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先発 ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル 白色ワセリン - - ３％１ｇ 551.50 日東メディック＝参天製薬 2018年4月
（日東メディック）

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 アシクロビル 流動パラフィン、白色ワセリン - - ３％１ｇ 337.50 東亜薬品＝日東メディック 2015年6月
アシクロビル眼軟膏３％「日点」 アシクロビル 流動パラフィン、白色ワセリン - - ３％１ｇ 337.50 ロートニッテン 2022年4月

先発 アジマイシン点眼液１％ アジスロマイシン水和
物

D-マンニトール、クエン酸水和物、クエン酸
ナトリウム水和物、ポリカルボフィル、エデト
酸ナトリウム水和物、ポリオキシエチレン
（196）ポリオキシプロピレン（67）グリコー
ル、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、
pH調節剤

5.9～6.7 0.9～1.1 １％１ｍＬ 301.50 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年10月

先発 エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンラクト
ビオン酸塩・コリスチ
ンメタンスルホン酸ナ
トリウム

白色ワセリン、流動パラフィン - - １ｇ 67.80 参天製薬 2015年3月

先発 ロメフロン点眼液０．３％ 塩酸ロメフロキサシン 濃グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、
pH調整剤

4.5～5.7 - ０．３％１ｍＬ 110.70 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年8月

先発 ロメフロンミニムス眼科耳科用液０．
３％

塩酸ロメフロキサシン 濃グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、
pH調整剤

4.5～5.7 - ０．３％０．５ｍＬ１
個

36.20 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年11月

先発 タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン 精製ラノリン、流動パラフィン、白色ワセリン - - ０．３％１ｇ 113.50 参天製薬 2021年2月
オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニッ
トー」

オフロキサシン 白色ワセリン、流動パラフィン、精製ラノリン - - ０．３％１ｇ 57.00 東亜薬品＝日東メディック 2019年8月

先発 タリビッド点眼液０．３％ オフロキサシン 塩化ナトリウム、pH調節剤 6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 107.40 参天製薬 2020年12月
オフロキサシン点眼液０．３％「ＣＨＯ
Ｓ」

オフロキサシン 塩化ナトリウム、pH調節剤 6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 36.00 シー・エイチ・オー新薬＝ヴィ
アトリス製薬

2022年7月

オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 オフロキサシン 塩化ナトリウム、pH調整剤（塩酸、水酸化ナ
トリウム）

6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 107.40 長生堂製薬＝日本ジェネリッ
ク

2016年3月

オフロキサシン点眼液０．３％「サワ
イ」

オフロキサシン 塩化ナトリウム、pH調節剤 6.0～7.0 約1 ０．３％１ｍＬ 107.40 沢井製薬 2014年12月

オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 オフロキサシン リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウ
ム水和物、等張化剤、pH調節剤

6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 36.00 武田テバ薬品＝武田テバ
ファーマ＝武田薬品工業

2016年10月

オフロキサシン点眼液０．３％「トー
ワ」

オフロキサシン 等張化剤（塩化Na）、pH調整剤（塩酸、水酸
化Na）

6.0～7.0 約1 ０．３％１ｍＬ 73.20 東和薬品 2018年6月

オフロキサシン点眼液０．３％「ニッ オフロキサシン 塩化ナトリウム、pH調節剤 6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 36.00 東亜薬品＝日東メディック 2019年8月
オフロキサシン点眼液０．３％「わか
もと」

オフロキサシン 精製ヒアルロン酸ナトリウム、塩化ナトリウ
ム、pH調節剤

6.0～7.0 約1 ０．３％１ｍＬ 36.00 富士薬品＝わかもと製薬 2021年11月

オフロキサシン点眼液０．３％「杏
林」

オフロキサシン 等張化剤、塩酸、pH調節剤 6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 36.00 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬＝共創未来ファーマ

2017年9月
（杏林製薬）

オフロキサシン点眼液０．３％「日医
工」

オフロキサシン 等張化剤、pH調節剤 6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 107.40 日医工 2016年3月

オフロキサシン点眼液０．３％「日 オフロキサシン 等張化剤、pH調整剤 6.0～7.0 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 73.20 日新製薬 2016年3月
オフロキサシン点眼液０．３％「日
点」

オフロキサシン 塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、塩
化ナトリウム、ホウ酸、ホウ砂

6.5～7.5 0.95～1.15 ０．３％１ｍＬ 36.00 大興製薬＝ロートニッテン 2022年4月

オフロキサシンゲル化点眼液０．３％
「わかもと」

オフロキサシン 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、pH調節剤

6.0～7.0 1.52～1.75 ０．３％１ｍＬ 36.00 わかもと製薬 2017年8月

先発 ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和
物

等張化剤、pH調整剤 5.6～6.3 0.9～1.1 ０．３％１ｍＬ 84.50 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年8月

クロラムフェニコール点眼液０．５％
「ニットー」

クロラムフェニコール ホウ酸、ホウ砂、塩化ナトリウム、ベンゼトニ
ウム塩化物、ポリソルベート80

6.0～8.0 - ５ｍｇ１ｍＬ 18.00 日東メディック 2017年6月

オフサロン点眼液 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスル
ホン酸ナトリウム

ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油60、マクロゴール
400、クロルヘキシジングルコン酸塩液

6.0～8.0 1.0～1.2 ５ｍＬ１瓶 127.80 わかもと製薬 2021年8月
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コリナコール点眼液 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスル
ホン酸ナトリウム

ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、クロロブ
タノール

6.0～8.0 約1 ５ｍＬ１瓶 127.80 ロートニッテン 2022年4月

ゲンタマイシン点眼液０．３％「日点」 ゲンタマイシン硫酸塩 ベンザルコニウム塩化物、乾燥亜硫酸ナト
リウム、リン酸二水素ナトリウム水和物、無
水リン酸一水素ナトリウム、等張化剤

5.5～7.5 - ３ｍｇ１ｍＬ 17.90 ロートニッテン 2022年4月

ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％
「ニットー」

ゲンタマイシン硫酸塩 パラオキシ安息香酸メチル、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
リウム水和物、無水リン酸一水素ナトリウム

5.5～7.5 - ３ｍｇ１ｍＬ 17.90 日東メディック 2019年8月

先発 パニマイシン点眼液０．３％ ジベカシン硫酸塩 ベンザルコニウム塩化物液、pH調整剤、等
張化剤

6.5～7.5 1.0 ３ｍｇ１ｍＬ 35.30 Meiji Seikaファルマ 2011年10月

先発 ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩 【粉末】乾燥炭酸ナトリウム
【溶解液】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、 ホウ酸、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

6.0～8.0
(溶解後)

- ５ｍｇ１ｍＬ（溶解
後の液として）

54.80 千寿製薬＝武田薬品工業 2019年3月

先発 オゼックス点眼液０．３％ トスフロキサシントシ
ル酸塩水和物

硫酸アルミニウムカリウム水和物、ホウ砂、
塩化ナトリウム、pH調整剤

4.9～5.5 0.9～1.1 ０．３％１ｍＬ 97.00 富士フィルム富山化学＝大
塚製薬

2020年10月

先発 トスフロ点眼液０．３％ トスフロキサシントシ
ル酸塩水和物

硫酸アルミニウムカリウム水和物、ホウ砂、
塩化ナトリウム、pH調節剤

4.9～5.5 0.9～1.1 ０．３％１ｍＬ 87.20 日東メディック 2020年12月

先発 トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、pH調
節剤

6.5～8.0 約1 ３ｍｇ１ｍＬ 36.40 日東メディック 2009年10月

先発 ノフロ点眼液０．３％ ノルフロキサシン 酢酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム
水和物、塩化ナトリウム、塩酸

5.0～5.6 約1 ０．３％１ｍＬ 110.60 日医工 2022年4月

先発 バクシダール点眼液０．３％ ノルフロキサシン 酢酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム
水和物、等張化剤、pH調整剤

5.0～5.6 約1 ０．３％１ｍＬ 110.60 杏林製薬＝千寿製薬＝武田
薬品工業

2021年12月

ノルフロキサシン点眼液０．３％「Ｎｉｋ
Ｐ」

ノルフロキサシン エデト酸ナトリウム水和物、等張化剤、pH調
節剤

5.0～5.6 0.9～1.1 ０．３％１ｍＬ 110.60 日医工ファーマ＝日医工 2014年6月

ノルフロキサシン点眼液０．３％「ツ
ルハラ」

ノルフロキサシン エデト酸ナトリウム、酢酸ナトリウム水和物、
塩酸、水酸化ナトリウム、塩化ナトリウム

5.0～5.6 0.9～1.1 ０．３％１ｍＬ 41.30 鶴原製薬 2020年4月

ノルフロキサシン点眼液０．３％「ニッ
トー」

ノルフロキサシン エデト酸ナトリウム水和物、等張化剤、pH調
整剤

5.0～5.6 約1 ０．３％１ｍＬ 41.30 富士薬品＝日東メディック 2019年3月

ノルフロキサシン点眼液０．３％「わ
かもと」

ノルフロキサシン エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、pH調節
剤

5.0～5.6 約1 ０．３％１ｍＬ 110.60 わかもと製薬 2017年6月

ノルフロキサシン点眼液０．３％「杏
林」

ノルフロキサシン 酢酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム
水和物、塩酸、等張化剤、pH調節剤

5.0～5.6 約1 ０．３％１ｍＬ 77.60 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2019年9月

ノルフロキサシン点眼液０．３％「日
新」

ノルフロキサシン 酢酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム
水和物、等張化剤、pH調整剤

5.0～5.6 0.9～1.1 ０．３％１ｍＬ 110.60 日新製薬 2015年3月

先発 バンコマイシン眼軟膏１％ バンコマイシン塩酸塩 流動パラフィン、白色ワセリン - - １％１ｇ 4,905.40 東亜薬品＝日東メディック 2021年9月
先発 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 ピマリシン 流動パラフィン、白色ワセリン - - １０ｍｇ１ｇ 604.80 千寿製薬＝武田薬品工業 2018年3月
先発 ピマリシン点眼液５％「センジュ」 ピマリシン エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウ

ム塩化物、リン酸二水素ナトリウム、塩化ナ
トリウム、水酸化ナトリウム、塩酸

6.5～7.5 - ５０ｍｇ１ｍＬ 628.30 千寿製薬＝武田薬品工業 2018年3月

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ヨウ素・ポリビニルア
ルコール

ヨウ化カリウム - - ０．２％１ｍＬ 22.50 ロートニッテン 2022年4月

先発 ベガモックス点眼液０．５％ モキシフロキサシン塩
酸塩

ホウ酸、等張化剤、pH調節剤2成分 6.3～7.3 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 80.80 ノバルティスファーマ 2020年9月

モキシフロキサシン点眼液０．５％
「サンド」

モキシフロキサシン塩
酸塩

ホウ酸、等張化剤、pH調節剤2成分 6.3～7.3 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 37.50 サンド 2021年12月
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モキシフロキサシン点眼液０．５％
「ニットー」

モキシフロキサシン塩
酸塩

ホウ酸、塩化ナトリウム、pH調節剤 6.3～7.3 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 37.50 東亜薬品＝日東メディック 2020年3月

モキシフロキサシン点眼液０．５％
「日点」

モキシフロキサシン塩
酸塩

ホウ酸、等張化剤、pH調節剤2成分 6.3～7.3 0.9～1.1 ０．５％１ｍＬ 37.50 ロートニッテン＝日本ジェネ
リック＝テイカ製薬

2022年4月
（ロートニッテン）

先発 クラビット点眼液０．５％ レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 80.30 参天製薬 2020年12月

レボフロキサシン点眼液０．５％「ＦＦ
Ｐ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 44.30 共創未来ファーマ 2019年2月

レボフロキサシン点眼液０．５％「Ｊ
Ｇ」

レボフロキサシン水和
物

クエン酸ナトリウム水和物、塩化ナトリウム、
pH調節剤

6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 日本ジェネリック 2016年3月

レボフロキサシン点眼液０．５％「Ｔ
Ｓ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 テイカ製薬＝アルフレッサ
ファーマ

2016年03月
（テイカ製薬）

レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹ
Ｋ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 44.30 武田テバ薬品＝武田テバ
ファーマ＝武田薬品工業

2016年10月

レボフロキサシン点眼液０．５％「タカ
タ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、塩酸、水酸化ナトリウム 6.2～6.8 0.95～1.05 ０．５％１ｍＬ 31.60 高田製薬 2017年2月

レボフロキサシン点眼液０．５％
「ニットー」

レボフロキサシン水和
物

クエン酸ナトリウム水和物、塩化ナトリウム、
pH調節剤

6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 東亜薬品＝日東メディック 2019年8月

レボフロキサシン点眼液０．５％「ニ
プロ」

レボフロキサシン水和
物

等張化剤、pH調整剤 6.2～6.8 約1 ０．５％１ｍＬ 31.60 ニプロ 2019年9月

レボフロキサシン点眼液０．５％「ＶＴ
ＲＳ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 マイランEPD合同会社＝ヴィ
アトリス製薬

2022年6月

レボフロキサシン点眼液０．５％「わ
かもと」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 わかもと製薬 2021年7月

レボフロキサシン点眼液０．５％「科
研」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 ダイト＝科研製薬 2016年3月

レボフロキサシン点眼液０．５％「杏
林」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 0.95～1.05 ０．５％１ｍＬ 31.60 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬

2017年1月

レボフロキサシン点眼液０．５％「日
医工」

レボフロキサシン水和
物

等張化剤、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 44.30 日医工 2016年3月

レボフロキサシン点眼液０．５％「日
新」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調整剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 日新製薬 2016年3月

レボフロキサシン点眼液０．５％「日
点」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.2～6.8 1.0～1.1 ０．５％１ｍＬ 31.60 ロートニッテン 2022年4月

先発 クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和
物

濃グリセリン、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 66.70 参天製薬 2020年12月

レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦ
Ｐ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 41.60 共創未来ファーマ 2019年2月

レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｊ
Ｇ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、ポリソルベート80、pH調節
剤

6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 21.10 日本ジェネリック 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｔ
Ｓ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 31.50 テイカ製薬 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「タカ
タ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、塩酸、水酸化ナトリウム 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 31.50 高田製薬 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「テ
バ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 41.60 武田テバ薬品＝武田テバ
ファーマ＝武田薬品工業

2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％
「ニットー」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、ポリソルベート80、pH調節
剤

6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 21.10 東亜薬品＝日東メディック 2019年8月

レボフロキサシン点眼液１．５％「ニ
プロ」

レボフロキサシン水和
物

ポリソルベート80、等張化剤、pH調整剤 6.1～6.9 約1 １．５％１ｍＬ 21.10 ニプロ 2017年11月
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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

レボフロキサシン点眼液１．５％「ＶＴ
ＲＳ」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 31.50 マイランEPD合同会社＝ヴィ
アトリス製薬

2022年6月

レボフロキサシン点眼液１．５％「わ
かもと」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、ポリソルベート80、pH調節
剤

6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 21.10 わかもと製薬 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「科
研」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 41.60 ダイト＝科研製薬 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「杏
林」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 31.50 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬＝日東メディック＝三和化
学研究所

2017年11月
（杏林製薬）

レボフロキサシン点眼液１．５％「日
医工」

レボフロキサシン水和
物

等張化剤、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 21.10 日医工 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「日
新」

レボフロキサシン水和
物

塩化ナトリウム、pH調整剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 31.50 日新製薬 2017年11月

レボフロキサシン点眼液１．５％「日
点」

レボフロキサシン水和
物

グリセリン、ホウ酸、pH調節剤 6.1～6.9 1.0～1.1 １．５％１ｍＬ 21.10 ロートニッテン 2022年4月
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