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品名

一般名

アズラビン点眼液０．０２％

アズレンスルホン
酸ナトリウム水和
物
アズレン点眼液０．０２％「わか アズレンスルホン
もと」
酸ナトリウム水和
物

アゾテシン点眼液０．０２％

アズレンスルホン
酸ナトリウム水和
物

ＡＺ点眼液０．０２％

アズレンスルホン
酸ナトリウム水和
物

アズレン点眼液０．０２％「ニッ
トー」

アズレンスルホン
酸ナトリウム水和
物

ムコゾーム点眼液０．５％

リゾチーム塩酸塩

ノイボルミチン点眼液１％

グリチルリチン酸
二カリウム

添加物

pH

浸透圧比

規格・単位

薬価

ホウ酸、ホウ砂、パラオキシ
安息香酸メチル、パラオキシ
安息香酸プロピル、等張化剤
ホウ酸、ホウ砂、パラオキシ
安息香酸メチル、パラオキシ
安息香酸プロピル、プロピレ
ングリコール、ポリソルベート
80、塩化ナトリウム
パラオキシ安息香酸プロピ
ル、パラオキシ安息香酸メチ
ル、ホウ酸、ホウ砂、pH調節
剤
ホウ酸、ホウ砂、パラオキシ
安息香酸メチル、パラオキシ
安息香酸プロピル、塩化カリ
ウム、塩化ナトリウム
塩化カリウム、塩化ナトリウ
ム、ホウ酸、ホウ砂、パラオキ
シ安息香酸メチル、パラオキ
シ安息香酸プロピル
塩化カリウム、塩化カルシウ
ム水和物、塩化ナトリウム、
パラオキシ安息香酸エチル、
パラオキシ安息香酸ブチル、
ポリビニルアルコール（部分
けん化物）、pH調節剤
ベンザルコニウム塩化物、エ
デト酸ナトリウム水和物、ホウ
酸、ホウ砂

7.0～8.5

0.9～1.1 ０．０２％５ｍＬ
１瓶

87.20 日本点眼薬

7.5～8.5

0.8～1.2 ０．０２％５ｍＬ
１瓶

87.20 わかもと

6.9～7.9 0.95～1.15 ０．０２％５ｍＬ
１瓶

87.20 参天

7.0～8.5

87.20 ゼリア

7.0～8.0

0.8～1.0 ０．０２％５ｍＬ
１瓶
-

０．０２％５ｍＬ
１瓶

会社名

87.20 日東メディック

4.5～6.0

1.0～1.2 ０．５％１ｍＬ

20.00 参天

6.2～7.5

0.9～1.1 １％５ｍＬ１瓶

87.20 参天
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品名
ジクロード点眼液０．１％
先発
ジクロフェナック点眼液０．１％

ジクロスター点眼液０．１％

ジクロフェナクNa点眼液
０．１％「SN」
ジクロフェナクNa点眼液
０．１％「日新」
ジクロスターＰＦ点眼液０．１％

ジクロフェナクNa点眼液
０．１％「あゆみ」

ニフラン点眼液０．１％
先発
ハオプラ点眼液０．１％

一般名

添加物

pH

ジクロフェナクナト ホウ酸、ホウ砂、クロロブタ
リウム
ノール、ポビドン、ポリソル
ベート80
ジクロフェナクナト ホウ酸、ホウ砂、イプシロンリウム
アミノカプロン酸、ポビドンＫ
25，ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油60、クロロブタノール、
pH調節剤
ジクロフェナクナト ホウ酸、トロメタモール、ポリ
リウム
オキシエチレンヒマシ油、ソル
ビン酸、エデト酸ナトリウム水
和物
ジクロフェナクナト クロロブタノール、ホウ砂、ホ
リウム
ウ酸、ポビドン、ポリソルベー
ト80、pH調節剤
ジクロフェナクナト ホウ酸、ホウ砂、ポリソル
リウム
ベート80、ポビドン、クロロブ
タノール
ジクロフェナクナト ホウ酸、トロメタモール、ポリ
リウム
オキシエチレンヒマシ油、エデ
ト酸ナトリウム水和物、等張
化剤、pH調節剤
ジクロフェナクナト クロロブタノール，ポリソル
リウム
ベート80，コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム，ポビド
ン，ホウ酸，ホウ砂，pH調節
剤
プラノプロフェン ホウ酸、ホウ砂、ポリソル
ベート80、エデト酸ナトリウム
水和物、ベンザルコニウム塩
化物

6.0～7.5

プラノプロフェン

7.5～8.5

ベンザルコニウム塩化物、エ
デト酸ナトリウム水和物、リン
酸水素ナトリウム水和物、等
張化剤、pH調節剤

6.0～7.5

浸透圧比

規格・単位

0.9～1.4 ０．１％１ｍＬ

約１

薬価

会社名

72.20 わかもと

０．１％１ｍＬ

40.00 東亜薬品＝日東メ
ディック＝キョーリン
リメディオ＝杏林

6.7～7.7

0.9～1.2 ０．１％１ｍＬ

35.30 ニッテン＝日本点眼
薬

6.0～7.5

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

40.00 シオノ＝武田テバ
ファーマ＝武田

6.0～7.5

1.0～1.3 ０．１％１ｍＬ

35.30 日新製薬

7.0～8.5

0.9～1.2 ０．１％１ｍＬ

40.00 日本点眼薬

6.5～8.0

約1

０．１％１ｍＬ

40.00 あゆみ製薬

7.0～8.0

-

０．１％１ｍＬ

41.00 千寿＝武田

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

25.60 日本点眼薬＝日本
ジェネリック
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品名
プロラノン点眼液０．１％
プラノプロフェン点眼液０．１％
「日新」

ムルキナ点眼液０．１％

プラノプロフェン点眼液０．１％
「わかもと」

ブロナック点眼液０．１％
先発

一般名

添加物

プラノプロフェン

ベンザルコニウム塩化物、ト
ロメタモール、pH調節剤
プラノプロフェン ポリソルベート80、エデト酸ナ
トリウム水和物、無水リン酸
一水素ナトリウム、クエン酸
水和物、塩化ナトリウム、ベン
ザルコニウム塩化物液、pH調
整剤
プラノプロフェン ホウ酸、ホウ砂、塩化ナトリウ
ム、ベンザルコニウム塩化
物、エデト酸ナトリウム水和
物、ポリソルベート80、pH調
整剤
プラノプロフェン ホウ酸、ホウ砂、ポリソル
ベート80、エデト酸ナトリウム
水和物、塩化ナトリウム、精
製ヒアルロン酸ナトリウム、ベ
ンザルコニウム塩化物
ブロムフェナクナ ホウ酸、ホウ砂、乾燥亜硫酸
トリウム水和物
ナトリウム、エデト酸ナトリウ
ム水和物、ポビドン、ポリソル
ベート80、ベンザルコニウム
塩化物、水酸化ナトリウム

pH

ネバナック懸濁性点眼液０．
１％
先発

硫酸亜鉛水和物 ベンザルコニウム塩化物、ク
ロロブタノール、ホウ酸、ホウ
砂
ネパフェナク
D-マンニトール、カルボキシ
ビニルポリマー、チロキサ
ポール、エデト酸ナトリウム水
和物、ベンザルコニウム塩化
物、等張化剤、pH調節剤2成
分

規格・単位

薬価

会社名

7.5～8.5

0.8～1.0 ０．１％１ｍＬ

25.60 参天

7.0～8.0

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

19.70 日新製薬＝三和化
学

7.0～8.0

7.5～8.5

8.0～8.6

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％ ブロムフェナクナ ポリソルベート80、ホウ酸、ホ 8.0～8.6
「日新」
トリウム水和物
ウ砂、ポビドン、エデト酸ナト
リウム水和物、乾燥亜硫酸ナ
トリウム、ベンザルコニウム塩
化物、ｐＨ調整剤
ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％ ブロムフェナクナ ホウ酸、ホウ砂、乾燥亜硫酸 8.0〜8.6
「ニットー 」
トリウム水和物
ナトリウム、エデト酸ナトリウ
ム水和物、ポビドン、ポリソル
ベート80、濃ベンザルコニウ
ム塩化物液50、pH調節剤
サンチンク点眼液０．２％

浸透圧比

4.0～6.0
7.0～7.8

約1.1

０．１％１ｍＬ

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

-

０．１％１ｍＬ

19.70 日東メディック

19.70 わかもと

99.60 千寿＝武田

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

55.90 日新製薬＝日本
ジェネリック＝テイカ
製薬

0.9〜1.1 ０．１％１ｍＬ

55.90 東亜薬品＝日東メ
ディック

約１

０．２％５ｍＬ
１瓶

0.9～1.2 ０．１％１ｍＬ

86.60 参天
182.80 ノバルティス＝アル
コンファーマ

