6.副腎皮質ステロイド薬

品名

1/4

pH

浸透圧比

-

-

０．２５％１ｇ

46.10 塩野義

酢酸プレドニゾロン０．２５％眼
軟膏Ｔ

プレドニゾロン酢 パラオキシ安息香酸プロピ
酸エステル
ル、パラオキシ安息香酸メチ
ル、白色ワセリン、流動パラ
フィン
プレドニゾロン酢 流動パラフィン、ゲル化炭化
酸エステル
水素

-

-

０．２５％１ｇ

36.30 日東メディック

サンテゾーン０．０５％眼軟膏

デキサメタゾン

白色ワセリン、パラオキシ安
息香酸ブチル、流動パラフィン

-

-

０．０５％１ｇ

62.20 参天

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ

デキサメタゾン

流動パラフィン、ゲル化炭化
水素

-

-

０．１％１ｇ

45.80 日東メディック

フルメトロン点眼液０．０２％

フルオロメトロン

エデト酸ナトリウム水和物、塩 6.8～7.8
化ナトリウム、ベンザルコニウ
ム塩化物、リン酸二水素ナトリ
ウム、ポリソルベート８０、メチ
ルセルロース、リン酸水素ナト
リウム水和物

オドメール点眼液０．０２％

フルオロメトロン

メチルセルロース、ベンザルコ 6.5～7.5
ニウム塩化物、リン酸水素ナ
トリウム水和物、塩化ナトリウ
ム、塩酸

-

０．０２％１ｍＬ

17.60 千寿=武田

フルオロメトロン点眼液０．０２％ フルオロメトロン
「わかもと」

リン酸二水素カリウム、リン酸 6.5～7.5
水素ナトリウム水和物、塩化
ナトリウム、ベンザルコニウム
塩化物、メチルセルロース
ポリソルベート80、ベンザルコ 5.5～7.5
ニウム塩化物、無水リン酸一
水素ナトリウム、リン酸二水素
ナトリウム、等張化剤
塩化ナトリウム、ベンザルコニ 6.0～7.5
ウム塩化物、ポリソルベート
80、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、リン酸二水素ナトリウム、
ポリビニルアルコール（部分け
ん化物）

約１

０．０２％１ｍＬ

17.60 わかもと

プレドニン眼軟膏

一般名

先発

フルオメソロン０．０２％点眼液

フルオロメトロン

フルオロメトロン０．０２％点眼液 フルオロメトロン
Ｔ

オドメール点眼液０．０５％

フルオロメトロン

フルオメソロン０．０５％点眼液

フルオロメトロン

添加物

メチルセルロース、ベンザルコ 6.5～7.5
ニウム塩化物、リン酸水素ナ
トリウム水和物、塩化ナトリウ
ム、塩酸
ポリソルベート80、ベンザルコ 5.5～7.5
ニウム塩化物、無水リン酸一
水素ナトリウム、リン酸二水素
ナトリウム、等張化剤

規格・単位

0.9～1.1 ０．０２％１ｍＬ

薬価

会社名

36.90 参天

0.9～1.1 ０．０２％１ｍＬ

17.60 日本点眼薬

1.0～1.2 ０．０２％１ｍＬ

17.60 日東メディック＝
キョーリンリメディオ
＝杏林

-

０．０５％１ｍＬ

19.50 千寿＝武田

0.9～1.1 ０．０５％１ｍＬ

19.50 日本点眼薬
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品名
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一般名

添加物

pH

フルメトロン点眼液０．１％

フルオロメトロン

エデト酸ナトリウム水和物、塩 6.8～7.8
化ナトリウム、ベンザルコニウ
ム塩化物、リン酸二水素ナトリ
ウム、ポリソルベート８０、メチ
ルセルロース、リン酸水素ナト
リウム水和物

オドメール点眼液０．１％

フルオロメトロン

フルオロメトロン点眼液０．１％
「わかもと」

フルオロメトロン

メチルセルロース、ベンザルコ 6.5～7.5
ニウム塩化物、リン酸水素ナ
トリウム水和物、塩化ナトリウ
ム、塩酸
リン酸二水素カリウム、リン酸 6.5～7.5
水素ナトリウム水和物、塩化
ナトリウム、ベンザルコニウム
塩化物、メチルセルロース

フルオメソロン０．１％点眼液

フルオロメトロン

先発

浸透圧比

規格・単位

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

薬価

会社名

49.50 参天

-

０．１％１ｍＬ

19.80 千寿＝武田

約１

０．１％１ｍＬ

19.80 わかもと

ポリソルベート80、ベンザルコ 5.5～7.5
ニウム塩化物、無水リン酸一
水素ナトリウム、無水リン酸二
水素ナトリウム、等張化剤

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

19.80 日本点眼薬

塩化ナトリウム、ベンザルコニ 6.0～7.5
ウム塩化物、ポリソルベート
80、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、リン酸二水素ナトリウム、
ポリビニルアルコール（部分け
ん化物）
ＤＭゾロン点眼液０．０２％「日 デキサメタゾンメ ホウ酸、ホウ砂、パラオキシ
5.0～6.0
点」
タスルホ安息香 安息香酸メチル、パラオキシ
酸エステルナトリ 安息香酸プロピル
ウム
サンテゾーン点眼液（０．０２％） デキサメタゾンメ 塩化ナトリウム、クロロブタ
4.0～6.0
タスルホ安息香 ノール、酢酸ナトリウム水和
酸エステルナトリ 物、濃グリセリン、パラオキシ
ウム
安息香酸プロピル、パラオキ
シ安息香酸メチル、ポビドン、
pH調節剤

1.0～1.2 ０．１％１ｍＬ

19.80 日東メディック＝
キョーリンリメディオ
＝杏林

フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ フルオロメトロン

ビジュアリン点眼液０．０２％

デキサメタゾンメ
タスルホ安息香
酸エステルナトリ
ウム

濃グリセリン、パラオキシ安息 3.7～5.2
香酸プロピル、パラオキシ安
息香酸メチル、クロロブタノー
ル、酢酸ナトリウム水和物、酢
酸

約1

０．０２％１ｍＬ

12.60 日本点眼薬

約１

０．０２％１ｍＬ

18.20 参天

-

０．０２％１ｍＬ

12.60 千寿＝武田
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品名

3/4

一般名

添加物

pH

浸透圧比

規格・単位

薬価

会社名

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ

デキサメタゾンメ
タスルホ安息香
酸エステルナトリ
ウム

氷酢酸、酢酸ナトリウム水和 4.0～6.0 0.80～1.20 ０．０２％１ｍＬ
物、ポビドン、濃グリセリン、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、
クロロブタノール、pH調節剤

12.60 日東メディック

ＤＭゾロン０．０５％点眼液

デキサメタゾンメ
タスルホ安息香
酸エステルナトリ
ウム

グリセリン、ポビドン、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、クロ
ロブタノール、酢酸、酢酸ナト
リウム水和物、等張化剤

０．０５％１ｍＬ

18.30 日本点眼薬

ビジュアリン点眼液０．０５％

デキサメタゾンメ
タスルホ安息香
酸エステルナトリ
ウム

濃グリセリン、パラオキシ安息 3.7～5.2
０．０５％１ｍＬ
香酸プロピル、パラオキシ安
息香酸メチル、クロロブタノー
ル、酢酸ナトリウム水和物、酢
酸
デキサメタゾンメ 氷酢酸、酢酸ナトリウム水和 4.0～6.0 0.80～1.20 ０．０５％１ｍＬ
タスルホ安息香 物、ポビドン、濃グリセリン、パ
酸エステルナトリ ラオキシ安息香酸メチル、パ
ウム
ラオキシ安息香酸プロピル、
クロロブタノール、pH調節剤

21.00 千寿＝武田

デキサメタゾンメ
タスルホ安息香
酸エステルナトリ
ウム

塩化ナトリウム、クロロブタ
4.0～6.0
約１
０．１％１ｍＬ
ノール、酢酸ナトリウム水和
物、濃グリセリン、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、ポビドン、
pH調節剤
ＤＭゾロン点眼液０．１％「日点」 デキサメタゾンメ ホウ酸、ホウ砂、パラオキシ
5.0～6.0
約1
０．１％１ｍＬ
タスルホ安息香 安息香酸メチル、パラオキシ
酸エステルナトリ 安息香酸プロピル
ウム
Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ
デキサメタゾンメ 氷酢酸、酢酸ナトリウム水和 4.0～6.0 0.80～1.20 ０．１％１ｍＬ
タスルホ安息香 物、ポビドン、濃グリセリン、パ
酸エステルナトリ ラオキシ安息香酸メチル、パ
ウム
ラオキシ安息香酸プロピル、
クロロブタノール、pH調節剤

42.90 参天

ビジュアリン眼科耳鼻科用液
０．１％

37.20 千寿=武田

Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ

サンテゾーン点眼液（０．１％）

デキサメタゾンメ
タスルホ安息香
酸エステルナトリ
ウム

4.7～5.7

濃グリセリン、パラオキシ安息 3.7～5.2
香酸プロピル、パラオキシ安
息香酸メチル、クロロブタノー
ル、酢酸ナトリウム水和物、酢
酸

約1

-

０．１％１ｍＬ

21.00 日東メディック

20.50 日本点眼薬

17.60 日東メディック
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品名

4/4

一般名

添加物

pH

浸透圧比

規格・単位

薬価

会社名

リンデロン点眼液０．０１％

ベタメタゾンリン酸 乾燥亜硫酸ナトリウム、塩化 7.5～8.5
エステルナトリウ ナトリウム、リン酸二水素ナト
ム
リウム、リン酸水素ナトリウム
水和物、水酸化ナトリウム、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

約0.8

０．０１％１ｍＬ

41.80 塩野義

リンデロン点眼・点耳・点鼻液
０．１％

ベタメタゾンリン酸 乾燥亜硫酸ナトリウム、塩化 7.5～8.5
エステルナトリウ ナトリウム、リン酸二水素ナト
ム
リウム、リン酸水素ナトリウム
水和物、水酸化ナトリウム、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

約0.8

０．１％１ｍＬ

65.60 塩野義

サンベタゾン眼耳鼻科用液
０．１％

ベタメタゾンリン酸 塩化ナトリウム、ベンザルコニ 6.5～8.5
エステルナトリウ ウム塩化物、リン酸二水素ナ
ム
トリウム、ポリソルベート80、リ
ン酸水素ナトリウム水和物、
pH調節剤

約１

０．１％１ｍＬ

21.80 参天

ベルベゾロン眼耳鼻科用液
０．１％

7.5～8.5

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

20.50 ニッテン＝日本点眼
薬

7.5～8.5

0.8～1.0 ０．１％１ｍＬ

21.80 わかもと

7.5～8.5

0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ

21.80 日本点眼薬

ベタメタゾンリン酸 ホウ酸、ホウ砂、パラオキシ
エステルナトリウ 安息香酸メチル、パラオキシ
ム
安息香酸プロピル、乾燥亜硫
酸ナトリウム
リノロサール眼科耳鼻科用液
ベタメタゾンリン酸 ホウ酸、ホウ砂、塩化ナトリウ
０．１％
エステルナトリウ ム、ベンザルコニウム塩化
ム
物、クエン酸ナトリウム水和
物、ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油60
リンベタＰＦ眼耳鼻科用液
ベタメタゾンリン酸 ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナト
０．１％
エステルナトリウ リウム水和物、等張化剤
ム
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 デキサメタゾンリ ベンザルコニウム塩化物液、
０．１％
ン酸エステルナト ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナト
リウム
リウム水和物、等張化剤
テイカゾン点眼・点耳・点鼻液
デキサメタゾンリ リン酸二水素Na、リン酸水素
０．１％
ン酸エステルナト 2Na、塩化Na、エデト酸Na、ベ
リウム
ンザルコニウム塩化物

7.4～8.4

-

０．１％１ｍＬ

40.90 共和クリティケア

7.4～8.4

約1

０．１％１ｍＬ

17.80 テイカ製薬

