
目のかゆみ・結膜充血に 第2類医薬品

製品の特徴
　オプターナ ピュアは、２種類の抗炎症・抗アレルギー剤配合により、かゆ
み・充血などの不快な症状を改善し、さらに冷たいさしごこちがスッキリ感を与
える点眼薬です。

使用上の注意
相談すること

１．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
（1）医師の治療を受けている人
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
（3）次の症状のある人　　はげしい目の痛み
（4）次の診断を受けた人　　緑内障

２． 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますの
で、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談してください。
関係部位 症　　状
皮　膚 発疹・発赤、かゆみ
目 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

３． 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登
　録販売者に相談してください。
（1）目のかすみが改善されない場合
（2）５～６日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果
目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線によ
る眼炎（雪目など）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、眼病予
防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレン
ズを装着しているときの不快感

用法・用量
１日３～６回、１回１～３滴点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉
（1） 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くこ

とがあります。
（2） 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3） 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁した

ものは使用しないでください。
（4）ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
（5）点眼用にのみ使用してください。

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

目 薬
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お問い合わせ先
本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記まで
ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社　お客様相談室
0570－666－170

受付時間　9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）

●ワンポイント情報
　近年、花粉やハウスダストなどが原因で起こる目のかゆみ、充血
などのアレルギー症状で悩んでいる人が増えています。花粉やハウ
スダストを完全にシャットアウトすることは困難ですが、外出時の
マスクやメガネの着用、毎日の掃除等の日常生活を通じて原因を寄
せつけないようにしましょう。

成分とはたらき

成　　分 分量
（100mL中） は　た　ら　き

イプシロン－アミノ
カプロン酸 1,000mg 抗炎症・抗アレルギー作用により目の

かゆみ、結膜充血、眼瞼炎などの諸症
状を改善します。グリチルリチン酸

二カリウム 100mg

クロルフェニラミン
マレイン酸塩 30mg 抗ヒスタミン作用により目のかゆみを

おさえます。

ナファゾリン塩酸塩 3mg 血管収縮作用により目の充血を取り除
きます。

ネオスチグミン
メチル硫酸塩 2mg 目の調節を支配する神経に直接作用し

て、疲れ目を回復します。
ピリドキシン塩酸塩
（ビタミンB６） 100mg 目の代謝機能を活発にして、疲れ目な

どの症状の回復を早めます。
コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム 100mg 角膜を保護し、目の生理機能を回復し

ます。
添加物として、ホウ酸、パラベン、ℓ-メントール、ホウ砂、クロロブタ
ノール、チオ硫酸Na、d-ボルネオールを含有します。

保管及び取扱い上の注意
（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）

（4）他の人と共用しないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
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