
眼科手術補助剤一覧表
（ヒアルロン酸ナトリウム製剤）

アステム社内資料
H16.5

商　品　名 オペガン0.6 オペガン1.1 オペガンハイ オペリード(0.5,0.6mL) オペリード(1.1mL) オペリードHV0.85 ハイビスコ ハイビスコ0.85 ヒアガード ヒアルオペ

メーカー名 参天 千寿 メニコン 日本点眼薬

抽　出　法 鶏冠より抽出・精製 発酵法 鶏冠より抽出・精製 鶏冠より抽出・精製 発酵法

白内障手術 ● ● ● *2 ● ● ●

眼内レンズ挿入術 ● ● ● *2 ● ● ●

全層角膜移植術 ● ● ● ● ●

（重量）平均分子量 60万～120万 190万～390万 153万～213万 190万～390万 190万～390万 190万～390万 153万～213万

pH 6.8～7.8 7.0～7.5 7.0～7.5 7.0～7.5 7.0～7.5

浸透圧比 *1 1.0～1.2 0.9～1.3 0.9～1.2 0.9～1.3 約1 0.9～1.2

極限粘度(dL/g)
zero shear(mpas)

11.8～19.5dL/g
8000mpas

25～45dL/g
24.0～31.0dL/g
50000mpas

25～45dL/g 25～45dL/g 25～45dL/g 24.0～31.0dL/g

含有量／包装 6mg/0.6mL 11mg/1.1mL
7mg/0.7mL
8.5mg/0.85mL

5mg/0.5mL
6mg/0.6mL

11mg/1.1mL 8.5mg/0.85mL
4mg/0.4mL
7mg/0.7mL

8.5mg/0.85mL 8.5mg/0.85mL 6mg/0.6mL

  取扱上の注意 2～8℃保存 冷所保存 2～8℃保存 2～8℃保存 2～8℃保存 冷所保存

（貯法） 室温保存(1～30℃） 遮光保存 開封後、遮光保存 開封後、遮光保存 遮光保存 遮光保存 遮光保存

凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける

　シリンジタイプ ノーマル カートリッジ ノーマル ノーマル デュファー型 ノーマル ノーマル ノーマル

　　有効期間 3年 3年 3年 3年 3年

薬　　価
（1筒）

10,962.80 11,773.90
 0.7mL:10,962.80
0.85mL:10,962.80

0.5mL:9,637.90
0.6mL:9,637.90

9,637.90 9,637.90 0.4mL
※
:3,510.70

0.7mL:6,004.50
8,447.00 5,556.20 5,556.20

商　品　名 ビスコキング0.85 ビスコクイーン0.6 ビスコケア ヒーロン ヒーロン0.6 ヒーロンV0.6 ビスコート プロビスク プロビスクL7 ホーヤSH

メーカー名 メニコン ファイザー 日本アルコン わかもと

抽　出　法 鶏冠より抽出・精製 鶏冠より抽出・精製 発酵法 鶏冠より抽出・精製

白内障手術 ● ● ● ●    ● *3 ● ●

眼内レンズ挿入術 ● ● ● ● ● ● ● ●

全層角膜移植術 ● ● ● ● ● ●

（重量）平均分子量 190万～390万 60万～120万 190万～390万 約400万 50万 150万～390万 180万～240万

pH 7.0～7.5 6.8～7.8 7.0～7.5 7.0～7.5 7.0～7.5 7.0～7.5

浸透圧比 *1 約1 約1.0～1.2 0.9～1.3 1.0～1.4 0.9～1.3 0.9～1.3 1.0～1.1

極限粘度(dL/g)
zero shear(mpas)

25～45dL/g 11.8～19.5dL/g
25～45dL/g
200,000mpas

1,000,000～
20,000,000mpas

35000～60000mpas *4 25～45dL/g 27.3～34.1dL/g

含有量／包装 8.5mg/0.85mL 6mg/0.6mL
4mg/0.4mL
8.5mg/0.85mL

6mg/0.6mL 13.8mg/0.6mL
ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ15mg、
ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ
20mg/0.5mL

4mg/0.4mL
8.5mg/0.85mL

7mg/0.7mL
6mg/0.6mL
8.5mg/0.85mL

取扱上の注意 2～8℃保存 室温保存 2～8℃保存 冷所保存（8℃以下） 2～8℃保存 冷所保存（1～15℃）

（貯法） 遮光保存 開封後、遮光保存 遮光保存 遮光保存 遮光保存 遮光保存 遮光保存

凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける 凍結を避ける

　シリンジタイプ ノーマル カートリッジ ノーマル（針付き） ノーマル（針付き） カートリッジ

　　有効期間 3年 3年 3年 3年 2年 3年 3年

薬　　価
（1筒）

8,447.00 3,510.70 3,510.70
 0.4mL:10,381.70
0.85mL:11,644.10

10,381.70 13,160.70 7,523.00
 0.4mL:5,559.90
0.85mL:7,167.60

6,909.40
 0.6mL:5,746.00
0.85mL:9,133.10

*1:生理食塩液に対する比 *2:連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限る ※ハイビスコ0.4mL：H17.3.31までの経過措置品目

*3:超音波乳化吸引法による白内障摘出術 *4:25℃、せん断速度2s
-1
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詳細は添付文書等をご参照ください

各添付文書参考
今日の眼疾患治療指針(2000年版)

メーカー確認


