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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
添付文書
改訂年月

先発 レスキュラ点眼液０．１２％ イソプロピル　ウノプ
ロストン

ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化
物、D-マンニトール、濃グリセリン、エデト酸
ナトリウム水和物、pH調節剤

5.0～6.5 0.9～1.1 ０．１２％１ｍＬ 252.60 日東メディック 2019年4月

イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼
液０．１２％「日点」

イソプロピル　ウノプ
ロストン

ポリオキシエチレンヒマシ油、ホウ酸、トロメ
タモール、エデト酸ナトリウム水和物、pH調
節剤

5.0～6.5 0.6～0.8 ０．１２％１ｍＬ 144.80 ロートニッテン 2022年4月

イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「ＴＳ」

イソプロピル　ウノプ
ロストン

ホウ酸、トロメタモール、塩酸、グリセリン、
モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ク
ロルヘキシジングルコン酸塩

5.5～7.0 0.6～0.8 ０．１２％１ｍＬ 144.80 テイカ製薬 2021年10月

イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「サワイ」

イソプロピル　ウノプ
ロストン

グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、
トロメタモール、ホウ酸、モノステアリン酸ポ
リエチレングリコール、pH調節剤

5.5～7.0 0.6～0.8 ０．１２％１ｍＬ 144.80 沢井製薬＝わかもと製薬 2012年2月
（沢井製薬）

イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「ニッテン」

イソプロピル　ウノプ
ロストン

ポリオキシエチレンヒマシ油、ホウ酸、トロメ
タモール、エデト酸ナトリウム水和物、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、pH調節剤

5.0～6.5 0.6～0.8 ０．１２％１ｍＬ 144.80 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月

先発 エイベリス点眼液０．００２％ オミデネパグ　イソプ
ロピル

ポリオキシル35ヒマシ油、濃グリセリン、クエ
ン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、ベ
ンザルコニウム塩化物、エデト酸ナトリウム
水和物、pH調節剤

5.5～6.1 0.9～1.0 ０．００２％１ｍＬ 925.60 参天製薬 2022年5月

先発 エイベリスミニ点眼液０．００２％ オミデネパグ　イソプ
ロピル

ポリオキシル35ヒマシ油、濃グリセリン、クエ
ン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、エ
デト酸ナトリウム水和物、pH調節剤

5.5～6.1 0.9～1.0 ０．００２％０．３ｍ
Ｌ１個

93.90 参天製薬 2022年5月

先発 ミケラン点眼液１％ カルテオロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物液、塩化ナトリウム
（等張化剤）、リン酸二水素ナトリウム（pH調
整剤）、無水リン酸一水素ナトリウム（pH調
整剤）、精製水

6.2～7.2 0.9～1.1 １％１ｍＬ 150.70 大塚製薬 2021年7月

カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液
１％「日点」

カルテオロール塩酸
塩

ホウ酸、ホウ砂、等張化剤 6.2～7.2 0.9～1.1 １％１ｍＬ 101.20 ロートニッテン 2022年4月

カルテオロール塩酸塩点眼液１％
「ニッテン」

カルテオロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、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

6.2～7.2 0.9～1.1 １％１ｍＬ 75.90 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月

カルテオロール塩酸塩点眼液１％
「ニットー」

カルテオロール塩酸
塩

塩化ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム水
和物、リン酸水素ナトリウム水和物、濃ベン
ザルコニウム塩化物液50、pH調節剤

6.2～7.2 0.9～1.1 １％１ｍＬ 75.90 東亜薬品＝日東メディック 2019年2月

カルテオロール塩酸塩点眼液１％
「わかもと」

カルテオロール塩酸
塩

ホウ酸、ホウ砂 6.2～7.2 0.9～1.1 １％１ｍＬ 75.90 わかもと製薬 2017年7月

先発 ミケラン点眼液２％ カルテオロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物液、塩化ナトリウム
（等張化剤）、リン酸二水素ナトリウム（pH調
整剤）、無水リン酸一水素ナトリウム（pH調
整剤）、精製水

6.2～7.2 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 191.70 大塚製薬 2021年7月

カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液
２％「日点」

カルテオロール塩酸
塩

ホウ酸、ホウ砂 6.2～7.2 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 126.00 ロートニッテン 2022年4月

カルテオロール塩酸塩点眼液２％
「ニッテン」

カルテオロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、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

6.2～7.2 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 126.00 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月

カルテオロール塩酸塩点眼液２％
「ニットー」

カルテオロール塩酸
塩

塩化ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム水
和物、リン酸水素ナトリウム水和物、濃ベン
ザルコニウム塩化物液50、pH調節剤

6.2～7.2 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 95.50 東亜薬品＝日東メディック 2019年2月

カルテオロール塩酸塩点眼液２％
「わかもと」

カルテオロール塩酸
塩

ホウ酸、ホウ砂 6.2～7.2 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 126.00 わかもと製薬 2017年7月
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先発 ミケランＬＡ点眼液１％ カルテオロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物液、塩化ナトリウム
（等張化剤）、リン酸二水素ナトリウム、無水
リン酸一水素ナトリウム、水酸化ナトリウム
（pH調整剤）、アルギン酸、精製水

6.2～7.2 0.9～1.1 １％１ｍＬ 295.50 大塚製薬 2022年3月

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液
１％「わかもと」

カルテオロール塩酸
塩

ホウ酸、D-マンニトール、ベンザルコニウム
塩化物、pH調節剤

6.8～7.4 0.9～1.1 １％１ｍＬ 162.20 わかもと製薬＝日東メディッ
ク

2017年10月
（わかもと製薬）

先発 ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物液、塩化ナトリウム
（等張化剤）、リン酸二水素ナトリウム、無水
リン酸一水素ナトリウム、水酸化ナトリウム
（pH調整剤）、アルギン酸、精製水

6.2～7.2 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 386.50 大塚製薬 2022年3月

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液
２％「わかもと」

カルテオロール塩酸
塩

ホウ酸、D-マンニトール、ベンザルコニウム
塩化物、pH調節剤

6.8～7.4 0.9～1.1 ２％１ｍＬ 209.10 わかもと製薬＝日東メディッ
ク

2017年10月
（わかもと製薬）

先発 ミケルナ配合点眼液 カルテオロール塩酸
塩・ラタノプロスト

アルギン酸、ホウ酸、エデト酸ナトリウム水
和物、ポリソルベート80、水酸化ナトリウム
（pH調整剤）、精製水

6.0～6.7 0.9～1.2 １ｍL 611.00 大塚製薬 2021年7月

先発 ウブレチド点眼液０．５％ ジスチグミン臭化物 塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物
液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水
和物

5.0～6.5 約1 ０．５％１ｍＬ 131.20 鳥居薬品 2019年7月

先発 ウブレチド点眼液１％ ジスチグミン臭化物 塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物
液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水
和物

5.0～6.5 約1 １％１ｍＬ 182.10 鳥居薬品 2019年7月

先発 タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト ポリソルベート80、リン酸二水素ナトリウム
水和物、エデト酸ナトリウム水和物、濃グリ
セリン、ベンザルコニウム塩化物、pH調節
剤

5.7～6.3 1.0～1.1 ０．００１５％１ｍＬ 871.40 参天製薬 2021年12月

先発 タプロスミニ点眼液０．００１５％ タフルプロスト ポリソルベート80、リン酸二水素ナトリウム
水和物、エデト酸ナトリウム水和物、濃グリ
セリン、pH調節剤

5.7～6.3 0.9～1.1 ０．００１５％０．３
ｍＬ１個

88.40 参天製薬 2021年12月

先発 タプコム配合点眼液 タフルプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

ポリソルベート80、リン酸二水素ナトリウム
水和物、エデト酸ナトリウム水和物、濃グリ
セリン、ベンザルコニウム塩化物、pH調節
剤

6.7～7.2 1.0～1.1 １ｍL 841.40 参天製薬 2021年12月

先発 チモプトール点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸
塩

リン酸二水素ナトリウム水和物、リン酸水素
ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物
液、pH調節剤

6.5～7.5 約1 ０．２５％１ｍＬ 107.10 参天製薬 2021年8月

チモロールＰＦ点眼液０．２５％「日
点」

チモロールマレイン酸
塩

リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素
ナトリウム

6.3～7.3 0.9～1.2 ０．２５％１ｍＬ 51.00 ロートニッテン 2022年4月

チモロール点眼液０．２５％「テイカ」 チモロールマレイン酸
塩

リン酸水素Na、リン酸二水素Na、等張化
剤、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、
エデト酸Na、ベンザルコニウム塩化物

6.3～7.3 0.8～1.2 ０．２５％１ｍＬ 51.00 テイカ製薬 2018年11月

チモロール点眼液０．２５％「ニッテ
ン」

チモロールマレイン酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、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

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 51.00 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月

チモロール点眼液０．２５％「ニッ
トー」

チモロールマレイン酸
塩

塩化ナトリウム、濃ベンザルコニウム塩化物
液50、pH調節剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 51.00 東亜薬品＝日東メディック 2019年3月

チモロール点眼液０．２５％「わかも
と」

チモロールマレイン酸
塩

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、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60

6.5～7.5 0.9～1.4 ０．２５％１ｍＬ 51.00 わかもと製薬 2018年12月

チモロール点眼液０．２５％「杏林」 チモロールマレイン酸
塩

リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素
ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、pH調
節剤

6.5～7.5 約1 ０．２５％１ｍＬ 51.00 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2018年11月
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チモロール点眼液０．２５％「日新」 チモロールマレイン酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、無水リン酸一水
素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、等張
化剤、pH調整剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 51.00 日新製薬＝日本ジェネリック 2018年11月

先発 チモプトール点眼液０．５％ チモロールマレイン酸
塩

リン酸二水素ナトリウム水和物、リン酸水素
ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物
液、pH調節剤

6.5～7.5 約1 ０．５％１ｍＬ 141.30 参天製薬 2021年8月

チモロールＰＦ点眼液０．５％「日点」 チモロールマレイン酸
塩

リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素
ナトリウム

6.3～7.3 0.9～1.2 ０．５％１ｍＬ 67.30 ロートニッテン 2022年4月

チモロール点眼液０．５％「テイカ」 チモロールマレイン酸
塩

リン酸水素Na、リン酸二水素Na、等張化
剤、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、
エデト酸Na、ベンザルコニウム塩化物

6.3～7.3 0.8～1.2 ０．５％１ｍＬ 67.30 テイカ製薬 2018年11月

チモロール点眼液０．５％「ニッテン」 チモロールマレイン酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、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

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 67.30 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月

チモロール点眼液０．５％「ニットー」 チモロールマレイン酸
塩

塩化ナトリウム、濃ベンザルコニウム塩化物
液50、pH調節剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 67.30 東亜薬品＝日東メディック 2019年3月

チモロール点眼液０．５％「わかもと」 チモロールマレイン酸
塩

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、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60

6.5～7.5 0.9～1.4 ０．５％１ｍＬ 67.30 わかもと製薬 2018年12月

チモロール点眼液０．５％「杏林」 チモロールマレイン酸
塩

リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素
ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、pH調
節剤

6.5～7.5 約1 ０．５％１ｍＬ 67.30 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2018年11月

チモロール点眼液０．５％「日新」 チモロールマレイン酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、無水リン酸一水
素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、等張
化剤、pH調整剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 67.30 日新製薬＝日本ジェネリック 2018年11月

先発 チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、ベンゾドデシ
ニウム臭化物、D-マンニトール

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 354.90 参天製薬 2018年11月

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＪＧ」 チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物液

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 131.80 日本ジェネリック 2021年5月

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 229.50 テイカ製薬 2021年3月

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニッ
トー」

チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物液

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 229.50 東亜薬品＝日東メディック 2021年4月

チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏
林」

チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 17.90 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2021年7月

先発 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、ベンゾドデシ
ニウム臭化物、D-マンニトール

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 497.60 参天製薬 2018年11月

チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＪＧ」 チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物液 

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 273.00 日本ジェネリック 2021年5月

チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 220.10 テイカ製薬 2021年3月

チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニッ
トー」

チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物液

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 273.00 東亜薬品＝日東メディック 2021年4月
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チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 チモロールマレイン酸
塩

ジェランガム、トロメタモール、D-マンニトー
ル、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩
化物

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 273.00 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2021年7月

先発 リズモンＴＧ点眼液０．２５％ チモロールマレイン酸
塩

メチルセルロース、マクロゴール4000、クエ
ン酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩
化物、pH調節剤

7.2～8.0 1.3～1.6 ０．２５％１ｍＬ 340.10 わかもと製薬＝キッセイ薬品
工業

2018年12月
（わかもと製薬）

先発 リズモンＴＧ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸
塩

メチルセルロース、マクロゴール4000、クエ
ン酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩
化物、pH調節剤

7.2～8.0 1.3～1.6 ０．５％１ｍＬ 472.50 わかもと製薬＝キッセイ薬品
工業

2018年12月
（わかもと製薬）

先発 トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロピ
レングリコール、ホウ酸、D-ソルビトール、
塩化亜鉛、pH調節剤2成分

約5.7 0.9～1.1 ０．００４％１ｍＬ 615.50 ノバルティスファーマ 2021年7月

トラボプロスト点眼液０．００４％「ニッ
トー」

トラボプロスト ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、ホウ
酸、プロピレングリコール、D-ソルビトール、
20％塩酸ポリヘキサニド液、pＨ調節剤

5.0～6.0 0.9～1.1 ０．００４％１ｍＬ 305.20 東亜薬品＝日東メディック 2019年2月

先発 デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロピ
レングリコール、ホウ酸、D-マンニトール、
塩化ナトリウム、塩化ポリドロニウム、pH調
節剤2成分

6.5～7.0 0.9～1.1 １ｍＬ 898.50 ノバルティスファーマ 2021年7月

トラチモ配合点眼液「ニットー」 トラボプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロピ
レングリコール、ホウ酸、D-マンニトール、
塩化ナトリウム、20％塩酸ポリヘキサニド
液、pH調節剤

6.5～7.0 0.9～1.1 １ｍＬ 451.60 東亜薬品＝日東メディック 2021年7月

先発 トルソプト点眼液０．５％ ドルゾラミド塩酸塩 クエン酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウ
ム塩化物液、ヒドロキシエチルセルロース、
D-マンニトール、pH調節剤

5.5～5.9 約1 ０．５％１ｍＬ 148.10 参天製薬 2022年4月

先発 トルソプト点眼液１％ ドルゾラミド塩酸塩 クエン酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウ
ム塩化物液、ヒドロキシエチルセルロース、
D-マンニトール、pH調節剤

5.5～5.9 約1 １％１ｍＬ 195.20 参天製薬 2022年4月

先発 コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

クエン酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウ
ム水和物、ヒドロキシエチルセルロース、ポ
リソルベート80、pH調節剤

5.5～5.8 0.4～0.5 １ｍＬ 458.30 参天製薬 2021年12月

ドルモロール配合点眼液「ＴＳ」 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

ヒドロキシエチルセルロース、クエン酸ナトリ
ウム水和物、D-マンニトール、pH調節剤、
ベンザルコニウム塩化物

5.5～5.8 0.95～1.25 １ｍＬ 177.30 テイカ製薬 2021年9月

ドルモロール配合点眼液「センジュ」 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

ヒドロキシエチルセルロース、D-マンニトー
ル、クエン酸ナトリウム水和物、ベンザルコ
ニウム塩化物、pH調節剤

5.5～5.8 0.95～1.25 １ｍＬ 177.30 千寿製薬＝武田薬品工業 2021年11月

ドルモロール配合点眼液「ニットー」 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

ヒドロキシエチルセルロース、D-マンニトー
ル、クエン酸ナトリウム水和物、濃ベンザル
コニウム塩化物液50、pH調節剤

5.5～5.8 0.95～1.25 １ｍＬ 177.30 東亜薬品＝日東メディック 2021年8月

ドルモロール配合点眼液「わかもと」 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

ヒドロキシエチルセルロース、D-マンニトー
ル、クエン酸ナトリウム水和物、濃ベンザル
コニウム塩化物液50、pH調節剤

5.5～5.8 0.95～1.25 １ｍＬ 177.30 わかもと製薬 2021年6月

ドルモロール配合点眼液「日点」 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

ベンザルコニウム塩化物、ヒドロキシエチル
セルロース、D-マンニトール、クエン酸ナトリ
ウム水和物、pH調節剤

5.5～5.8 0.9～1.1 １ｍＬ 177.30 ロートニッテン＝日本ジェネ
リック＝フェルゼンファーマ

2022年4月

先発 コソプトミニ配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

クエン酸ナトリウム水和物、ヒドロキシエチ
ルセルロース、D-マンニトール、pH調節剤

5.5～5.8 0.95～1.25 ０．４ｍL１個 50.50 参天製薬 2021年12月

先発 ニプラノール点眼液０．２５％ ニプラジロール リン酸水素Na、リン酸二水素K、塩酸、塩化
Na、ベンザルコニウム塩化物

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 185.40 テイカ製薬 2018年6月
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先発 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ニプラジロール リン酸水素Na、リン酸二水素K、希塩酸、塩
化Na、ベンザルコニウム塩化物液

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 254.20 興和 2022年1月

ニプラジロールＰＦ点眼液０．２５％
「日点」

ニプラジロール ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、pH調節剤 6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 155.50 ロートニッテン 2022年4月

ニプラジロール点眼液０．２５％「サ
ワイ」

ニプラジロール 塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、
リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素カリウ
ム、pH調節剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 155.50 沢井製薬 2009年6月

ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッ
テン」

ニプラジロール ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ベンザ
ルコニウム塩化物、等張化剤、pH調節剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 155.50 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月

ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッ
トー」

ニプラジロール 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、濃ベンザルコニ
ウム塩化物液50、pH調節剤

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 155.50 東亜薬品＝日東メディック 2019年8月

ニプラジロール点眼液０．２５％「わ
かもと」

ニプラジロール ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和
物、希塩酸

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．２５％１ｍＬ 155.50 わかもと製薬 2017年10月

先発 ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト ベンザルコニウム塩化物、塩化ナトリウム、 
リン酸水素ナトリウム水和物、クエン酸水和
物、塩酸、水酸化ナトリウム

6.9～7.5 約1 ０．０３％１ｍＬ 652.50 千寿製薬＝武田薬品工業 2018年3月

ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＳＥ
Ｃ」

ビマトプロスト ベンザルコニウム塩化物、塩化ナトリウム、
リン酸水素ナトリウム水和物、クエン酸水和
物、pH調節剤

6.9～7.5 約1 ０．０３％１ｍＬ 232.20 参天アイケア＝参天製薬 2018年8月

ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＴＳ」 ビマトプロスト リン酸水素ナトリウム水和物、クエン酸水和
物、塩化ナトリウム、塩酸、水酸化ナトリウ
ム、ベンザルコニウム塩化物

6.9～7.5 0.9～1.1 ０．０３％１ｍＬ 232.20 テイカ製薬＝ロートニッテン 2018年12月
（テイカ製薬）

ビマトプロスト点眼液０．０３％「ニッ
トー」

ビマトプロスト リン酸水素ナトリウム水和物、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、pH調節剤

6.9～7.5 0.9～1.2 ０．０３％１ｍＬ 232.20 東亜薬品＝日東メディック 2018年8月

ビマトプロスト点眼液０．０３％「わか
もと」

ビマトプロスト リン酸水素ナトリウム水和物、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調節剤

6.9～7.5 0.9～1.1 ０．０３％１ｍＬ 232.20 わかもと製薬 2019年2月

ビマトプロスト点眼液０．０３％「日
新」

ビマトプロスト リン酸水素ナトリウム水和物、クエン酸水和
物、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、
pH調整剤

6.9～7.5 0.9～1.1 ０．０３％１ｍＬ 232.20 日新製薬＝日本ジェネリック 2018年8月

サンピロ点眼液０．５％ ピロカルピン塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、酢酸ナトリウム水和物、ク
ロロブタノール、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、pH調節
剤

4.5～5.5 1.2～1.4 ０．５％５ｍＬ１瓶 105.90 参天製薬 2021年2月

サンピロ点眼液１％ ピロカルピン塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、酢酸ナトリウム水和物、ク
ロロブタノール、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、pH調節
剤

4.5～5.5 1.2～1.4 １％５ｍＬ１瓶 116.00 参天製薬 2021年2月

サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、酢酸ナトリウム水和物、ク
ロロブタノール、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、pH調節
剤

4.5～5.5 1.1～1.3 ２％５ｍＬ１瓶 134.60 参天製薬 2021年2月

サンピロ点眼液３％ ピロカルピン塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、酢酸ナトリウム水和物、ク
ロロブタノール、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、pH調節
剤

4.5～5.5 1.3～1.5 ３％５ｍＬ１瓶 144.50 参天製薬 2021年2月
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サンピロ点眼液４％ ピロカルピン塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、酢酸ナトリウム水和物、ク
ロロブタノール、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、pH調節
剤

4.4～5.4 1.3～1.5 ４％５ｍＬ１瓶 154.00 参天製薬 2021年2月

先発 デタントール０．０１％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 濃グリセリン、ホウ酸、ベンザルコニウム塩
化物、pH調節剤

5.5～6.5 0.9～1.1 ０．０１％１ｍＬ 226.40 参天製薬 2021年8月

先発 アイファガン点眼液０．１％ ブリモニジン酒石酸塩 塩化カルシウム水和物、塩化マグネシウ
ム、ホウ酸、ホウ砂、カルメロースナトリウ
ム、亜塩素酸ナトリウム、等張化剤、pH調節
剤

6.7～7.5 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 346.10 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年3月

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「ＮＩＴ」

ブリモニジン酒石酸塩 塩化カルシウム水和物、塩化マグネシウ
ム、ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、20％塩
酸ポリヘキサニド液、塩化ナトリウム、塩化
カリウム、pH調節剤

6.7〜7.5 0.9〜1.1 ０．１％１ｍＬ 155.10 東亜薬品＝日東メディック 2021年2月

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「ＳＥＣ」

ブリモニジン酒石酸塩 塩化マグネシウム、ホウ酸、ホウ砂、カルメ
ロースナトリウム、亜塩素酸ナトリウム液、
塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシ
ウム水和物、pH調節剤

6.9〜7.5 0.9〜1.1 ０．１％１ｍＬ 155.10 参天アイケア＝参天製薬 2021年2月

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「ＴＳ」

ブリモニジン酒石酸塩 塩化カルシウム水和物、塩化マグネシウ
ム、ホウ酸、ホウ砂、カルメロースナトリウ
ム、亜塩素酸ナトリウム、等張化剤、pH調節
剤

6.7～7.5 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 155.10 テイカ製薬 2021年9月

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「わかもと」

ブリモニジン酒石酸塩 塩化マグネシウム、ホウ酸、ホウ砂、カルメ
ロースナトリウム、亜塩素酸ナトリウム、塩
化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウ
ム水和物、pH調節剤

6.7〜7.5 0.9〜1.1 ０．１％１ｍＬ 155.10 わかもと製薬 2021年8月

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「日新」

ブリモニジン酒石酸塩 塩化マグネシウム、ホウ酸、ホウ砂、カルメ
ロースナトリウム、亜塩素酸ナトリウム、塩
化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウ
ム水和物、塩酸、水酸化ナトリウム

6.7〜7.5 0.9〜1.1 ０．１％１ｍＬ 155.10 日新製薬 2021年2月

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「日点」

ブリモニジン酒石酸塩 塩化カルシウム水和物、塩化マグネシウ
ム、ホウ酸、ホウ砂、カルメロースナトリウ
ム、亜塩素酸ナトリウム、等張化剤、pH調節
剤

6.7～7.5 0.9～1.1 ０．１％１ｍＬ 155.10 ロートニッテン＝フェルゼン
ファーマ＝日本ジェネリック

2022年4月

先発 アイベータ配合点眼液 ブリモニジン酒石酸
塩・チモロールマレイ
ン酸塩

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、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

6.9～7.3 0.9～1.1 １ｍＬ 436.60 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年12月

先発 アイラミド配合懸濁性点眼液 ブリモニジン酒石酸
塩・ブリンゾラミド

チロキサポール、濃グリセリン、ホウ酸、カ
ルボキシビニルポリマー、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

6.3～6.8 0.9～1.2 １ｍL 476.60 千寿製薬＝武田薬品工業 2021年9月

先発 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド カルボキシビニルポリマー、チロキサポー
ル、D-マンニトール、エデト酸ナトリウム水
和物、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤
2成分、等張化剤

約7.5 0.9～1.2 １％１ｍＬ 271.60 ノバルティスファーマ 2021年7月

ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サ
ンド」

ブリンゾラミド カルボキシビニルポリマー、チロキサポー
ル、D-マンニトール、エデト酸ナトリウム水
和物、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤
2成分、等張化剤

約7.5 0.9〜1.2 １％１ｍＬ 139.40 サンド 2020年12月
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ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「セ
ンジュ」

ブリンゾラミド カルボキシビニルポリマー、チロキサポー
ル、D-マンニトール、塩化ナトリウム、エデト
酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化
物、水酸化ナトリウム、塩酸

7.0～8.0 0.9～1.2 １％１ｍＬ 131.80 千寿製薬＝武田薬品工業 2018年2月

ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％
「ニットー」

ブリンゾラミド カルボキシビニルポリマー、チロキサポー
ル、D-マンニトール、塩化ナトリウム、エデト
酸ナトリウム水和物、濃ベンザルコニウム塩
化物液50、pH調節剤

7.0～8.0 0.9～1.2 １％１ｍＬ 131.80 東亜薬品＝日東メディック 2018年3月

先発 アゾルガ配合懸濁性点眼液 ブリンゾラミド・チモ
ロールマレイン酸塩

ベンザルコニウム塩化物液、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、D-マンニトール、塩化ナトリ
ウム、pH調節剤2成分

6.7～7.7 0.9～1.2 １ｍＬ 331.80 ノバルティスファーマ 2021年7月

先発 ベトプティックエス懸濁性点眼液０．
５％

ベタキソロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、ポリスチレンスル
ホン酸ナトリウム、カルボキシビニルポリ
マー、D-マンニトール、エデト酸ナトリウム水
和物、pH調節剤2成分

7.0～7.8 0.9～1.2 ０．５％１ｍＬ 260.80 ノバルティスファーマ 2020年7月

先発 ベトプティック点眼液０．５％ ベタキソロール塩酸
塩

ベンザルコニウム塩化物、エデト酸ナトリウ
ム水和物、等張化剤、pH調整剤2成分

6.1～7.7 0.85～1.25 ０．５％１ｍＬ 260.80 ノバルティスファーマ 2020年7月

ベタキソロール点眼液０．５％「SW」 ベタキソロール塩酸
塩

エデト酸ナトリウム、塩化ナトリウム、ベンザ
ルコニウム塩化物、pH調節剤

6.7～7.7 0.85～1.25 ０．５％１ｍＬ 135.70 沢井製薬＝日東メディック 2016年4月

先発 キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト 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一水
和物、等張化剤

6.5～6.9 約1 ０．００５％１ｍＬ 450.00 ヴィアトリス製薬 2021年9月

ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％
「日点」

ラタノプロスト ホウ酸、トロメタモール、ポリオキシエチレン
ヒマシ油、エデト酸ナトリウム水和物、pH調
節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 ロートニッテン 2022年4月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「Ｃ
Ｈ」

ラタノプロスト 塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和
物、リン酸二水素ナトリウム、ポリソルベート
80、エデト酸ナトリウム水和物、濃ベンザル
コニウム塩化物液50、pH調整剤（塩酸、水
酸化ナトリウム）

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 長生堂製薬＝日本ジェネリッ
ク

2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「Ｎ
Ｐ」

ラタノプロスト ホウ酸、ホウ砂、プロピレングリコール、ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油60、ポリソル
ベート80

6.7～7.1 1.0～1.1 ０．００５％１ｍＬ 242.60 ニプロ＝わかもと製薬 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「Ｎ
Ｓ」

ラタノプロスト モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ス
テアリン酸ポリオキシル40、ベンザルコニウ
ム塩化物、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、等張化剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 日新製薬 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥ
Ｃ」

ラタノプロスト ポリソルベート80、塩化ナトリウム、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、ベンザルコニウム塩化物、pH調
節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 参天アイケア＝参天製薬 2022年4月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＯ
Ａ」

ラタノプロスト 塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和
物、リン酸二水素ナトリウム、ポリソルベート
80、エデト酸ナトリウム水和物、濃ベンザル
コニウム塩化物液50、pH調節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 東亜薬品＝日東メディック 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「Ｔ
Ｓ」

ラタノプロスト グリセリン、トロメタモール、ヒプロメロース、
ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート
80、pH調節剤、等張化剤

6.4～6.8 1.0～1.1 ０．００５％１ｍＬ 180.90 テイカ製薬＝アルフレッサ
ファーマ

2017年11月
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ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹ
Ｋ」

ラタノプロスト トロメタモール、クエン酸、塩酸、D-マンニ
トール、グリセリン、ポリソルベート80、ヒプロ
メロース、ベンザルコニウム塩化物

6.4～6.8 1.0～1.1 ０．００５％１ｍＬ 242.60 武田テバ薬品＝武田テバ
ファーマ＝武田薬品工業

2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッ
セイ」

ラタノプロスト リン酸ニ水素ナトリウム、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、エデト酸ナトリウム水和物

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 キッセイ薬品工業 2020年7月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミ
ファ」

ラタノプロスト 濃ベンザルコニウム塩化物液50、リン酸水
素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウ
ム、塩化ナトリウム、ポリソルベート80、エデ
ト酸ナトリウム水和物、pH調節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 日本ケミファ 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「サ
ワイ」

ラタノプロスト 塩酸、クエン酸、グリセリン、トロメタモール、
ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、
ポリソルベート80、D-マンニトール

6.4～6.8 1.0～1.1 ０．００５％１ｍＬ 180.90 沢井製薬 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「サ
ンド」

ラタノプロスト 塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和
物、リン酸二水素ナトリウム、ポリソルベート
80、エデト酸ナトリウム水和物、濃ベンザル
コニウム塩化物液50、pH調整剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 180.90 サンド 2020年3月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「セン
ジュ」

ラタノプロスト ベンザルコニウム塩化物、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、等張化剤、pH調節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 千寿製薬＝武田薬品工業 2021年9月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「トー
ワ」

ラタノプロスト 塩化Na、ベンザルコニウム塩化物液、ポリソ
ルベート80、pH調整剤（リン酸二水素Na、リ
ン酸水素Na水和物、塩酸、水酸化Na）

6.5～6.9 約1 ０．００５％１ｍＬ 242.60 東和薬品 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッ
テン」

ラタノプロスト ホウ酸、トロメタモール、ポリオキシエチレン
ヒマシ油、エデト酸ナトリウム水和物、安息
香酸ナトリウム、pH調節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン＝フェルゼンファー
マ

2022年4月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッ
トー」

ラタノプロスト リン酸二水素ナトリウム、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
ム塩化物液、ポリソルベート80、pH調節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 180.90 日東メディック 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「わ
かもと」

ラタノプロスト リン酸二水素ナトリウム、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、エデト酸ナトリウム水和物

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 180.90 わかもと製薬 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「科
研」

ラタノプロスト モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ス
テアリン酸ポリオキシル40、ベンザルコニウ
ム塩化物、等張化剤、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

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 242.60 科研製薬 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏
林」

ラタノプロスト ポリソルベート80、リン酸水素ナトリウム水
和物、リン酸二水素ナトリウム、ベンザルコ
ニウム塩化物、等張化剤、pH調節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 180.90 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「三
和」

ラタノプロスト 塩化Na、リン酸水素Na水和物、リン酸二水
素Na、ポリソルベート80、エデト酸Na水和
物、濃ベンザルコニウム塩化物液50、pH調
整剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 180.90 三和化学研究所 2017年11月

ラタノプロスト点眼液０．００５％「日
医工」

ラタノプロスト リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウ
ム、ポリソルベート80、エデト酸ナトリウム、
ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、pH調
節剤

6.5～6.9 0.9～1.0 ０．００５％１ｍＬ 180.90 日医工 2017年11月

先発 ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

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一水
和物、等張化剤

5.8～6.2 約1.0 １ｍＬ 834.80 ヴィアトリス製薬 2021年9月
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ラタチモ配合点眼液「ＴＳ」 ラタノプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

無水リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素
ナトリウム一水和物、等張化剤、ベンザルコ
ニウム塩化物

5.8～6.2 0.9～1.1 １ｍＬ 367.10 テイカ製薬 2019年3月

ラタチモ配合点眼液「センジュ」 ラタノプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

ベンザルコニウム塩化物、リン酸水素ナトリ
ウム水和物、リン酸二水素ナトリウム、塩化
ナトリウム

5.8～6.2 0.9～1.1 １ｍＬ 367.10 千寿製薬＝武田薬品工業 2019年4月

ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 ラタノプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

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、ベンザルコニウム塩化物、
等張化剤、pH調節剤

5.8～6.2 0.9～1.1 １ｍＬ 367.10 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン＝日本ジェネリック
＝わかもと製薬

2022年4月

ラタチモ配合点眼液「ニットー」 ラタノプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

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、塩化ナトリウム、濃ベン
ザルコニウム塩化物液50

5.8～6.2 0.9～1.1 １ｍＬ 367.10 東亜薬品＝日東メディック 2019年3月

先発 グラナテック点眼液０．４％ リパスジル塩酸塩水
和物

無水リン酸二水素Na、グリセリン、水酸化
Na、濃ベンザルコニウム塩化物液50

5.0～7.0 約1 ０．４％１ｍＬ 449.50 興和 2020年4月

レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．
５％「日点」

レボブノロール塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、pH調節剤 5.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 217.00 ロートニッテン 2015年1月

レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％
「ニッテン」

レボブノロール塩酸塩 ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ベンザ
ルコニウム塩化物、pH調節剤

5.5～7.5 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 217.00 ロートニッテンファーマ＝ロー
トニッテン

2022年4月
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