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先発 品名 一般名 添加物 pH 浸透圧比 規格・単位 薬価 会社名

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 60.80 参天製薬

デキサメタゾン眼軟膏０．１％「ニッ
トー」

デキサメタゾン 流動パラフィン、ゲル化炭化水素 - - ０．１％１ｇ 44.30 日東メディック

サンテゾーン点眼液（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

塩化ナトリウム、クロロブタノール、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

4.0～6.0 約1 ０．０２％１ｍＬ 18.00 参天製薬

Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０２％「ニットー」 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

4.0～6.0 0.80～1.20 ０．０２％１ｍＬ 12.80 日東メディック

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

3.7～5.2 - ０．０２％１ｍＬ 12.80 千寿製薬＝武田薬品工業

Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０５％「ニットー」 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

4.0～6.0 0.80～1.20 ０．０５％１ｍＬ 19.70 日東メディック

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

3.7～5.2 - ０．０５％１ｍＬ 19.70 千寿製薬＝武田薬品工業

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

塩化ナトリウム、クロロブタノール、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

4.0～6.0 約1 ０．１％１ｍＬ 42.10 参天製薬

Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」 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

4.0～6.0 0.80～1.20 ０．１％１ｍＬ 17.90 日東メディック

ビジュアリン眼科耳鼻科用液 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

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、クロロブタ
ノール、酢酸ナトリウム水和物、酢酸

3.7～5.2 - ０．１％１ｍＬ 36.80 千寿製薬＝武田薬品工業

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．
１％

デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、ホウ
砂、エデト酸ナトリウム水和物、等張化剤

7.4～8.4 - ０．１％１ｍＬ 41.10 アスペンジャパン

テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ デキサメタゾンリン酸
エステルナトリウム

リン酸二水素Na、リン酸水素2Na、塩化Na、
エデト酸Na、ベンザルコニウム塩化物

7.4～8.4 約1 ０．１％１ｍＬ 17.50 テイカ製薬

先発 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
リウム水和物、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

6.8～7.8 0.9～1.1 ０．０２％１ｍＬ 35.20 参天製薬

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

6.5～7.5 - ０．０２％１ｍＬ 17.90 千寿製薬＝武田薬品工業

フルオロメトロン点眼液０．０２％「日
点」

フルオロメトロン ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化
物、無水リン酸一水素ナトリウム、リン酸二
水素ナトリウム水和物、等張化剤

5.5～7.5 0.9～1.1 ０．０２％１ｍＬ 17.90 日本点眼薬研究所
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先発 品名 一般名 添加物 pH 浸透圧比 規格・単位 薬価 会社名

フルオロメトロン点眼液０．０２％
「ニットー」

フルオロメトロン 塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、
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
水素ナトリウム水和物、ポリビニルアルコー
ル（部分けん化物）

6.0～7.5 1.0～1.2 ０．０２％１ｍＬ 17.90 日東メディック＝キョーリンリ
メディオ＝杏林製薬

フルオロメトロン点眼液０．０２％「わ
かもと」

フルオロメトロン リン酸二水素カリウム、リン酸水素ナトリウ
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

6.5～7.5 約1 ０．０２％１ｍＬ 17.90 わかもと製薬

オドメール点眼液０．０５％ フルオロメトロン メチルセルロース、ベンザルコニウム塩化
物、リン酸水素ナトリウム水和物、塩化ナト
リウム、塩酸

6.5～7.5 - ０．０５％１ｍＬ 18.70 千寿製薬＝武田薬品工業

フルオロメトロン点眼液０．０５％「日
点」

フルオロメトロン ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化
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

5.5～7.5 0.9～1.1 ０．０５％１ｍＬ 18.70 日本点眼薬研究所

先発 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
リウム水和物、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

6.8～7.8 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 43.00 参天製薬

オドメール点眼液０．１％ フルオロメトロン メチルセルロース、ベンザルコニウム塩化
物、リン酸水素ナトリウム水和物、塩化ナト
リウム、塩酸

6.5～7.5 - ０．１％１ｍＬ 18.70 千寿製薬＝武田薬品工業

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 リン酸二水素カリウム、リン酸水素ナトリウ
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

6.5～7.5 約1 ０．１％１ｍＬ 18.70 わかもと製薬

フルオロメトロン点眼液０．１％「日
点」

フルオロメトロン ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化
物、無水リン酸一水素ナトリウム、リン酸二
水素ナトリウム水和物、等張化剤

5.5～7.5 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 18.70 日本点眼薬研究所

フルオロメトロン点眼液０．１％「ニッ
トー」

フルオロメトロン 塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、
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
水素ナトリウム水和物、ポリビニルアルコー
ル（部分けん化物）

6.0～7.5 1.0～1.2 ０．１％１ｍＬ 18.70 日東メディック＝キョーリンリ
メディオ＝杏林製薬

プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エ
ステル

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、白色ワセリン、流動パラ
フィン

- - ０．２５％１ｇ 43.70 シオノギファーマ＝塩野義製
薬

プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏
０．２５％「ニットー」

プレドニゾロン酢酸エ
ステル

流動パラフィン、ゲル化炭化水素 - - ０．２５％１ｇ 35.30 日東メディック

リンデロン点眼液０．０１％ ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

乾燥亜硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、リ
ン酸二水素ナトリウム、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

7.5～8.5 約0.8 ０．０１％１ｍＬ 40.40 シオノギファーマ＝塩野義製
薬

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

乾燥亜硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、リ
ン酸二水素ナトリウム、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

7.5～8.5 約0.8 ０．１％１ｍＬ 63.60 シオノギファーマ＝塩野義製
薬
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サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、
リン酸二水素ナトリウム水和物、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

6.5～8.5 約1 ０．１％１ｍＬ 20.80 参天製薬

ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ
眼耳鼻科用液０．１％「日点」

ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和
物、等張化剤

7.5～8.5 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 20.80 日本点眼薬研究所

ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

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、乾燥亜
硫酸ナトリウム

7.5～8.5 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 20.80 ニッテン＝日本点眼薬研究
所

リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

ホウ酸、ホウ砂、塩化ナトリウム、ベンザル
コニウム塩化物、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

7.5～8.5 0.8～1.0 ０．１％１ｍＬ 20.80 わかもと製薬

ネオメドロールＥＥ軟膏 フラジオマイシン硫酸
塩・メチルプレドニゾロ
ン

精製ラノリン、白色ワセリン、流動パラフィン - - １ｇ 46.60 ファイザー

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム・フラ
ジオマイシン硫酸塩

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、白色ワセリン、流動パラ
フィン

- - １ｇ 67.70 シオノギファーマ＝塩野義製
薬

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム・フラ
ジオマイシン硫酸塩

乾燥亜硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香
酸メチル、リン酸水素ナトリウム水和物、無
水リン酸二水素ナトリウム

5.0～7.5 約0.8 １ｍＬ 78.20 シオノギファーマ＝塩野義製
薬

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム・フラ
ジオマイシン硫酸塩

乾燥亜硫酸ナトリウム、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、無
水リン酸一水素ナトリウム、結晶リン酸二水
素ナトリウム、等張化剤

4.5～7.5 0.9～1.1 １ｍＬ 78.20 日本点眼薬研究所
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