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この冊子は、アキュビュー® 製品をより安全により快適にご使用いただ
くための使用上の注意点や、お困りになった際の対処方法などをまとめ
たものです。

◎本冊子はご使用いただくためのすべての事項を網羅している
わけではありません。

◎製品をご使用する前には、必ずそれぞれの製品の添付文書を
よく読み、取扱い方法を守り、正しくご使用ください。
◎定期検査は目に異常を感じない場合でも必ず受けてください。
◎処方や診察などの医療に関することは眼科医にご相談ください。
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眼障害の例

痛い目に、あう前に。知っておこう
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●コンタクトレンズは正しく使用し、眼科での
　定期検査を受けましょう。
・コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず事前に眼科医にご相談
の上、検査・処方を受けてお求めください。

・ご使用前に必ず添付文書をよく読み、取り扱い方法を守り、正しく使用し
てください。

●カラーコンタクトレンズも高度管理医療機器です。
・カラーコンタクトレンズも製品によって様々な特徴があります。人それぞれ
視力はもちろん、目の形や健康状態は異なりますので、自分の目に合わな
いレンズをつけた場合、着け心地が良くないだけでなく、見え方に影響した
り、場合によっては目を傷つけたりすることがあります。

・大切な目がいつまでも健やかに、美しくあるために、眼科医の診察を受け
て安全性の高いレンズを正しく使うようにしましょう。

監修：鈴木崇先生（東邦大医療センター大森病院）

眼障害の中には初期症状がほとんどないものも数多くあります。
調子が良いと思っても眼科で目をチェックしてもらうことが大切です。

角膜の表面の傷からばい菌が侵入すると角膜の表面に感染し、
角膜が白くなったりします。

感染症

レンズやレンズに付着したタンパクに対して、結膜が強い
アレルギー反応を起こす場合があります。

アレルギー

角膜に必要な酸素が、過剰なレンズ装用により、角膜に必要な
酸素が供給されず、角膜が腫れたり、角膜に血管が侵入したりし
ます。

酸素不足

涙が少ない場合は、角膜の表面に傷ができやすくなります。

ドライアイ
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製品に表示されている用語・マークについて、
解説いたします。
〈写真は一例です。実際の色やパッケージデザイ
ンは写真と異なる場合があります。〉

製品用語
・

表示マーク

外箱（二次包装）

容器（一次包装）

レンズ

CYL:乱視度数

近視用
遠視用

乱視用

近視用・遠視用レンズ

遠近両用レンズ

乱視用レンズ

頂点屈折力などの
光学効果を持つ
エリア

光学部

環状着色
（デザイン）

近用度数

遠用度数

移行部

レンズのエッジ

レンズのエッジ

フロントカーブ側
（外面）

ベースカーブ側
（内面）

スクライブマーク
（ガイドマーク）

123マーク
（マークのない
製品もあります）

遠近両用

近視用
遠視用

乱視用

AXIS：円柱軸 CYL:乱視度数

D:球面度数

D:球面度数 D:球面度数遠近両用

環状着色
（デザイン）

サークルレンズ

LOT：製造番号

MAX ADD:加入度数

MAX ADD:加入度数

AXIS：円柱軸

環状着色
（デザイン）

BC：ベースカーブ

D:球面度数

DIA：直径
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表  示 製 造 国

MADE IN USA アメリカ合衆国製

MADE IN IRELAND アイルランド共和国製

表  示 環状着色（デザイン）

A アクセント スタイル（ACCENT STYLE）

V ヴィヴィッド スタイル（VIVID STYLE）

N ナチュラル シャイン®（NATURAL SHINE®）

RC ラディアント チャーム™（Radiant Charm™）

RB ラディアント ブライト™（Radiant Bright™）

RS ラディアント スウィート™（Radiant Sweet™）

RH ラディアント シック™（Radiant Chic™）

FR フレッシュ ローズ（FRESH ROSE）

FZ フレッシュ グレーゼル（FRESH GRAYZEL）

FY フレッシュ ハニー（FRESH HONEY）

FB フレッシュ ブルー（FRESH BLUE）

表示用語説明

表示マーク説明

AXIS
CYL（円柱屈折力）をコンタクトレンズ上に設定する方向を決める角度（°）
を表します。この軸は、実際の円柱屈折力が入る方向と直角に交わる方
向が角度で表示されます。たとえば、円柱レンズがレンズの90°方向に
入った円柱軸は180°と表します。

加入度数を表します。加入度数（add power）とは、遠く用の度数と近
く用の度数の差のことです。加入度数の強さは、近くの見えにくさに応じて
調整します。

LOT

表  示 解  説

製品を製造する際に、その一連の製造品に付される固有の番号で、製品
の製造時期や製造ラインを特定するための番号です。数字またはアル
ファベットの組み合わせになっており、外箱（二次包装）の側面または背
面、ならびに容器（一次包装）のホイルに印字されています。

BC レンズの内面カーブを曲率半径で表します。単位はmm（ミリメートル）です。
BC9.0とは、半径9.0mmの円の円周の丸みと等しい内面カーブです。

度数（パワー）を意味します。屈折力は光を屈折させる度合を指し、光学
的マイナスレンズは光を拡散させ、プラスレンズは光を収束する特徴を
もっています。

CYL

D

乱視度数を意味します。球面のレンズ上に一方向だけに別な屈折力を持
つ円柱レンズを組み入れて製造することを実現したのが乱視用のコンタ
クトレンズです。

DIA

円柱軸

製造番号

意  味

ベースカーブ

乱視度数
（円柱屈折力）

加入度数
（有効加入屈折力）

球面度数
（頂点屈折力）

直径 レンズの直径を表します。単位はmm（ミリメートル）です。

MAX
ADD

表  示 意  味

表  示 解 説

表  示 意  味

UV吸収剤を配合した
コンタクトレンズ＊添付文書をお読みください

容器包装識別表示：
プラスチック

レンズ容器（一次包装）
破損時は使用不可 直射日光を避けて保管

単回使用（再使用禁止）

レンズ表裏：正常

高圧蒸気滅菌済

製造日

容器包装識別表示：紙

医家向け医療機器

2 7 9 7

グリーンドットシステムシンボルと呼ばれ、1994年のEU包装廃棄物指令を受けて、加盟各国が
国内法により構築した包装廃棄物の回収リサイクルシステムのことです。日本では規制の対象外
です。

EU域内で流通させる製品に対して、その使用者および消費者の健康および安全を保護すること
などを目的に欧州委員会が発令したニューアプローチ指令が規定する適合性審査の手続きに
従った製品であることを示すマークです。日本では規制の対象外です。

使用期限

＊本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については臨床試験において確認されておりません。
＊各製品の表示マーク説明は、添付文書に記載の【包装に記載されているマークについて】にて確認できます。
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製品の保管使用期限

アキュビュー® 製品はすべて滅菌してお手元にお届けしております。使用期限はこの滅菌
状態が保たれている期間とお考えください。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

自動車の車内 窓の近く お風呂場や洗面所 家電製品の近く

高温の環境下で長時間保管しないようにご注意ください。

＊室温（1～30℃） 出典 日本薬局方

＊写真は使用期限掲載箇所、使用期限表示方法の一例です。
＊使用期限の表示「2022/01」は「使用期限：2022年1月31日まで」を表します。

・高温下での保管によって容器内のレンズに変形などの異常がみられることがあります。
・レンズを取り出した際、レンズに異常がないか確認してください。万が一、レンズに異常が
　ある場合は使用しないでください。

製品の保管についてのお願い

特に以下のような場所での長時間の保管はお避けください。

レンズが凍結する恐れがある場所（0℃以下の環境）での保管も避けてください。もし
レンズが凍ってしまったときには、自然解凍をした後、容器やレンズの外観に異常がな
いことを確認してご使用ください。レンズに異常がある場合は使用しないでください。

レンズの凍結について

2026-03-01
使用期限：2026年3月1日まで

・直射日光を避ける
・清潔な場所
・室温（1~30℃）
・箱に入れて保管 ※　　　マーク（直射日光を避けて保管）の表示がある製品が対象

レンズは必ず使用期限内にご使用ください。
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製品にはそれぞれの製品名が記載された「添付
文書」が添付されています。添付文書には、【警
告】、【禁忌・禁止】、【使用上の注意】など、製品
を使用する上で重要な内容が記載されています。

製品をご使用の前には必ず添付文書をよく読み、
取り扱い方法を守り、正しく使用してください。
また、万が一必要なときに添付文書を読めるよう
にお手元に保管してください。

なお、添付文書は弊社ホームページからもご覧
いただけます。
URL：https://acuvuevision.jp/

外箱の正面のつまみ部分からフタを引き上げて外箱を開封します。

添付文書

（見本）

添付文書
の確認

外箱の
開封方法

国内流通正規品には、それぞれの
製品名が記載された「添付文書」が
添付されています。

外箱の開封（ 3 0枚入り製品の例）

外箱の開封（ 9 0枚入り製品の例）

1 0枚入り製品

3 0枚入り製品

6枚入り製品

9 0枚入り製品

外箱の上部にあるミシン目の中心部分を親指で軽く押し、ミシン目に沿って引っ張るよう
に開封します。
※開封しづらい場合は、ミシン目に切れ目を入れて開封してください。
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アキュビュー® 製品の容器デザインは製品によっ
て異なり、大きく分けて2つのタイプがあります。
容器(プラスチックの容器本体とホイル )全体の
四隅が直角になった四角いタイプのものと、容器
のプラスチック本体部分の角に丸みを帯びたタ
イプでホイル下方のサイドに丸い切れ込みが
入ったものです。
また、容器は通常5枚ないし3枚が横につながっ
た状態で外箱に梱包されています。1枚の長いホ
イルにより、下にあるプラスチックの容器がつな
がっています(容器自体はつながっていません)。

容器を切り離した後、一方（今回使用しないレンズが入った容器）のホイルが誤って破れ
ていないか確認してください。ホイルが破れていると、保管中に保存液が蒸発し、レンズ
も乾いてしまいます。ホイルが破れてしまった場合には、ホイルが破れた容器のレンズか
らご使用ください。また、その際は保存液中のレンズに異常がないかご確認ください。

ホイル面を上にして容器全体
を両手で持ち、左右に引っ張
り、ホイルを切り離してください。

容器の
切り離し方

容器
開封前の
レンズ確認

開封前にレンズとホイルや容器に異常がないか確かめてください。レンズが保存液に浸っ
ていない場合は、容器をよく振り保存液に浸し、改めて異常がないか確かめてください。

丸みを帯びたタイプの容器

四角いタイプの容器

容器を切り離す際に、手指を切らないようにご注意ください。

それぞれの容器のタイプに合わせて、適切なホイルの切り離し方法をご案内いたします。

ホイル面を上にして容器全体
を両手で持ち、二つの容器の
接合部分を境に、山折りにし
て、左右の容器を下方向に反
らしてください。

山折り

左右に引っ張る

異常がある場合には、使用しないでください。
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片方の手で容器を、もう片方の手でホイルをしっかり持ち、一旦ホイルを真上に（ホイルが
溶着されている方向に対して垂直方向に）素早く引き上げるように少しはがしてから、保
存液が飛び散らないようにゆっくり残りをはがしてください。

ホイルの
はがし方

レンズの
取り出し方

真上に引き上げる 少しはがれたら
そのまま上に引き上げる 最後まではがす

斜めに寝かせて引っ張る ホイルのビニール部分が残る

ホイルを斜めに寝かせて引っ張ると、ホイルのアルミ部分のみがはがれて、ホイルの
ビニール膜が残ってしまいレンズを取り出すことができない場合があります。

保存液に人さし指を入れ、容器のカーブに沿うようにして指の腹でそっとレンズをすくい上
げ、水分を切って取り出してください。

爪でレンズを傷つける可能性があります。取り扱いの際は十分にご注意ください。

容器からホイルをはがす際、容器やホイルのふちで手指を切らないように
注意してください。

正しいホイルのはがし方

適切でないはがし方

レンズに触れる前は必ず手を洗いましょう。水が付着すると変形の原因となることが
あります。濡れた手はよく拭いてからレンズをお取り扱いください。
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レンズには表裏があります。フロントカーブが外側
でベースカーブが内側に向いている必要があり
ます。レンズは製造時パッケージングされた際に
は表裏が正しい状態で出荷されますが、輸送中
や保管中などに表裏が反転することがあります。
これは、ソフトコンタクトレンズの素材自体が柔ら
かいことによる現象ともいえます。しかし、裏返して
装用すると、目の中でずれたり、異物感、物が見え
にくいといった症状の原因となります。

レンズを指のさきにのせて、横
から見たときに、正しい状態で
あればレンズは自然なカーブを
描きますが、裏返しの状態の場
合、レンズのエッジ（ふち）が外
側に向いているように見えます。

レンズのフロントカーブ側（外面）にある数
字が、正しく“ 123 ”と見えるかどうか確認し
てください。

レンズの
表裏の
見分け方

装用前の
レンズ
確認

レンズをよくご確認ください。
以下のような異常がないことを確認してください。

これらの異常のあるレンズを装用すると、装用中に痛み
や刺激を感じたり、目を傷つけたり、適正な視力が得ら
れないことがあります。

レンズの形状によるチェック

123マークによるチェック

正しい状態 裏返しの状態

〈正しい状態〉

●変形・変色
●異物・汚れの付着
●キズ・破損
●レンズが2枚以上重なっている

異常がある場合には、
使用しないでください。

※カラーコンタクトレンズ（ディファイン® シリーズ）及び乱視用コンタク
トレンズには123マークがついていません。
※乱視用コンタクトレンズにはスクライブマークがついています。（P6 
参照）
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レンズの
中心に
白い円状痕

レンズの
破損

●レンズを容器から取り出す際や、レンズの装着
脱時及び洗浄（ケア）時に破損することが考えら
れます。

●レンズを装用された際の環境などの影響によ
り、レンズ表面が乾燥して破損することが考えら
れます。

考えられる原因

●容器を開封する前に、レンズが保存液の中に
浸っていることを確認してください。

　レンズがホイルや容器に張り付いている場合
は、容器を軽く振ってレンズを保存液の中に戻
してください。
●本ガイドブック16ページに記載の「レンズの取
り出し方」に従って、レンズを取り出してくださ
い。

●空調設備などからの風が直接あたるような環境
下での装用は避けてください。

●レンズケアが必要なレンズでは、ケア用品に十
分浸かる状態でレンズケアを行ってください。

予防・対策

●高温で一定時間保管されることにより、稀に保
存液の成分が析出し、レンズ上に白く沈着する
ことがあります。

考えられる原因

予防・対策

装用前にレンズに異常があると思われた場合は、ご使用にならないでください。

円状痕のあるレンズを装用すると視界や見え方に影響を及ぼす可能性があ
ります。

レンズ異常の原因と予防・対策 レンズ異常の原因と予防・対策

[破損の例]

[円状痕の例]

●アキュビュー® 製品は、室温（1～30℃）での
保管を推奨しています。製品を保管する際に
は、室温で保管していただき、レンズを取り出し
装用される前には、レンズに異常がないことを確
認してください。
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●輸送中の揺れなど、製品への揺れや衝撃により、
レンズが容器内で二つに折れ、変形することがあ
ります。また、レンズが容器の内側に張り付いた
状態が続くことにより、変形することもあります。

●レンズをケア用品に浸してレンズケースに収める
際、レンズのベースカーブ側（凹んでいる面）が
下を向いた状態であった場合やレンズが保存液
にきちんと浸らず浮いている状態の場合、レンズ
のエッジがケースに張り付き、レンズ形状が変化
することがあります。

考えられる原因 考えられる原因

予防・対策

予防・対策

●開封前の容器を裏側から確認してください。容器
内のレンズが保存液の中に浸っていない、又は
レンズがホイルや容器の内側に張り付いている
場合は、容器を振るか、ホイルや容器を指で弾い
て保存液の中に戻し、レンズに十分な水分を含
ませてから開封してください。
●レンズ洗浄後は、レンズケースの中にレンズ全体が
浸る量のケア用品を入れ、ベースカーブ側（凹んで
いる面）が上になるようにレンズを浸けてください。

●輸送中の揺れなど、製品への揺れや衝撃によ
り、レンズが容器内で二つに折れることが考え
られます。

●開封前に容器を軽く振ると、レンズが開き、元
の状態に戻ります。レンズが開かない場合に
は、容器を開封して保存液にレンズを入れたま
ま、あるいは、手のひらにレンズと保存液をの
せ、指でやさしくレンズを開いてください。

●レンズにキズ、破損及び変形がないことを確認
の上装用してください。

レンズの
二つ折れ

レンズの
変形

[二つ折れしたレンズの例]

弊社のシリコーンハイドロゲルレンズ＊は、レンズを指にのせたときにレンズの形をしっかり
キープします。同時に、その素材特性として形状を保持する傾向があるため、レンズが変
形したり、また戻りにくい場合があります。

元の状態に戻らないレンズを装用すると、適正な視力が得られないことがあ
ります。

＊弊社のシリコーンハイドロゲルレンズ
  ワンデー アキュビュー® トゥルーアイ®、ワンデー アキュビュー® オアシス®、
  ワンデー アキュビュー® オアシス®　　　　　、アキュビュー® オアシス®、
  アキュビュー® オアシス®　　　　　、アキュビュー® オアシス® トランジションズ スマート調光™
 

レンズ異常の原因と予防・対策 レンズ異常の原因と予防・対策

乱視用
乱視用

変形した状態のレンズを装用すると、適正な視力が得られないことがあります。

[変形しているレンズの例]
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一般的に、シリコーンハイドロゲルレンズは、素材として酸素が多く通る特徴
がある一方で、素材に油分を引き寄せやすい特徴があります。手洗いをしっ
かり行った上で、着脱を行ってください。

『シリコーンハイドロゲル』素材とは？

考えられる原因 考えられる原因

予防・対策

予防・対策

[タンパク質が付着したレンズの例]

[油分が付着したレンズの例]

●レンズが、容器内またはレンズケース内で、保
存液またはケア用品に十分に浸っていないた
め、エッジ（ふち）部分の水分が不足し変形し
たことが考えられます。

●涙に含まれる成分（タンパク質・カルシウム・脂
質）、ホコリなど生活上の様々な物質、外因性
の物質（ハンドクリーム・化粧品・整髪料等に
含まれる油分）が付着していることが考えられ
ます。
●マスカラやアイライナーなど、化粧品に使用さ
れている成分がレンズに付着していることが考
えられます（この場合、レンズを洗浄しても色は
落ちないことがあります）。

●容器を開封する前に、レンズが保存液の中に
入っているかを確認してください。

●レンズがホイルや容器に張り付いている場合
は、容器を軽く振ってレンズを保存液中に戻し
て、レンズに十分な水分を含ませた後で容器を
開封してください。

●開封時及びレンズ装用前にレンズの表裏を確
認の上装用してください。

●空調設備などからの風が直接当たるような環
境下での装用は避けてください。

●レンズ洗浄後は、ベースカーブ側（凹んでいる
面）が上になるようにレンズケースの中に入れ、
レンズ全体が浸かる量のケア用品を入れ、レン
ズをしっかり浸してください。

●レンズの着脱の前には、必ず手をよく洗ってく
ださい。

●お化粧をされる際は、お化粧はレンズをつけて
から、お化粧落としはレンズをはずしてから行っ
てください。

●目の周辺にお化粧をされる際は、レンズに化
粧品などが付着しないようにご注意ください。

レンズへの
汚れ・化粧品・
涙の成分など
の付着

[波打ちしたレンズの例]

レンズ異常の原因と予防・対策 レンズ異常の原因と予防・対策

予防策実施後も汚れや付着が改善されない場合は、眼科医に相談してください。

レンズの
エッジ（ふち）
の波打ち

変形した状態のレンズを装用すると、適正な視力が得られないことがあります。



25 26

1 .はずす

●1日交換終日装用タイプはレンズケアできませ
ん。一度目からはずしたレンズは再装用しない
でください。

●2週間交換終日装用タイプのレンズは装用後
の洗浄と消毒が不可欠です。ご使用になるケア
用品の取扱説明書、表示事項等に従いレンズ
ケアをしてください。

マルチパーパスソリューション＊のケア用品を使用する場合

現在、ソフトコンタクトレンズのケア用品にはマルチパーパスソリューション*といわれ
るタイプや、中和して使うタイプなどがあります。ご使用のレンズ、目の状態によって
使えないものもあります。必ず眼科医で指示されたものをお使いください。

レンズケア用品（化学消毒剤）について

レンズをはずす前に、必ずせっけんで手を洗いましょう。手指が汚
れたままレンズをはずすと目に細菌等が入ってしまう場合がありま
す。また、眼表面やレンズを傷つける恐れがあるので爪を切りま
しょう。

コンタクトレンズだけでなく、レンズケースも清潔に保つことが重要です。レンズを装用後、
ケースの中の液を捨て、ケースの内側と外側、フタもよく洗い、しっかりすすぎましょう。すす
いだ後は、清潔な場所でケースとフタを自然乾燥させてください。
安全にレンズを使用するために定期的（約3カ月を目安）にケースを新しいものに交換しま
しょう。

2 . 洗浄 はずしたレンズを手のひらにのせ、ケア用品の液をたらし、レンズ
の表裏を指の腹でゆっくり、一定方向にこすり洗いします。

3 .すすぎ 十分なこすり洗いが済んだら、レンズの表裏をケア用品の液で十
分にすすいでください。水ではなく、必ずケア用品で十分にすすぎ
ましょう。

5 .つける 手をせっけんで洗ってからレンズを取り出し、ケア用品ですすいで
から装用してください。

4 . 消毒・保存 レンズケースの中にレンズ全体が浸る量のケア用品を入れ、ベー
スカーブ側（凹んでいる面）が上になるようにレンズを浸け、フタを
しっかり閉めてください。

すすぎの際に水道水などは使用しないでください。

使用後のケースはよくすすいだ後、自然乾燥させてください。

正しい
ケア方法

基本的なケア方法例

レンズケースも定期的に交換を!

マルチパーパスソリューションのケア用品を使用する場合

コンタクトレンズの装用中に目が疲れたり、ゴミが入ることは突然起こります。そのときのた
めに、レンズケースとケア用品、メガネは一緒に持ち歩きましょう。

レンズケースとケア用品、メガネはセットで用意!

＊マルチパーパスソリューション（MPS）：1剤で洗浄・消毒・保存ができるケア用品

指の腹で
ゆっくり一定
方向にこすり
洗いする

レンズを
ケア用品の
液で
よくすすぐ

レンズを
一晩保管
する

レンズを
つける

レンズを
はずす

レンズを手の
ひらにのせ、
ケア用品の液を
たらす
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4つの
ルール

守っていただきたい

ジョンソン・エンド・ジョンソンはアキュビュー® 製品をお使いの皆様の目の健康を第一に考
えています。コンタクトレンズを正しくご使用いただくことで、目の障害などを防ぐことができま
す。安全で快適なコンタクトレンズライフをお送りいただくために、以下の「4つのルール」を
必ず守ってください。「4つのルール」には、現在起こっているコンタクトレンズによるさまざま
なトラブルを防ぐために、最も大切と思われるポイントが盛り込まれています。

コンタクトレンズは、
高度管理医療機器です。

目にあわないコンタクトレンズの装用はさまざまなトラブルの原因になります。視力を補正す
るレンズの度数はもちろんのこと、人によって目の表面のカーブなどが異なるため、レンズの
フィット具合も調べなければなりません。

また、角膜（くろ目）やまぶたに病気があったり、ドライアイであったり、アレルギー体質であっ
たりすると、コンタクトレンズ装用によって病状が悪化したり、他の眼病を引き起こすこともあ
ります。快適で安全な装用のため、眼科医の検査と処方は必須です。

眼科医による検査が何故必要なの？
眼科医による検査は、あなたの目の健康状態を評価し、視力低下の理由が眼病等の原因
によるものではないか、また、コンタクトレンズ装用に適しているかを判断することが第一の
目的です。目の状態によっては、1日のうち数時間のみ装用が可能な場合もありますし、1
日使い捨てのように毎日新しいレンズを装用することで、装用可能と判断される場合もある
のです。

さらに、あなたの最適なレンズの種類はもとより、度数やベースカーブなどの規格を決定する
のにも眼科医による検査が必要です。

すべての使い捨てコンタクトレンズは、決められた期間の使用を前提に販売されています。
交換期間を必ず守るようにしましょう。
※期間は実際に使用した日数ではなく、パッケージを開封した日からの日数となります。

一日の装用時間を守りましょう。
あなたの目の健康のために、装用時間（期間）は必ず守るようにしましょう。

装用時間および期間も眼科医の処方の一部とお考えください。つまりそれがあなたの目の
健康、そしてライフスタイルにとって適しているということなのです。

R u l e 1 .  眼科医の検査・処方を受けましょう。

コンタクトレンズの装用になれてくると、もう大丈夫だと思いがちになります。眼科に行くのも
面倒になるでしょう。そのとき、あなたの目が危険にさらされているかもしれないのです。
眼障害の多くは、発症時にはほとんど自覚症状が現れず、痛みやかゆみを感じ始めた頃に
は、病状が進行していることがあります。
深刻な症状になる前に発見し、早めに治療するためにも、眼科医による定期的な目の検査
が大切です。

R u l e 3 .  定期的に目の検査を受けましょう。

ソフトコンタクトレンズの装用によって引き起こされる眼障害の原因の中で、最も多く、そして
減らすことができるのが「レンズの汚れ」です。

汚れたレンズを装用すると、汚れに起因するアレルギー性の炎症や感染症のリスクが高まり
ます。また、レンズの酸素透過性も低くなり、角膜に悪影響をおよぼす可能性もあります。

2週間交換終日装用タイプは、煮沸消毒やタンパク質除去などのケアはいりませんが、眼科
医の指示に従った化学消毒剤によるケアを毎日行う必要があります。
※2週間交換終日装用タイプのアキュビュー® オアシス®、アキュビュー® オアシス® 、2ウィーク アキュビュー®、
2ウィーク アキュビュー® ディファイン® 、アキュビュー® オアシス® トランジションズ スマート調光™の場合。1日交換終日装用タイ
プはレンズケアの必要はありません。

乱視用

R u l e 4 .  適切なレンズケアを行いましょう。

R u l e 2 .  正しい装用方法を守りましょう。
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製品の
不具合や

目の症状
に気づいたら

※当該製品を装用中の場合は直ちにはずしてください。
　万が一、何らかの自覚症状が残っている場合は眼科のご受診をお願いいたします。

当該製品をお取り置きの上
以下の情報を当社までお知らせください。
製品の品質には万全を期しておりますが、万が一製品の
不具合や目の症状にお気づきになりましたら、お手数を
おかけいたしますが当社までお知らせください。お申し出
内容に応じて適切に対応いたします。

製品情報製品情報

 目に自覚症状がある場合 目に自覚症状がある場合

購入情報購入情報

製造番号（LOT）
（容器のホイル または 外箱に記載があります）

購入店

不具合の詳細
（お気づきになった状況・不具合の箇所・時期など
 お分かりになる範囲でお知らせください）

 処方指示を受けた医療機関名・ 処方日
（お分かりになる範囲でお知らせください）

LOT:

処方日:　　　　　　　年　　　月　　　日

医療機関名:

アレルギー症状

コンタクトレンズの装用を中止した
直後の症状

現在の症状

 アレルギーに対する医薬品の併用

無　・　有

無　・　有

目の症状　　　　　 　　無　・　有

上記以外のアレルギー症状　　無　・　有　

※ “  有 ”の場合は お分かりになる範囲で詳細をお知らせください。

・コンタクトレンズは高度管理医療機器です。お客様のお申し出内容に基づき当
社から購入店または処方指示を受けた医療機関に情報の連携をさせていただ
く場合がございます。予めご了承ください。
・当社では、疾病治療のアドバイスを含めた全ての医療行為に関してご説明を
行うことはできません。誠に恐れ入りますが主治医または専門医にご相談くださ
いますようお願いいたします。

情報提供にご協力いただき ありがとうございます

●お電話でのお問い合わせ 0120-132-308
※自動音声に従い＊1を押してください。

●お問い合わせフォーム  
（アキュビュー® 公式サイト）

https://acuvuevision.jp/contact
※お問い合わせ内容 ⇒ “製品の不具合について” 
　を選択してください。

※受付時間  9:00-17:30（日・祝日を除く）
※お問い合わせの際はお客様の個人情報の提供にご協力をお願いします。
　当社にて取得した個人情報はアキュビュー® 公式サイトに掲載の「個人情報保護方針およびグローバルプライバシーポリシー」に
　従い適切に取り扱います。


