズ下の涙液とレンズ外の涙液とが交換出来
ので、このレンズの出現を契機にして、コン
るという条件にかなわなければなりません。
タクトレンズに関する研究が急激に進歩し、
また、上図のようにソフトレンズ表面にも
今日まで約３０年の間に多くの高分子材料
薄い涙の層があり、瞬きによって新しい涙
が開発され、ソフトレンズ製造技術も改良
液が表面を覆います。ハードレンズとはた
されたので、非常に普及する事になりまし
らきは異なりますが、ソフトレンズにも瞬
た。これからソフトレンズの話を連載しま
きは非常に重要です。（裏へ続く）
す。

３．
医療用具とコンタクトレンズ
．医療用具とコンタクトレンズ

に加工され、今日では数百種類のコンタク
アメリカの厚生省がソフトレンズについ トレンズがあります。
て医薬品と同じような研究開発をし、その
アメリカの厚生省は多数のソフトレンズ
有効性と安全性を確かめないと認可をしな 材質をその物理的性質によって、４つのグ
いと決定しました。即ち、ソフトレンズは眼 ループに分類しました。１）含水量が低く
に重大な障害をおこす可能性のある物とし （５０％以下）イオン化していないもの（電
て慎重に扱われることになったわけです。 気を帯びていないもの）、２）含水量が高く
日本でも、これにならいコンタクトレン （５０％以上）イオン化のないもの、３）含
ズはハードレンズ、ソフトレンズの両方と 水量が低く（５０％以下）イオン化している
も「医療用具」であると定められました。こ もの、４）含水量が高く（５０％以上）でイ
れは体の中に埋め込んだり、接触させて用 オン化しているもの。これは高分子物質の
い、病気の治療や、治療の補助に使う道具の 物理的性質による分類で、レンズとしての
ことで、一定のルールにより、用いなければ 優劣を示すものではありません。このよう
人体に危険があるので、政府がその品質を な分類は、消毒、清浄の方法が物理的性質に
規制して、開発研究の結果を診査して、認可 よって異なるので、非常に便利です。
するかどうかを決定するものです。この道
初期のソフトレンズは含水量も低く、厚
具を用いることは、医療行為で医師以外の いものしか出来なかったので、角膜に十分
人には許されていません。政府厚生省は医 酸素を供給することが出来ませんでした。
療用具を診査する審議会を開いて認可する そこで含水量を高くして７０％にもなるも
かどうかを決定します。医療用具の例とし のが出来ましたが、それだけでは十分では
ては、白内障手術で使う眼内レンズ、心臓 なかったので、レンズ加工技術と材質の強
ペースメーカー、人工血管、人工関節といっ 度を高め、非常に薄くて丈夫なレンズが開
た人工臓器等があります。
発されました。ソフトレンズは薄いほど角
また、日本にも PL 法即ち製造物責任法が 膜への酸素供給がよくなるからです。
制定され、コンタクトレンズも対象になり
ソフトレンズの消毒方法も変遷を重ね、
ますので、コンタクトレンズの装用には非 ソフトレンズの変化による眼の炎症などを
常な注意が要求されます。コンタクトレン さけるために、レンズ使用に期限をもうけ
ズにより眼の大切な角膜に障害がおきると、 て、頻回に交換するもの、極端には１日で使
混濁が残り、視力が低下するだけでなく、重 い捨てるものなどが現れ、ソフトコンタク
篤な場合には失明の危険もあるので、慎重 トレンズの世界は最近急激に変化を遂げて
な上にもなお慎重でなければなりません。 います。また、コンタクトレンズ装用により
厚生省では、
「医療用具調査会」を組織し、医 おこる眼の変化に関する生理学的研究も、
療用具による事故等の問題点を常に調査し、 技術革新とともに進歩し、新しい知識が加
使用上の注意を喚起したり、医療用具改善 わりました。これによってソフトレンズの
の行政指導をしていますが、コンタクトレ 使用法にも変化がおこりつつあります。ソ
ンズもこの対象になっています。
フトレンズはこれからまだまだ進歩するこ
４ . ソフトレンズの開発と発展
とでしょう。過去約３０年にわたるソフト
ソフトレンズは医薬品と同等の慎重な開 レンズの変遷を知ることはソフトレンズを
発が要求されますので、膨大な開発研究費 正しく使用するために必要であると思いま
が必要ですが、それでも、非常に多くの良質 すので、次号以下にお話します。
な高分子物質が開発されコンタクトレンズ

