
医療用点眼薬　早見表 黒字：先発品、⾚字：GE、⻩⾊枠：防腐剤フリー 2022年1月25日時点

薬効 成分 商品名 防腐剤 pH 浸透圧比

散瞳薬

アトロピン 日点アトロピン点眼液1% ベンザルコニウム 5～6.5 約１
シクロペントラート サイプレジン1%点眼液 ベンザルコニウム 3～4.5 0.9～1.1

トロピカミド

ミドリンM点眼液0.4% ベンザルコニウム 4.5～5.8 0.9～1.1

トロピカミド点眼液0.4%「日点」 パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
6～7 約１

フェニレフリン ネオシネジンコーワ5%点眼液 クロロブタノール 4~6 記載なし

トロピカミド＋
フェニレフリン

ミドリンP点眼液
ベンザルコニウム

クロロブタノール
4.5～5.8 0.9～1.1ミドレフリンP点眼液

サンドールP点眼液
オフミック点眼液 ベンザルコニウム 5~6 0.8～1.3

緑内障治療薬

ピロカルピン

サンピロ点眼液0,5%

パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

クロロブタノール

4.5～5.5

1.2～1.4
サンピロ点眼液1%

サンピロ点眼液2% 1.1～1.3

サンピロ点眼液3%
1.3～1.5

サンピロ点眼液4% 4.4～5.5

ジスチグミン
ウブレチド点眼液0.5%

ベンザルコニウム 5～6.5 約１
ウブレチド点眼液1%

ジピベフリン
ピバレフリン点眼液0.04% ベンザルコニウム

クロロブタノール
4.5～5.5 1～1.2

ピバレフリン点眼液0.1%

ブリモニジン
アイファガン点眼液0.1%

× 6.7～7.5 0.9～1.1
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「各メーカー」

チモロール

リズモンTG点眼液0.25%

ベンザルコニウム

7.2～8 1.3～1.6
リズモンTG点眼液0.5%

チモプトール点眼液0.25%

6.5～7.5

約１
チモプトール点眼液0.5%

チモプトールXE点眼液0.25%
×

0.9～1.1
チモプトールXE点眼液0.5%

チモロール点眼液0.25%「ニッテン」
ベンザルコニウム

チモロール点眼液0.5%「ニッテン」

チモロールPF点眼液0.25%「日点」
×

6.3～7.3

0.9～1.2
チモロールPF点眼液0.5%「日点」

チモロール点眼液0.25%「テイカ」

ベンザルコニウム

0.8～1.2
チモロール点眼液0.5%「テイカ」

チモロール点眼液0.25%「杏林」

6.5～7.5

約１
チモロール点眼液0.5%「杏林」

チモロール点眼液0.25%「わかもと」
0.9～1.4

チモロール点眼液0.5%「わかもと」

チモロール点眼液0.25%「日新」

0.9～1.1

チモロール点眼液0.5%「日新」

チモロール点眼液0.25%「ニットー」

チモロール点眼液0.5%「ニットー」

チモロールXE点眼液0.25%「ニットー」

チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」

チモロールXE点眼液0.25%「JG」

チモロールXE点眼液0.5%「JG」

チモロールXE点眼液0.25%「TS」

チモロールXE点眼液0.5%「TS」

チモロールXE点眼液0.25%「杏林」

チモロールXE点眼液0.5%「杏林」



緑内障治療薬

カルテオロール

ミケラン点眼液1%

ベンザルコニウム

6.2～7.2

約１
ミケラン点眼液2%

ミケランLA点眼液1%

ミケランLA点眼液2%

カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」
×

0.9～1.1

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LA点眼液1%「わかもと」

ベンザルコニウム

6.8～7.4
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」

カルテオロール点眼液1%「ニットー」

6.2～7.2

カルテオロール点眼液2%「ニットー」

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点眼液2%「ニッテン」

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PF点眼液2%「日点」

ベタキソロール

ベトプティック点眼液0.5%

ベンザルコニウム

6.7～7.7 0.85～1.25

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% 7～7.8 0.9～1.2

ベタキソロール点眼液0.5%「SW」 6.7～7.7 0.85～1.25

ニプラジロール

ニプラノール点眼液0.25%
ベンザルコニウム

6.5～7.5 0.9～1.1

ハイパジールコーワ点眼液0.25%

ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」 ×

ニプラジロール点眼液0.25%「サワイ」

ベンザルコニウムニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」

ニプラジロール点眼液0.25%「ニッテン」

ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」 ×

レボブノロール
レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」 ベンザルコニウム

5.5～7.5 0.9～1.1
レボブノロール塩酸塩点眼液PF0.5%「日点」 ×

リパスジル グラナテック点眼液0.4% ベンザルコニウム 5～7 約１

ブナゾシン デタントール0.01%点眼液 ベンザルコニウム 5.5～6.5 0.9～1.1

オミデネパグイソプロピル エイベリス点眼液0.002% ベンザルコニウム 5.5～6.1 0.9～1.1

ラタノプロスト

キサラタン点眼液0.005%

ベンザルコニウム

6.5～6.9

約１

ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 0.9～1.1

ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」
0.9～1

ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」

ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」 6.4～6.8 1～1.1

ラタノプロスト点眼液0.005%「サンド」

6.5～6.9

0.9～1
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」

ラタノプロスト点眼液0.005%「トーワ」 約１

ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 ×

0.9～1

ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」

ベンザルコニウム

ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」

ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」

ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」

ラタノプロスト点眼液0.005%「科研」

ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」

ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」 × 6.7～7.1 1～1.1

ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」

ベンザルコニウム

6.5～6.9 0.9～1ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」

ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」



緑内障治療薬

ラタノプロスト

ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」

ベンザルコニウム

6.4～6.8 1～1.1
ラタノプロスト点眼液0.005%「TYK」

ラタノプロスト点眼液0.005%「日点」 × 6.5～6.9 0.9～1

トラボプロスト
トラバタンズ点眼液0.004%

×
約5.7

0.9～1.1
トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 5～6

イソプロピル

ウノプロストン

レスキュラ点眼液0.12% ベンザルコニウム 5～6.5 0.9～1.1

イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 クロルヘキシジン 5.5～7

0.6～0.8
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」

パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
5～6.5

イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」 クロルヘキシジン 5.5～7

イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」 × 5～6.5

タフルプロスト
タプロス点眼液0.0015% ベンザルコニウム

5.7～6.3
1～1.1

タプロスミニ点眼液0.0015% × 0.9～1.1

ビマトプロスト

ルミガン点眼液0.03%

ベンザルコニウム 6.9～7.5

約１
ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」

ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」

ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」

ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 0.9～1.1

ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」 0.9～1.2

ドルゾラミド
トルソプト点眼液0.5%

ベンザルコニウム 5.5～5.9 約１
トルソプト点眼液1%

ブリンゾラミド

エイゾプト懸濁性点眼液1%

ベンザルコニウム

約7.5

0.9～1.2
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」
7～8

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＋

ブリモニジン
アイラミド配合懸濁性点眼液 ベンザルコニウム 6.3～6.8 0.9～1.2

チモロール＋
ラタノプロスト

ザラカム配合点眼液
ベンザルコニウム 5.8～6.2

約１

ラタチモ配合点眼液「各メーカー」 0.9～1.1

チモロール＋
タフルプロスト

タプコム配合点眼液 ベンザルコニウム 6.7～7.2 1～1.1

チモロール＋
トラボプロスト

デュオトラバ配合点眼液
× 6.5～7 0.9～1.1

トラチモ配合点眼液「ニットー」
チモロール＋
ブリンゾラミド

アゾルガ配合懸濁性点眼液 ベンザルコニウム 6.7～7.7 0.9～1.2

チモロール＋
ブリモジニン

アイベータ配合点眼液 ベンザルコニウム 6.9～7.3 0.9～1.1

チモロール＋
ドルゾラミド

コソプト配合点眼液 ×

5.5～5.8

0.4～0.5

コソプトミニ配合点眼液 ×

0.95～1.25

ドルモロール配合点眼液「センジュ」

ベンザルコニウム

ドルモロール配合点眼液「ニットー」

ドルモロール配合点眼液「TS」

ドルモロール配合点眼液「わかもと」
ドルモロール配合点眼液「日点」 0.9～1.1

カルテオロール＋
ラタノプロスト

ミケルナ配合点眼液 × 6～6.7 0.9～1.2



副腎皮質
ステロイド

デキサメタゾン

リン酸エステル

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
ベンザルコニウム 7.4～8.4

記載なし

テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% 約１

デキサメタゾンメタスルホ

安息香酸エステル

サンテゾーン点眼液0.02%

クロロブタノール

パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

4~6

約１

サンテゾーン点眼液0.1%

D・E・X0.02%点眼液「ニットー」

0.8～1.2D・E・X0.05%点眼液「ニットー」

D・E・X0.1%点眼液「ニットー」

ビジュアリン点眼液0.02%

クロロブタノール

パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

3.7～5.2 記載なしビジュアリン点眼液0.05%

ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1%

フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.02%

ベンザルコニウム

6.8～7.8 0.9～1.1
フルメトロン点眼液0.1%

フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」

6.5～7.5 記載なしフルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」

フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」

フルオロメトロン0.02%点眼液「日点」

5.5～7.5 0.9～1.1フルオロメトロン0.05%点眼液「日点」

フルオロメトロン0.1%点眼液「日点」

フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」

6.5～7.5

約１
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」

フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」
1.0~1.2

フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」

ベタメタゾン

リン酸エステル

リンデロン点眼液0.01%
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

7.5～8.5 約0.8

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1% 7.5～8.5 0.9～1.1

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%
ベンザルコニウム

6.5～8.5 約１

リノロサール眼科耳鼻科用液0.1%
7.5～8.5

0.8～1

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1% × 0.9～1.1

ベタメタゾン＋
フラジオマイシン

点眼・点鼻用リンデロンA液 パラオキシ安息香酸メチル 5～7.5 約0.8

ベルベゾロンF点眼・点鼻液
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
4.5～7.5 0.9～1.1

抗菌薬

アジスロマイシン アジマイシン点眼液1% ベンザルコニウム 5.9～6.7 0.9～1.1

セフメノキシム ベストロン点眼用0.5%
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
6～8 記載なし

ジベカシン バニマイシン点眼液0.3% ベンザルコニウム 6.5～7.5 約1

トブラマイシン トブラシン点眼液0.3% ベンザルコニウム 6.5～8 約1

オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3%

×

6～7
0.95～1.15

オフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」 約1

オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「わかもと」

6～7

1.52～1.75

オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」
0.95～1.15

オフロキサシン点眼液0.3%「日点」

オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」
約１

オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」

オフロキサシン点眼液0.3%「テバ」

0.95～1.15

オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」



抗菌薬

オフロキサシン

オフロキサシン点眼液0.3%「日新」

×

6～7

0.95～1.15
オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」

オフロキサシン点眼液0.3%「CHOS」

オフロキサシン点眼液0.3%「JG」

ガチフロキサシン ガチフロ点眼液0.3% × 5.6～6.3 0.9～1.1

ノルフロキサシン

バクシダール点眼液0.3%

× 5～5.6

約１

ノフロ点眼液0.3%

ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」

ノルフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」

ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」

ノルフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」

0.9～1.1ノルフロキサシン点眼液0.3%「日新」

ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」

ロメフロキサシン
ロメフロン点眼液0.3%

× 4.5～5.7 記載なし
ロメフロンミニムス眼科耳科用液液点眼液0.3%

レボフロキサシン

クラビット点眼液0.5%

×

6.2～6.8

0.95～1.1
の範囲

クラビット点眼液1.5% 6.1～6.9

レボフロキサシン点眼液0.5%「各メーカー」 6.2～6.8

レボフロキサシン点眼液1.5%「各メーカー」 6.1～6.9

トスフロキサシン
トスフロ点眼液0.3%

× 4.9~5.5 0.9~1.1
オゼックス点眼液0.3%

モキシフロキサシン

ベガモックス点眼液0.5%

× 6.3～7.3 0.9~1.1
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点眼液0.5%「ニットー」

モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」

ゲンタマイシン
ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」 ベンザルコニウム

5.5～7.5 記載なし
ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」 パラオキシ安息香酸メチル

クロラムフェニコール クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 ベンゼトニウム 6～8 記載なし

クロラムフェニコール＋
コリスチン

コリナコール点眼液 クロロブタノール 6～8 約１

オフサロン点眼液 クロルヘキシジン 6～8 1～1.2

抗真菌薬 ピマリシン ピマリシン点眼液5%「センジュ」 ベンザルコニウム 6.5～7.5 記載なし

白内障治療薬

グルタチオン タチオン点眼用2% ベンザルコニウム 記載なし 記載なし

ピレノキシン

カタリン点眼用0.005%（錠剤）
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
5.5～6.5

記載なし

カタリンK点眼用0.005%（顆粒）
パラオキシ安息香酸メチル

クロロブタノール
4.5～6.5

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 ベンザルコニウム 3.4～4 0.9～1.2

抗アレルギー薬

ケトチフェン

ザジテン点眼液0.05%

ベンザルコニウム

4.8～5.8

0.7～1

ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 約0.9

ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」

0.7～1

ケトチフェン点眼液0.05%「日新」

ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」

ケトチフェン点眼液0.05%「CH」

ケトチフェン点眼液0.05%「SW」

ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」

ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」 ×

ケトチフェン点眼液0.05%「ニッテン」

ケトチフェン点眼液0.05%「日東」

ベナンザ点眼液0.05%



抗アレルギー薬

ケトチフェン

ケトチフェン点眼液0.05%「ツルハラ」

4.8～5.8

0.7～1

オロパタジン

パタノール点眼液0.1%

ベンザルコニウム

約7

0.9～1.1

オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」

オロパタジン点眼液0.1%「わかもと」

オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」

オロパタジン点眼液0.1%「サンド」

オロパタジン点眼液0.1%「TS」

6.5〜7.5
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」

オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」

オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」

オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」

6.8〜7.2

オロパタジン点眼液0.1%「タカタ」

オロパタジン点眼液0.1%「三和」

オロパタジン点眼液0.1%「日新」

オロパタジン点眼液0.1%「杏林」

レボカバスチン

リボスチン点眼液0.025%

ベンザルコニウム 6～8

0.9～1.1
レボカバスチン点眼液0.025%「わかもと」

レボカバスチン点眼液0.025%「三和」

レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」

レボカバスチン点眼液0.025%「イセイ」（R4.3.31まで） 2.8~3.8

レボカバスチン点眼液0.025%「サワイ」

2.3～3.3

レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」

レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」

レボカバスチン点眼液0.025%「FFP」

レボカバスチン点眼液0.025%「JG」

レボカバスチン点眼液0.025%「TS」

エピナスチン

アレジオン点眼液0.05%

× 6.7～7.3 0.9～1.1アレジオンLX点眼液0.05%

 エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「各メーカー」

アシタザノラスト ゼペリン点眼液0.1%
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

クロロブタノール

4.5～6 0.8～1.3

イブジラスト ケタス点眼液0.01% ベンザルコニウム 5.5～7 約1

クロモグリク酸Na

インタール点眼液2% ベンザルコニウム

4～7

記載なし
インタール点眼液UD2% ×

クロモグリク酸Na点眼液2%「ニットー」
ベンザルコニウム

1～1.2

クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」
0.9～1.1

クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 ×

クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」

ベンザルコニウム

6～7 約1

クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」
4～7

約0.3

クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 0.2～0.4

クロモグリク酸Na点眼液2%「日新」

4.5～6.5

0.2～0.3

クロモグリク酸Na点眼液2%「科研」 記載なし

クロモグリク酸Na点眼液2%「ＴＳ」 0.15～0.35

クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 5～6 記載なし

クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 4.5～6.5

記載なしシズレミン点眼液2% 4～7

クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 5～6

トラニラスト

リザベン点眼液0.5%
ベンザルコニウム

7～8 0.9～1.1



抗アレルギー薬

トラニラスト
トラメラス点眼液0.5%

ベンザルコニウム

7～8 0.9～1.1
トラメラスPF点眼液0.5% ×

トラニラスト点眼液0.5%「各メーカー」 ベンザルコニウム

ペミロラスト

アレギサール点眼液0.1%

ベンザルコニウム 7.5～8.5 0.7～0.9ペミラストン点眼液0.1%

ペミロラストＫ点眼液0.1%「各メーカー」

角膜保護薬

コンドロイチン

アイドロチン点眼液1%点眼液
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

クロロブタノール

4.5～6 約１
アイドロチン点眼液3%点眼液

コンドロイチン点眼液1%「日点」
5～6.5 0.9～1.1

コンドロイチン点眼液3%「日点」

コンドロイチン＋
補酵素型ビタミンB2

ムコファジン点眼液 パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

クロロブタノール

4.5～6 0.8～1.2

ムコティア点眼液 5～6 0.9～1.1

補酵素型ビタミンB2

フラビタン点眼液0.05%
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

クロロブタノール

4.5～6
記載なし

FAD点眼液0.05%「日東」

FAD点眼液0.05%「サンテン」 約1

精製ヒアルロン酸

ヒアレイン点眼液0.1%
クロルヘキシジン

6～7 0.9～1.1
ヒアレイン点眼液0.3%

ヒアレインミニ点眼液0.1%
×

ヒアレインミニ点眼液0.3%

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「科研」

クロルヘキシジン

6.8～7.8 記載なし
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「科研」

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「センジュ」 6.5～7.5

0.9～1.1

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「センジュ」 6.8～7.8

ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 × 6～7

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「日点」 クロルヘキシジン 6.8～7.8

ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」 × 6～7

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
クロルヘキシジン 6.8～7.8

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーワ」

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」 ベンザルコニウム 6～7

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」 クロルヘキシジン 6.8～7.8

ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」 × 6～7

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」
クロルヘキシジン 6.8～7.8

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」
ベンザルコニウム

6～7ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「わかもと」

ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「わかもと」 ×

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」
クロルヘキシジン 6.8～7.8

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

ベンザルコニウム

6～7ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」 ベンザルコニウム

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」 メチルパラベン

プロピルパラベン
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」
クロルヘキシジン 6.8～7.8

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」
ポリヘキサニド 6～7



角膜保護薬

精製ヒアルロン酸

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」
ポリヘキサニド 6～7

0.9～1.1

ジクアホソル ジクアス点眼液3% クロルヘキシジン 7.2～7.8 1～1.1

レバミピド ムコスタ点眼液UD2%
×（有効成分がソフトコンタクト

レンズに吸着する可能性あり） 5.5～6.5 0.9～1.1

人工涙液 人工涙液マイティア点眼液 ベンザルコニウム 7.1～7.7 記載なし

非ステロイド

抗炎症薬

アズレンスルホン酸

アズラビン点眼液0.02%

パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル

7～8.5
0.9～1.1

アズレン点眼液0.02%「わかもと」 0.8～1.2

アズレン点眼液0.02%「ニットー」 7～8 記載なし

アゾテシン点眼液0.02%（R4.3.31まで） 6.9～7.9 0.95～1.15

AZ点眼液0.02% 7～8.5 記載なし

ジクロフェナク

ジクロード点眼液0.1% クロロブタノール 6～7.5 0.9～1.4

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 ソルビン酸 6.7～7.7
0.9～1.2

ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 × 7～8.5

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」

クロロブタノール
6～7.5

1～1.3

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「SN」 0.9～1.1

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 0.95～1.35

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」 6.5～8 約1

プラノプロフェン

ニフラン点眼液0.1%

ベンザルコニウム

7～8 記載なし

プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」
7.5～8.5

0.9～1.1プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」

プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」 7～8

プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 7.5～8.5 0.8～1

プラノプロフェン点眼液0.1%「ニットー」 7～8 約1.1

ブロムフェナク

ブロナック点眼液0.1%

ベンザルコニウム 8～8.6

記載なし

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
0.9～1.1

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」 記載なし

グリチルリチン酸 ノイボルミチン点眼液1% ベンザルコニウム 6.2～7.5 0.9～1.1

ネパフェナク ネバナック懸濁性点眼液0.1% ベンザルコニウム 7～7.8 0.9～1.2

収れん・消炎薬 硫酸亜鉛 サンチンク点眼液0.2% ベンザルコニウム

クロロブタノール
4~6 約１

血管収縮薬
ナファゾリン プリビナ点眼液0.5mg/mL

パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
5.3～6.3 記載なし

オキシメタゾリン ナシビン点鼻・点眼液0.05％ ベンザルコニウム 記載なし 記載なし

調節機能改善薬
シアノコバラミン

サンコバ点眼液0.02%

ベンザルコニウム

5.5～6.5

0.9～1.1
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 6.5～7.5

シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」

5.5～6.5シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」

シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 約1

ネオスチグミン＋
無機塩類

ミオピン点眼液
ベンザルコニウム

5.2～6.2 0.9～1.1

マイピリン点眼液 5～6 0.8～1

消炎酵素薬 リゾチーム ムコゾーム点眼液0.5%
パラオキシ安息香酸メチル

パラオキシキシ安息香酸プロピル
4.5～6 1～1.2

免疫抑制薬
シクロスポリン パピロックミニ点眼液0.1% × 6.5～7.5 1～1.1

タクロリムス タリムス点眼液0.1% ベンザルコニウム 4.3～5.5 0.9～1.1



メモ
①防腐剤
・ベンザルコニウム
・パラオキシ安息⾹酸メチル（メチルパラベン）
・パラオキシ安息⾹酸プロピル（プロピルパラベン）
・クロロブタノール ・ベンゼトニウム
・ソルビン酸 ・クロルヘキシジン

②⾚字はGE（後発医薬品）
③黄色の塗りつぶしは防腐剤フリー

④pH 5～8.5は刺激感が少ない

⑤浸透圧比 0.6～2.0は刺激感が少ない


