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添付文書
改訂年月

リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和
物

パラオキシ安息香酸ブチル、流動パラフィ
ン、白色ワセリン

- - １％１ｇ 77.00 参天製薬 2021年8月

日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和
物

亜硫酸水素ナトリウム、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、無水
リン酸一水素ナトリウム、等張化剤

5.0～6.5 約1 １％５ｍＬ１瓶 296.60 ロートニッテン 2022年4月

先発 ラクリミン点眼液０．０５％ オキシブプロカイン塩
酸塩

ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ベ
ンザルコニウム塩化物、エデト酸ナトリウム
水和物、塩化ナトリウム、pH調節剤

4.0～5.0 1.0～1.2 ０．０５％５ｍＬ１
瓶

88.80 参天製薬 2022年2月

タチオン点眼用２％ グルタチオン 【凍結乾燥剤】炭酸水素ナトリウム、ベンザ
ルコニウム塩化物、マクロゴール6000、亜硫
酸水素ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和
物
【溶解液】ベンザルコニウム塩化物、ホウ酸

- - ２％１ｍＬ 38.10 長生堂製薬＝日本ジェネリッ
ク

2019年3月

サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物、ホウ砂 5.5～6.5 0.9～1.1 ０．０２％５ｍＬ１
瓶

88.80 参天製薬 2022年2月

シアノコバラミン点眼液０．０２％「セ
ンジュ」

シアノコバラミン ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ベンザルコ
ニウム塩化物 、塩化ナトリウム、塩化カリウ
ム

6.5～7.5 0.9～1.1 ０．０２％５ｍＬ１
瓶

86.40 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年7月

シアノコバラミン点眼液０．０２％
「ニットー」

シアノコバラミン ホウ酸、ホウ砂、塩化ナトリウム、濃ベンザ
ルコニウム塩化物液50、pH調整剤

5.5～6.5 0.9～1.1 ０．０２％５ｍＬ１
瓶

86.40 東亜薬品＝日東メディック 2019年3月

シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏
林」

シアノコバラミン ベンザルコニウム塩化物、ホウ酸、ホウ砂、
pH調節剤

5.5～6.5 約1 ０．０２％５ｍＬ１
瓶

86.40 キョーリンリメディオ＝杏林製
薬＝日本ジェネリック

2017年3月
（杏林製薬）

シアノコバラミン点眼液０．０２％「日
点」

シアノコバラミン ホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物、
等張化剤

5.5～6.5 0.9～1.1 ０．０２％５ｍＬ１
瓶

86.40 ロートニッテン 2022年4月

先発 サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩
酸塩

ホウ酸、塩化カリウム、ベンザルコニウム塩
化物、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタ
ノール、pH調節剤

3.0～4.5 0.9～1.1 １％１ｍＬ 78.50 参天製薬 2021年12月

ミドリンＭ点眼液０．４％ トロピカミド 塩化ナトリウム、ポリビニルアルコール（部
分けん化物）、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

4.5～5.8 0.9～1.1 ０．４％１ｍＬ 18.70 参天製薬 2022年2月

トロピカミド点眼液０．４％「日点」 トロピカミド 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、コンドロイチン硫酸エステ
ルナトリウム、等張化剤、pH調節剤

6.0～7.0 約1 ０．４％１ｍＬ 17.70 ロートニッテン 2022年4月

先発 ミドリンＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフ
リン塩酸塩

ホウ酸、イプシロン-アミノカプロン酸、クロロ
ブタノール、ベンザルコニウム塩化物、pH調
節剤

4.5～5.8 0.9～1.1 １ｍＬ 27.50 参天製薬 2022年2月

オフミック点眼液 トロピカミド・フェニレフ
リン塩酸塩

ホウ酸、クエン酸水和物、ベンザルコニウム
塩化物、塩化ナトリウム、pH調節剤

5.0～6.0 0.8～1.3 １ｍＬ 19.30 わかもと製薬 2017年7月

サンドールＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフ
リン塩酸塩

イプシロン-アミノカプロン酸、ホウ酸、ベン
ザルコニウム塩化物、クロロブタノール、pH
調節剤

4.5～5.8 0.9～1.1 １ｍＬ 19.30 ロートニッテン 2022年4月

ミドレフリンＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフ
リン塩酸塩

イプシロン-アミノカプロン酸、濃ベンザルコ
ニウム塩化物液50、クロロブタノール、ホウ
酸、pH調節剤

4.5～5.8 0.9〜1.1 １ｍＬ 19.30 日東メディック 2017年11月

プリビナ点眼液０．５ｍｇ/ｍL ナファゾリン硝酸塩 ホウ酸、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、乾燥炭酸ナトリウム

5.3～6.3 - ０．０５％１ｍＬ 5.30 日新製薬 2018年1月

ミオピン点眼液 ネオスチグミン・無機
塩類配合剤

ベンザルコニウム塩化物、ポリビニルアル
コール（部分けん化物）、pH調節剤

5.2～6.2 0.9～1.1 ５ｍＬ１瓶 86.40 参天製薬 2021年12月

マイピリン点眼液 ネオスチグミン・無機
塩類配合剤

ベンザルコニウム塩化物、ポリビニルアル
コール（部分けん化物）、pH調節剤

5.0～6.0 0.8～1.0 ５ｍＬ１瓶 86.40 ロートニッテン 2022年4月
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カタリンＫ点眼用０．００５％ ピレノキシン 【顆粒】タウリン、ホウ酸、ホウ砂
【溶解液】ホウ酸、イプシロン-アミノカプロン
酸、パラオキシ安息香酸メチル、クロロブタ
ノール、等張化剤

4.5～6.5
（溶解後）

- ０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液とし
て）

13.00 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年8月

カタリン点眼用０．００５％ ピレノキシン 【錠剤】タウリン、ホウ酸、ホウ砂
【溶解液】ホウ酸、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、等張化
剤、pH調節剤

5.5～6.5
（溶解後）

- ０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液とし
て）

13.00 千寿製薬＝武田薬品工業 2020年8月

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００
５％「参天」

ピレノキシン 濃グリセリン、ベンザルコニウム塩化物、ポ
リオキシエチレン硬化ヒマシ油60、エデト酸
ナトリウム水和物、pH調節剤

3.4～4.0 0.9～1.2 ０．００５％５ｍＬ１
瓶

64.90 参天製薬 2022年2月

ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 亜硫酸水素Na、クロロブタノール、クエン酸
Na水和物、ホウ酸、エデト酸Na水和物

4.0～6.0 - ５％１ｍＬ 42.10 興和 2020年8月

先発 ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩
酸塩

塩化ナトリウム、ポリビニルアルコール（部
分けん化物）、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

4.0～5.0 0.9～1.1 ０．４％１ｍＬ 20.40 参天製薬 2021年12月

ネオベノール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩
酸塩

ポリビニルアルコール、ベンザルコニウム塩
化物、クロロブタノール、酢酸、酢酸ナトリウ
ム水和物、等張化剤

4.0～5.0 約1 ０．４％１ｍＬ 20.40 ロートニッテン 2022年4月

オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．
４％「ニットー」

オキシブプロカイン塩
酸塩

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、ヒプロメ
ロース、pH調節剤

4.0～5.0 0.9～1.1 ０．４％１ｍＬ 20.40 日東メディック 2016年11月

キシロカイン点眼液４％ リドカイン クロロブタノール、pH調整剤 5.0～7.0 - ４％１ｍＬ 16.50 サンドファーマ＝サンド 2021年9月
先発 アイオピジンＵＤ点眼液１％ アプラクロニジン塩酸

塩
酢酸ナトリウム水和物、等張化剤、pH調整
剤2成分

4.5～6.0 0.90～1.10 １％０．１ｍＬ１個 656.80 ノバルティスファーマ 2021年12月
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