
 

 

   
 

 

 

2023年 3月 9日 

各位 

 

参天製薬株式会社 

 
 

我慢できないそのつらい目※1に、直接効くサンテ メディカルシリーズから新登場 

「サンテ メディカルプラス」  
3月 9日（木）全国の薬局・ドラッグストアで新発売 

 
 

参天製薬株式会社（本社：大阪市、以下 Santen）は、目の疲れ・かすみ（目やにの多いときなど）に直接効く

「サンテ メディカルシリーズ」から、有効成分を最大濃度※2 配合※3 し、機能を強化した※4 一般用目薬サンテ 

メディカルプラス（第 2類医薬品）を 2023年 3月 9日（木）より、全国の薬局・ドラッグストアにて発売します。 

 

Santen が医療用目薬の開発で培ったノウハウを活用した「サンテ メディカルシリーズ」は、2016 年のリニュ

ーアル以降、現代社会におけるさまざまな目のトラブルに対処すべく、多くのお客様にご使用いただいてい

ます。近年、コロナ禍におけるデジタルデバイスの使用増加などにより、目の疲れ、炎症、かすみといった目

の悩みに対する生活者の意識はますます高まっていると考えられます。そこで、この度、サンテ メディカルシ

リーズから、目のトラブル・悩みにアプローチする、有効成分を強化※4した 3種類のサンテメディカルプラスが

新登場します。 

 

【サンテ メディカルプラスシリーズ ブランドサイト】

https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/products/otc/sante_medical/ 

 

 

＜製品概要＞ 

■サンテ メディカルプラス 12: 「つらい眼疲労」に直接効く目薬 

特長① 血行を促進するはたらきを持つ酢酸 d-α-トコフェロール（ビタミン E）を新配合することにより、目の

血行促進機能をプラス※4。 

特長② つらい眼疲労に対応する既存のサンテ メディカル 12に最大濃度※2配合されているピント調節機能

を改善するシアノコバラミン（ビタミン B12）とネオスチグミンメチル硫酸塩はそのままに、有効成分を

最多※2の 12成分配合し、最大濃度※2配合成分を 4成分から 6成分に増強。 

長時間のPC・スマ―トフォンの使用や集中作業などによる眼疲労の緩和に効果を発揮する高機能目薬に進

化※4しました。 

  

https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/products/otc/sante_medical/


 

 

製品名 サンテ メディカルプラス  12 

分類 第 2類医薬品 

容量 12mL 

有効成分 

天然型ビタミン E（酢酸 d-α-トコフェロール）0.025％、ビタミン B12（シアノコバラミン）0.02%、

ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5%、ビタミン

B6（ピリドキシン塩酸塩）0.05%、L-アスパラギン酸カリウム 0.5%、タウリン 0.5%、クロルフェニ

ラミンマレイン酸塩 0.03%、イプシロン-アミノカプロン酸 1.0%、グリチルリチン酸二カリウム

0.25%、硫酸亜鉛水和物 0.05%、塩酸テトラヒドロゾリン 0.05% 

添加物 

エデト酸ナトリウム水和物、ヒアルロン酸ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、ホウ酸、ポリオ

キシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート 80、BHT、d-ボルネオール、l-メントール、等張化

剤、pH調節剤 

効能・効果 

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼病予防（水泳の

あと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、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）、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回 1～3滴 1日 5～6回点眼 

液の色 赤色透明 

メーカー希望 

小売価格 
1,680円（税抜） 

 

 

■サンテ メディカルプラス ガード EX: 「ヒリつく目の炎症（雪目など）」に直接効く目薬 

特長① 角膜修復を促すアラントインと組織代謝を促進するパンテノールを新配合し、角膜修復機能と組織

代謝機能をダブルで強化※4。 

特長② ヒリつく目の炎症（雪目など）に対応する既存のサンテ メディカルガード EXに最大濃度※2配合され

ている角膜修復を促すフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（活性型ビタミン B2）と角膜保護・保

水成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムはそのままに、最大濃度※2配合成分を 6成分か

ら 7成分に増強。 

紫外線・乾燥などによるヒリつく目の炎症（雪目など）の緩和に効果を発揮する高機能目薬に進化※4 しまし

た。 

 

製品名 サンテ メディカルプラス ガード EX 

分類 第 2類医薬品 

容量 12mL 

有効成分 

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（活性型ビタミン B2） 0.05%、アラントイン 0.3%、コ

ンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5%、タウリン 0.5%、パンテノール 0.1%、L-アスパラギ

ン酸カリウム 0.5%、ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%、クロルフェニラミンマレイン酸塩

0.03%、グリチルリチン酸二カリウム 0.25%、塩酸テトラヒドロゾリン 0.01% 

添加物 

イプシロン-アミノカプロン酸、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ゲラニオール、デ

キストラン、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、ベンザルコニウム塩化物液、

ポリソルベート 80、d-ボルネオール、l-メントール、等張化剤、pH調節剤 

効能・効果 
紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳の

あと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目の疲れ、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多い



 

 

ときなど）、結膜充血、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回 1～3滴 1日 5～6回点眼 

液の色 黄色透明 

メーカー希望 

小売価格 
1,680円（税抜） 

 

 

■サンテ メディカルプラス アクティブ: 「目のかすみ（目やにの多いときなど）」に直接効く目薬 

特長① 炎症を抑制するはたらきを持つイプシロン-アミノカプロン酸を増量し、目の炎症抑制機能を強化※4。 

特長② 目のかすみ（目やにの多いときなど）に対応する既存のサンテメディカルアクティブに最大濃度※2配

合されている涙液安定化成分のレチノールパルミチン酸エステル（ビタミン A）と角膜保護・保水成

分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムはそのままに、最大濃度※2配合成分数は 5成分。 

年齢や目の機能低下などによる目の疲れに。かすみ（目やにの多いときなど）の改善に効果を発揮する高機

能目薬に進化※4しました。 

 

製品名 サンテ メディカルプラス アクティブ 

分類 第 2類医薬品 

容量 12mL 

有効成分 

ビタミン A（レチノールパルミチン酸エステル）5万単位/100mL、コンドロイチン硫酸エステル

ナトリウム 0.5%、天然型ビタミン E（酢酸 d-α-トコフェロール） 0.05%、タウリン 0.5%、L-アス

パラギン酸カリウム 0.5%、ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%、クロルフェニラミンマレイン

酸塩 0.03% 、イプシロン-アミノカプロン酸 2.0%、塩酸テトラヒドロゾリン 0.01% 

添加物 

エデト酸ナトリウム水和物、デキストラン、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロー

ス、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート

80、BHT、d-ボルネオール、l-メントール、等張化剤、pH調節剤 

効能・効果 

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防（水泳の

あと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、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）、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回 1～3滴 1日 5～6回点眼 

液の色 無色～うすい黄色透明 

メーカー希望 

小売価格 
1,680円（税抜） 

 

※1 目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の炎症（雪目など）など 

※2 一般用眼科用薬製造販売承認基準内（承認基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと）  

※3 サンテメディカルプラス 12 ／ビタミン B12（シアノコバラミン）、ネオスチグミンメチル硫酸塩、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、クロルフ

ェニラミンマレイン酸塩、塩酸テトラヒドロゾリン、グリチルリチン酸二カリウム 

サンテメディカルプラスガード EX ／フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、ネオスチグミンメチ

ル硫酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、グリチルリチン酸二カリウム、パンテノール、アラントイン 

サンテメディカルプラスアクティブ／ビタミン A（ レチノールパルミチン酸エステル） 、ネオスチグミンメチル硫酸塩、ビタミン E（酢酸 d-α-ト

コフェロール）、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩 

※4 サンテ メディカルプラス 12／サンテ メディカル 12 と比較して、血行促進機能を持つ酢酸 d-α-トコフェロールを配合  

サンテ メディカルプラスガード EX ／サンテ メディカルガード EX と比較して、角膜修復機能を持つアラントイン及び組織代謝機能を持つ



 

 

パンテノールを配合 

サンテ メディカルプラスアクティブ／サンテ メディカルアクティブと比較して、抗炎症機能を持つイプシロン-アミノカプロン酸を 1%→2%へ

増量 

 

Santenについて 

Santen は、眼科に特化したスペシャリティ・カンパニーとして、医療用・一般用の医薬品や、医療機器の研

究、開発、販売・マーケティング活動を行っており、世界約 60 を超える国・地域で製品を販売しています。

Santenが目指す理想の世界、「WORLD VISION」（Happiness with Vision）の実現に向け、世界中の技術

や組織・人材をつなぎ、「見る」を通じて人々の幸せを実現する Social Innovator として、眼の疾患や不具合

に起因する世界中の人々の社会的・経済的な機会損失を削減することを目指します。130 年の歴史の中で

培われた科学的知見や企業力を活かし、製薬企業としての枠を越え、患者さん起点で眼科医療ソリューショ

ンの開発と提供に取り組み、価値ある製品・サービスの提供を通じ、患者さんや患者さんを愛する人たちを中

心に社会への貢献を果たしていきます。 

詳細については、当社ホームページ https://www.santen.com/ja/をご参照ください。 

 
 

 

－製品に関するお問い合わせ先－ 

参天製薬株式会社「お客様相談室」 TEL： 0120-127-023 

 

－Santenに関するお問い合わせ先－ 

参天製薬株式会社 コーポレート コミュニケーション 

communication@santen.com 

https://www.santen.com/ja/
mailto:communication@santen.com

